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No.2018-227 

書名 著編者 冊子版刊行予定 

第3巻 緑内障 相原 一（東京大学） 2018年刊行予定 

第4巻 水晶体と屈折 大鹿哲郎（筑波大学） 2018年刊行予定 

第5巻 網膜，硝子体 近藤峰生（三重大学） 2018年刊行予定 

第6巻 黄斑部 飯田知弘（東京女子医科大学） 2018年刊行予定 

◆今後、続々刊行予定！冊子版刊行後に電子版も随時発売予定！ 

第1巻   角膜，結膜 
著編者名 井上 幸次 冊子版ISBN 9784521745107 

同時1アクセス（本体） ¥24,200 発行年 2017 

同時3アクセス（本体） ¥36,300 商品コード 1024943410 

角膜、結膜は、前眼部に位置し、外界に接することから障害を受ける契機が比較的多い部位であ
る。内因性の疾患も含めると、非常にバラエティに富む疾患像がある。この部位に関する基礎知
識と病像を、写真を中心にした誌面でまとめた。編者による豆知識“Editor's note”120編を収載。 

眼科診療ビジュアルラーニング シリーズ  
 好評を博した小社既刊の「専門医のための眼科診療クオリファイ」（全30巻）などを中心に、写真、イラストをテーマ

に沿って収集し掲載。“ビジュアル”な誌面構成が本シリーズのこだわり。 
 正常所見、解剖・生理などの基礎知見から代表的な所見・症状、さらに外来でよく遭遇するコモンな疾患の診療モ

デルまでを一冊に。 
 “Chapter1基礎編”、“Chapter2診断編”では、編集者による“Editor’s note”を随所に付記。臨床上、重要な解剖

知識、診断・鑑別でのポイントなど、<編集者目線の豆知識>を開陳。 
 “Chapter3 診療編”は眼科医がよく診る疾患に絞った診療モデル。患者を前にした練達の臨床家が、手と頭をどう

使うのかを綴った臨場感あふれるケースレポート。 

多忙な眼科医のために基礎から臨床までをサポート 新シリーズ刊行開始!! 

第2巻   眼炎症 
著編者名 園田 康平 冊子版ISBN 9784521745114 

同時1アクセス（本体） ¥24,200 発行年 2018 

同時3アクセス（本体） ¥36,300 商品コード 1027116548 

炎症には、外因性（感染性）、内因性などさまざまな原因があり、眼に起こった場合、視機能温存を主眼に置いた

対応が必要になる。うかつに治療を始めてしまうと、原因特定の決め手となる所見を消退させてしまうことがある一

方で、急速に進む炎症を早く食い止めなければならない医療者としての責務もある。診断の鍵となる所見、症状を

写真中心にまとめた。また、 突発性か反復性かなど炎症の性質ごとに、 エキスパートが診療モデルを紹介。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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専門医認定をめざす、専門医の資格を更新する眼科医必携！ 
変化の早い眼科領域の知見をプラクティカルに解説 

【本シリーズの特色】 
●眼科医が日常臨床において頻繁に遭遇する疾患・検査・治療などのテーマを取りあげ、写真･図表多用し、 
    ビジュアルな誌面で解説。生涯学習に最適！ 
●日本眼科学会による第１８回（2006年）以降の専門医認定試験の過去問題から、 
    その分野の内容にあった問題を抽出し、解説する“カコモン読解”。（各巻平均30問掲載） 
●診断や治療を進めていくうえでの疑問や悩みについて、解決や決断に至るまでの考え方、 
   アドバイスを解説する “クリニカル・クエスチョン”。 
●関連する大規模臨床試験について、これまでの経過や最新の結果報告を解説する“エビデンスの扉”。 
 

総編集： 大鹿哲郎（筑波大学） 大橋裕一（愛媛大学） 
編集委員： 相原 一（東京大学）、瓶井資弘（大阪大学）、白神史雄（香川大学）、中馬秀樹（宮崎大学）、 
                  仁科幸子（国立成育医療研究センター）、村田敏規（信州大学）、飯田知弘（福島県立医科大学）、 
                  近藤峰生（三重大学）、園田康平（山口大学）、横井則彦（京都府立医科大学） 
 

専門医のための眼科クオリファイ［全30冊］ 

巻 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 商品コード 

  ■専門医のための眼科クオリファイ 全30巻セット   ¥954,140 ¥1,431,210 1024943522 

1 屈折異常と眼鏡矯正 大鹿哲郎 2010  9784521733227  ¥35,090 ¥52,690 1022141052 

2 結膜炎オールラウンド 大橋裕一 2010  9784521733234  ¥33,880 ¥50,820 1022141053 

3 緑内障診断ガイド 相原 一 2011  9784521733241  ¥33,880 ¥50,820 1022141054 

4 加齢黄斑変性：診断と治療の最先端 瓶井資弘 2011  9784521733258  ¥32,670 ¥49,060 1022141055 

5 全身疾患と眼 村田敏規 2011  9784521733265  ¥32,670 ¥49,060 1022141056 

6 コンタクトレンズ自由自在 大橋裕一 2011  9784521733272  ¥32,670 ¥49,060 1022141057 

7 視神経疾患のすべて 中馬秀樹 2011  9784521733289  ¥32,670 ¥49,060 1022141058 

8 網膜血管障害 白神史雄 2011  9784521733296  ¥32,670 ¥49,060 1022141059 

9 子どもの眼と疾患 仁科幸子 2012  9784521733302  ¥32,670 ¥49,060 1022141060 

10 眼付属器疾患とその病理 大鹿哲郎 2012  9784521733319  ¥35,090 ¥52,690 1022141061 

11 緑内障薬物治療ガイド 相原 一 2012  9784521734699  ¥33,880 ¥50,820 1022141062 

12 角膜内皮障害 to the Rescue 大橋裕一 2012  9784521734705  ¥35,090 ¥52,690 1022141063 

13 ぶどう膜炎を斬る！ 園田康平 2012  9784521734712  ¥35,090 ¥52,690 1022141064 

14 網膜機能検査 A to Z 近藤峰生 2012  9784521734729  ¥35,090 ¥52,690 1022141065 

15 メディカルオフサルモロジー 眼薬物治療のすべて 村田敏規 2012  9784521734736  ¥50,820 ¥76,230 1022141066 

16 糖尿病眼合併症の新展開 白神史雄 2013  9784521734743  ¥33,880 ¥50,820 1022141067 

17 裂孔原性網膜剥離 瓶井資弘 2013  9784521734750  ¥35,090 ¥52,690 1022141068 

18 眼底OCTのすべて 飯田知弘 2013  9784521734767  ¥33,880 ¥50,820 1022141069 

19 ドライアイ スペシャリストへの道 横井則彦 2013  9784521734774  ¥35,090 ¥52,690 1022141070 

20 眼内レンズの使い方 大鹿哲郎 2014  9784521734781  ¥35,090 ¥52,690 1022141071 

21 眼救急疾患スクランブル 坂本泰二 2014  9784521739182  ¥35,090 ¥52,690 1022141072 

22 弱視・斜視の診療 不二門尚 2014  9784521739199  ¥33,880 ¥50,820 1022141073 

23 眼科診療と関連法規 村田敏規 2015  9784521739205  ¥33,880 ¥50,820 1019588313 

24 前眼部の画像診断 前田直之 2014  9784521739212  ¥36,300 ¥54,450 1022141074 

25 角膜混濁のすべて 井上幸次 2014  9784521739229  ¥33,880 ¥50,820 1022141075 

26 ロービジョンケアの実際 山本修一 2015  9784521739236  ¥33,880 ¥50,820 1022141076 

27 視野検査とその評価 松本長太 2015  9784521739243 ¥36,300 ¥54,450 1019588312 

28 近視の病態とマネジメント 大野京子 2016  9784521739250 ¥39,270 ¥58,960 1019588315 

29 眼形成手術 嘉鳥信忠 2016  9784521739267 ¥35,090 ¥52,690 1019588317 

30 眼の発生と解剖・機能 大鹿哲郎 2016  9784521739274 ¥35,090 ¥52,690 1019588319 
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