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小児科診断・治療指針 
改訂第2版 

総合診療といわれる小児科診療では、患児の全体を見据えた系統的な診察力と、専門領域を完遂
する高い技術力の双方が求められる。同時に、急激に進行する小児科疾患に対応するためには、
手際よく検査を進め、的確な治療を開始しなくてはならない。臨床力を高め、実践するための、小児
科医必携の書。小児科専門医をめざす研修医の学習書として、また診療の第一線で働く医師の
ベッドサイド虎の巻としても活用できるプラクティカルなガイドブック。初版を改訂し、強力にバージョ
ンアップ。 

 

著編者名 遠藤 文夫 冊子版ISBN 9784521744865 

同時1アクセス（本体） ¥64,130 発行年 2017 

同時3アクセス（本体） ¥96,250 商品コード 1024589632 

総合小児医療カンパニア 
目指すのは“これからの小児医療” 

子どもと家族を守り，そのための環境を整備するために必要なテーマを厳選． 
知識や技能に裏付けられたアート，良医に必要なヒューマニティを両輪にさまざまな角
度から小児医療をとらえ直す． 

編集・執筆陣はすべて 
最前線で活躍する実地医家 

疾病を診るだけでなく，複合的な問題（予防接種，子育て支援，心の問題など）にも 
常に対峙している，第一線で活躍する実地医家で編集・執筆陣を構成． 

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 

初期診療を磨く ―センスとサイエンス― 田原 卓浩 2013 9784521736792 ¥18,920 ¥28,380 1023691098 

予防接種マネジメント 初版第2刷(追補) 藤岡 雅司 2013 9784521736808 ¥18,920 ¥28,380 1023691099 

小児科医の役割と実践 ―ジェネラリストのプロになる― 田原 卓浩 2013 9784521736815 ¥18,920 ¥28,380 1023691100 

プライマリ・ケアの感染症 ―身近な疑問に答えるQ&A― 黒崎 知道 2013 9784521736822 ¥18,920 ¥28,380 1023691101 

小児科コミュニケーションスキル ―子どもと家族の心をつかむ対話術― 秋山 千枝子 2014 9784521736839 ¥18,920 ¥28,380 1023691102 

連携する小児医療 ―ネットワークケアを展開する― 田原 卓浩 2014 9784521736846 ¥18,920 ¥28,380 1023691103 

乳幼児を診る ―根拠に基づく育児支援― 田原 卓浩 2015 9784521736853 ¥18,920 ¥28,380 1023691104 

移行期医療 ―子どもから成人への架け橋を支える― 田原 卓浩 2015 9784521736860 ¥18,920 ¥28,380 1023691105 

小児科クリニックの経営 ―外来診療の工夫と院内ルールのつくり方― 関場 慶博 2015 9784521736877 ¥18,920 ¥28,380 1023691106 

専門医が答えるアレルギー疾患Q&A  田原 卓浩 2016 9784521736884 ¥19,910 ¥29,920 1023691107 

全10巻セット 
同時1アクセス（本体）：  ¥172,480 商品コード

1023691096 同時3アクセス（本体）：  ¥258,720 

中山書店 小児科関連書 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2018年4月 

up to dateな情報を読みやすく,わかりやすく小児科診療の 
最前線を強力にサポートする心強い羅針盤（ピクシス)！ 

小児科臨床 ピクシス 

書名 著編者 刊行年 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 

小児救急医療 羽鳥 文麿 2008 9784521730578 ¥18,920 ¥28,380 1019320656 

改訂第2版 発達障害の理解と対応 平岩 幹男 2014 9784521739687 ¥16,940 ¥25,410 1019320657 

改訂第2版 小児てんかんの最新医療 岡 明 2014 9784521739953 ¥18,920 ¥28,380 1019320658 

全訂新版 予防接種 渡辺 博 2014 9784521739519 ¥18,150 ¥27,280 1019320659 

全訂新版 年代別アレルギー疾患への対応 五十嵐 隆 2015 9784521741543 ¥19,360 ¥29,040 1019320660 

小児メタボリックシンドローム 大関 武彦 2009 9784521731018 ¥18,150 ¥27,280 1019320661 

アトピー性皮膚炎と皮膚疾患 大矢 幸弘 2009 9784521731070 ¥18,920 ¥28,380 1019320662 

小児プライマリケア 横田 俊一郎 2009 9784521731087 ¥18,150 ¥27,280 1019320663 

全訂新版 川崎病のすべて 五十嵐 隆 2015 9784521740959 ¥19,360 ¥29,040 1019320664 

小児白血病診療 菊地 陽 2009 9784521731100 ¥21,780 ¥32,670 1019320665 

抗菌薬・抗ウイルス薬の使い方 尾内 一信 2009 9784521731834 ¥20,900 ¥31,350 1019320666 

小児の頭痛診かた治しかた 椎原 弘章 2009 9784521731841 ¥20,570 ¥30,910 1019320667 

起立性調節障害 田中 英高 2010 9784521731858 ¥19,360 ¥29,040 1019320668 

睡眠関連病態 神山 潤 2010 9784521731865 ¥20,570 ¥30,910 1019320669 

不登校・いじめその背景とアドバイス 平岩 幹男 2010 9784521731872 ¥18,150 ¥27,280 1019320670 

新生児医療 渡辺 とよ子 2010 9784521731889 ¥21,340 ¥32,010 1019320671 

年代別子どもの皮膚疾患 馬場 直子 2010 9784521731896 ¥18,920 ¥28,380 1019320672 

下痢・便秘 清水 俊明 2010 9784521731902 ¥18,920 ¥28,380 1019320673 

ここまでわかった小児の発達 久保田 雅也 2010 9784521731919 ¥20,570 ¥30,910 1019320674 

かぜ症候群と合併症 草刈 章 2010 9784521731926 ¥19,910 ¥29,920 1019320675 

小児外来で役立つ外科的処置 里見 昭 2010 9784521733081 ¥20,570 ¥30,910 1019320676 

小児のネフローゼと腎炎 伊藤 秀一 2010 9784521733098 ¥20,570 ¥30,910 1019320677 

見逃せない先天代謝異常 高柳 正樹 2010 9784521733104 ¥20,900 ¥31,350 1019320678 

症状別検査の選び方・進め方 石井 栄三郎 2011 9784521733111 ¥20,570 ¥30,910 1019320679 

小児感染症 細矢 光亮 2011 9784521733128 ¥20,570 ¥30,910 1019320680 

小児慢性疾患のサポート 楠田 聡 2011 9784521733135 ¥20,570 ¥30,910 1019320681 

耳・鼻・のど・いびき 喜多村 健 2011 9784521733142 ¥20,130 ¥30,250 1019320682 

急性脳炎・急性脳症 塩見 正司 2011 9784521733159 ¥20,570 ¥30,910 1019320683 

発熱の診かたと対応 田原 卓浩 2011 9784521733166 ¥20,570 ¥30,910 1019320684 

小児画像診断 小熊 栄二 2012 9784521733173 ¥22,990 ¥34,540 1019320685 

全30巻セット 
同時1アクセス（本体）：  ¥541,200 商品コード 

1019320654 同時3アクセス（本体）：  ¥811,800 
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子どもの心の診療シリーズ  
全9巻 

◎ 総編集： 齊藤万比古    （国立国際医療センター国府台病院） 

◎ 編集委員： 本間博彰（宮城県子ども総合センター）／松本英夫（東海大学）／宮本信也（筑波大学） 

☆ シリーズ特長 ☆ 
・すぐに役立つプラクティカルな内容 
・最新の統計データを紹介 
・豊富な図表や事例呈示でわかりやすく解説 
・臨床の第一線で活躍する多彩な執筆陣 
・充実した参考文献欄 

書名 冊子ISBN 刊行年 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

■子どもの心の診療シリーズ・全９巻 セット価格        ¥75,240 ¥112,860 
       （※分売でのご注文も承ります）       

１巻 子どもの心の診療入門 9784521731476  2009 ¥9,680 ¥14,520 

２巻 発達障害とその周辺の問題 9784521730721  2008 ¥9,240 ¥13,860 

３巻 子どもの身体表現性障害と摂食障害 9784521731483  2010 ¥9,240 ¥13,860 

４巻 子どもの不安障害と抑うつ 9784521731490  2010 ¥9,460 ¥14,190 

５巻 子ども虐待と関連する精神障害 9784521730646  2008 ¥8,800 ¥13,200 

６巻 子どもの人格発達の障害 9784521731506  2011 ¥9,240 ¥13,860 

７巻 子どもの攻撃性と破壊的行動障害 9784521731513  2009 ¥9,240 ¥13,860 

８巻 子どもの精神病性障害～統合失調症と双極性障害を中心に～ 9784521730943  2009 ¥9,240 ¥13,860 

別冊 子どもの心の処方箋ガイド～診察の仕方/診断評価/治療支援～ 9784521731520 2014 ¥9,020 ¥13,530 

別冊「子どもの心の処方箋ガイド」 すでに既刊全８巻購入のお客様特別価格 9784521731520 2014 ¥8,200 ¥12,200 

＊すでに既刊全8巻分をご購入頂いてるお客様には、 
   別冊は特別価格でご注文頂けます。 

別冊 
「子どもの心の処方箋ガイド」 
販売開始！  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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