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2020年4月 

コロナウィルスの影響で感染症に対する関心が高まっています 
お役に立てるコンテンツをご紹介します 

国際標準の感染予防対策滅菌・ 
消毒・洗浄ハンドブック 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

冊子版ISBN 9784263237175  

著編者名 ICHG研究会 発行年 2018 商品コード 1030884492 

院内感染予防対策の基本から現場で即実践できる具体的手順までを網羅した医療従事者の必携書！●医療従事者にとって
必須の「滅菌・消毒・洗浄」に関する基本的な考え方を国際標準に基づいてゴールを肯定形で記載し，同時にその理由も解説
した感染対策の実践書！●編者が世界各地の医療機関を視察し，現地職員とディスカッションを重ねることで生まれたEBMに
もとづく感染対策のグローバルスタンダードがこの一冊に！●患者と医療者自身の感染予防や，環境や経済面に配慮した感
染予防対策が学べる内容．養成校のテキストにも最適！ 

感染とケア 第2版 
（ケアのこころシリーズ 9） 

出版社 インターメディカ 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784899961222  

著編者名 広瀬 千也子 発行年 2005 商品コード 1030760101 

今、医療の場では「易感染性患者」が増加し、日和見感染症や、MRSAなどがクローズアップされています。また、
エイズやO-157など新しい感染症とともに従来からの感染症も大きな問題となっています。患者さんを、ナース自
身を感染から守るため、必携の１冊。 

パンデミックを阻止せよ! 
 ―感染症危機に備える10のケーススタディ―
（DOJIN選書 49） 

出版社 化学同人 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,150 

冊子版ISBN 9784759813494  

著編者名 浦島 充佳 発行年 2012 商品コード 1020886497 

鳥インフルエンザ、ニパ脳炎、西ナイル熱、SARS…。実際に発生した感染症の10の事例から、感染源や感染経
路の特定、致死率の算出、封じ込めのための対策などを分析し、感染症危機管理にどう活かすかを検討する。 

詳解感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律 4訂版 

出版社 中央法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784805853672  

著編者名 厚生労働省健康局結核感染症課 発行年 2016 商品コード 1024060448 

感染症の予防、発生時の措置、患者への医療等を定めた感染症法を条文ごとに解説する。H7N9型の鳥インフ
ルエンザ及びMARSを2類感染症に位置付け、情報収集体制の強化等を行った平成26年改正に対応。 

感染症関連タイトル 

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


● 表示価格は税抜きです。 2020年4月  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

◆衛生学・公衆衛生・予防医学 関連◆ 

感染対策ポケットナビ （Pocket Navi） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN 9784521739151  

著編者名 大友 陽子 発行年 2014 商品コード 1025293997 

感染症や微生物の基礎知識はもちろん、看護に欠かせない洗浄・消毒・滅菌、周術期管理、また自身をまもるための
職業感染対策などについてコンパクトかつ丁寧に解説。また、実際に病棟で感染者が発生したときを想定し、検査か
ら感染性がなくなったと判断されるまでの流れ、また感染経路からみた感染症発生時の対応について、フローチャート
を示しながら、各ポイントを示している。 

高齢者施設でできる感染制御マニュアル 
 ―平常時の対応から押さえておきたい感染症
まで― （※） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥10,890 

同時3アクセス(本体) ¥16,390 

冊子版ISBN 9784784940424  

著編者名 吉田 正樹 発行年 2018 商品コード 1029161149 

高齢者施設の医療職・非常勤医師のために施設での感染対策の基本がこの１冊に！ 高齢者施設には十分な数の医
師や看護師が常駐していないことがほとんど。そんな、病院ではない、高齢者施設ならではの事情を踏まえて高齢者
施設でもできる感染制御の基本を、施設感染対策のプロが解説します。 

よくわかる!感染管理 

出版社 メヂカルフレンド社 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥12,100 

冊子版ISBN 9784839213473  

著編者名 大塚 喜人 発行年 2007 商品コード 1013997200 

病院感染の基本から、病院感染症とその予防、病院感染を起こす細菌・微生物、臨床微生物検査、病院感染サーベ
イランスまで、感染管理のすべてがわかる一冊。『看護技術』連載に加筆してまとめたもの。 

在宅ケアと感染制御 

出版社 メヂカルフレンド社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥20,900 

冊子版ISBN 9784839210588  

著編者名 小林 寛伊 発行年 2005 商品コード 1013997187 

在宅ケアにかかわる医師、看護師、介護職に役立つよう、在宅における感染制御に関連する事項を網羅したもの。在
宅における感染制御の基礎知識から、さまざまな技術、薬剤や医療器具等の管理と消毒法などを解説する。 

訪問看護師のための在宅感染予防 
テキスト オールカラー改訂2版 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784840471954  

著編者名 HAICS研究会 PICSプロジェクト 発行年 2020 商品コード 1031533316 

※本書の資料が無料でダウンロード可能です。詳細は「データのダウンロード方法」のページをご参照ください。【在宅
ならではの感染予防が学べ指導にも最適】 「在宅の感染対策って、何をすればいいの？」「訪問看護師が押さえて
おくべき知識を身に付けたい」というあなたのためのすぐに役立つ実践テキスト。感染予防の基本から在宅ケアにおけ
る注意点まで、誰にでもわかるように解説！指導＆説明ツールはダウンロード可なので、サッと使える！ 

院内エリア&部門別“はじめてさん”の感染対策 
レクチャーブック ―平常時とアウトブレイク時の対応が 

できる!―（インフェクションコントロール 2019年夏季増刊） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840466929  

著編者名 坂木 晴世 発行年 2019 商品コード 1030831517 

【具体例で苦手なエリア＆部門を克服しよう！】 「各部署のスタッフが困っているポイントが分からない」「マイナー部
門の感染対策が徹底されていない」と悩む“はじめてさん”のために、あらゆるエリアと部門ごとの感染対策のノウハウ
をばっちり解説！院内ラウンドやスタッフ指導、マニュアル作成に使える。アプローチが難しいエリア＆部門も網羅して
いるため、すべてのICTにおすすめ！ 
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ICTのための耐性菌対策お助けブック 
 ―ベッドサイドで使える!― 
（Infection control 2019年春季増刊(通巻326号)） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840466912  

著編者名 山本 剛 発行年 2019 商品コード 1030515272 

チェックポイント&指導ツールが無料でダウンロード可能です。詳細は「本書の使い方」のページをご参照ください。 【研修の準備か
ら物品の管理方法まで網羅！】 「うちの耐性菌対策は大丈夫かな？」「研修で何を伝えればいいのかな？」と不安を感じているICTメ
ンバーのため、耐性菌対策に必要な知識と情報を解説！実践者が解説する研修方法やアウトブレイク対応、日常で使う物品の管理
方法、各職種へのフィードバック方法まで。ICTに必要な耐性菌対策へのノウハウはこの一冊にお任せください！ 

“今のすべてがここにある!"感染対策IC LAB  
（Infection control 2016年春季増刊(通巻284号)） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840455817  

著編者名 森兼 啓太 発行年 2016 商品コード 1020706719 

感染対策に関わる専門家が集まる研究所「IC LAB」へようこそ! 各領域のプロたちが、「手指衛生」「デバイス関連感染
防止」「感染対策関連法規」など16項目について解説する。現代の感染対策の方向性を俯瞰できる書。 

感染対策に必要なガイドラインこれだけは! 
 ―はやわかりレビュー! : 看護師・研修医必携 : 14分野27点に
わたる国内外の主要ガイドラインの最新エッセンスを凝縮!― 
（Infection control 2015年臨時増刊） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840453073  

著編者名 大久保 憲 発行年 2015 商品コード 1017804314 

14分野27点にわたる、感染対策に必要な国内外の主要ガイドラインを取り上げ、重要ポイントを絞り込んで分かりやす
く解説する。関連する最新の文献、日本での動向や考え方などを紹介した「レビュー」を各項目の最後に掲載。 

感染対策の必守手技 
 ―写真だからみるみるわかる!― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,856 

同時3アクセス(本体) ¥13,376 

冊子版ISBN 9784840437295  

著編者名 柴谷 涼子 発行年 2012 商品コード 1013996691 

感染対策に関する基本的な手技をピックアップし、理解しやすいように写真を中心として解説する。注意点や教育のコ
ツ、必守手技も収録。メモ欄付き。『INFECTION CONTROL』連載に加筆し書籍化。 

医療従事者のための感染対策 
ルールブック 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784906844180  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2019 商品コード 1031574989 

感染対策は感染防止のために必要なルールの集積です。本書は，エビデンスに基づいた227のルールを感染対策の
第一人者である矢野邦夫先生がカテゴリー別に厳選し，ハンディーな新書判にまとめています。現場で感染対策を実
践する医療従事者の方々，とりわけ研修医や新人看護師のみなさんにとって有益な情報を満載した手軽に使える実
務重視のポケットルール集です。 

マメカン 
 ―絵でみる感染防止キーワード200― 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784906844159  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2018 商品コード 1030134659 

感染防止に関係する重要なキーワード200語を１ページ１語でイラストを中心に解説した オールカラーイラストブック！。
感染の概念，病原微生物，薬剤耐性菌，医療関連感染，感染予防策，環境整備，抗菌薬，滅菌・消毒・洗浄など幅広
い領域を絵本感覚で学べます。 
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5W1H×感染対策 
 ―6つの要素で対策の肝をつかもう!― 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,060 

同時3アクセス(本体) ¥10,120 

冊子版ISBN 9784906844166  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2018 商品コード 1030134660 

標準予防策や感染経路別予防策，多剤耐性菌，医療関連感染のカテゴリーにおける感染対策の具体的な手技の一つ一つを5W1H（い
つ，誰が，どこで，なぜ，何を，どのように）の視点からとらえ，意図を持った感染防止行動を実践するために知っておくべき対策の本質
的な意義をわかりやすく解説しています。 

感染対策のレシピ 第2版 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥14,960 

冊子版ISBN 9784906844128  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2017 商品コード 1030134657 

感染対策で重要な50のテーマをメニューに，各々を用語解説から対策に必要なモノやコト，最小限で成果を生むポイント，対策の実施
手順，ガイドラインのエッセンス，補足解説の項目立てでまとめ，対策レシピとして解説した本格テキスト。 

介護保険施設のためのできる!感染対策 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,060 

同時3アクセス(本体) ¥10,120 

冊子版ISBN 9784906844142  

著編者名 四宮 聡 発行年 2017 商品コード 1030134658 

高齢者が集団で生活する介護施設においても感染対策は重要なテーマで，感染対策の専門スタッフが不在の状況であっても取り組ま
なくてはなりません。本書は，介護施設で取り組める感染対策の具体的な手法をイラストをまじえてわかりやすく解説しており，近隣病院
との地域連携にも役立つ１冊です。 

感染制御ポケペディア 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥12,320 

冊子版ISBN 9784906844104  

著編者名 森澤 雄司 発行年 2016 商品コード 1030134656 

本書は現場で求められる感染予防策の膨大な知識の中から特に重要な項目を厳選し，すべて箇条書きで覚えやすいスタイルに編集し
ています。現場で必要な時に必要な情報に簡便にアクセスできる感染対策のお助けポータブルブックです。 

感染対策 
 ―かんせんボウシ見聞録 : まるごと覚え書きノート― 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

0.0 ¥11,000 

冊子版ISBN 9784906844081  

著編者名 森澤 雄司 発行年 2015 商品コード 1030134654 

※単語検索およびテキストコピーができません。 かんせんボウシというキャラクターが，一寸法師がごとく感染の旅に出て，覚えておきた
い感染対策の知識を旅を通して学んでいくイラストを中心としたストーリー仕立ての解説書。 

矢野流!感染予防策の考え方 
 ―知識を現場に活かす思考のヒント― 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784906844098  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2015 商品コード 1030134655 

感染対策の概念，基本的な考え方から，知識としての感染対策情報を知恵として現場で実践するための思考のヒントを感染対策の第一
人者である筆者が，自らの経験をもとにたとえ話をまじえてわかりやすく解説しています。 

院内レクチャーのコツ! ―秘伝!感染対策― 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784906844043  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2013 商品コード 1030134650 

自施設の中で感染対策の院内研修会を実施する際に，できるだけ院内職員への学習効果を高めるために必要な秘伝のレクチャー術を
感染対策関連の講演の達人が基本から実践までを惜しみなく解説しています。 
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ウイルス・細菌の図鑑 
 ―感染症がよくわかる重要微生物ガイド― 
（知りたい!サイエンスILLUSTRATED 003） 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥9,680 

冊子版ISBN 9784774177168  

著編者名 北里 英郎 発行年 2016 商品コード 1022312293 

ウイルス・細菌に対する正しい知識を得られる一冊。感染症の歴史的背景から、微生物の基礎知識、感染症の
発症のしくみまでを、写真やイラストを多用して、総合的かつわかりやすく解説する。 

感染症に挑む 
 ―創薬する微生物 : 放線菌― 
（共立スマートセレクション =  
        Kyoritsu smart selection 22） 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784320009233  

著編者名 杉山 政則 発行年 2017 商品コード 1029502806 

本書は、感染症の治療薬として汎用されている「抗生物質」や主な感染症の種類と症状について理解を深めると
ともに、抗生物質にはどんな種類があり、どのような機構で病原菌を死滅させるのか、抗生物質のほとんどを生み
出す「放線菌」とはどのような微生物なのか、などの知識を得るために最適な啓蒙書。 

休み時間の免疫学 第2版 
（休み時間シリーズ） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784061557147  

著編者名 齋藤 紀先 発行年 2012 商品コード 1021802222 

感染症や免疫・アレルギーを勉強する際の入門書。細菌感染、ウイルス、リンパ球、分子生物学など、免疫学の
基本となる最低限の知識を、1テーマ10分で理解できるようコンパクトに解説。国家試験問題と解答も収録。 

ウイルス ―ミクロの賢い寄生体― 
（サイエンス・パレット 016） （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784621088166  

著編者名 Dorothy H. Crawford 発行年 2014 商品コード 1017819864 

人類の歴史はウイルスとともにある。ウイルス観の変遷から、さまざまな感染症の起源と現状、治療技術の進歩、
ウイルスの地球生命圏における役割、人類とウイルスのこれからに関する提言まで、ウイルスの全体像を描く。 

◆基礎医学 関連◆ 
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肺・縦隔 画像診断 （放射線医学） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784765315081  

著編者名 富山 憲幸 発行年 2012 商品コード 1011618769 

胸部X線写真の読影を取り上げ、画像を形作るもととなっている胸部の解剖や変異をわかりやすく紹介。また、臨
床現場で遭遇する頻度の高い肺感染症の診断や、間質性肺炎のHRCT診断などについても解説する。 

感染症診療 ―その常識は正しいか?― 

（救急・集中治療 Vol28 No7・8 (2016)） 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784883785438  

著編者名 志馬 伸朗 発行年 2016 商品コード 1022469870 

本特集は，痒いところに手の届く救急・集中治療の感染症関連書籍，を目指しました．執筆者には，救急・集中
治療を含む臨床現場での感染制御/感染症診療に携わり，日々困難な症例と格闘しておられる新進気鋭の先生
方を選びました．過去の類書ではあまり採りあげられなかったニッチ領域や，教科書では手が届かない細かな点
を中心に，内容を構成しました．読者には，疑問に立脚してエビデンスを紐解き，そのうえでどう考え行動すべき
なのか，専門家の示す道筋をたどり，それぞれの現場に活かして頂ければ幸いです．―――「巻頭言」より 

迅速で的確な対応のための重症感
染症Q&A ―最新の診かたと考え方― 

（救急・集中治療 Vol24, No11・12(2012)） 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784883785209  

著編者名 志馬 伸朗 発行年 2012 商品コード 1016411564 

感染症の診断の基本から、治療、コモンな病態、手法、稀ではあるが押さえておきたい疾患知識までをわかりや
すく解説。 

感染症  
（図説・臨床看護医学 8） 

出版社 DMP-ヘルスバンク 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN - 

著編者名 松本 哲哉 発行年 2016 商品コード 1021863122 

全巻新規執筆．微生物学の基礎から院内感染，日和見感染症，HIV感染症などに及ぶ 

◆臨床看護 関連◆ 

6 



● 表示価格は税抜きです。 2020年4月 

◆臨床看護 関連◆ 

書名 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 

おべんきょ病原微生物 ―彼らの話も聞いてみた!―（1） 2014 9784906844050 ¥5,500  ¥11,000  1030134651 

おべんきょ抗菌薬 ―医療関連感染と抗菌薬のお話―（ 2） 2017 9784906844135 ¥5,940  ¥11,880  1030134652 

おべんきょ環境整備 ―病原体にはびこるスキを与えない!―（3） 2019 9784906844173 ¥5,500  ¥11,000  1030652905 

森澤 雄司 著  リーダムハウス 

呼吸器疾患  
（コメディカルのための最新医学講座 第2巻） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥17,800 

同時3アクセス(本体) ¥26,700 

冊子版ISBN 9784521623917  

著編者名 貫和 敏博 発行年 2005 商品コード 1011046286 

新しい診断基準やガイドラインに従って大幅に改訂。初版発行時にはみられなかったSARSや、社会問題にまで
発展した睡眠時無呼吸症候群についても言及しました。また、新型インフルエンザウイルスや抗癌薬などの薬剤
情報も最新データに基づいて変更し、画像検査もいっそう充実しました。 

微生物と感染症  
（コメディカルのための最新医学講座 第10巻） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥19,900 

同時3アクセス(本体) ¥29,800 

冊子版ISBN 9784521730974  

著編者名 岩本 愛吉 発行年 2009 商品コード 1011046294 

微生物と感染症の全体像から、検査の目的と結果のよみ方、疾患の種類、感染症の予防と対策までを詳しく解
説。薬剤・治療の適応範囲や新承認薬など、最新情報を反映し、統計資料、保険適用基準、関連法規などを更
新した。 

感染管理のすすめ方 
 ―ナースが担う実務のすべて― 

出版社 メヂカルフレンド社 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥12,100 

冊子版ISBN 9784839206956  

著編者名 柴田 清 発行年 2001 商品コード 1013997192 

感染管理者の役割と活動の概要から、サーベイランスの基礎と実際、アウトブレイク時の対応、感染防止のため
の、マニュアルの作成と教育および施設・設備管理と他部署との連携まで、経験と実践を集大成したテキスト。 

シリーズ 

おべんきょブックス 
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◆内科学 関連◆ 

感染症 第2版 
（新・病態生理できった内科学 9） 

出版社 医学教育出版社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784871634434  

著編者名 できった編集委員会 発行年 2010 商品コード 1022252136 

平成21年版ガイドライン対応。あらゆる科にまたがる感染症を、まずは微生物の世界からひも解きます。各論では
「呼吸器感染症」や「尿路感染症」など、臓器別に解説。感染症学の総論から、各科の講義にまで対応します。理
解を助けるイラスト・表も満載。内科の入門から国家試験対策まで、幅広くニーズに応える一冊です。 

感染症クリスタルエビデンス 治療編 
 ―こういうときはこうする!― 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784765317528  

著編者名 岡 秀昭 発行年 2018 商品コード 1027509818 

感染治療において，実際の臨床現場で直面するさまざまな問題を提示し，現状の抗生剤・抗菌薬・疾患等の検証
と臨床結果を基に，14のセクションに分けて対応策を詳しく解説．その上で，現状のエビデンスでは未解決の問題
について，可能な限り明快な指針になるよう，専門医の立場から「エキスパートオピニオン『こういうときはこうす
る！』」を提示し,「現場での治療をどう進めるか」という実際的なノウハウを盛り込んだ一冊． 

絵でわかる感染症 with もやしもん  
（絵でわかるシリーズ） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥4,900 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784061547759  

著編者名 岩田 健太郎 発行年 2015 商品コード 1021720326 

感染症とは何か? 抗菌薬ってなんだろう? 院内感染にはどのようなものがある? 感染症界のエースがわかりやすく
解説する感染症学の入門書。菌漫画「もやしもん」のイラストも満載。 

よくみる子どもの感染症Q&A 2011 
（小児科学レクチャー v. 1, no. 2） 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784883787517  

著編者名 細矢 光亮 発行年 2011 商品コード 1013840076 

感染症学の基本に則り、感染症へのアプローチから対応といった事項を平易にかつ明解に解説する。 

感染症診療ガイドライン総まとめ 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥24,750 

冊子版ISBN 9784883788033  

著編者名 岩田 健太郎 発行年 2010 商品コード 1014000860 

【主要目次】●総 論●各 論 Ｉ．抗菌薬のガイドライン ＩＩ．各病原微生物・感染症のガイドライン ＩＩＩ．予防・感
染防御のガイドライン ＩＶ．その他のガイドライン（書籍版付録のCD-ROMはついておりません） 
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症例から学ぶ輸入感染症A to Z ver.2 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥38,280 

冊子版ISBN 9784498021235  

著編者名 忽那 賢志 発行年 2019 商品コード 1030515258 

海外渡航者やインバウンドが増加し続ける現在、いかなる医療機関においても輸入感染症に遭遇する可能性は少な
くありません。大幅改訂となったver。2では、マラリアやデング熱などのメジャーな疾患から近年話題のジカウイルス感
染症やエボラウイルス病、さらには見落としてはいけないマイナーな感染症まで、国内で遭遇しうる輸入感染症の診療
について忽那、上村の師弟コンビがさらにゆる～く解説します。 

思考としての感染症思想としての感染症 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥6,776 

同時3アクセス(本体) ¥13,552 

冊子版ISBN 9784498021143  

著編者名 岩田 健太郎 発行年 2008 商品コード 1013786860 

どこにでもあるような感染症をどこまで質を上げて診察することができるか。練度を上げることができるか。かぜ症候群
のようなコモンな疾患を対象に、複雑な感染症診療の世界を簡略化せず解説し、その考え方などを論じる。 

呼吸器感染症  
（呼吸器疾患診断治療アプローチ 2） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥26,620 

同時3アクセス(本体) ¥39,930 

冊子版ISBN 9784521745268  

著編者名 藤田 次郎 発行年 2017 商品コード 1025599613 

※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 呼吸器感染症は日常診療で遭遇する頻度の高いコモンディ
ジーズである。しかし超高齢社会での肺炎の増加、新興感染症や耐性菌の出現、災害時の感染症対策など、現代の複雑かつ多様
化した社会においては、その治療法は画一的でなく、個々の患者の状況に合わせることが必要となっている。本書では呼吸器感染
症診療の第一線で活躍する専門家が、診断・治療の実際についてわかりやすく解説している。 

プライマリ・ケアの感染症 ―身近な疑問に

答えるQ&A―（総合小児医療カンパニア） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥18,920 

同時3アクセス(本体) ¥28,380 

冊子版ISBN 9784521736822  

著編者名 黒崎 知道 発行年 2013 商品コード 1023691101 

クリニックで遭遇する小児感染症に関する疑問について、Q&A形式で解説。かかりつけ医としての対応や情報の活用
法、クリニックで有用な検査法、根拠に基づく治療法・対応の選択などがわかる。 

感染症まるごとこの一冊 

出版社 南山堂 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784525231613  

著編者名 矢野 晴美 発行年 2011 商品コード 1028494739 

これから病棟に立つ医学生・研修医の方へ．将来何科に進んでも避けることができないのが感染症です．本書は臨床
微生物や抗菌薬の知識のみならず，感染防御や感染患者との医療面接についても解説されている感染症臨床の入
門書で，グラム染色，重症感染症の写真も満載です．この一冊で，生涯使える感染症の基本事項をしっかり身につけ
ましょう！ 

外来で診る感染症 
 ―感染症診療コツのコツ― （※） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥10,164 

同時3アクセス(本体) ¥15,246 

冊子版ISBN 9784784929382  

著編者名 具 芳明 発行年 2020 商品コード 1031533305 

初期研修医からベテランまで外来診療を行うすべての医師へ。優れた臨床医の思考の道筋・判断の根拠がここに！ 
内科の診断・治療一般のエキスパートが自身の実践を踏まえて披露する「外来での感染症診療のコツ」。 好評を博し
た『jmedmook7 見逃したらコワイ 外来で診る感染症』（2010年刊行）をベースにパワーアップしました！ 
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高齢者の暮らしを守る在宅・感染症診療 
（※） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥10,406 

同時3アクセス(本体) ¥15,609 

冊子版ISBN 9784784957552  

著編者名 高山 義浩 発行年 2020 商品コード 1031533309 

時間と資源が限られる在宅での感染症診療と感染対策について、「在宅での感染症の考え方」「症候別アプローチ」
「使いこなしたい薬剤」「感染対策」の4つの観点から実践的に解説！ 抗菌薬の選択についてはもちろん、近年増加
する介護現場で働く外国人とそれに関わる輸入感染症対策や、在宅⇔入院のタイミングまで網羅しています。 

グローバル時代のウイルス感染症 （※） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥15,070 

同時3アクセス(本体) ¥22,550 

冊子版ISBN 9784784921508  

著編者名 西條 政幸 発行年 2019 商品コード 1029728137 

海外帰りの患者さんが発熱、下痢……そんな時何を疑いますか?  世界で流行するウイルス感染症の疫学や診断・治
療の最新情報を網羅した唯一無二の1冊。 

あなたも名医!侮れない肺炎に立ち 
向かう31の方法 ―非専門医のための肺炎

診療指南書―（jmedmook 28） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784784964284  

著編者名 山本 舜悟 発行年 2013 商品コード 1015293348 

呼吸器や感染症を専門としない医師に向けた肺炎診療の実践書。市中肺炎の診断と対応をはじめ、病原体ごとに異
なる診療上の注意点、院内肺炎などについて解説する。お悩みQ&Aも収録。チェック欄あり。 

あなたも名医!名医たちの感染症の 
診かた・考えかた ―外来での抗菌薬処方は

どうする?―（jmedmook 41） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784784964413  

著編者名 岡 秀昭 発行年 2015 商品コード 1020744466 

外来で「とりあえず」「念のため」抗菌薬を処方している医師が、的確な根拠のもとに外来での感染症患者に抗菌薬を
処方したり、時に処方を我慢するための指南書。実力派執筆陣が、抗菌薬処方の現場ですぐ役立つ項目を解説する。 

身近な感染症とその治療・対策  
（からだの科学 276） 

出版社 日本評論社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN   

著編者名 柴 孝也 発行年 2013 商品コード 1016907128 

感染症は医療機関でなく“市中” でいかに発見し、対処するかが肝要である。家庭内、学校、職場など、自分でできる
拡大防止・予防対策を伝授しよう。 

感染症一刀両断! ―そこが知りたい!― 

出版社 三輪書店 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784895901758  

著編者名 西原 崇創 発行年 2006 商品コード 1011036835 

どの臓器が感染し、どのような細菌が起因菌なのか。最も適した抗菌薬は何なのか？ すべての専門領域の医師に必
要な感染症診療について、診断までのアプローチから抗菌薬選択まですべてのプロセスを解説。 
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エビデンスに基づいた抗菌薬適正使用
マニュアル ―浜松医療センターはこうする!― 

改訂2版 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,504 

同時3アクセス(本体) ¥13,024 

冊子版ISBN 9784840433532  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2011 商品コード 1013533826 

浜松医療センターの抗菌薬適正使用マニュアル。抗菌薬適正使用のための11のルールをまとめた上で、抗菌薬の特
徴、各領域感染症における推奨抗菌薬、病原体の特徴と推奨抗菌薬を記述。実践的な薬物投与計画表も収録。 

目で見る感染症 ―見ためでここまで診断 

できる!感染症の画像アトラス― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥10,230 

同時3アクセス(本体) ¥20,350 

冊子版ISBN 9784758117746  

著編者名 原永 修作 発行年 2015 商品コード 1020083670 

日本でもトップレベルにある沖縄県の感染症診療のエッセンスを凝縮。比較的頻度の高い疾患を対象に、画像と「目
で見た診断ポイント」を示し、診断確定に必須の「病歴・身体所見・検査」も解説する。 

もっとよくわかる!感染症 
 ―病原因子と発症のメカニズム― 
（実験医学 別冊） 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784758122023  

著編者名 阿部 章夫 発行年 2014 商品コード 1018853611 

基礎と臨床をつなぐ感染症の入門書。20種類の感染症を取り上げて、分子機構を中心に流行や症状も解説。感染症
の歴史・定義、感染症法などの基礎知識や、病原体と宿主のもつ基盤となる分子メカニズムについても説明する。 

サンフォード感染症治療ガイド 2018 
 ―日本語版― 

出版社 ライフサイエンス出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784897753744  

著編者名 David N.Gilbert 発行年 2018 商品コード 1030071711 

1969年の刊行以来，全世界の臨床家に活用されている「感染症診療のバイブル」 2018年度版 ！世界の感染症の状況がわかる，ま
さに感染症診療のグローバルスタンダード2018年度版は，世界中で問題となりつつある多剤耐性菌に関する記載が充実○毎年最
新のエビデンスに基づいて内容を改訂○全ページ表形式で，疾患ごとに治療推奨が一目でわかる○細菌から真菌，寄生虫，ウイル
スまで，遭遇しうるすべての感染症を網羅○Antimicrobial Stewardshipは刊行以来の原則 

サンフォード感染症治療ガイド 2017 
 ―日本語版― 

出版社 ライフサイエンス出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784897753607  

著編者名 David N. Gilbert 発行年 2017 商品コード 1027509741 

50年近く全世界の臨床家に活用されている「感染症診療のバイブル」日本語版。 1969年の刊行以来，毎年新たな文
献を取り込み，最新のエビデンスに基づいて内容を改訂。 細菌から真菌，寄生虫，ウイルスまで，遭遇しうるすべての
感染症を網羅し，世界の感染症の状況がわかる，まさに感染症診療のグローバルスタンダード。 医学生，研修医，一
般臨床医，薬剤師をはじめ，多くの医療関係者に有用。 

医療現場ビギナーさんのための感染防止 
の絵本－カモシレナイ思考のススメ 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス(本体) ¥5,060 

同時3アクセス(本体) ¥10,120 

冊子版ISBN 9784906844203  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2020 商品コード 1031574990 

医療現場にデビューしたその日から感染防止行動の実践を求められます。本書は，研修医や新人ナースさんをはじ
めとする医療現場ビギナーの方々に，現場での感染防止行動に必要な「カモシレナイ思考」を軸に感染防止対策の
要点がオールカラーの絵本スタイルでわかりやすく解説されています。スマホでも見やすく読みやすい形式ですので，
手軽に学べて，しかも役に立つ！病院の新人研修にもおすすめの教材です。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年4月 

保健の科学 2007年10月号 :  
新興・再興感染症の現状と予防 

出版社 杏林書院 
同時1アクセス(本体) ¥1,100 
同時3アクセス(本体) ¥2,200 

冊子版ISBN - 
著編者名 - 発行年 2017 商品コード 1031004703 

新興・再興感染症の現状と予防 

感染症道場 2015年6月号（Vol.4 No.2） 

出版社 メヂカルフレンド社 
同時1アクセス(本体) ¥4,840 
同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN 9784779214981  
著編者名 - 発行年 2015 商品コード 1030628650 

【若き医師たちに送る感染症学入門のための学術誌】疫学・病態から予防，診断・治療まで，感染症疾患に関する基礎
知識を網羅。感染症対策や教育に積極的な施設や症例検討の流れ，検査のポイントなど，若手医師がより深く理解する
ための「活きた知識」を提供。 

Surgery Frontier  2015年9月号（Vol.22 No.3） 
: 危惧する感染症―院内感染防止対策― 

出版社 メヂカルフレンド社 
同時1アクセス(本体) ¥5,060 
同時3アクセス(本体) ¥7,590 

冊子版ISBN 9784779215476  
著編者名 - 発行年 2015 商品コード 1030628662 

【すべての外科医に必要な侵襲学とその周辺の基礎科学を網羅】外科的治療をより安全に行うためには，生体への侵襲
をできる限り軽減する必要があり，近年この侵襲に関する研究はますます重要視され，飛躍的な進歩を遂げている。本誌
は侵襲学およびその周辺の基礎科学の最新の研究成果を速やかに，ビジュアルな誌面構成で提供し，外科臨床におけ
るその応用の促進をはかる。 

まったく新しい感染症雑誌［ジェイ・イデオ］ 

Jounal of Infectious Diseases Educational Omnibus 

書名 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 

■J-IDEO 【2017年】セット特価 - - ¥60,500  ¥121,000  1030939854 

J-IDEO Vol.1 No.1 : De-escalationを総括する 2017 9784498917019 ¥13,750  ¥27,500  1030939855 

J-IDEO Vol.1 No.2 : ケアバンドル 2017 9784498917026 ¥13,750  ¥27,500  1030939856 

J-IDEO Vol.1 No.3 : β-ラクマターゼ 2017 9784498917033 ¥13,750  ¥27,500  1030939857 

J-IDEO Vol.1 No.4 : 呼吸器科の最後の砦で出会う感染症たち 2017 9784498917040 ¥13,750  ¥27,500  1030939858 

J-IDEO Vol.1 No.5 : 薬剤耐性菌からみえる世界 2017 9784498917057 ¥13,750  ¥27,500  1030939859 

■J-IDEO 【2018年】セット特価 - - ¥74,250  ¥148,500  1030939860 

J-IDEO Vol.2 No.1 : 特別対談・青木眞×岩田健太郎 2018 9784498918016 ¥13,750  ¥27,500  1030939861 

J-IDEO Vol.2 No.2 : 抗菌薬の使用動向調査 2018 9784498918023 ¥13,750  ¥27,500  1030939862 

J-IDEO Vol.2 No.3 : 病院の薬剤耐性菌対策を見直そう 2018 9784498918030 ¥13,750  ¥27,500  1030939863 

J-IDEO Vol.2 No.4 : HPVワクチンを考える 2018 9784498918047 ¥13,750  ¥27,500  1030939864 

J-IDEO Vol.2 No.5 : 暮らしのなかの感染症診療 2018 9784498918054 ¥13,750  ¥27,500  1030939865 

J-IDEO Vol.2 No.6 : 世界に出よう，フィールドに出よう 
 ―海外で感染症診療を行うということ 

2018 9784498918061 ¥13,750  ¥27,500  1030939866 

■J-IDEO 【2019年】セット特価 - - ¥74,250  ¥148,500  1031282241 

J-IDEO Vol.3 No.1 : 感染症医のための傾向スコア分析 2019 9784498919013 ¥13,750  ¥27,500  1031282242 

J-IDEO Vol.3 No.2 : 日本の感染症界全体をでっかく論じよう 2019 9784498919020 ¥13,750  ¥27,500  1031282243 

J-IDEO Vol.3 No.3 : 感染症検査機器の最新潮流 2019 9784498919037 ¥13,750  ¥27,500  1031282244 

J-IDEO Vol.3 No.4 : 令和元年のグラム染色論 2019 9784498919044 ¥13,750  ¥27,500  1031282245 

J-IDEO Vol.3 No.5 : 感染症数理モデル入門 2019 9784498919051 ¥13,750  ¥27,500  1031282246 

J-IDEO Vol.3 No.6 : 風邪診療と「禅」 2019 9784498919068 ¥13,750  ¥27,500  1031282247 

2017年～2019年セット揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥209,000 ¥418,000 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年4月  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

◆微生物・生態学・婦人科学 関連◆ 

新しいウイルス入門 
 ―単なる病原体でなく生物進化の立役者?― 
【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1801） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062578011  

著編者名 武村 政春 発行年 2013 商品コード 1027984132 

巨大ウイルスの発見で、ウイルス研究は新段階を迎えた。ウイルスとはどんな形をし、どんな種類があり、どんな働
きをしているのか。インフルエンザやノロウイルスといった身近な存在に触れながら、新しいウイルス像を解説する。 

巨大ウイルスと第4のドメイン 
 ―生命進化論のパラダイムシフト― 
【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1902） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,900 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062579025  

著編者名 武村 政春 発行年 2015 商品コード 1027984170 

次々と発見される巨大ウイルスは、多彩な遺伝子を持ち、細胞性生物に近い機能を備えているものもいる。巨大ウ
イルスは新しい生物のグループ(ドメイン)ではないか? 最先端のウイルス研究が“生物とは何か”を問いなおす。 

生物はウイルスが進化させた 
 ―巨大ウイルスが語る新たな生命像― 
【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2010） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784065020104  

著編者名 武村 政春 発行年 2017 商品コード 1027984243 

数十億年前、いま最も注目を集めるあるウイルスの祖先が誕生した。ヒトや細菌とは遺伝的系統を異にする彼らが、
私たちの〈共通祖先〉に感染し、生物の発展・繁栄に不可欠なDNAや細胞核をもたらした!?そして、その子孫たる
「巨大ウイルス」が明らかにする、生命と進化の知られざるからくりとは？日本初の巨大ウイルス＝トーキョーウイル
スの発見者が語る、生物進化のアナザーヒストリー。 

感染症の生態学  
（シリーズ現代の生態学 ６） 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

冊子版ISBN 9784320057463  

著編者名 日本生態学会 発行年 2016 商品コード 1022699212 

新進気鋭の若手生態学者たちが考える生態学の体系をシリーズ化。6では、感染の分子レベルから病原生物・宿
主・環境との相互作用まで、感染症を生態学的見地から解説する。 

女性と感染症  
（新女性医学大系 . プライマリケア 10） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥31,900 

同時3アクセス(本体) ¥41,800 

冊子版ISBN 9784521540917  

著編者名 川名 尚 発行年 1999 商品コード 1013201449 

本巻では、感染のメカニズムや検査・診断・治療法等についてその全体像を俯瞰し、各論として性感染症、女性
感染症、母子感染症を取り上げるほか、妊娠・分娩・産褥に及ぼす影響や周術期感染、院内感染等についても詳
しく解説しました。日常の臨床ですぐに活用できるよう各々疾患毎、病原微生物毎に、体系的にまとめました。感
染症が女性に及ぼす影響をより広い視点から捉え直したこれからの産婦人科医に必携の書です。 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年4月 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。 

実践！看護技術シリーズ 感染予防編 全2巻【動画】  

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥61,600 ¥123,200 1027840903 

写真でわかる 看護のための感染防止アドバンス【動画付】 
―病院感染対策の基本・実践のポイントを徹底理解!― 

インターメディカ 

医学映像教育センター 

スタンダード・プリコーション 【動画】 
（実践!看護技術シリーズ . 感染予防編 vol.1） （※） 

監修 長谷部 佳子 発行年 2010 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 同時3アクセス(本体) ¥61,600 

冊子版ISBN 9784862433626  商品コード 1027840904 

手洗いと手指消毒、防護用具の着脱・感染経路別予防策による防護用具の選択（マスク、手袋、
予防衣）、医療器具の取り扱い（針刺し事故対策など）、医療廃棄物の取り扱い、環境整備（46分） 

消毒・滅菌と無菌操作 【動画】 
（実践!看護技術シリーズ . 感染予防編 vol.2） （※） 

監修 長谷部 佳子 発行年 2010 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 同時3アクセス(本体) ¥61,600 

冊子版ISBN 9784862433633  商品コード 1027840905 

消毒・滅菌方法（高圧蒸気滅菌、ＥＯＧ滅菌など）、医療機器の分類、滅菌済み物品の取り扱い
（確認と開封法）、創の処置（36分） 

医療・看護現場の最前線で、患者にもっとも近い存在の看護師が感染防止の役割
を担うことが、施設全体の感染防止対策につながります。本書では、カラー写真320
点と動画で感染防止対策に必須の知識・技術をわかりやすく解説、現場で実践でき
る構成になっています。現任看護師から看護学生まで、幅広くご活用いただけます。 

監修：古川 祐子  2018年  冊子版ISBN：9784899963752 

【電子書籍（動画付）】 （45分） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体）  商品コード 

¥16,280   ¥40,700 1028164183 

【電子書籍のみ】  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体）  商品コード 

¥11,000 ¥27,500 1027518377 

※動画のみの販売は行っておりません。 

◆動画タイトル◆ 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年4月 

突然、高熱が…感染拡大 
 ―その症状と予防策― 【動画】 （※） 

出版社 映学社 

同時1アクセス(本体) ¥92,950 

同時3アクセス(本体) ¥143,000 

冊子版ISBN - 

監修・企画協力 砂川 富正 ほか 発行年 2016 商品コード 1030937069 

文部科学省選定。現在、医学の進歩とともに感染症患者数も減る一方、インフルエンザや風しんの脅威は未だ続き、
また新しい病原体が出現するなど、人と感染症との戦いは続いています。本作品では、人から人にうつる感染症として
「インフルエンザ・ノロウイルス胃腸炎」「麻しん・風しん」を、蚊に刺されてうつる感染症として「デング熱」「日本脳炎」を
取り上げ、それぞれの感染経路、症状、処置の仕方、予防法について解説します。（約25分） 

感染症とその予防 【動画】 
（わたしたちのからだと健康 第3版 5） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 

同時3アクセス(本体) ¥61,600 

冊子版ISBN 9784862438003  

監修・企画協力 小澤 治夫 ほか 発行年 2019 商品コード 1028203342 

この番組は、現代の感染症、感染経路や予防接種などの知識、思春期や青年期に知っておくべきHPV やHIV、性感
染症への理解やその予防などについて解説します。（37分） 

感染症の治療薬 
 ―細菌感染症、ウイルス感染症、真菌感染症― 
【動画】（目で見る薬理学入門 vol.8） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784862437143  

監修・企画協力 山崎 純一 ほか 発行年 2016 商品コード 1027840859 

【細菌感染症、ウイルス感染症、真菌感染症】感染症発生のメカニズムと原因微生物の生態を確認し、それらに用いら
れる抗菌薬、抗ウイルス薬、抗真菌薬の薬理作用・作用機序をていねいに解説します。さらに、抗菌薬耐性のメカニズ
ムとその対策について解説します。（48分） 

感染症 【動画】 
（目で見る子どもの保健 . 病気編 vol.2） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 

同時3アクセス(本体) ¥61,600 

冊子版ISBN 9784862436351  

監修・企画協力 加藤 忠明 ほか 発行年 2014 商品コード 1027840938 

子どもが集団で生活する保育所などの施設では、さまざまな感染症が流行します。この巻では病原体や感染経路など
の感染症の三大要因、子どもによく見られる感染症を、呼吸器症状（インフルエンザなど）、皮膚症状（突発性発疹、
麻疹など）、消化器症状（感染性胃腸炎など）に分け資料画像などを用いて解説します。また感染症の予防として予防
接種や保育施設での感染症対策などについて解説します。（40分） 

呼吸器症状・発熱【動画】 
（臨床診断推論入門 5） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784862435156  

監修・企画協力 岡田 唯男 ほか 発行年 2013 商品コード 1028203152 

プライマリ・ケア外来において、呼吸器症状・発熱を訴えて来院する患者は多く見られます。この番組では、呼吸器症状・発
熱を主訴とする疾患として呼吸器感染症のあらましを確認するとともに、鑑別診断に役立つデータ取得の方法について解説
します。さらに実践的な思考法が身につくように、呼吸器症状・発熱を主訴とする3つの症例（かぜ症候群＋急性気管支炎、
急性咽頭炎、肺炎）について、仮説演繹法による臨床診断推論の具体的な進め方を紹介します。（27分） 

健康指標と感染症予防 【動画】 
（目で見る公衆衛生 vol.2） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 

同時3アクセス(本体) ¥61,600 

冊子版ISBN 9784862432117  

監修・企画協力 宮本 邦彦 ほか 発行年 2008 商品コード 1029452555 

公衆衛生が対象とする集団の健康状態を把握するために用いられるさまざまな健康指標（老年化指数、出生率、死亡
率、平均寿命など）、疫学に用いられる有病率や罹患率などの指標について、そして感染症とその予防について解説
します。（42分） 

◆動画タイトル◆ 
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● 動画は印刷・ダウンロードができません。 
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感染 【動画】 
（目で見る医学の基礎 第2版 12） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN   

監修・企画協力 坂井 建雄 ほか 発行年 2007 商品コード 1028203248 

感染症発症のメカニズム（細菌感染、ウイルス感染、宿主の防御）、起炎病原体（細菌、ウイルス、マイコプラズマ、リ
ケッチア、クラミジア、真菌、原虫）の特徴、病原体の検出方法、抗菌薬の作用機序と耐性機構、感染の予防としてワク
チンや消毒・滅菌法について解説します。（40分） 

感染免疫 【動画】 
（目で見る微生物学 4） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784862434364  

監修・企画協力 水之江 義充 ほか 発行年 2012 商品コード 1028203106 

感染経路（接触感染、経気道感染など）、感染様式（水平感染、垂直感染）について説明し、細菌感染からの生体防
御（食細胞、TLR、補体、抗体など）、ウイルス感染からの生体防御（TLR、NK細胞、細胞傷害性T細胞など）、生体防
御能が低下する状態や疾患を解説します。（43分） 

ウイルス感染症 【動画】 
（目で見る微生物学 6） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784862434388  

監修・企画協力 水之江 義充 ほか 発行年 2012 商品コード 1028203108 

ウイルスの感染機構、感染の特異性と病原性（CPE、多核巨細胞形成、がん化など）、ウイルスの変化について説明し、
代表的なウイルス感染症と病原ウイルス（RSウイルス、インフルエンザウイルス、ロタウイルス、肝炎ウイルス、HIV、麻疹
ウイルスなど）について解説します。（45分） 

感染症の治療と対策 【動画】 
（目で見る微生物学 7） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784862434395  

監修・企画協力 水之江 義充 ほか 発行年 2012 商品コード 1028203109 

感染症の診断について簡潔に説明し、抗菌薬の作用機序と副作用、耐性の機構、抗ウイルス薬と抗真菌薬の作用機
序を解説し、さらに感染症対策としてワクチン接種（弱毒生ワクチン、不活化ワクチン）、滅菌と消毒、感染経路の遮断
（スタンダードプリコーションなど）を解説します。（40分） 

呼吸器の疾患 【動画】 
（目で見る病気 第２版 5） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784900119321  

監修・企画協力 小田島 粛夫 ほか 発行年 2004 商品コード 1028203224 

「呼吸器感染症」では、細菌性肺炎、肺結核症、肺真菌症などについて、「換気障害」では、閉塞性障害（気管支喘息
や肺気腫など）、拘束性障害（びまん性肺胞傷害や慢性間質性肺疾患など）について、「肺循環障害」では、肺塞栓症
や肺梗塞などについて、「腫瘍性疾患」では、肺癌やカルチノイドにつて、「胸膜の疾患」では悪性中皮腫について解
説しています。（45分） 

感染症 【動画】 
（目で見る病気 第２版 15） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784900119420  

監修・企画協力 小田島 粛夫 ほか 発行年 2005 商品コード 1028203234 

感染症の変貌、「感染症診断」の各種検査の意義、「敗血症・菌血症」、「中枢神経系感染症」（髄膜炎）、「呼吸器感染
症」（急性上気道炎、市中肺炎、院内肺炎、非定型肺炎など）、「尿路感染症」、「感染性腸炎」（細菌性食中毒、腸管
出血性大腸菌感染症、ウイルス性下痢症、薬剤関連腸炎）、性感染症、新興・再興感染症、院内感染について解説し
ています。（44分） 

◆動画タイトル◆ 
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