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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

医学統計学ハンドブック 
新版 

丹後 俊郎 松井 茂之 編 

2018年発行 

全体像を俯瞰し，学べる実務家必携の書［内容］統

計学的視点／データの記述／推定と検定／実験計

画法／検定の多重性／線形回帰／計数データ／

回帰モデル／生存時間解析／経時的繰り返し測定

データ／欠測データ／多変量解析／ノンパラ／医

学的有意性／サンプルサイズ設計／臨床試験／疫

学研究／因果推論／メタ・アナリシス／空間疫学／

衛生統計／調査／臨床検査／診断医学／オミック

ス／画像データ／確率と分布／標本と統計的推測

／ベイズ推測／モデル評価・選択／計算統計 

・旧版（1995年刊行）から内容を全面的に刷新！ 
・旧版以降の手法の進展など，新規に項目や内容を多数追加！ 

同時１アクセス(本体)：¥66,000  同時３アクセス(本体)：¥132,000 

冊子版ISBN： 9784254122299   商品コード：1029342084 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

解剖学 第11版 

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： 9784765317399   商品コード：1026556804 

（Minor textbook） 

清木 勘治 著 

2018年発行 

本書は，習得すべき知識量を出来るだけ整理・

圧縮して重点主義に徹したスタンダードな教科

書である．特色として図表を豊富に使用し，全

頁カラーで表現している．また，人体の肉眼的

および顕微鏡的観察所見を併記し，さらに，259

項目のSide Memoを設けて形態と機能、臨床病

理との関連について記述した．なお，初めて学

ぶ解剖学が面白い学問であるとの印象を少しで

も持ってもらえるよう工夫した． 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

生理学テキスト 

大地 陸男 編 

2017年発行 

医・薬学系学部生向けの生理学教科書の定

本である好評書が4年ぶりに大改訂．人体機

能全般を体系的に扱った教科書であり，生

理学を学ぶ学生すべてに役立つ内容．今回

の改訂は「わかりやすい生理学」というより「最

新医科生理学」であることに重きをおいた．

一方イラストを充実させ，従来以上の「わかり

やすさ」も追求した． 

同時１アクセス(本体)：¥11,000  同時３アクセス(本体)：¥16,500 

冊子版ISBN： 9784830602290   商品コード：1027621953 

第8版 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

マッキー生化学 
―分子から解き明かす生命― 

第6版 

Trudy McKee 著 

2018年発行 

明快なカラー図版で好評の定番テキストが待

望の改訂。生命を理解するには生化学の基

礎が欠かせないことを理念に、生物における

システム、構造、反応を丁寧に教える。高分

子クラウディング、システム生物学、プロテオ

スタシスなどの最新テーマが紹介される一方

で、一般化学と有機化学の復習章が追加さ

れ、より学びやすくなった。 

同時１アクセス(本体)：¥17,930  同時３アクセス(本体)：¥26,840 

冊子版ISBN： 9784759819434   商品コード：1028506683 

化学同人 

5 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

免疫ペディア  
―101のイラストで免疫学・臨床免疫学に強くなる!― 

熊ノ郷 淳 著 

2017年発行 

複雑な免疫学を体系的に解説！ビジュアラ

イズされた紙面と豊富なイラストですぐに理

解！免疫学の基礎から、がん免疫・腸内細

菌など注目の話題までしっかり網羅！河本

宏先生描下ろしイラストの表紙が目印です。 

同時１アクセス(本体)：¥18,810  同時３アクセス(本体)：¥37,620 

冊子版ISBN： 9784758120807   商品コード：1025193963 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

伝統と信頼の朝倉「内科学」待望の最新版がMeLにて発売開始!!  

内科學 第11版 

総編集 矢﨑 義雄  

編集 赤司 浩一／渥美 達也／伊藤 裕  
稲垣 暢也／神田 隆／木下 芳一／工藤 正俊
小室 一成／須永 眞司／南学 正臣  
長谷川 好規／松本 哲哉／楽木 宏実  

発行年 2017年  

■朝倉書店「内科学 第11版」の特徴■  
•デジタル付録 初登場。本文の理解を深め、広げる豊富なデジタル付録がウェブ上で閲覧可能（本文500
頁相当）。  

•さらに見やすく、わかりやすく進化を続ける内科学書。色分けや陰影で階層やまとまりを明確に表現。記憶に
残る表に。イラストとカラーコーディネイトの工夫で難しい図も理解しやすく。  

•医師国家試験出題基準の内科関連項目を網羅する決定版。時代の要請に応えて、新しく「心身医学」
「老年医学」の章が加わります。各論冒頭に「新しい展開」で第10版以降の各分野の進歩と変化 を解説。  

同時１アクセス(本体)： ¥88,440 同時３アクセス(本体)： ¥176,880 

冊子版ISBN： 9784254322705  商品コード： 1030590654 

「朝倉内科」の改訂11版。オールカラーの写真や図表

と本文との対応が読みやすい決定版。国家試験出題

基準を網羅する内容。近年の研究の進展や発見を各

章冒頭の「新しい展開」にまとめる。高齢社会の進展

など時代の変化を踏まえて「心身医学」「老年医学」を

独 立した章に。これからの内科医に要求される守備

範囲 の広さに応えた。本文の理解を深め広げる図表

やコラム・文献、さらに動画など豊富なデジタル付録

がウェブ上で閲覧可能（本文500頁相当）。 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

■中山書店「内科学書」の特徴■ 
 現在、最も信頼に足る内科学書。情報は最新、ボリュームは最大。専門化、細分化した内科領域の

基礎を十分集約。 
 読者の利便性を考慮した7分冊！関連分野でまとめてあるので、効率的な学習が可能に！ 
 診断ポイントの明示、典型的な症例写真で“見てわかる”教科書を実現！ 
 単なる初見症状の羅列ではなく、「どうしてそうなるのか」がすぐわかる原因とメカニズムを十分に 

解説。 

疾患に至るまでの病態の解説が充実。学生・研修医にとって最適！ 
内科学テキストのスタンダードが5年ぶりの大改訂！ 

同時１アクセス(本体)：¥79,750 同時３アクセス(本体)：¥119,625 

冊子版ISBN： 9784521747491 商品コード：1030541561 

全6冊＋別冊（分売不可） 

内科学書 改訂第9版 

総編集 南学 正臣 

部門編集 伊藤 裕／大田 健／小澤 敬也 
下村 伊一郎／田中 章景／千葉 勉 
伴 信太郎／平井 豊博／深川 雅史 
福田 恵一／藤田 次郎／三森 経世 
持田 智／山田 俊幸／山本 和利 

 

 

編集協力 塩沢 昌英 

発行年 2019 

中山書店『内科学書』の第8→9 版はこう変わる！！ 
 

いま，最も信頼に足る内科学の教科書．専門化，細分
化した内科領域を集約。 
充実した病態生理の記述，豊富な鑑別診断の表と 
典型的な症例写真，検査や治療も丁寧に説明。    
第８版の約半分の記述を書き換え，さらに約100項目を
新設。 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

脳卒中治療ガイドライン 2015 
追補2019対応 

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会 編  2019年発行 

『脳卒中治療ガイドライン2015 [追補2017対

応]』 に新しいエビデンスを加えた『脳卒中治

療ガイドライン2015 [追補2019対応]』です。

[追補2019]は、[追補2017] （原則として2015

年12月末までの文献）以降の2016年、2017

年の文献を検索し、レベル1のエビデンスを

追補したものです。また、レベル3以下だった

エビデンスレベルが2となっていて、特に重要

と考えられるものも追補しています。 

同時１アクセス(本体)：¥9,988  同時３アクセス(本体)：¥24,970 

冊子版ISBN： 9784877942106   商品コード：1031472805 

協和企画 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

ウィリアムス産科学 2版 

一世紀以上の間，世界で最も詳しく、

かつ権威ある産科学の臨床テキスト

として読み継がれてきた『Williams 

OBSTETRICS』の、最新の診療に即

した内容で改訂された第25版の翻

訳版。産科に携わる医師に必要な

すべての知識を網羅した、価値ある

一冊。 

ウィリアムス（著） F. Gary Cunningham（編）  
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座「Williams OBSTETRICS」翻訳委員会（翻訳） 

2019年発行 

同時1アクセス（本体） ¥83,600 同時3アクセス（本体） ¥125,400 

冊子版ISBN 9784525331023  商品コード 1030555817 

10 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

やさしい歯と口の事典 
―カラー版― 

下山 和弘 秋本 和宏 編  2018年発行 

同時１アクセス(本体)：¥25,740  同時３アクセス(本体)：¥51,480 

冊子版ISBN： 9784263445174  商品コード：1030884501 

●知りたいことが，読みたいページが一目でわかる．大きく見やすいイラストや写真で図解．  
●1項目，1頁とコンパクトでていねいな解説により，だれでも最新の歯科治療を瞬時に理解．  
●患者さんや多職種医療従事者とのコミュニケーションツールとして活用できる役立つ実用事典． 

見やすく，わかりやすく，使いやすい工夫がいっぱい スタッフ教育・指導に必携の
ビジュアル事典!診療待合室にも最適な一冊！！ 
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公益社団法人 日本薬学会 編集   

2020年 発行 

同時1アクセス(本体) ：   ¥96,250 

同時3アクセス(本体) ： ¥192,500 

商品コード：1031640015 

冊子版ISBN： 9784307470490  

1）旧版2015年版からの追補をすべて収載。辞書や辞典としての機能も充実。  
2）今、必要とされる最新の試験法を速やかに提供。  
3）各分野のスペシャリストが執筆。  
4）一般試験法に「妥当性の確認」を掲載。  
5）他項への参照箇所をページ数を入れて明確にすることで、使いやすさが向上。  
6）利用頻度が少なくなった旧来の試験法であっても必要な試験法はweb上にて閲覧可能。  
7）巻末に「法規・基準値等の一覧」を掲載。 

人の健康と環境を守るための最適な試験法を網羅 

2020 

衛生試験法・注解 
5年ぶりの大改訂版! 

薬学系・農学系大学図書館、各自治体の
衛生研究所・衛生試験所、食品、医薬品、

香料・化粧品を扱う企業、研究施設に! 
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消毒と滅菌のガイドライン 2020年版 
改訂第4版 

同時１アクセス(本体)：¥9,460  同時３アクセス(本体)：¥18,920 

冊子版ISBN： 9784892699955   商品コード：1031629231 

編集 

大久保 憲 
尾家 重治 
金光 敬二 

 

2020年発行 

感染症法の制定を受けて作成された『消毒と滅菌の
ガイドライン』の最新改訂版。消毒・滅菌の基本的な
考え方から消毒薬の使い方，感染症(病原体)別
の消毒法，多様な滅菌法の原理・適応など，院内
の消毒・滅菌に必要な知識を網羅しました。 
また新型コロナウイルス感染症の情報も可能なかぎり
掲載しています。 

院内の消毒・滅菌に必要な知識を網羅  
新型コロナウイルスの消毒法も掲載！  
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サンフォード感染症治療ガイド 
2018 ―日本語版― 

ライフサイエンス出版 

David N.Gilbert 著 2018年 発行 

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  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 

高血圧治療ガイドライン  
2019年版 

ライフサイエンス出版 

日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会 編  2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥7,040 同時3アクセス（本体）：¥10,560 

冊子版ISBN：9784897753867  商品コード：1031357348 

脳卒中，心臓病，腎臓病を引き起こす最大の原因といわれる高血
圧。本ガイドラインの普及が求められています。2019年版改訂のポ
イント・従来の教科書的記述に加え，より実践的な情報を盛り込ん
だQ & Aスタイルを追加・徹底した文献吟味による最新の診断・治
療法を提示・家庭血圧測定をこれまで以上に重視・目標血圧値達
成に向けた多くの方策を示し実臨床に対応。 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 
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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

15 

わかりやすい内科学 第4版 

文光堂 

井村 裕夫 著 2014年 発行 

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：9784830620300  商品コード：1022220415 

コメディカルスタッフやコメディカル養成校の学生を主な読者対象に，
図表を豊富に用いてわかりやすく内科学のエッセンスを解説した好
評書の最新版．単に疾患の説明に終わることなく，病態生理の視点
から診断と治療が見渡せるよう配慮した内容で，重要箇所は枠囲み
のキーセンテンスによって一目瞭然．より詳しい 説明がほしい読者
のために多数の「メモ」を挿入している．☆図版364点，表組279点，
カラー写真179点，モノクロ写真520点． 

わかりやすい外科学 

文光堂 

馬場 秀夫 著 2017年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥10,560 同時3アクセス（本体）：¥15,840 

冊子版ISBN：9784830623431  商品コード：1028304206 

医学部学生，コメディカル学生を対象に，外科学の要点をコンパクト
にまとめたテキスト．医学教育コアカリキュラムに準拠し，CBT受験前
の学生に役立つ内容とした．従来の外科学教科書と違い，学生に
とって必要十分な内容のみ，ぱっと開いてすぐに理解できるよう，全
ての項目は１ページもしくは見開き２ページで完結．コンパクトなボ
リュームと価格で，医学部学生，コメディカル学生に役立つ一冊と
なっている． 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥30,360 ￥45,540 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 
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最新産科学 正常編  
改訂第22版 

文光堂 

荒木 勤 著 2008年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

冊子版ISBN：9784830631191  商品コード：1031350447 

初版発刊から版を重ねて60年になる産科教科書の決定版．前版か
ら6年ぶりの改訂．基準値等を最新に改めたほか，新ラマーズ法や
ソフロロジー法などについての記載を追加．さらに，ES細胞に関わる
最新の知見など産科に関わるものが押さえておくべき内容を盛り込
んだ．正常新生児に関わる図表は大幅に見直しを行い，差し替えを
行った．胎児の3D写真を増補し，より一層，視覚的にも理解しやすく
なった． 

最新産科学 異常編  
改訂第22版 

文光堂 

荒木 勤 著 2012年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥15,400 同時3アクセス（本体）：¥23,100 

冊子版ISBN：9784830631214  商品コード：1031350450 

「最新産科学 正常編」とならび60年間にわたり改訂を重ね，ロング
セラーとして大きな信頼を得ている産科教科書の大定番．本訴は異
常編として，異常妊娠，合併症妊娠，異常分娩，異常産褥，異常新
生児，母子保健を取り上げる．また，今回の改訂では「産科の危機
管理」の章や，「母児間輸血症候群」の項目を新しく加え，放射線の
影響についても取りあげている．また各項目も丁寧に見直して最新
情報を充実させている． 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥26,400 ￥39,600 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 
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食物アレルギー診療ガイドライン 2016  
2018年改訂版 

協和企画 

海老澤 元宏 著 2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥7,700 同時3アクセス（本体）：¥19,250 

冊子版ISBN：9784877942038  商品コード：1031629236 

食物アレルギーの診療は、『正しい診断に基づいた必要最小限の
食物除去』をさらに積極的に推し進めて『原因食品を可能な限り摂
取させるにはどうすればよいか』という方向を目指しています。本ガイ
ドラインでは、診断においてより重要になってきているアレルゲンの
知識を充実させ、「栄養食事指導」や「経口免疫療法」はそれぞれ章
立てをして、具体的に詳しく解説しています。 

食物アレルギーハンドブック 2018 
 ―子どもの食に関わる方々へ― 

協和企画 

海老澤 元宏 著 2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥3,960 同時3アクセス（本体）：¥9,900 

冊子版ISBN：9784877942014  商品コード：1031629237 

食物アレルギーを持つ患者さんのご家族をはじめ、診療に携わるメ
ディカルスタッフだけでなく、お子さんの「食」に関わるすべての方々
を対象に、食物アレルギーという疾患の成り立ちや対応の仕方を診
療・研究の最先端に立つエキスパートがわかりやすく解説していま
す。成長･発達にとって無用な除去食療法を避けて、お子さんが“で
きるかぎり食べられる”ようにするためのスタンダードが理解できます。 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥11,660 ￥29,150 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 
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医学略語辞典  増補版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥61,600 

同時3アクセス(本体) ¥123,200 

冊子版ISBN 9784254300581  

著編者名 長橋 捷 発行年 2000 商品コード 1011798900 

病名、物質名などの医学およびその他の関連分野で現在使用されている略語１７０００語以上を収録。ＡＢＣ
順に配列し、略語、原語全綴り、日本語訳の順に記載。８７年刊の増補版。 

  

医師のための身体診察と検査の英語 
（医学英語ハンドブックシリーズ） 

出版社 アスク出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784872179644  

著編者名 James C. Thomas 発行年 2016 商品コード 1020482466 

必要なときにすぐにさがせる、医療面接の表現集必要なときにすぐにさがせる、身体診察と検査の表現集。
外国人の患者さんの身体診察に必ず使う表現が１冊にまとまりました。突然、英語で身体診察をしなければ
ならないときにも、必要な表現を引きやすい構成になっています。 

  

医師のための医療面接の英語  
（医学英語ハンドブックシリーズ） 

出版社 アスク出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784872179651  

著編者名 James C. Thomas 発行年 2016 商品コード 1022049587 

外国人の患者さんの医療面接に必ず使う表現を一冊に集約しました。突然、英語で医療面接をしなければならない場面
でも、必要な表現を引きやすい構成になっています。 現場ですぐに使える正確でシンプル、かつ自然な英語表現を収録。
さらに 英語表現の使い分けや文化の違いによる注意点も解説しています。ネイティブスピーカーによる音声をご用意
（Web提供）。巻末には、収録された表現がすぐに引ける「和英小辞典」付き。 

最新医学大辞典 第3版 

同時１アクセス（本体） 
¥42,900 

同時３アクセス（本体） 
¥71,500 

冊子版ISBN： 9784263205631  商品コード： 1018002660 

見出し語を約５２０００語収録した医学大辞典。新たな疾患や概
念、分類に対応し、治療薬・診断薬の商品名を「薬剤一覧」とし
て収載。「心療内科」などの用語を充実し、最新用語３８００語を
追加した１９９６年刊に次ぐ第３版。 

最新医学大辞典編集委員会 編  2005年発行 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

医療・福祉に携わる人のための医療 
用語辞典 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784274216572  

著編者名 伊藤 典子 発行年 2014 商品コード 1018836129 

基本的な知識の習得に主眼を置いた医療用語辞典。医療(解剖・生理、疾患、検査、治療)、調剤、介護の必
須用語をまとめ、わかりやすく解説。付録として病院でよく使う用語や病名略語、カルテによく出る用語なども
収録する。 

  

即使える「病院英語」ハンドブック 
 ―「診察して」って英語で言えますか?― 
【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） （※） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN - 

著編者名 アン・クレシーニ 発行年 2018 商品コード 1030526718 

「診察して」って英語で言えますか？ 海外で体調を崩したら、自分の症状を英語で説明できますか？ 病気
になるととても不安になりますよね。海外旅行中だったらなおさらです。本書ではそのまますぐに病院で使え
る英単語やフレーズをまとめました。10個の病状や状況別に、頻出英語表現、患者として５使えるフレーズ、
それから医師や看護師との会話例を収録しています。 

  

語源で覚える医学英語辞典 

出版社 メジカルビュー社 

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 9784895535120  

著編者名 吉田 和彦 発行年 1995 商品コード 1011618872 

医学英語は主にラテン語とギリシャ語を起源とする語の合成によって成り立っている。その造語要素を修得
すれば、医学英単語の意味やスペルを容易に推測できるようになり、楽に医学英語を身につけることができ
る。3000語に及ぶ医学英単語を収載し、その造語要素が学習しやすく分類されているので特に医学生には
有用である。 

  

医学英語論文執筆のための医学英語
実用語法辞典 

出版社 メジカルビュー社 

同時1アクセス(本体) ¥16,940 

同時3アクセス(本体) ¥25,410 

冊子版ISBN 9784895530910  

著編者名 海老塚 博 発行年 1990 商品コード 1011618873 

本書は、医学英語によく用いられ、語法上特に重要と思われる動詞・名詞・形容詞を中心に、それらの重要
文型を視覚的にとらえやすいように編纂。各Usageごとに実際の医学論文から１～２例の英文例を掲載し文
章中での用い方を解説。■見出し用語1583語■熟語・語法2336語 

  

国際論文English査読・執筆ハンドブック 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥19,250 

冊子版ISBN 9784263433478  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2011 商品コード 1025188259 

国際論文の査読レポートの基本的な構成と書き方を紹介し、査読レポートでよく使われる200語について例
文を交えながら解説。単語・文法・言い回しのよくある誤りも取り上げる。 

  

国際論文English投稿ハンドブック 
 ―カバーレター作成・査読コメントへの返答― 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,210 

同時3アクセス(本体) ¥20,350 

冊子版ISBN 9784263433614  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2017 商品コード 1025188261 

好評の「国際学会English」「国際論文English」シリーズ新刊。論文投稿時の添え状、研究ハイライト、査読コ
メントへの返答文を執筆する際の要点を解説。 

2020/5 

医学一般 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

医学英語表現辞典 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784765314053  

著編者名 横井川 泰弘 発行年 2009 商品コード 1011618783 

調べたい英単語から目的とする参考表現が引ける辞典。主として動詞を中心に３０００語以上の見出し語を
収録。基礎・臨床の両面から集めた医学英語としての例文も豊富に掲載する。 

  

プラクティカル医学英語辞典 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784765314237  

著編者名 羽白 清 発行年 2010 商品コード 1011618787 

基本的な解剖学的用語をはじめ医療関連用語を網羅した辞典。日本語から対応する英語を検索できるだけ
でなく、和英・英和医学用語辞典、略語集、冠名用語集、診療録記載法、実用医薬品集も兼ねた充実の一
冊。 

  

臨床英文の正しい書き方  改訂4版 

出版社 金芳堂 

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 9784765313650  

著編者名 羽白 清 発行年 2008 商品コード 1011618779 

日常のカルテ記載や症例報告に際して必要な臨床医学英文の書き方を解説。基本的な医学術語と診療録
用語を網羅し、例文、各系統の疾患を和英対照で併記。基本語句、例文、疾患名、略語等を最新のものに
訂正・追加した改訂４版。 

  

医薬研究者のための統計記述の英文
表現  改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765314510  

著編者名 奥田 千恵子 発行年 2010 商品コード 1011618789 

医薬分野の英文雑誌に論文を投稿する際に必要な統計解析関連表現の要点を、各種のガイドラインや医
薬研究における統計学的問題点を扱った論文を参考にし、オンライン化されている主要な雑誌の実例を用
いて紹介。 

  

医学論文英訳のテクニック  改訂4版 

出版社 金芳堂 

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 9784765314152  

著編者名 横井川 泰弘 発行年 2010 商品コード 1013988099 

ある決まった内容を説明する文を、論文から実際にとった文を何通りも挙げて解説した．第３版までは臨床
論文が中心であったが，今回の改訂で第１部に基礎論文の実例を加えた．例文が豊富に掲載されており便
利で，英語で医学論文を書く医師や，または論文を英訳する翻訳者にとって必携の一冊である． 

  

日中英医学対照用語辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥74,800 

同時3アクセス(本体) ¥149,600 

冊子版ISBN 9784254300512  

著編者名 日中英医学対照用語辞典編集委員会 発行年 1994 商品コード 1011798899 

日中英の医語の対照集がほとんどない現在、日本・中国・米国の医療に携わる人々に役立つよう医療の場
で頻繁に使用される医学用語約６０００語を選び、日中英、中日英、英日中の順に配列し、どこからでも用語
が捜し出せるように配慮した。 

2020/5 

医学一般 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

医学英語ハンドブック 第2版 

出版社 東京医学社 

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 9784885631696  

著編者名 岡田 一義 発行年 2007 商品コード 1027261597 

医療現場でよく使用される医学専門用語（5,247 語）とその略語（1,837 語）、病院内でよく使われる日常会話（602 項目）の
英語表現などピックアップし、持ち運びに便利なポケットサイズの本にまとめてみた。特に医学生や看護学生の臨床実習
に役立つように配慮したが、医師・薬剤師・臨床検査技師・放射線技師・事務員にも役立つようにした。今般の改定により
サイズの変更と 230 余頁の増加で内容をさらに充実したもので、広く活用していただきたい一冊である。 

  

ライフサイエンス必須英和・和英辞典 
 = Life science English-Japanese 
Japanese-English dictionary  改訂第3版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784758108393  

著編者名 ライフサイエンス辞書プロジェクト 発行年 2010 商品コード 1014005497 

基礎医学・臨床医学・薬学・理学・農学系の最重要語を網羅した英和・和英辞典。頻出１万語の英和と１万６
千語の和英を収録し、文献で汎用される動詞や形容詞もカバー。重要な単語にはひと目で分かる頻度表示
付き。 

  

ライフサイエンス英語類語使い分け 
辞典 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784758108010  

著編者名 河本 健 発行年 2006 商品コード 1014005498 

医学・生物学（生命科学）分野の英語論文や学会抄録を書くときに参照する辞書、あるいは参考書。日本人
が判断しにくい類語の使い分けを、約１５万件の論文データに基づき分析のうえ収録する。使える「生」の例
文も満載！ 

  

ライフサイエンス英語動詞使い分け 
辞典 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥24,640 

冊子版ISBN 9784758108430  

著編者名 河本 健 発行年 2012 商品コード 1014005504 

英文作成のコツは動詞の選び方・使い方にあった! ライフサイエンス分野の論文でよく使われている動詞を
意味で分類し、動詞の前後に来る語の組み合わせを示す。論文執筆にそのまま使える表現が満載。 

  

ライフサイエンス英語表現使い分け 
辞典 第2版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥22,770 

同時3アクセス(本体) ¥45,540 

冊子版ISBN 9784758108478  

著編者名 河本 健 発行年 2016 商品コード 1021588210 

論文データを基にしたコーパス解析で、特に使用頻度の高い単語を収集。動詞+前置詞などのよく使われる
単語の組み合わせ(コロケーション)を出現回数とともに掲載する。名詞の冠詞情報も収載した第2版。 

  

ライフサイエンス論文作成のための 
英文法 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥16,720 

冊子版ISBN 9784758108362  

著編者名 河本 健 発行年 2007 商品コード 1014005500 

「なんとなく正しい」論文を書いていませんか？ 約３０００万語の論文データベースを徹底分析。前置詞の使
い分けや論文特有の表現など、論文執筆に役立つ重要表現も満載。 
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ライフサイエンス文例で身につける 
英単語・熟語 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784758108379  

著編者名 河本 健 発行年 2009 商品コード 1014005501 

生命科学分野の教科書や論文でよく使われる英単語、連語表現、熟語、複合語などを４１５の文例に集約。
論文の読解・執筆に欠かせない語彙、文法が効率よく身につく。 

  

ライフサイエンス論文を書くための 
英作文&用例500 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥16,720 

冊子版ISBN 9784758108386  

著編者名 河本 健 発行年 2009 商品コード 1014005502 

生命科学分野の主要な学術誌をもとに、英語の文章のパターンを解析。時制、冠詞の使い分けなど、日本
人がつまずきやすいポイントや、主語と動詞の組み合わせ方を豊富な例文で解説。『実験医学』連載に加筆
修正して単行本化。 

  

ライフサイエンス組み合わせ英単語 
 ―類語・関連語が一目でわかる― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784758108416  

著編者名 河本 健 発行年 2011 商品コード 1014005503 

主要学術誌150誌でネイティブが用いる表現を徹底分析し、頻用される必須表現を抽出。意味の近い表現が
まとめてわかる単語+単語パターン6262と、論文執筆にそのまま役立つオリジナル例文461を収録。 

  

トップジャーナル395編の型で書く医学英語 
論文 ―言語学的Move分析が明かした執筆
の武器になるパターンと頻出表現― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784758118286  

著編者名 河本 健 発行年 2018 商品コード 1027441310 

医学英語論文をもっとうまく！もっと楽に！論文を12のパート（Move）に分け、書き方と頻出表現を解説。執
筆を劇的に楽にする論文の「型」とトップジャーナルレベルの優れた英語表現が身につきます！ 

  

メルクマニュアルから学ぶ医療英語 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784263206362  

著編者名 大野 実 発行年 2007 商品コード 1012788928 

メルクマニュアル家庭版記載の英文を文例として採用し、高頻度で用いられる動詞１００語、慣用表現１００
例、コロケーション（連語法）１００例を提示。リアルな医療英語が学べるテキスト。１８００語の動詞型早見表
も収録。 

  

国際学会English ―挨拶・口演・発表・
質問・座長進行― 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784263433331  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2007 商品コード 1024303006 

挨拶・プレゼンテーション・ポスター発表・質問・座長進行など、学会での多くのシチュエーションをカバー。実
際の講演・プレゼンテーションから厳選した英語フレーズ例を掲載し、テクニック向上のためのアドバイスも
収録。 
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国際学会Englishスピーキング・エクササイズ 
 ―口演・発表・応答 = English for oral 
presentations : speaking exercises― 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784263433393  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2010 商品コード 1024303007 

口演・発表・応答など、学会での多くのシチュエーションをカバー。実際の口演・ディスカッションから厳選した
英語フレーズを付属CDを聴きながら学ぶ。大事なポイントは日本語で解説してあるので初心者でも安心。 

  

国際学会Englishポスター発表 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784263433546  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2013 商品コード 1025188260 

国際学会における英語によるポスター発表について、それぞれ実例を取り上げながらキーセンテンス等を掲
載。ディスカッションの仕方や質問への対応など、すぐに活用できる内容が満載。大事なポイントは日本語で
解説する。 

  

アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ発想
の医学英語論文 ―プロ翻訳家が伝えたい50の
基本動詞と読めるのに書けない英語表現― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥14,080 

冊子版ISBN 9784840461498  

著編者名 前平 謙二 発行年 2017 商品コード 1025193970 

【日本語発想から脱却して、伝わる英語を書く】日本人が書く医学英語論文の多くはなぜ「英語らしく」ないの
か。それは日本語と英語の間には発想法の溝があり、それが理解できていないからだ。難しい単語は必要
ない。本書で紹介する重要な基本動詞と英語表現が自由に使いこなせれば、アクセプトはグッと近づくはず
だ。 

  

臨床研究のための倫理審査ハンドブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥18,480 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784621083260  

著編者名 笹栗 俊之 発行年 2011 商品コード 1014446537 

倫理審査に関わる人のためのテキスト。臨床研究や倫理審査に関する基本的な理念や知識をまとめるとと
もに、倫理審査の現場でそのまま使える知識や技術を紹介。国内外の主要な関連法規や倫理指針も収録
する。 

  

生命倫理と医療倫理  改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,720 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784765315982  

著編者名 伏木 信次 発行年 2014 商品コード 1016411935 

モデル・コア・カリキュラムに盛り込まれた「医の倫理」の内容を踏まえた、医学医療論理に関する新たな視
点に基づく、生命倫理・医療倫理のテキスト。救急医療・災害医療、脳神経倫理等を新たに加えた改訂3版。 

  

たったこれだけ!医療統計学 改訂2版 

出版社 金芳堂 

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 9784765316309  

著編者名 Harris Michael 発行年 2015 商品コード 1018600626 

臨床論文を読むために必要な概念や手法に特化した簡潔な統計学テキスト。重要度や難易度、用途、簡単
な注意点、試験のための助言などを掲載する。用語集も収録。 
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親切な医療統計学 第2版 

出版社 金芳堂 

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 9784765317740  

著編者名 奥田 千恵子 発行年 2019 商品コード 1029728146 

本書は医療分野の研究者、病院実務従業者、学生を対象とした初学者向けの統計テキストで高度な解析手
法を理解するための実用的な解説書である。解析手法は年々高度になっており、初版から5年を経過した本
書を全般的に見直した。また初版の表計算ソフトexcelの統計関数とアドインソフトの分析ツール（データ分
析）に、新しくEZR（Easy R）の解析法を併記した。 

  

医学統計学ハンドブック 新版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥132,000 

冊子版ISBN 9784254122299  

著編者名 丹後 俊郎 発行年 2018 商品コード 1029342084 

全体像を俯瞰し，学べる実務家必携の書［内容］統計学的視点／データの記述／推定と検定／実験計画法／検定の多
重性／線形回帰／計数データ／回帰モデル／生存時間解析／経時的繰り返し測定データ／欠測データ／多変量解析
／ノンパラ／医学的有意性／サンプルサイズ設計／臨床試験／疫学研究／因果推論／メタ・アナリシス／空間疫学／衛
生統計／調査／臨床検査／診断医学／オミックス／画像データ／確率と分布／標本と統計的推測／ベイズ推測／モデ
ル評価・選択／計算統計 

  

医学・生命科学の研究倫理ハンドブック 

出版社 東京大学出版会 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

冊子版ISBN 9784130624138  

著編者名 神里 彩子 発行年 2015 商品コード 1029834052 

人を対象とする医学・生命科学研究には，研究対象者への倫理的な配慮が不可欠である．家族にも影響が
およぶゲノム情報の扱い方，ほかの研究で得られた試料や情報の使い方，研究成果の伝え方などについて，
最新の法律や指針もふまえて解説する． 

  

ぜんぶ絵で見る医療統計 
 ―身につく!研究手法と分析力― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784758118071  

著編者名 比江島 欣愼 発行年 2017 商品コード 1024589630 

まるで「図鑑」な楽しい紙面と「理解」優先の端的な説明で，医学・看護研究に必要な統計思考が“見る見る”
わかる．臨床研究はガチャを回すがごとし…？！統計嫌い克服はガチャのイラストが目印の本書におまか
せ！ 

  

トラブルに巻き込まれない著作権のキホン 
 ―医療従事者のギモンに答える!― 

出版社 南山堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784525030216  

著編者名 服部 誠 発行年 2018 商品コード 1027855701 

論文作成，出版，講義・プレゼン，ブログなど著作権のトラブルは頻繁に生じる．職や学位を失うことすらある．
しかしこれを回避するための情報リテラシーは医学系教育機関等で十分教育・指導されているとは言い難い．
本書は医療・教育現場から寄せられた著作権に関する不安や疑問を取り上げ、基礎と実践力を身につけら
れる解説書である． 

  

メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計 
手法 ―「目的」と「データの種類」で簡単検索! 
適した手法が76の事例から見つかる、結果が 
まとめられる― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784758102285  

著編者名 山田 実 発行年 2018 商品コード 1028063254 

誰もが悩む「統計手法の選択」を解決！76の研究事例を「目的×データの種類」でマトリックス図に整理。適
した手法がたちまち見つかる！その手法を使う理由の他、解析結果の記載例も紹介、学会発表にも役立ち
ます。 
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超!文献管理ソリューション ―PubMed/
医中誌検索からクラウド活用まで― 

出版社 学研メディカル秀潤社 

同時1アクセス(本体) ¥12,571 

同時3アクセス(本体) ¥37,715 

冊子版ISBN 9784780908435  

著編者名 讃岐 美智義 発行年 2011 商品コード 1011607121 

文献検索により得られた結果をずっと活用するために必要な知識をわかりやすくまとめた一冊。インターネッ
ト上で文献管理ができるソフトウェアを取り上げ、クラウドを活用した文献管理方法についても詳述。 

  

査読者が伝授する論文投稿・査読のコツ 
 ―お作法を知ればこわくない : 新・専門 
医制度に備える!症例報告が書ける!― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784840461665  

著編者名 細野 茂春 発行年 2017 商品コード 1025193972 

【医学論文の執筆・投稿・査読の要点を解説】初めて論文投稿を行うドクターのために、基本的な論文執筆
の進め方、投稿の重要なポイントを解説する。アクセプトされる論文の執筆・投稿のコツ、論文を投稿・査読
する際にやってはいけない「ご法度」など指導医にも役立つ。また、査読について基本的なルールがわかる。
Q&A形式で気になる疑問を解決。 

  

Dr.イワケンのねころんで読める英語論文 
 ―ナース・研修医必見!海外論文がすら 
すら読めるようになるヒケツ― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥10,890 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784840465793  

著編者名 岩田 健太郎 発行年 2018 商品コード 1028700630 

【英語論文へのニガテ意識が100分で解消！】大好評「ねころんでシリーズ」に、あのDr.イワケンが参上！ 英
語論文を教科書通りに精読するのではなく、「論旨をパッとつかむ」コツをわかりやすく解説。多くの原著論文
を読みこなしてきた著者だから語れる生きたノウハウが満載で、看護・医学研究や臨床で「違いを出せる」一
冊。 

  

人間科学の百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088302  

著編者名 日本生理人類学会 発行年 2015 商品コード 1024761519 

人間はどういう生き物で、どう暮せば健康で快適に過ごせるのか。感覚・遺伝・体の構造といった人間の「仕組み」から、
自然環境、社会・文化、社会生活の営みなどがどう体・心に影響を及ぼすのかを、生理人類学の観点から究明する今ま
でになかった事典です。人間科学に関連する重要な中項目約260を選定し、それらを「ヒトの遺伝」「カラダの構造」「カラダ
の機能」「脳と心」「ヒトの感覚」「ヒトと環境」「ヒトの営み」「健康と福祉」「社会と文化」「ヒトを測る」の10章の中で解説してま
す。 

  

小事典からだの手帖 ―薬よりよく効く
101話―新装版 【スマホ・読上】 
（ブルーバックス B-1718） （※） 

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 9784062577182  

著編者名 高橋 長雄 発行年 2011 商品コード 1027984116 

心臓は1日に血液を9000リットル送り出す、断眠は4日が限界、手首から指先まで27個の骨が組み合わさっ
ているなど、「からだ」に秘められた101の謎と不思議と驚異を紹介する。解剖学用語等をアップデートした新
装版。 

  

声のなんでも小事典 ―発声のメカニズム
から声の健康まで―【スマホ・読上】 
（ブルーバックス B-1761） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,000 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062577618  

著編者名 和田 美代子 発行年 2012 商品コード 1027984122 

なぜ人によって声は違うのか? なぜ赤ちゃんは泣きつづけてものどが平気なのか? 太っている人のほうが声
がよくでるのか? 声にまつわる基本知識をQ&A方式でわかりやすく解説する。 
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身体のからくり事典 

出版社 朝倉書店 

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 9784254640298  

著編者名 杉崎 紀子 発行年 2001 商品コード 1011798905 

人間のからだの仕組みは複雑でありながら、みごとに制御され「からくり」に支配されている。その複雑で巧
妙なメカニズムを、オリジナルのイラストや図で明快に解説する。高校の知識から専門家への橋渡し。 

  

人間の許容限界事典 新装版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥95,700 

同時3アクセス(本体) ¥191,400 

冊子版ISBN 9784254102734  

著編者名 山崎 昌廣 発行年 2015 商品コード 1022023890 

痛覚、睡眠、いじめ、集中力、歩行、潜水、寿命、身長、気圧、電磁波、環境ホルモン、湿度、塩分、ダイエッ
ト…。全142項目の「人間の許容限界」について図表を多用して解説する。 

  

医療機関における暴力対策ハンドブック 
 ―患者も医療者も安心できる環境をめざして― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥8,712 

同時3アクセス(本体) ¥17,424 

冊子版ISBN 9784498076464  

著編者名 和田 耕治 発行年 2011 商品コード 1013786855 

医療機関で従来問題にされてきた「患者→職員」への暴力をはじめ、「患者→患者」「職員→職員」「職員→
患者」への暴力について、その対策と予防、発生時の対処、スタッフが行うべき取り組みをわかりやすく解説
する。 

2020/5 

医学一般 
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同時１アクセス（本体） 
¥10,560 

同時３アクセス（本体） 
¥14,080 

冊子版ISBN： 9784840472210  商品コード： 1031670359 

【読むだけで投稿論文アクセプト率アップ！】 投稿雑誌の選び
方から、編集者とのやり取り、論文の作法から英語表現のコツ
まで。アクセプトポイントや踏んではいけないリジェクト地雷ポイ
ントなど、短時間で効率よく学べる。医学系のみならず、理工・自
然科学系にも応用できる。 

北風 政史 著  2020年発行 

医学・理工・自然科学系研究者のための 
英語論文ラクラク・アクセプト 

―年間100本の査読者目線でわかる!採択に導く16の秘訣― 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

図説人体局所解剖学 
全5巻セット 

全5巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥836,000  ¥1,254,000 

＜商品コード：1010721311＞ 

解剖 

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 

図説人体局所解剖学 1 頭部 1972 9784263207413 ¥110,000  ¥165,000  1010684488 

図説人体局所解剖学 2 頸部 1974 9784263207420 ¥110,000  ¥165,000  1010684489 

図説人体局所解剖学 3 胸部 1981 9784263207437 ¥264,000  ¥396,000  1010684490 

図説人体局所解剖学 4 腹部 1984 9784263207444 ¥176,000  ¥264,000  1010684491 

図説人体局所解剖学 5 上肢・下肢・脊柱 1986 9784263208458 ¥176,000  ¥264,000  1010684492 

3万体以上の解剖の経験を有する解剖学の権威による執筆で、実際の病巣と対比して的確
に診断・治療ができる刀刃剖査写真による解剖学書です。 現在では撮影が難しい人体実写
カラー・白黒写真、X線写真で解説され、深度1cm ごとの人体の連続断面の肉眼的解剖所見
とX線像を対比できます。 

川原 群大 著 
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● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

生体のしくみ 第3版 【動画】 

全20巻 

2020/5 

解剖 

原案協力：前川 幸子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 
監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

Vol. タイトル 制作年 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 

■生体のしくみ 第3版 前編10巻 【動画】  - - ¥ 308,000 ¥ 616,000 1029452513 

1 人間の存在 （29分） 2017 9784862437655 ¥30,800 ¥61,600 1029452514 

2 細胞からヒトへ （34分） 2017 9784862437662 ¥30,800 ¥61,600 1029452515 

3 神経系のしくみ1 （32分） 2017 9784862437679 ¥30,800 ¥61,600 1029452516 

4 神経系のしくみ2 （35分） 2017 9784862437686 ¥30,800 ¥61,600 1029452517 

5 神経系のしくみ3 （32分） 2018 9784862437693 ¥30,800 ¥61,600 1029452518 

6 感覚のしくみ （33分） 2017 9784862437709 ¥30,800 ¥61,600 1029452519 

7 身体運動のしくみ1 （33分） 2018 9784862437716 ¥30,800 ¥61,600 1029452520 

8 身体運動のしくみ2 （34分） 2018 9784862437723 ¥30,800 ¥61,600 1029452521 

9 血液のしくみ （34分） 2018 9784862437730 ¥30,800 ¥61,600 1029452522 

10 循環のしくみ1 （29分） 2018 9784862437747 ¥30,800 ¥61,600 1029452523 

■生体のしくみ 第3版 後編10巻 【動画】  - - ¥308,000  ¥616,000  1030815353 

11 循環のしくみ2 （32分） 2018 9784862437754 ¥30,800  ¥61,600  1029527622 

12 呼吸のしくみ （34分） 2019 9784862437761 ¥30,800  ¥61,600  1030815344 

13 消化吸収のしくみ1 （32分） 2019 9784862437778 ¥30,800  ¥61,600  1030815345 

14 消化吸収のしくみ2 （33分） 2019 9784862437785 ¥30,800  ¥61,600  1030815346 

15 代謝のしくみ （36分） 2019 9784862437792 ¥30,800  ¥61,600  1030815347 

16 排泄のしくみ （31分） 2019 9784862437808 ¥30,800  ¥61,600  1030815348 

17 ホルモンのしくみ （33分） 2019 9784862437815 ¥30,800  ¥61,600  1030815349 

18 ホメオスタシスのしくみ （33分） 2019 9784862437822 ¥30,800  ¥61,600  1030815350 

19 防御のしくみ （34分） 2020 9784862437839 ¥30,800  ¥61,600  1030815351 

20 生殖のしくみ （32分） 2019 9784862437846 ¥30,800  ¥61,600  1030815352 

生体のしくみ 第3版 全20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 

¥616,000  ¥1,232,000  1030815354 

「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、複雑
な側面をもつ人間の身体を解き明かします。看護やリハビリテーショ
ン、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す人すべてに求
められる解剖生理の基礎知識を、100のチャプターにわかりやすくコ
ンパクトに収録したフルリニューアル版です！ 

完 結 
しました! 

28 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 2020/5 
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生体のしくみ標準テキスト 
 ―新しい解剖生理― 第3版 【動画付】  

解説用の静止画・動画は、教育用DVDシリーズ「生体のしくみ第3版」全20巻から最重要な内容を
抜 粋 し ま し た 。 リ ア ル で 迫 力 の あ る 高 解 像 度 の C G イ ラ ス ト と 、 1 1 0 以 上 の 動 画 
ファイル（合計150分以上、ナレーション付き）で構成されています。 

同時1アクセス(本体)：¥20,900  同時3アクセス(本体)：¥31,350  

冊子版ISBN：9784862438317 商品コード：1031817541 

New Standard Textbook of Anatomy & Physiology 

監修：高松 研 東邦大学 名誉教授  堀内 ふき 佐久大学 学長 

2020年発行 

解剖 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 2020/5 

解剖 

目で見る解剖と生理 第2版【動画】 

全15巻 
総監修：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 

資料協力：山本 正二／下総 良太／堀越 琢郎（千葉大学大学院 医学研究院【放射線医学】） 

Vol. タイトル 制作年 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 

1 神経系I 中枢神経、高次機能、運動系 （41分） 2009 9784862432650 ¥35,200 ¥70,400 1028203203 

2 神経系II 末梢神経、感覚系 （38分） 2009 9784862432667 ¥35,200 ¥70,400 1028203204 

3 循環系I 心臓 （42分） 2008 9784862432674 ¥35,200 ¥70,400 1028203205 

4 循環系II 血管、リンパ管 （32分） 2010 9784862432681 ¥35,200 ¥70,400 1028203206 

5 血液 （37分） 2009 9784862432698 ¥35,200 ¥70,400 1028203207 

6 呼吸 （40分） 2009 9784862432704 ¥35,200 ¥70,400 1028203208 

7 自律神経・内分泌 （38分） 2010 9784862432711 ¥35,200 ¥70,400 1028203209 

8 運動系I 総論 （33分） 2010 9784862432728 ¥35,200 ¥70,400 1028203210 

9 運動系II 上肢、下肢 （34分） 2010 9784862432735 ¥35,200 ¥70,400 1028203211 

10 消化系I 口、消化管 （38分） 2010 9784862432742 ¥35,200 ¥70,400 1028203212 

11 消化系II 肝臓・胆嚢・膵臓、代謝 （36分） 2010 9784862432759 ¥35,200 ¥70,400 1028203213 

12 腎・尿路 （37分） 2009 9784862432766 ¥35,200 ¥70,400 1028203214 

13 生殖 （47分） 2010 9784862432773 ¥35,200 ¥70,400 1028203215 

14 免疫 （45分） 2010 9784862432780 ¥35,200 ¥70,400 1028203216 

15 細胞・遺伝子 （43分） 2010 9784862432797 ¥35,200 ¥70,400 1028203217 

ご好評をいただいた『目で見る解剖と生理』を大幅にリニューアルしま
した！ヒトの身体について学ぶ全ての方が、その構造や機能に興味
を持つきっかけとなり、楽しく理解できるように、CGアニメーションや
データを豊富に加えた番組です。講義やミーティングに幅広くご活
用ください。 

目で見る解剖と生理 第2版 【動画】 全15巻 （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

¥528,000 ¥1,056,000 1028203202 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

集中講義解剖学 
 ―カラーイラストで学ぶ― 

出版社 メジカルビュー社 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784758300889  

著編者名 坂井 建雄 発行年 2012 商品コード 1016411461 

解剖学の全領域を網羅したテキスト。重要な内臓領域から順に器官系別に取り上げ、続いて神経系、皮膚、
運動器、上肢等の部位別に解説する。フルカラーの図版、項目の要約、キーワードなども掲載。 

  

なんでやねん!根拠がわかる解剖学・ 
生理学要点50 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,548 

同時3アクセス(本体) ¥12,628 

冊子版ISBN 9784840465731  

著編者名 川畑 龍史 発行年 2018 商品コード 1028700631 

【クスッと笑いながら「なるほど」と納得】医療職の卵のみなさんに向けて、難解な用語が多い解剖学・生理学
の丸暗記から解放する書籍。結論を先に言う、繰り返し言う、関西弁の先生が「一つひとつバラバラで覚える
んやなく、関係があることをついでに覚えておくことが勉強のコツや」と指導する。 

  

ほんまかいな!根拠がわかる解剖学・ 
生理学要点39 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,548 

同時3アクセス(本体) ¥12,628 

冊子版ISBN 9784840471909  

著編者名 川畑 龍史 発行年 2019 商品コード 1031434075 

【脱！丸暗記の解剖・生理学第2弾やで～】 『なんでやねん！根拠がわかる解剖学・生理学 要点50』に続く
第2弾！「おもしろくて最後まで読み通せる」「脱！丸暗記」を受け継ぎ、正常の人体のしくみ解説に加え、より
詳しく根拠を示した病態説明や臨床的観点を盛り込んだ。楽しく納得できる解剖生理学の本。 

2020/5 

解剖 

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： 9784871634946  商品コード： 1028391622 

すべての医療系学生が通る道！ 超定番の解剖ノートで実力をつける。
解剖系サブテキストで実績No.1の『解剖トレーニングノート』。第6版の
内容をブラッシュアップし、さらに見やすくしました。穴埋め問題を解き
ながら、自然と覚える・身につく。自分だけの解剖ノートに仕上げるの
もおすすめの使い方。 

竹内 修二 著  2018年発行 

解剖トレーニングノート 
第7版 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

画像解剖コンパクトナビ 
 ―医学生・研修医必携― 

出版社 医学教育出版社 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784871634625  

著編者名 百島 祐貴 発行年 2013 商品コード 1024850489 

エックス線、CT、MRIなど放射線画像の解剖を全身・各断面で掲載。正常画像の理解に最適な1冊です。『画
像診断コンパクトナビ』とあわせて使える画像診断学の入門書です。 医学生はもちろん、医師になってから
も長く使えます。 

  

解剖生理学step by step 
 ―intro workで知識が定着!― 

出版社 医学教育出版社 

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 9784871634700  

著編者名 坂井 建雄 発行年 2016 商品コード 1025020410 

看護学生向けに、解剖生理学のポイントをまとめました。 各章に「Intro」と「Work」を配置し、インプットとアウ
トプットを繰り返すことで知識の定着を図ります。 

  

読んでわかる解剖生理学 ―テキスト― 

出版社 医学教育出版社 

同時1アクセス(本体) ¥6,380 

同時3アクセス(本体) ¥9,570 

冊子版ISBN 9784871634656  

著編者名 竹内 修二 発行年 2014 商品コード 1025356574 

看護・理学・作業など医療系学生向け解剖生理学の教科書。多くの医療系大学、専門学校で採用実績あり。
解いてわかる解剖生理学との併用がおすすめ。 

  

解いてわかる解剖生理学 ―問題集― 

出版社 医学教育出版社 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784871634663  

著編者名 竹内 修二 発行年 2014 商品コード 1025356575 

看護・理学・作業など医療系学生向け解剖生理学の問題集。多くの医療系大学、専門学校で採用実績あり。
自宅学習、長期休暇の宿題などにも使われています。読んでわかる解剖生理学との併用おすすめ。 

2020/5 

解剖 

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 

骨肉腱え問 運動器編 ―解剖学問題集― 安部 みき子 2012 9784860433994 ¥5,500  ¥8,250  1018867732 

脳単 (ノウタン) （語源から覚える解剖学英単語集 脳・神経編） 原島 広至 2005 9784860430757 ¥7,700  ¥11,550  1018867728 

臓単 (ゾウタン) （語源から覚える解剖学英単語集 内臓編） 原島 広至 2005 9784860430955 ¥7,700  ¥11,550  1018867729 

骨単 (ホネタン) （語源から覚える解剖学英単語集 骨編） 原島 広至 2004 9784860430504 ¥7,700  ¥11,550  1018867726 

肉単 (ニクタン) （語源から覚える解剖学英単語集 筋肉編） 原島 広至 2004 9784860430603 ¥7,700  ¥11,550  1018867727 

＆

丸善雄松堂株式会社 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

プラクティカル解剖実習四肢体幹頭頚部 
（※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥27,390 

同時3アクセス(本体) ¥41,085 

冊子版ISBN 9784621301401  

著編者名 千田 隆夫 発行年 2017 商品コード 1025193946 

カリキュラムの時間内で平均的な能力の医学生が解剖実習を完遂でき、学生目線の解剖実習をめざしてプラクティカル
に徹した新時代のカラー版解剖実習の手引書です。写真・イラストはすべてオリジナルの全編見開き構成となっており、
初めて学ぶ学生が、指導者が不在でも解剖ができるようにまとめられています。解説は必要最小限にとどめ、わかりにく
い箇所をイラストや写真でカバーしているため、複雑な作業プロセスが理解できます。 

  

プラクティカル解剖実習脳 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥14,190 

同時3アクセス(本体) ¥21,285 

冊子版ISBN 9784621086148  

著編者名 千田 隆夫 発行年 2012 商品コード 1025226093 

医学部・歯学部における解剖実習の時間が大幅に圧縮されている状況から、新しい解剖実習のコンテンツ
が求められています。本書「脳」では、細部の構造を追究するよりも、全体感を失わずに脳を包括的に理解
することを実習の目標に据えて、作業の途中経過を、できるだけ多くの簡潔明瞭な図と写真によって示して
います。迅速な実習の進行と高い学習効果が期待できます。 

  

カラー図解神経解剖学講義ノート 

出版社 金芳堂 

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 9784765315067  

著編者名 寺島 俊雄 発行年 2011 商品コード 1011618781 

神戸大学から全国へ広まった人気の講義資料をもとにした神経解剖学のテキスト。複雑な構造を単純化し
た模式図を用いながら簡潔に解説する。練習問題も収録。 

2020/5 

解剖 

同時１アクセス（本体） 
¥8,140 

同時３アクセス（本体） 
¥12,210 

冊子版ISBN： 9784765316316  商品コード： 1018600630 

パラメディカル分野の仕事に携わる人向けに、解剖学の膨大な
知識量を整理・圧縮。人体のなりたちの骨組みを簡明かつ正確
に示し、短期間でそのあらましを習得できるように構成。新しい
知見を盛り込んだ改訂8版。 

清木 勘治 著  2015年発行 

人体解剖学ノート  
= Human anatomy 改訂8版 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

徹底攻略！病理解剖 カラー図解 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784765316583  

著編者名 清水 道生 発行年 2015 商品コード 1019255352 

病理解剖の意義・目的に始まり、解剖手技・各臓器の取り出し方・切り出し方から、肉眼所見の取り方、最終
診断の書き方まで、その全過程を、豊富なイラスト・写真でビジュアルに解説した最新の病理解剖実践マニュ
アルでコツやアドバイスなどを随所に掲載．見て理解できる！ 病理解剖のビジュアルテキストである． 

  

実習にも役立つ人体の構造と体表解剖 

出版社 金芳堂 

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 9784765317078  

著編者名 三木 明徳 発行年 2016 商品コード 1023746677 
著者自ら作成した図版を使用し、わかりやすく解説した。「1章 身体の概要」では身体の区分や基準線、解剖学的表現など、臨床的にも必
要な事項を記載。「2章 体表解剖」では、体表から見えない内臓の位置や大きさは骨性指標を手掛かりにして知ることができる。骨性指標
の触察は患者さんの身体に触れる多くの医療職種者にとって必要不可欠な技能である。骨格筋については起始、停止、走行、神経支配、
作用のほかに触察法や筋力検査法を記載。「3章 肉眼解剖」は人体解剖学の実習マニュアルである。見学実習において、目の前の臓器
がどのようなプロセスで剖出されたかを知ることによって、その臓器と他の臓器との位置関係をより深く理解できる。「4章 中枢神経」では脊
髄や脳の構造を理解する基本的事項である。「5章 骨格筋の発生」は骨格筋と末梢神経の関係を簡潔に記載してある。 
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塩田 浩平 著  2018年発行 

カラー図解人体発生学講義ノート 
第2版 

人体発生学の新定番テキスト！日本人研究者
による，読みやすく統一感のある解説と，豊富
なカラー図版・写真で，人体発生学をスムーズ
かつビジュアルに理解できる．第二版では，再
生医学・ゲノム編集・分子生物学など最新の情
報にアップデート．復習問題は五肢択一問題
に変更し，CBTに対応させた．医学部の人体発
生学をマスターするのに最適の一冊！ 

同時１アクセス（本体）：¥12,980 同時３アクセス（本体）：¥19,470 

冊子版ISBN： 9784765317405  商品コード： 1026556802 
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解剖 

人体の解剖生理学 
= Human anatomy & physiology 第2版 

同時１アクセス（本体） 
¥8,580 

同時３アクセス（本体） 
¥12,870 

冊子版ISBN： 9784765317092  商品コード： 1024887968 

看護師，理学療法士，作業療法士，鍼灸師，視能訓練士を目指す学
生が知っておきたい解剖学・生理学を1冊に凝縮．豊富な図版，難読
漢字にはルビを振り，分かりやすさを追求した．解剖学・生理学を学ぶ
医療関連領域の学生が，人体の構造（解剖学）と機能（生理学）の関
連などの基礎知識はもちろん，病態を含めた膨大な知識を理解できる
よう簡潔にまとめた． 

木山 博資 著  2017年発行 
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解剖学 第11版 
（Minor textbook） 

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： 9784765317399  商品コード： 1026556804 

本書は，習得すべき知識量を出来るだけ整理・圧縮して重点主
義に徹したスタンダードな教科書である．特色として図表を豊富
に使用し，全頁カラーで表現している．また，人体の肉眼的およ
び顕微鏡的観察所見を併記し，さらに，259項目のSide Memoを
設けて形態と機能、臨床病理との関連について記述した．なお，
初めて学ぶ解剖学が面白い学問であるとの印象を少しでも持っ
てもらえるよう工夫した． 

清木 勘治 著  2018年発行 
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解剖実習マニュアル ―剖出の手順と 
観察のポイントを完全図解― 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥11,660 

同時3アクセス(本体) ¥17,490 

冊子版ISBN 9784784932009  

著編者名 長戸 康和 発行年 2009 商品コード 1013927049 

解剖実習の手順を詳細に図解したマニュアル本です。初学者が目的の構造を確実に見つけ出し、剖出する
にはどうすればよいか？ その手順と観察のポイントを、約400枚のカラーイラストで「完全図解」しました。イ
ラストは、著者自身が実際に解剖しながら作成したスケッチをもとにしています。表層から深部へと解剖を進
めていく過程が一目瞭然で、立体的なイメージをつかむことができます。 

  

やりとりする細胞と血液  
（なっとく解剖生理学 1） 

出版社 文光堂 

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 9784830600371  

著編者名 五十嵐 雅 発行年 2013 商品コード 1026875509 

親しみやすく解りやすい著者オリジナルのイラストを用いて，講義形式で解剖生理学を伝えるシリーズ．本巻
では，「細胞がどんなものか」，「それは何からできているのか」，「どこから栄養をもらって生きているのか」と
いった，解剖生理学の中でも特に避けて通りがちな細胞や体液などのミクロの世界をビジュアルにレク
チャー．解剖生理に留まらず，ちょっと進んだ病気や治療にもつながる知識も掲載． 

  

ぐるぐる回す循環器  
（なっとく解剖生理学 2） 

出版社 文光堂 

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 9784830600388  

著編者名 五十嵐 雅 発行年 2013 商品コード 1026875510 

親しみやすく解りやすい著者オリジナルのイラストを用いて，講義形式で解剖生理学を伝えるシリーズ．本巻では，循環
器の機能と構造を豊富なイラストで解説．読者が自身の体に触れたり，身近なものに例えたりするなど，医学用語の暗記
に頼るのではなく，ビジュアルかつリアルに循環器を理解できるための工夫が盛り込まれている．また，心電図についても，
波形の暗記だけに頼らない心電図の読み方と理解のしかたを紹介している． 

  

ぐるぐる回る呼吸器  
（なっとく解剖生理学 3） 

出版社 文光堂 

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 9784830600395  

著編者名 五十嵐 雅 発行年 2014 商品コード 1026875511 

呼吸器の機能と構造を豊富なイラストで丁寧に解説．目で見ることが出来ない酸素や二酸化炭素の『動き』
が様々なイラストで表現されており，読者が呼吸の本質をイメージしやすい構成となっている．読者が自身の
体に触れたり，身近なものに例えたりするなど，医学用語の暗記に頼るのではなく，ビジュアルかつリアルに
呼吸器の生理から病気までを理解できるための工夫が盛り込まれている． 

  

図説神経機能解剖テキスト 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830615467  

著編者名 浦上 克哉 発行年 2017 商品コード 1028304205 

神経機能解剖の知識は，神経疾患の診療の前提となる基盤の知識である．各神経系で章分けし，各章の総論では正常
の神経機能解剖を，各論では各神経系での代表的疾患（「Alzheimer型認知症」「脳血管障害」「筋萎縮性側索硬化症」な
ど）を解説し，臨床に役立つ内容となっている．全編カラーで画像とシェーマがふんだんに用いられ，解剖と機能が視覚的
に学べる工夫がなされている．内科医，特に神経内科医必携の1冊． 

  

図解病理解剖ガイド 

出版社 文光堂 

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 9784830604805  

著編者名 新井 冨生 発行年 2018 商品コード 1030447099 

病理解剖の実際と手技（臓器の取り出し方，切り出し方），各臓器の所見の取り方と鑑別疾患，特定の疾患に対する特殊
検査，病理解剖後の処置や保存方法などを解説．豊富な写真とイラストで，初学者にもわかりやすい構成とした．編者ら
の施設がもつ膨大なデータベースから抽出したデータ（年齢別臓器重量など）も掲載．病理解剖の減少により学ぶ機会が
少なくなっている若手病理医にとって，病理解剖の基本知識と技術を学べるガイド． 
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死体検案ハンドブック 

  

イラスト解剖学 第9版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥83,600 

同時3アクセス(本体) ¥167,200 

冊子版ISBN 9784498000438  

著編者名 松村 讓兒 発行年 2017 商品コード 1031593945 

今回の改訂でついにフルカラー。ユニークなイラストとわかりやすい説明で解剖学が驚くほど面白く理解でき
るテキストとして長年大好評を得てきた書の改訂版。イラストと解説を読み進めるうちに暗記に頼らず必要な
知識を身につけることができる。 

  

臨床につながる解剖学イラストレイテッド 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥27,280 

冊子版ISBN 9784758120258  

著編者名 松村 讓兒 発行年 2011 商品コード 1024728170 

疾患のなりたちや治療法から、人体の構造と役割を楽しく学べる教科書。イメージしやすいイラストと豊富な
臨床画像、親しみやすい文章で臨床でも役立つ解剖学知識が自然と身に付く！解剖のおさらいにもオスス
メ． 
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近藤 稔和 著  2020年発行 

死体検案のノウハウをコンパクトにまとめた好
評書の最新版。死因究明等推進基本法の成
立・死後画像診断の活用など、大きく変化して
いる法医学の最新状況に対応。カラー写真・資
料を豊富に掲載し、実務ですぐ使える内容で、
法医学専門家のみならず、法律家・医師・学生
から警察関係者まで本領域に携わる方は是非
とも手元に置いておきたい一冊。今改訂では
大幅に執筆陣を入れ替え、時代に即した内容
となっている。 

同時１アクセス（本体）：¥15,400 同時３アクセス（本体）：¥23,100 

冊子版ISBN： 9784765318235  商品コード： 1031670333 

第4版 
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生理 

生理学トレーニングノート 

同時１アクセス（本体） 
¥5,500 

同時３アクセス（本体） 
¥8,250 

冊子版ISBN： 9784871634632  商品コード： 1025356577 

解剖トレーニングノートの生理学版。看護や理学、作業など医療
系学生向けの、生理学だけで独立した教材はあまりありません。 

生理学TN編集委員会 著  2013年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥6,380 

同時３アクセス（本体） 
¥9,570 

冊子版ISBN： 9784765317450  商品コード： 1026989178 

定番の人体生理学入門書の待望の改訂版．生理学の「なぜ？
どうして？」を解決してくれる．生理学を効率よく短期間で学習で
きるよう，本文の解説・図解・重要語句の説明を簡潔にし，使い
やすさを考えデザインを一新しました．また，学習を振り返ること
ができるよう，復習問題を設けています．「生理学の入門書」とし
て，コメディカルや医学系学生の必携版として手元に置いておき
たい一冊． 

岡田 隆夫 著  2018年発行 

人体生理学ノート 改訂8版 
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生理 

生理学  第8版 
（Minor textbook） 

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： 9784765315050  商品コード： 1013988104 

本書は生命力の表現としての自然治癒力、ホメオスタシス、合
目的性などの原理が、細胞や組織のレベルの現象に生き生きと
現れ、それが器官や系統のレベルの現象に形を変えつつ発展
していくことを示すようにした。そして、これらを外挿することに
よって固体としての人体の生命力が全体として浮彫りになる。初
めて学ぶ生理学が面白い学問であるとの印象を少しでも持って
もらえるよう工夫し、重点主義に徹している。 

岡田 隆夫 著  2012年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥11,000 

同時３アクセス（本体） 
¥16,500 

冊子版ISBN： 9784830602290  商品コード： 1027621953 

医・薬学系学部生向けの生理学教科書の定本である好評書が4
年ぶりに大改訂．人体機能全般を体系的に扱った教科書であり，
生理学を学ぶ学生すべてに役立つ内容．今回の改訂は「わかり
やすい生理学」というより「最新医科生理学」であることに重きを
おいた．一方イラストを充実させ，従来以上の「わかりやすさ」も
追求した． 

大地 陸男 著  2017年発行 

生理学テキスト 第8版 
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生化学・細胞・遺伝 

全6巻 セット特価  

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥46,332  ¥92,664 

＜商品コード：1011443732＞ 

分子生物学講義中継 
全6巻セット 

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 

教科書だけじゃ足りない絶対必要な生物学的背景から最新の分子生物学まで
楽しく学べる名物講義 （Part1） 

2002 9784897062808 ¥8,360  ¥16,720  1011443733 

細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を学ぼう （Part2） 2003 9784897068763 ¥8,140  ¥16,280  1011443734 

発生・分化や再生のしくみと癌，老化を個体レベルで理解しよう （Part3） 2004 9784897068770 ¥8,580  ¥17,160  1011443735 

細胞生物学と生化学の基礎から生物が成り立つしくみを知ろう（Part0 上巻） 2005 9784897064918 ¥7,920  ¥15,840  1011443736 

代謝と遺伝学の基礎を知り，生命を維持するしくみを学ぼう（Part0 下巻） 2006 9784897064932 ¥7,920  ¥15,840  1011443737 

生物の多様性と進化の驚異 （番外編） 2010 9784758120142 ¥10,560  ¥21,120  1011443738 

井出 利憲 著 
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生化学・細胞・遺伝 

目で見る生化学入門 第3版【動画】 

全5巻 
原案監修：岡野 栄之（慶應義塾大学 医学部 生理学教室 教授） 

末松 誠（慶應義塾大学 医学部 医化学教室 客員教授） 高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

Vol. タイトル 制作年 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 

1 生命を構成するもの （30分） 2017 9784862437877 ¥35,200  ¥70,400  1028203096 

2 生体エネルギー（Ⅰ） （26分） 2017 9784862437884 ¥35,200  ¥70,400  1028203097 

3 生体エネルギー（Ⅱ） （33分） 2018 9784862437891 ¥35,200  ¥70,400  1028203098 

4 生体機能とタンパク質 （27分） 2018 9784862437907 ¥35,200  ¥70,400  1028203099 

5 
生命の継続 
 -遺伝情報の発現- （23分） 

2018 9784862437914 ¥35,200  ¥70,400  1028203100 

生化学を学ぶ上で必要な基礎知識を新たに盛り込み、初学者にも分かりやすいよう解説し
た完全リニューアル版です！資料写真を一新するとともに、3Dを含めた最新のCGアニメー
ションを駆使して、実体としてイメージの掴みにくい複雑な生命現象を丁寧に解説していき
ます。生化学概論の決定版として、医学部、看護学部、栄養学部、保健衛生学部などで学
ぶ方々に幅広くご活用いただけます。 

目で見る生化学入門 第3版 【動画】 全5巻  

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

¥176,000  ¥352,000  1028203095 
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生化学・細胞・遺伝 

  

マンガでわかる生化学 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN 9784274067402  

著編者名 武村 政春 発行年 2009 商品コード 1013997022 

生化学とは、生命現象を化学的手法によって明らかにしようという学問。生命科学系すべての基礎となる生
化学の、最も押さえておくべき重要なポイントを、マンガでわかりやすく解説する。 

  

遺伝カウンセリングハンドブック  
（遺伝子医学MOOK 別冊） 

出版社 メディカルドゥ 

同時1アクセス(本体) ¥24,530 

同時3アクセス(本体) ¥49,060 

冊子版ISBN 9784944157761  

著編者名 福嶋 義光 発行年 2011 商品コード 1016411963 

遺伝情報を医療の場で利用するためには適切な遺伝カウンセリングの実施が必要である。遺伝カウンセリ
ングについて、基礎から応用までを詳しく解説。三次遺伝カウンセリング施設一覧などの資料も収録。 

  

分子細胞生物学事典 

出版社 医学評論社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784863991699  

著編者名 村上 康文 発行年 2013 商品コード 1016391646 

分子細胞生物学の中項目を詳述する事典。細胞レベルの分子生物学、キーテクノロジーなどの各項目を、
50音順ではなく、各章・項目の理解が容易になるように配慮して配列する。分子生物学関連データベースも
収録。 

7巻 揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥74,184  ¥222,552 

＜商品コード：1013999922＞ 

学研メディカル秀潤社 

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 

分子生物学実験の基礎 （1） 中山 広樹 1995 9784879621481 ¥10,371  ¥31,115  1013999915 

遺伝子解析の基礎 （2） 中山 広樹 1995 9784879621498 ¥10,688  ¥32,066  1013999916 

本当にふえるPCR  新版（3） 中山 広樹 1998 9784879621825 ¥10,371  ¥31,115  1013999917 

苦労なしのクローニング （4） 真壁 和裕 1997 9784879621726 ¥10,688  ¥32,066  1013999918 

タンパクなんてこわくない （5） 西方 敬人 1997 9784879621665 ¥10,688  ¥32,066  1013999919 

すくすく育て細胞培養 （6） 渡邊 利雄 1996 9784879621627 ¥10,371  ¥31,115  1013999920 

使おう酵母できるtwo hybrid （7） 水野 貴之 2003 9784879622655 ¥11,002  ¥33,006  1013999921 

バイオ実験イラストレイテッド 
細胞工学 別冊 目で見る実験ノートシリーズ 
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生化学 ―亀田講義ナマ中継― 
（わかりすぎてヤバい!） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥4,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784061562547  

著編者名 亀田 和久 発行年 2012 商品コード 1021720347 

三大栄養素ってなに? 核酸ってどんな酸? 脂肪と脂質はちがうの? 分子の構造と機能、物質の代謝など、予
備校界のスーパー講師が、生化学の基礎を講義形式でわかりやすく解説する。 

  

教養のための図説生化学 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784407022667  

著編者名 紺野 邦夫 発行年 1986 商品コード 1012749649 

生命現象の分子的，化学的メカニズムの基礎，基本をわかり易く学習できるコンパクトな入門書。 

  

コア講義生化学 

出版社 裳華房 

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥5,500 

冊子版ISBN 9784785352196  

著編者名 田村 隆明 発行年 2009 商品コード 1018720306 

分子生物学とともに現代生物学を牽引している生化学。これから本格的に生化学を学ぼうとする初学者に
向けて、生化学をわかりやすく解説したテキスト。豊富な図版に加え、演習問題も掲載。 

遺伝学辞典  

同時１アクセス（本体） 
¥46,200 

同時３アクセス（本体） 
¥69,300 

冊子版ISBN： 9784766425253  商品コード： 1028506628 

▼OUP刊“A Dictionary of Genetics、 Eighth edition”の全訳。 
▼遺伝学やライフサイエンス関連事項7、340項目を収録。 
▼有用なデータを盛り込んだ充実の6つの付録を用意。 
▼遺伝学上重要な1、036件の歴史的出来事を年表として収録。 
▼日本遺伝学会などが見直しを進める新和名を併記。 
▼日本語索引（英語付き）は和英辞典としても使用できる。 

Robert C. King 著  2018年発行 

生化学・細胞・遺伝 
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ワークブックで学ぶヒトの生化学 
 ―構造・酵素・代謝― 

出版社 裳華房 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥3,520 

冊子版ISBN 9784785358594  

著編者名 坂本 順司 発行年 2014 商品コード 1018720310 

内容や構成を「イラスト基礎からわかる生化学」に合わせたワークブック。例題、演習問題とその解答・解説
を収録するほか、総合問題、薬剤師・管理栄養士の国家試験対策にも最適なチャレンジ問題も掲載。 

  

イラスト基礎からわかる生化学 
 ―構造・酵素・代謝― 

出版社 裳華房 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,040 

冊子版ISBN 9784785358549  

著編者名 坂本 順司 発行年 2012 商品コード 1018720311 

目に見えない小さな分子とその現象を取り扱うためイメージしにくい生化学を、おもにヒトに焦点を当て、図
版を用いて具体的に解説。物質名や学術用語の意味や語源・相互関係もていねいに説明する。 

  

図解分子細胞生物学 

出版社 裳華房 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784785358419  

著編者名 浅島 誠 発行年 2010 商品コード 1018720314 

細胞の構造、タンパク質合成、遺伝子の発現とその制御、細胞内の情報伝達系など、分子細胞生物学の基
礎知識を、複雑で巧妙な生き物のしくみを理解するのに役立つ模式図を用いて解説する。 

  

基礎分子遺伝学・ゲノム科学 

出版社 裳華房 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 

同時3アクセス(本体) ¥6,160 

冊子版ISBN 9784785352370  

著編者名 坂本 順司 発行年 2018 商品コード 1030607007 

本書は、遺伝子研究の成果を、分子遺伝学の基礎からゲノム科学の応用まで、一貫した視点で解説した教
科書である。◆本書の特徴◆1)第I部 基礎編と第II部 応用編を密な相互参照で結びつける。2)多数の「側
注」で術語の意味・由来・変遷などを解説する。3)多彩な図表とイラストで視覚的な理解を助ける。 

  

分子細胞生物学 第2版 （※） 

出版社 朝倉書店 

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 9784254171624  

著編者名 多賀谷 光男 発行年 2016 商品コード 1024019694 

生命を分子・細胞レベルで理解できるようにまとめたテキスト。細胞:生命の単位、細胞研究法、生体膜の構
造と機能、膜を通した物質輸送、オルガネラと細胞内輸送、シグナル伝達などを解説する。 

  

生化学の基礎  
（生命科学のための有機化学 2） 

出版社 東京大学出版会 

同時1アクセス(本体) ¥9,856 

同時3アクセス(本体) ¥14,784 

冊子版ISBN 9784130625036  

著編者名 原田 義也 発行年 2004 商品コード 1025735756 

有機化学の基礎から説き起こし、分子生物学の基本的な知識を提供、最近の進歩まで概観する。第２巻で
は、炭水化物、脂質、タンパク質等を解説。コラムでは「サリドマイド」などを取り上げる。 

2020/5 

生化学・細胞・遺伝 
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マッキー生化学 
 ―分子から解き明かす生命― 
第6版 

出版社 化学同人 

同時1アクセス
(本体) 

¥17,930 

同時3アクセス
(本体) 

¥26,840 

冊子版ISBN 9784759819434  

著編者名 Trudy McKee 発行年 2018 商品コード 1028506683 

明快なカラー図版で好評の定番テキストが待望の改訂。生命を理解するには生化学の基
礎が欠かせないことを理念に、生物におけるシステム、構造、反応を丁寧に教える。高分
子クラウディング、システム生物学、プロテオスタシスなどの最新テーマが紹介される一
方で、一般化学と有機化学の復習章が追加され、より学びやすくなった。 

  

はじめての生化学 ―生活のなぜ?を 
知るための基礎知識―第2版 

出版社 化学同人 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥7,810 

冊子版ISBN 9784759815894  

著編者名 平澤 栄次 発行年 2014 商品コード 1029489916 

大学ではじめて生化学を学ぶ学生が，楽しみながら基礎知識を身につけられるテキスト．日常生活に関する
コラムを豊富に盛り込み，暮らしのなかの疑問に関連づけて生体のしくみを解説．わかりやすい図やイラスト
を多用し，構造式や反応式にも親しみやすい構成になっている．コンパクトで，半期の講義に最適． 

生化学・細胞・遺伝 

同時１アクセス（本体） 
¥22,440 

同時３アクセス（本体） 
¥44,880 

冊子版ISBN： 9784758122412  商品コード： 1031340588 

多様な構造や物性があり、分野外の研究者には難しく思われが
ちな脂質実験。誤った解釈を避け正しくデータを導くため、分子
の構造・物性から必要な実験上のポイントを丁寧に解説。ラボ必
携の実験書。 

新井 洋由 著  2019年発行 

脂質解析ハンドブック  
―脂質分子の正しい理解と取扱い・データ取得の技術― 

（実験医学 別冊） 
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生化学・細胞・遺伝 

  

楽しくわかる生物・化学・物理 
 ―解剖生理や生化学をまなぶ前の― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784758120739  

著編者名 岡田 隆夫 発行年 2017 商品コード 1024195404 

理科が不得意な医療系学生のリメディアルに最適！ 必要な知識だけを厳選して解説，専門基礎でつまずか
ない実力が身につきます．頭にしみこむイラストとたとえ話で，最後まで興味をもって学べるテキストです． 

  

ES・iPS細胞実験スタンダード 
 ―再生・創薬・疾患研究のプロトコールと
臨床応用の必須知識―（実験医学 別冊） 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥16,280 

同時3アクセス(本体) ¥32,560 

冊子版ISBN 9784758101899  

著編者名 末盛 博文 発行年 2014 商品コード 1018853613 

ES・iPS細胞を使う時代へ! 新時代の基盤となる第一線のラボプロトコールを集約した書。再生・創薬・疾患研
究のスタンダードプロトコールに加え、臨床応用の必須知識も網羅する。 

  

くり返し聞きたい分子生物学講座 

出版社 羊土社 

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 9784758120111  

著編者名 坂口 謙吾 発行年 2010 商品コード 1016391737 

遺伝・発生・進化などの生物学の基本を、なるべく専門用語を使わずに、独自の観点から面白おかしく解説。
型破りなストーリーで分子生物学の「なぜ？」がわかる。 

がん生物学 
イラストレイテッド第2版  

同時１アクセス（本体） 
¥22,440 

同時３アクセス（本体） 
¥44,880 

冊子版ISBN： 9784758120968  商品コード： 1030990136 

がん生物学の好評テキスト、「がんと免疫」「がんの診断と治療」
を充実させてついに改訂！  
めまぐるしく進展するがん研究の今・将来への展望がこの一冊
に。がんの発生から治療まで豊富なイラストで徹底解説。 

渋谷 正史 著  2019年発行 
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薬理 

目で見る薬理学入門 第3版【動画】 

全12巻 
原案監修：山崎 純一（東邦大学 名誉教授） 

原案協力：高原 章（東邦大学 薬学部 薬物治療学 教授）ほか 

近年、特定の生体分子に作用するよう設計された分子標的治療薬が世界中で
開発され、最先端のバイオテクノロジー技術で作製される生物学的製剤が数多
く登場しています。そうした最新の薬を含め、日常診療でよく処方される薬を完
全アップデート！“疾病と治療薬”という視点をベースに、薬効・薬理、作用機序
などを、さらにわかりやすくていねいに解説した最新リニューアル版です！！ 医
学・薬学・歯学・看護学など医療に携わる方々必見！ 

目で見る薬理学入門 第3版 全12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 

¥422,400 ¥844,800 1027840851 

Vol. タイトル 制作年 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 

1 心疾患の治療薬 （43分） 2015 9784862437075 ¥35,200 ¥70,400 1027840852 

2 高血圧・他の治療薬 （44分） 2015 9784862437082 ¥35,200 ¥70,400 1027840853 

3 血液系疾患の治療薬 （43分） 2016 9784862437099 ¥35,200 ¥70,400 1027840854 

4 呼吸器系疾患の治療薬 （43分） 2016 9784862437105 ¥35,200 ¥70,400 1027840855 

5 消化器系疾患の治療薬 （44分）  2016 9784862437112 ¥35,200 ¥70,400 1027840856 

6 代謝性疾患の治療薬 （52分） 2016 9784862437129 ¥35,200 ¥70,400 1027840857 

7 炎症と免疫性疾患の治療薬 （44分） 2016 9784862437136 ¥35,200 ¥70,400 1027840858 

8 感染症の治療薬 （48分） 2016 9784862437143 ¥35,200 ¥70,400 1027840859 

9 悪性腫瘍の治療薬 （42分） 2016 9784862437150 ¥35,200 ¥70,400 1027840860 

10 
てんかん、パーキンソン病、認知症 
 （中枢神経作用薬 I） （34分） 

2017 9784862437167 ¥35,200 ¥70,400 1027840861 

11 
睡眠薬、麻薬および類似薬、麻酔薬 
 （中枢神経作用薬 II ）（30分） 

2017 9784862437174 ¥35,200 ¥70,400 1027840862 

12 
うつ病、双極性障害、統合失調症、不安 
 （中枢神経作用薬 III） （28分） 

2017 9784862437181 ¥35,200 ¥70,400 1027840863 
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薬理 

F L A S H  

薬理学  

同時１アクセス(本体)：¥10,560  同時３アクセス(本体)：¥21,120 

冊子版ISBN： 9784758120890   商品コード：1028700642 

丸山 敬 著  2018年発行 

薬理学の要点を簡潔にまとめた、詳しすぎず易しすぎないちょうどよい教科書。
通読も拾い読みもしやすく、WEB特典の解答付きの応用問題で重要事項の
復習ができます。医学生や看護・医療系学生がまず読むべき1冊！ 
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薬理 

  

薬理 ―薬物と看護―新訂版 

出版社 サイオ出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784907176129  

著編者名 鈴木 正彦 発行年 2013 商品コード 1031537733 

たくさんある薬の知識をわかりやすくコンパクトにまとめて解説。薬理が苦手な多くの学生から、長年にわた
り支持されてきた薬理の参考書のベストセラー。 

  

イラストで理解するかみくだき 
薬理学 

出版社 南山堂 

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 9784525140816  

著編者名 町谷 安紀 発行年 2018 商品コード 1029312025 

医療従事者であれば薬とのかかわりは避けられない．しかし薬の種類は多様で作用機序
も複雑であり，どこから学習し始めて良いかわかりづらい．本書では身近な疾患を例に，
健康な状態からどのようにバランスを崩していて，どのようにして薬で戻していくのかをで
きる限りかみくだいて解説した．はじめての薬理学の下地づくりにお勧めの一冊である． 

ベッドサイドの薬理学 

同時１アクセス（本体） 
¥15,840 

同時３アクセス（本体） 
¥23,760 

冊子版ISBN： 9784621302743  商品コード： 1027723640 

薬理学の本質をコンパクトに記すこと、医学部（および看護学部）学生
にとって必要な“ベッドサイドの薬理学”の教育を意図し、基礎医学的
側面からの薬理学と臨床医学的側面の臨床薬理学を１冊にまとめた
新時代の薬理学教育をリードする教科書。最重要事項を最初に 
“キーポイント” として示した上で、本文を通読できように編集。学生の
教科書としてだけでなく、医療従事者の参考書としても末長く利用でき
る内容。 

笹栗 俊之 宮田 篤郎 編  2018年発行 

丸善出版 
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微生物・免疫 

目で見る微生物学【動画】 

全7巻 
原案監修：水之江 義充（東京慈恵会医科大学 細菌学 教授）ほか 

さまざまな感染症が猛威をふるう今日、その原因である微生物の知識がますま
す重要になっています。このシリーズでは細菌、ウイルス、真菌に焦点を当て、
微生物の基礎知識や応用微生物学を踏まえた上で、感染症と原因微生物、感
染症治療や生体防御について詳しく解説します。医学や看護など医療に携わる
方々、そして広く生命科学に携わる方々もぜひご活用ください。 

目で見る微生物学 【動画】 全7巻  

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

¥246,400 ¥492,800 1028203102 

Vol. タイトル 制作年 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 

1 微生物学総論 （29分） 2011 9784862434333 ¥35,200 ¥70,400 1028203103 

2 細菌の代謝・遺伝学 （34分） 2011 9784862434340 ¥35,200 ¥70,400 1028203104 

3 応用微生物学 （33分） 2011 9784862434357 ¥35,200 ¥70,400 1028203105 

4 感染免疫 （43分） 2012 9784862434364 ¥35,200 ¥70,400 1028203106 

5 細菌感染症 （41分） 2011 9784862434371 ¥35,200 ¥70,400 1028203107 

6 ウイルス感染症 （45分） 2012 9784862434388 ¥35,200 ¥70,400 1028203108 

7 感染症の治療と対策 （40分） 2012 9784862434395 ¥35,200 ¥70,400 1028203109 
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微生物学的検査 【動画】 
（目で見る臨床検査 第２版 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 9784862433855  

著編者名 猪狩 淳 発行年 2011 商品コード 1028203117 

微生物学検査は、感染症の診断に欠かすことのできない検査です。塗抹検査や培養検査、迅速検査（主に
遺伝子検査）について検査の方法やポイントを中心に、検体の取り扱い、感染症と原因微生物、薬剤感受性
などを解説します。 



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

  

図解免疫学 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥9,130 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784274206757  

著編者名 垣内 史堂 発行年 2009 商品コード 1013032127 

免疫の歴史的背景をはじめ、免疫の概略、抗体の構造と機能、免疫担当細胞、抗体を産生するメカニズム、
過敏反応など、免疫学の基礎を図解し、問題点を明らかにした初学者向けテキスト。 

  

マンガでわかる免疫学 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784274050091  

著編者名 河本 宏 発行年 2014 商品コード 1016496228 

病原体から体を守る免疫。免疫反応の基本的な仕組みから、感染症と免疫細胞の分業、がんに対する免疫、
アレルギーと自己免疫疾患、移植医療・再生医療までを、マンガと図を交えてわかりやすく解説する。 

  

ステップアップ微生物学ノート 

出版社 サイオ出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784907176211  

著編者名 西條 政幸 発行年 2018 商品コード 1031629234 

微生物学の「基礎のキソ」を学ぶ初学者のためのわかりやすい問題集。微生物学の知識から感染症までポ
イントをまとめた。 

  

バイオセーフティの事典 
 ―病原微生物とハザード対策の実際― 

出版社 医学評論社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784872119039  

著編者名 バイオメディカルサイエンス研究会 発行年 2008 商品コード 1016391644 

組換ＤＮＡから院内感染・医療廃棄物まで。バイオセーフティに関る必須事項を解説し、バイオハザードの起
因となる病原微生物等の特性と対策、取扱いの実際などを説明する。ひと目で調べられる「病原体の性質一
覧表」も掲載。 

  

スタンダード免疫学 第5版 （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621303382  

著編者名 小林 芳郎 発行年 2018 商品コード 1029502816 

理学、薬学をはじめ、生物理工など医学周辺領域の多くの分野で活用でき、コンパクトでわかりやすいと定
評のある教科書の改訂版。学生が最低限身につけておくべき必要な、重要な知見を厳選し、簡潔に解説し
た。基本となる免疫の仕組みを分子レベルで理解することにより、臨床との関連を知ることができる。「コアカ
リ」のキーワードも網羅。 

  

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。 
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微生物学辞典 

出版社 技報堂出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥33,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥49,500 

冊子版ISBN 9784765500203  

著編者名 日本微生物学協会 発行年 1989 商品コード 1017890987 

多様化、複雑化した微生物学全般を、各分野を代表する著者の協力を得てまとめた辞典。
約1万語を収録。 

  

免疫染色究極マニュアル 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥20,240 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784765317825  

著編者名 伊藤 智雄 発行年 2019 商品コード 1030515245 

免疫組織染色とは：抗原抗体反応を組織切片上で施行し、その免疫反応結果を可視化したもので、近年、
病理診断において免疫組織染色を用いた診断がますます重要性が高まっている。国内屈指の免疫組織染
色のデータベース「いむ〜の」を運営する神戸大病理診断科のスタッフと各臓器のスペシャリストが結集し、
そのような現場のニーズに応える実践的な診断マニュアルが完成。 

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： 9784765317658  商品コード： 1029161146 

1987年の初版以降版を重ねているロングセラーの改訂版。今回の改
訂は、自然免疫についての事項を大幅に追加し、新しい章立て（11 
章）とした。さらに、メモリーT 細胞、インターロイキン38 を追加した。ま
た、腫瘍免疫では、数年前より話題になっている免疫チェックポイント
の機構と新しい免疫療法薬としての免疫チェックポイント阻害薬を加え
た。さらに抗体薬についての記述を追加した。 

今西 二郎 著  2018年発行 

免疫学の入門 
第8版 
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臨床免疫学 新版, 第3版 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥11,900 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784061398412  

著編者名 山田 俊幸 発行年 2014 商品コード 1021590007 

難解な臨床免疫学を、臨床の第一線で活躍する研究者等がわかりやすく、しかも実用的に解説するテキスト。
臨床検査技師国家試験問題形式の設問も収録。最新の知見を盛り込んだ新版第3版。 

  

好きになる免疫学 
 ―「私」が「私」であるしくみ― 
（好きになるシリーズ） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥4,000 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784061534353  

著編者名 萩原 清文 発行年 2001 商品コード 1021802255 

アレルギーやエイズ、臓器移植の問題まで、楽しいキャラクターたちが、免疫の世界にご招待。難しいところ
はマンガで図解、身近な例をあげながら、面白く分かりやすく比喩して解説する免疫学の入門書。 

  

イラストでわかる微生物学超入門 
 ―病原微生物の感染のしくみ― 

出版社 南山堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784525163419  

著編者名 齋藤 光正 発行年 2018 商品コード 1027404825 

感染症から身を守るためには原因となる微生物を知ることが近道である．ヒトは感染症を恐れて抗菌薬や免
疫力で対策する．しかし微生物も種をかけて生き残るのに必死なのである．微生物の生存策とヒトの防衛策
のせめぎ合いが感染症を理解する鍵である．本書では2頁で1テーマを完結し，カラーのイラストを多用した
微生物・感染症の入門書である． 

  

臨床医のための免疫キーワード110  
4版 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784784930692  

著編者名 矢田 純一 発行年 2017 商品コード 1026831130 

免疫チェックポイント阻害薬など、新たなキーワードを加えて全面改訂！（電子版付は紙媒体のみ） 

  

免疫学はやっぱりおもしろい 

出版社 羊土社 

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 9784758107242  

著編者名 小安 重夫 発行年 2008 商品コード 1016391736 

史上初のワクチンは人体実験によってつくられた？ 細菌やウイルスの侵入を防ぐ“防衛線”とは？ 複雑で
巧妙な免疫学の世界をやさしい言葉で語る。また、免疫学の主な発見にかかわる年表も収録し、免疫学の
歴史も紹介する。 

  

もっとよくわかる!免疫学  
（実験医学 別冊） 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784758122009  

著編者名 河本 宏 発行年 2011 商品コード 1018853609 

“わかりやすさ”をとことん追求！免疫学を難しくしている複雑な分子メカニズムに迷い込む前に、押さえてお
きたい基本を丁寧に解説。最新レビューもみるみる理解できる強力な基礎固めがこの一冊でできます！ 
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免疫学最新イラストレイテッド   
改訂第2版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥11,440 

同時3アクセス(本体) ¥22,880 

冊子版ISBN 9784758120012  

著編者名 小安 重夫 発行年 2009 商品コード 1016391735 

自然免疫から獲得免疫に至る道筋、免疫反応の起こる場の重要性、基礎免疫学と臨床免疫学の接点等を
強調して構成。豊富なイラストとわかりやすい解説で免疫学の基本から最先端までを完全網羅。 

矢田 純一 著  2018年発行 

1989年の初版刊行以来，免疫学の正統的な入

門書として長年にわたり定評を得ている本書．

体系的な知識のみならず，免疫学の魅力をも

伝える充実の内容はそのままに，日夜目まぐ

るしく進歩するこの領域の最新の動向に対応

するため，最新の知見をふまえて加筆・修正し

バージョンアップされた．医学生・臨床家ばかり

でなく，他分野の専門職にも役立つ改訂15版． 

同時１アクセス（本体）：¥28,380 同時３アクセス（本体）：¥56,760 

冊子版ISBN： 9784498106062  商品コード： 1030071744 

医系免疫学 
改訂15版 
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免疫ペディア ―101のイラストで 
免疫学・臨床免疫学に強くなる!― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス
(本体) 

¥18,810 

同時3アクセス
(本体) 

¥37,620 

冊子版ISBN 9784758120807  

著編者名 熊ノ郷 淳 発行年 2017 商品コード 1025193963 

複雑な免疫学を体系的に解説！ビジュアライズされた紙面と豊富なイラストですぐに理
解！免疫学の基礎から、がん免疫・腸内細菌など注目の話題までしっかり網羅！河本宏
先生描下ろしイラストの表紙が目印です。 
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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 

パワーアップ問題演習病理学 新訂版 第2版 堤 寛 2019 9784907176723 ¥7,260  ¥10,890  1031657015 

パワーアップ問題演習基礎看護学 新訂版 第2版 山口 瑞穂子 2019 9784907176808 ¥7,260  ¥10,890  1031657017 

パワーアップ問題演習薬理学 新訂版 第2版 鈴木 正彦 2017 9784907176662 ¥6,270  ¥9,405  1031657016 

パワーアップ問題演習 
シリーズ 
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病理 

学際企画 

完全病理学 各論 Element版 
堤 寛 著  2008年発行 

同時1アクセス(本体)：¥14,960 同時3アクセス(本体)：¥22,440 

冊子版ISBN： 9784906514724  商品コード：1022527249 

本書は、2007年5月に発刊された｢完全病理学 各論｣（全12巻）を医学生・研修医・パラ
メディカル向けに、重要疾患をピックアップ して一冊にまとめたものである。正常パネル
を第一部としてまとめ、第二部に症例200例およびパネル24を配した。選択された症例
（common diseaseないし重要疾患）は、前著「完全病理学 各論」（全12巻）にelementと
表示した症例の大部分に相当し、副読本として、研修医は勿論のこと、病理学の学習、 
“医師国家試験対策用アトラス” としてもお奨めである。  

書名 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 

血液疾患 （第1巻） 9784906514540 ¥10,560  ¥15,840  1022527250 

産婦人科疾患 （第2巻） 9784906514557 ¥10,120  ¥15,180  1022527251 

消化管疾患 （第3巻） 9784906514564 ¥14,960  ¥22,440  1022527252 

肝・胆・膵疾患 （第4巻） 9784906514571 ¥10,120  ¥15,180  1022527253 

呼吸器疾患 （第5巻） 9784906514588 ¥10,560  ¥15,840  1022527254 

循環器疾患 （第6巻） 9784906514595 ¥8,360  ¥12,540  1022527255 

腎・泌尿器・男性生殖器疾患 （第7巻） 9784906514601 ¥10,560  ¥15,840  1022527256 

神経・筋疾患 （第8巻） 9784906514618 ¥10,560  ¥15,840  1022527257 

内分泌・代謝・乳腺疾患 （第9巻） 9784906514625 ¥10,120  ¥15,180  1022527258 

皮膚疾患 （第10巻） 9784906514632 ¥14,960  ¥22,440  1022527259 

骨軟部疾患 （第11巻） 9784906514649 ¥8,360  ¥12,540  1022527260 

眼球・耳疾患 （第12巻） 9784906514656 ¥7,920  ¥11,880  1022527261 

全12巻 揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥127,160 ¥190,740 

堤 寛 著  2007年発行 

完全病理学 各論(全12巻) 

56 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

病理 

組織病理アトラス 

同時１アクセス(本体)：¥55,000  同時３アクセス(本体)：¥82,500 

冊子版ISBN： 9784830604768   商品コード：1027137543 

1982年以来，絶大な支持を誇る「組織病理アトラス」，
10年ぶりの大改訂．今回は，より実践的な病理診断
を念頭に，執筆陣を新たに，これまでの内容を更に
発展・充実させ，33章立てで組織病理を明快に解
説する．一つの疾患の種々の組織像，あるいは個
別疾患の代表的組織像をat a glanceで把握できる．
執筆陣の熱意，創意，工夫が重みをもって伝わり，
病理専門医ばかりでなく他の基本18領域の専攻医，
専門医にも是非，参照されたいアトラス． 

1982年以来，絶大な支持を誇る『組織病理アトラス』10年ぶりの大改訂！ 

第6版 
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執筆： 新井 信隆 ほか 

編集： 小田 義直 

坂元 亨宇 ほか 

発行： 2015年 



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

  

パワーアップ問題演習病理学 新訂版 

出版社 サイオ出版 

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 9784907176303  

著編者名 堤 寛 発行年 2015 商品コード 1022539024 

授業や学期末テスト、そして国試までをフォロー！ 

  

ステップアップ病理学ノート 

出版社 サイオ出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥7,425 

冊子版ISBN 9784907176150  

著編者名 江口 正信 発行年 2015 商品コード 1031629235 

疾病の分類や成り立ちのメカニズムについて、わかりやすくまとめた問題集。余白に独自のポイントを書き
込むなどして、オリジナルの「マイ・ノート」を作っていく。 

  

完全病理学 総論 ―画像詳解― 

出版社 医学教育出版社 

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 9784871633901  

著編者名 堤 寛 発行年 2005 商品コード 1022252126 

低学年の医学生から研修医、トレーニング中の病理医にわたって活用いただける、代表的病理画像を通し
て疾患・病態を解説した教科書。通常の病理学の教科書に記述の乏しい外傷、中毒、薬剤の副作用も含む
外因性疾患も重要視して取り上げている。 

  

病理診断コンパクトナビ 
 ―医学生・研修医必携― 

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 9784871634588  

著編者名 福里 利夫 発行年 2012 商品コード 1024850488 

「苦手」という声の多い病理画像の読み方を、基礎知識から各疾患の症例画像までコンパクトにまとめました。 
呼吸器や消化器をはじめとした病理診断が重要な各科から、国試頻出の疾患や臨床のcommon diseaseを
取り上げます。 

2020/5 

  

病理組織の見方と鑑別診断 第6版
（カラーアトラス） 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥49,500 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784263731857  

著編者名 赤木 忠厚 発行年 2018 商品コード 1031439199 

●病理組織学をはじめて学ぶ学生や病理学専攻の大学院生・研究生のための病理組織
診断の好評書が，大幅改訂！ ●オールカラーによる写真と解説で，典型的な病変，重
要な病変や鑑別点が理解できる！ ●本書掲載の疾患を厳選し，病理画像に簡単な質
問と解答を付したWebアプリ付！ 
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Dr.レイの病理学講義 第3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥9,240 

同時3アクセス
(本体) 

¥13,860 

冊子版ISBN 9784765317382  

著編者名 高橋 玲 発行年 2018 商品コード 1026556803 

医療系学生向けの病理学のテキスト．豊富な図版とポイントをおさえた丁寧な解説で，難
解な病理学がすらすらわかる！ 今回の改訂では各種疾患分類・診断基準など最新の
情報にアップデート．好評であるPointをさらに充実さえ，マクロ・ミクロの写真には矢印や
ネームを加え理解しやすいようにしました．医療系学生が病理学をマスターするのに最適
の一冊． 

  

伊東毒性病理学 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥61,600 

同時3アクセス(本体) ¥92,400 

冊子版ISBN 9784621086421  

著編者名 高橋 道人 発行年 2013 商品コード 1013867157 

医薬品、農薬、食品添加物、化学品などに含まれる化学物質による一般毒性・発癌性・有害性を正しく評価
するための最新の手法を紹介。毒性病変の発生メカニズムの解説や具体例も取り上げる。 

  

病理診断を極める60のクルー 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784765316057  

著編者名 清水 道生 発行年 2014 商品コード 1016411940 

日常の病理診断において知っておくべき疾患を、その診断の手がかりとなる所見(診断クルー)に着目して説
明。落とし穴に陥らないための「ピットフォール」、分類・鑑別リストなど使える情報を整理した「メモランダム」
も掲載。 

  

臨床病理検討会の進め方・活かし方 
 ―CPCの作法― 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥24,200 

同時3アクセス(本体) ¥36,300 

冊子版ISBN 9784521744087  

著編者名 青笹 克之 発行年 2016 商品コード 1022024214 

臨床病理検討会(CPC)の作法を具体的に提示した一冊。臨床医からみたCPCの意義等を示したのち、呼吸
不全、急性死、腎障害など23症例をあげ、CPCの進め方・活かし方を解説する。 

  

臨床に役立つ!病理診断のキホン 
教えます 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥12,210 

同時3アクセス(本体) ¥24,420 

冊子版ISBN 9784758118125  

著編者名 伊藤 智雄 発行年 2017 商品コード 1024943413 

良性・悪性はどうしてわかる？ 病理医は何をみているの？臨床に活かす病理の基本的な見かたを初学者
レベルでやさしく解説。診断プロセスを実感できるケーススタディ、病理レポートを読むのに役立つ専門用語
など必読！ 
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病理組織マップ&ガイド 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥12,100 

同時3アクセス
(本体) 

¥18,150 

冊子版ISBN 9784830604744  

著編者名 深山 正久 発行年 2014 商品コード 1026875513 

病気を理解するには，病気により臓器，組織がどう変わるのか，その地形図を把握するこ
とが大切です．本書は．実際に標本を観察するように写真を構成し，一枚一枚を矢印，枠
などを使い丁寧に解説することで，疾患の地形をガイドします．臨床医学の旅を続けてい
る臨床医の方々にも，本書で臨床像の奥にある病理組織の地形の変化を再確認するこ
とで，患者さんにわかりやすく，体の中に起きている変化を指し示すことができるでしょう． 

  

図説分子病態学 = Molecular patho-
biochemistry and patho-biology  
改訂5版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥26,620 

同時3アクセス(本体) ¥53,240 

冊子版ISBN 9784498008489  

著編者名 一瀬 白帝 発行年 2014 商品コード 1018937789 

分子生物学の基礎知識を平易に説明し、悪性腫瘍、脂質異常症・生活習慣病など代表的な疾患や特色の
ある疾患の分子機構について、分かり易い図を多用して解説する。日進月歩の「分子病態学」的知見を盛り
込んだ改訂5版。 

同時１アクセス（本体） 
¥15,840 

同時３アクセス（本体） 
¥23,760 

冊子版ISBN： 9784830604775  商品コード： 1026875512 

スタンダード病理学 第4版 

4年制課程での医学・医療技術科学における病理学教科書の
スタンダード，改訂第4版．臓器・組織の正常構造・機能に触れ
つつ，医療技術系の学生に必須の生体の病的変化をまとめた．
病理各論では疾患の臨床症状，臨床検査所見等も盛り込み，
基礎と臨床の橋渡しとなる内容である．学生は元より，医師や
各医療従事者の生涯学習にも応える1冊． 

沢辺 元司 著  2015年発行 
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Qシリーズ 

8冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥60,258  ¥90,442 

Qシリーズ 

日本医事新報社 

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 

新解剖学 フルカラー新装版 第7版（※） 加藤 征 2019 9784784911745 ¥8,470  ¥12,760  1029728139 

新生理学 フルカラー新装版 第7版（※） 竹内 昭博 2019 9784784911714 ¥7,744  ¥11,616  1030990145 

新薬理学 フルカラー新装版 第7版（※） 安原 一 2019 9784784911677 ¥7,744  ¥11,616  1031137190 

新微生物学  舘田 一博 2016 9784784911936 ¥7,040  ¥10,560  1022133861 

新組織学 フルカラー新装版 第6版 野上 晴雄 2016 9784784911783 ¥7,260  ¥10,890  1024801190 

新衛生・公衆衛生学 新装版  第6版 大井田 隆 2012 9784784911813 ¥7,040  ¥10,560  1012368960 

新病理学 新装版  第5版 山本 雅博 2012 9784784911851 ¥7,700  ¥11,550  1011618980 

新発生学  改訂第4版 白澤 信行 2012 9784784911899 ¥7,260  ¥10,890  1012910086 
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7冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥76,890  ¥153,780 

コ メ デ ィ カ ル の た め の 
専 門 基 礎 分 野 テ キ ス ト 

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 

内科学 改訂7版 北村 諭 2020 9784498076969 ¥12,540  ¥25,080  1031670338 

医学概論 改訂7版 北村 諭 2020 9784498079182 ¥7,920  ¥15,840  1031670339 

人間発達学 改訂5版 福田 恵美子 2019 9784498076921 ¥8,580  ¥17,160  1031593969 

解剖学 改訂3版 五味 敏昭 2018 9784498076907 ¥15,180  ¥30,360  1030071779 

公衆衛生学 3版 柳川 洋 2014 9784498076723 ¥11,880  ¥23,760  1031593968 

生理学 3版 黒沢 美枝子 2012 9784498076563 ¥12,870  ¥25,740  1031593970 

臨床心理学  名嘉 幸一 2006 9784498076266 ¥7,920  ¥15,840  1031593971 

シ リ ー ズ 

コメディカルのための専門基礎分野テキスト 
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エビデンスに基づいた癌化学療法 
ハンドブック 2018 

出版社 メディカルレビュー社 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784779220807  

著編者名 大津 敦 発行年 2018 商品コード 1030747781 

「癌化学療法ハンドブック」待望の改訂版！全身250レジメンを一挙解説。治療レジメン選択の参考のために
最良の1冊。 

  

超音波検査テクニック超明解 
 ―ひとめでわかる全身部位別・疾患別
早引きハンドブック― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥18,502 

同時3アクセス(本体) ¥24,882 

冊子版ISBN 9784840437080  

著編者名 麻生飯塚病院中央検査部超音波検査室 発行年 2011 商品コード 1013996697 

日常検査において比較的よく遭遇する疾患や、まれな疾患の中でも特徴的な超音波所見が得られる疾患を
取り上げ、写真とそこから得られる超音波所見、超音波検査士の経験からのアドバイスを掲載。 

  

主要症候からみた鑑別診断学  第2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784765315135  

著編者名 名尾 良憲 発行年 2012 商品コード 1011618774 

主要症候をとりあげ、患者の愁訴、所見から疾患を診断するプロセス、さらに日常の検査から専門的検査へ
の道筋を、表やチャートを駆使して判りやすく解説。診断基準の見直しおよび追加のほか、全体を見直した
第2版。 

  

救急患者の診かた考え方 
 ―救急医療に携わる人のために― 
改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784765315753  

著編者名 白川 洋一 発行年 2013 商品コード 1018600609 

救急医学の揺籃期から現在までを体験してきた著者が、日々実践している救急医療の現実に即し、蘇生か
ら代表的な致死的急性疾患、救急医療における倫理と法律まで、救急患者の診かた考え方をまとめる。 

  

NICU ―ベッドサイドの診断と治療― 
第4版 

出版社 金芳堂 

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 9784765316958  

著編者名 河井 昌彦 発行年 2016 商品コード 1023746666 

初めてNICUの診療に携わる研修医・看護師に向けたマニュアル。極低出生体重児、呼吸器疾患、循環、輸
液・栄養、中枢神経系の障害、感染症、黄疸、血液疾患などの管理についてわかりやすく解説する。 

  

診断に直結する検査値の読み方事典 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784883788729  

著編者名 池田 均 発行年 2014 商品コード 1015986534 

日常臨床での必須項目を厳選し、メカニズムを通して実際どのように疾患の診断・治療に結びつけていくの
かわかるように編集。検査値を解釈する際の注意点や、疾患のフォローアップでの留意点などにも触れる。 
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パーフェクトガイド検査値事典  第2版 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784883788743  

著編者名 中原 一彦 発行年 2014 商品コード 1016125313 

約700種類のあらゆる臨床検査項目を収載した、検査値事典の決定版。1ページに1項目をコンパクトにまと
め、判定のポイントやピットフォール、異常値を示す病態のメカニズムも表示。 

  

エキスパートの臨床知による検査値 
ハンドブック 第2版 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784883786541  

著編者名 中原 一彦 発行年 2017 商品コード 1025377426 

臨床の中でよく行う検査項目を厳選し、検査値の意義、病態のメカニズムだけでなく、“エキスパートの臨床
知”を掲載し、研修医・看護師・臨床検査技師など多くの医療者の臨床に役立つ内容になっています。 

  

がんの臨床検査ハンドブック （※） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784784956630  

著編者名 山田 俊幸 発行年 2019 商品コード 1029728138 

日常検査から腫瘍マーカーまで…がんを評価するための臨床検査の活用法をまとめた他に類を見ない書籍
が登場！がん診療に携わるすべての医療者におすすめします。 

  

詳述!学べる・使える 
 ―水・電解質・酸塩基平衡異常Q&A 
事典― （※） 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥13,310 

同時3アクセス(本体) ¥19,965 

冊子版ISBN 9784784956968  

著編者名 杉本 俊郎 発行年 2019 商品コード 1030990149 

水電解質・酸塩基平衡異常の臨床に関する発表された“すべての論文・書籍等をすべて知る”著者が、腎生
理学の解説書と、診断・治療アルゴリズムが主体となっている従来の水電解質・酸塩基平衡異常の臨床の
解説書との橋渡しを行うことを目的に執筆。 

  

臨床検査ガイド 2015 ―これだけは 
必要な検査のすすめかた・データの 
よみかた―改訂版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥18,700 

同時3アクセス(本体) ¥28,050 

冊子版ISBN 9784830680366  

著編者名 三橋 知明 発行年 2015 商品コード 1022220419 

臨床検査ガイドの決定版．医師，コメディカルスタッフに愛用され続けるロングセラー．各項目の冒頭に「デシ
ジョンレベルの表」「基準値の表」を設け，「検査によって何がわかるか」「どういうときに検査するか」「測定上
の注意」「異常値が出る疾患」「予想外の値が得られた場合にはどうするか」「異常値がみられた場合の検査
の進め方と対応」「保険適応の条件」など見やすく整理して解説．図版204点，表組923点，モノクロ写真25点． 

  

初学者のためのわかる腹部エコー 
 ―所見からみた超音波鑑別診断― 
第2版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥18,700 

同時3アクセス(本体) ¥28,050 

冊子版ISBN 9784830637513  

著編者名 森 秀明 発行年 2016 商品コード 1027137540 

本書では，得られた超音波所見をもとに鑑別診断を行う方法を，初学者が理解しやすいように，豊富な画像写真と簡明な
記述によってわかりやすく解説．また，本書の特徴である，検査で得られた超音波所見から考えられる疾患を鑑別してい
くデシジョンツリーも，初版から内容をアップデートして掲載．初版は2色刷であったのを，超音波機器のカラー表示化に
伴ってフルカラーの誌面に変更．研修医，臨床検査技師には必携の１冊． 
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がん治療のための緩和ケアハンドブック 
 ―症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛薬の
使い方から心のケアまで― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784758118033  

著編者名 吉田 健史 発行年 2017 商品コード 1024195405 

「くり返す痛み，適切な処方は？」「言いづらいこと，どう切り出す？」薬の使い方に加え，つらさを癒す声かけ
やICの具体例が満載！ポケットに入れて持ち運べるオピオイド等力価換算表付き！ 

  

がん化学療法レジメンハンドブック 
 ―治療現場で活かせる知識・注意点から服薬
指導・副作用対策まで = Treatment regimens 
for cancer chemotherapy―改訂第5版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784758118057  

著編者名 遠藤 一司 発行年 2017 商品コード 1024775792 

抗がん剤の投与スケジュールや注意点が一目でわかる大好評書、新薬を大幅追加し全面改訂！前投薬や
投与速度、輸液量を含めたレジメンのほか、副作用、服薬指導、調製法も掲載。がん治療に携わる全スタッ
フ必携！ 

  

ハイリスク患者のがん薬物療法ハンド
ブック ―多様化・複雑化する患者への
治療戦略を身につける― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥14,190 

同時3アクセス(本体) ¥28,380 

冊子版ISBN 9784758118149  

著編者名 安藤 雄一 発行年 2017 商品コード 1025376250 

心疾患合併、PS不良、うつなど、多様化する患者の背景にあったがん薬物療法の進め方を、１冊に凝縮。
「注意すべき薬物相互作用は？」「既往症とがんのどちらの治療を優先するか？」などの疑問に、現場目線
で解説。 

  

ICU実践ハンドブック 
 ―病態ごとの治療・管理の進め方― 
改訂版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥21,780 

同時3アクセス(本体) ¥43,560 

冊子版ISBN 9784758118453  

著編者名 清水 敬樹 発行年 2019 商品コード 1030590930 

ICUに必須の知識、重症患者の治療・管理の進め方がわかる定番書。各エキスパートが“実践”重視で解説。
コントロール目標値、薬剤投与量など具体的な数値を明記。ガイドラインやエビデンス、臨床経験をもとに役
立つ情報を提示。 

  

人間ドック健診フォローアップハンド 
ブック 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,196 

同時3アクセス(本体) ¥18,392 

冊子版ISBN 9784498012134  

著編者名 小川 哲平 発行年 2014 商品コード 1018937766 

健診・人間ドックのフォローアップに関する最新の知見を網羅したハンドブック。実際の健診の現場で活躍し
ているエキスパートが、すぐに役立つプラクティカルな内容を解説する。ガイドラインの改訂に対応した改訂2
版。 

  

がんの薬物療法マニュアル = 
Handbook of drug therapy in cancer  
第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,908 

同時3アクセス(本体) ¥35,816 

冊子版ISBN 9784498022379  

著編者名 畠 清彦 発行年 2014 商品コード 1025526257 

抗癌剤の適正な使い方を実践的に解説したハンドブック．薬剤別，疾患別に具体的に解説した．癌診療に関
わる全てのスタッフ必携の書． 
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健診・人間ドックハンドブック 改訂6版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784498012158  

著編者名 小川 哲平 発行年 2016 商品コード 1030071765 

健診・人間ドックに必須の知識を凝縮したハンドブックの最新版．前回改訂以後の3年間余りの動きを織り込んで，新たな
執筆者も得て内容を大きくブラッシュアップした．各種検査所見解釈のコツや対応のノウハウ，指導法などについて，各分
野のエキスパートが，それぞれのポイントを実践的にわかりやすく解説する．医師，看護師，保健師，労働安全衛生管理
者など，健診・人間ドックに携わる，すべての医療者必携の一冊である． 

  

頭頚部がん薬物療法ハンドブック  
改訂2版 

出版社 中外医学社 

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 9784498062696  

著編者名 田原 信 発行年 2017 商品コード 1030071811 

本邦はじめての頭頸部がん薬物療法に特化したマニュアルとして好評を博した書の改訂第２版．専門病院のスタッフでは
なく，主に一般病院のスタッフに向けて，頭頸部がんの薬物療法に特徴的な臨床上のコツや支持療法を平易にまとめて
いる．今版では近年の進歩を踏まえて，一から内容を見直し新たな項目を追加した．執筆陣には経験豊富な各エキス
パートを集め，実際の現場での治療立案・実践および副作用管理に役立つ実践書である． 

  

慢性疼痛診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784498056107  

著編者名 池本 竜則 発行年 2016 商品コード 1030071830 

日常診療において中核的な症状であり患者のQOLを著しく低下させる「痛み」、なかでも特に慢性疼痛につ
いて様々な見地から解説を行うハンドブック。痛みに関する科学的情報を発信するNPO法人「いたみ医学研
究情報センター」の医療者教育用資料を再編集し、医師、理学・作業療法士、看護師、社会福祉士など、慢
性疼痛のケアに悩むすべての方にとって役立つ内容にまとめた。 

  

NICUグリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥13,068 

同時3アクセス(本体) ¥26,136 

冊子版ISBN 9784498145542  

著編者名 内山 温 発行年 2017 商品コード 1028499634 

先進国中，最も低い新生児死亡率を誇るわが国の新生児医療においては，単なる救命にとどまらないハイ
リスク新生児のintact survival（障害なき生存）が目的となる．そのために必要不可欠なのはNICU全スタッフ
の共通認識．東京女子医大NICUチームが総力を結集しておくる，新生児医療に関わる全てのスタッフ必携
のポケットマニュアル． 

  

救急超音波テキスト 
 ―point of careとしての実践的活用法― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥32,340 

同時3アクセス(本体) ¥64,680 

冊子版ISBN 9784498166028  

著編者名 亀田 徹 発行年 2018 商品コード 1030517524 

QRコードやURLより動画視聴が可能です。詳細は「本書の動画視聴方法」のページをご参照ください。 超音波検査の近
年のトレンド「point-of-care ultrasound(POCUS)」の原理から各臨床応用まで網羅的に解説した待望の成書。救急の現場
での超音波検査は「必要な時にその場で行う」POCUSとして、一定の手技を習得した救急医が自ら行うのが最も効率的で
ある。本書は、臓器横断的診療を行う救急医にとって必要となる超音波の知識を、幅広く実践的に整理した。超音波検査
においてこれまであまり目立たなかった領域にも言及し、一般診療医にとっても有用な内容である。 

  

がん化学療法ケアガイド ―治療開始前から

はじめるアセスメントとセルフケア支援―第3版 
（ベスト・プラクティスコレクション） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥7,502 

同時3アクセス(本体) ¥11,253 

冊子版ISBN 9784521747705  

著編者名 濱口 恵子 発行年 2020 商品コード 1031533335 

医学的知識から実践的看護までを専門看護師らが執筆し、絶賛された初版刊行から13年、新しい薬剤やレ
ジメン、それを受け大きく変化した標準治療、副作用の最新情報を盛り込んだ第3版。 副作用対策やセルフ
ケア支援の解説もブラッシュアップし、AYA世代や内服抗がん薬治療に対するケアなど、新たな項目も収載。
読み応えあり、学びどころ満載の１冊。 
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ステロイドの選び方・使い方ハンドブック 
改訂第3版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥14,190 

同時3アクセス(本体) ¥28,380 

冊子版ISBN 9784758118224  

著編者名 山本 一彦 発行年 2018 商品コード 1027296276 

「ステロイドの実用書といえばこの1冊」の大好評書が改訂！具体的な処方例・幅広い疾患の解説などいい
ところはそのままに、内容のアップデートを行い、新規項目を追加。対応疾患は48！さらに充実の１冊に。 

  

本当に知りたかった日常診療のコツ 
 ―医療面接・診察・検査のあれこれを教えます― 
（レジデントノート別冊ズバリ!日常診療の基本講座 1） 

出版社 羊土社 

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 9784758116008  

著編者名 奈良 信雄 発行年 2014 商品コード 1016391697 

臨床研修医に向けた日常診療の基本講座。医療面接・身体診察、検査、書類作成、医療保険制度の特に
重要な項目に焦点を当て、わかりやすく解説する。『レジデントノート』連載記事を一部抜粋し単行本化。 

  

こんな時どうする?患者の診かたが本当に 
わかる ―症候への対応や接遇スキルのあれこれ― 

（レジデントノート別冊ズバリ!日常診療の基本講座 2） 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥14,080 

冊子版ISBN 9784758116015  

著編者名 奈良 信雄 発行年 2014 商品コード 1016391698 

臨床研修医に向けた日常診療の基本講座。患者対応、輸血・栄養・投薬、コミュニケーション、感染対策、臨
床倫理の特に重要な項目に焦点を当て、わかりやすく解説する。『レジデントノート』連載記事を一部抜粋し
単行本化。 

  

救急や病棟で必ず役立つ基本手技  
（レジデントノート別冊ズバリ!日常診療の基本講座 3） 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥14,080 

冊子版ISBN 9784758116022  

著編者名 奈良 信雄 発行年 2014 商品コード 1016391699 

臨床研修医に向けた日常診療の基本講座。注射・採血・穿刺、エコー、外傷への対応など日常実施しなけれ
ばならない手技の特に重要な項目に焦点を当てわかりやすく解説する。『レジデントノート』連載記事を一部
抜粋し単行本化。 
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ただいま診断中! 
鋪野 紀好 著  2020年発行 

本書では、内科の初診外来におけるコモンな症候や症状で診断が想起できない場合、
どのような戦略的アプローチを行うべきかについて、Semantic Qualifier、 解剖学的ア
プローチ、Pivot and Cluster Strategyなど、具体的な診断戦略を挙げながら分析的か
つ、わかりやすく解説。他の成書ではあまり扱わないテーマや手法による診断推論も
展開され、研修医のみならず、専攻医〜指導医レベルの医師にとっても実践的に役立
つ書となっている。 

同時１アクセス（本体）¥13,860 同時３アクセス（本体）¥27,720 

冊子版ISBN： 9784498020863  商品コード： 1031670353 



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

  

内科レジデント実践マニュアル 
 ―経時的流れに応じた適切な治療― 
第10版 

出版社 文光堂 

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 9784830620324  

著編者名 三井記念病院内科 発行年 2015 商品コード 1022220418 

ロングセラーの内科研修マニュアルの改訂版．三井記念病院内科が総力をあげて編集・執筆した，レジデン
トのための珠玉の1冊．「針刺し時の 対応」，「お役立ちサイト集」などの新しい項目を設け，全体的に最新情
報を加えてさらに使いやすく，読みやすい内容となった．いつも手元に置いて，日常の 診療に役立てていた
だきたい．図版68点，表組116点． 

  

ここが知りたい!内科外来ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥40,480 

同時3アクセス(本体) ¥80,960 

冊子版ISBN 9784498020801  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2019 商品コード 1030590909 

初期研修医からベテランまで、内科外来診療を担当するすべての医師のために、内科一般外来・ERで「よく
遭遇する症候・疾患」および、比較的まれであっても「絶対に見逃してはいけない症候・疾患」について、各分
野のエキスパートがその対応法をわかりやすくまとめた。本書１冊で、内科外来の95％に対応可能！ 

  

卒後15年目総合内科医の診断術 ver.2 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥94,600 

同時3アクセス(本体) ¥189,200 

冊子版ISBN 9784498020733  

著編者名 石井 義洋 発行年 2019 商品コード 1030515264 

好評書の改訂版 大幅リニューアルで登場「どうしたら正しい診断にたどりつくことができるのか」。誰しもが求める総合内
科診療の実践力を明快かつ詳細にまとめて好評を得た「卒後10年目総合内科医の診断術」が、「卒後15年目〜」と改訂
改題し大幅リニューアルした。新たに培われた著者の知識と技術をあますところなく盛り込み、内容もページも増量。さら
に読み応えのある1冊に。初診時に診るべきことはもちろん、ピットフォールの対処法も充実したバイブルだ。 
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内科學 第11版 

同時１アクセス（本体） 
¥88,440 

同時３アクセス（本体） 
¥176,880 

冊子版ISBN： 9784254322705  商品コード： 1030590654 

「朝倉内科」の改訂11版。オールカラーの写真や図表と本文との対応
が読みやすい決定版。国家試験出題基準を網羅する内容。近年の研
究の進展や発見を各章冒頭の「新しい展開」にまとめる。高齢社会の
進展など時代の変化を踏まえて「心身医学」「老年医学」を独 立した章
に。これからの内科医に要求される守備範囲 の広さに応えた。本文
の理解を深め広げる図表やコラム・文献、さらに動画など豊富なデジ
タル付録がウェブ上で閲覧可能（本文500頁相当）。 

矢崎 義雄 総編集  2017年発行 
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■内科学書 改訂第9版  
【全6冊および別巻】（分売不可） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥79,750 

同時3アクセス
(本体) 

¥119,625 

冊子版ISBN 9784521747491  

著編者名 南学正臣 発行年 2019 商品コード 1030541561 

疾患に至るまでの病態の解説が充実。学生・研修医にとって最適！ 
内科学テキストのスタンダードが5年ぶりの大改訂！ 

  

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 

  

わかりやすい内科学 第4版 

出版社 文光堂 

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 9784830620300  

著編者名 井村 裕夫 発行年 2014 商品コード 1022220415 

コメディカルスタッフやコメディカル養成校の学生を主な読者対象に，図表を豊富に用い
てわかりやすく内科学のエッセンスを解説した好評書の最新版．単に疾患の説明に終わ
ることなく，病態生理の視点から診断と治療が見渡せるよう配慮した内容で，重要箇所は
枠囲みのキーセンテンスによって一目瞭然．より詳しい 説明がほしい読者のために多数
の「メモ」を挿入している．☆図版364点，表組279点，カラー写真179点，モノクロ写真520
点． 
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結核ハンドブック 

出版社 アトムス 

同時1アクセス
(本体) 

¥9,680 

同時3アクセス
(本体) 

¥14,520 

冊子版ISBN 9784904307700  

著編者名 森下 宗彦 発行年 2014 商品コード 1028112515 

結核の検査,診断,治療,病理,疫学,予防までをそれぞれの領域のエキスパートが,簡潔に詳
細まで解説。各章の最初には「ポイント」を設け,習得しなくてはならない要点が一目瞭然。
専門医,一般内科医,看護師はもちろん,検査技師,高齢者施設の管理者まで必携の一冊。 
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呼吸器外科手術書 = Illustrated 
thoracic surgery 改訂6版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥101,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥151,800 

冊子版ISBN 9784765316606  

著編者名 畠中 陸郎 発行年 2015 商品コード 1020701369 

呼吸器外科の初心者から執刀医になるまでの若い人を対象に、呼吸器外科における基
本的な手技を習得するための合理的なカリキュラムにもとづいて、手順を豊富な図ととも
に分かりやすく解説した実際的なアトラス。 

  

人工呼吸ケアの機器・物品100 
 ―現場で頼れる早引き事典― 
（呼吸器ケア 2018年夏季増刊(通巻210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 9784840463980  

著編者名 尾野 敏明 発行年 2018 商品コード 1028506688 

【サッと調べてひとめでわかる100アイテム】 「何のためにあるの？」「どんな種類があるの？」「ナースは何に
気をつけるの？」現場で使う機器・物品の重要ポイントを一発検索！ 名前がわからないときは写真つきイン
デックスから絞り込みもOK。ICU・病棟のさまざまなシーンで使える万能事典！ 

  

びまん性肺疾患の臨床 
 ―診断・管理・治療と症例―第4版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784765315326  

著編者名 びまん性肺疾患研究会 発行年 2012 商品コード 1022526749 

びまん性肺疾患研究会の活動成果を集約した呼吸器病学の専門書。びまん性肺疾患全体および疾患ごと
の診断、管理・治療の基本を記載するほか、比較的まれな疾患を中心に37の症例を提示する。 



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

  

イラストでわかる呼吸器内科学 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784830617324  

著編者名 一ノ瀬 正和 発行年 2014 商品コード 1030681226 

呼吸器内科学は慢性疾患，肺炎，肺結核，感染症，肺癌，睡眠呼吸障害と疾患群も多岐にわたり，その情報量は膨大で
ある．本書は，必要な情報を選定し，要点をイラストで表現することにより，効率よく最新の呼吸器内科学をより短時間で
理解ができ，長く記憶にとどまることを目的とした構成となっている．医学生はもとより，研修医，内科医の知識のアップ
デートに，さらにはチーム医療のなかでの知識の共通言語としても活用できる1冊． 

  

気管支鏡ベストテクニック 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥22,990 

同時3アクセス(本体) ¥45,980 

冊子版ISBN 9784498032033  

著編者名 浅野 文祐 発行年 2017 商品コード 1029787415 

日本呼吸器内視鏡学会受賞者・セミナー講師が執筆した,気管支鏡手技を学ぶすべての医師のためのテキ
ストが,読者の好評を受け,待望の大幅改訂！「誌上でハンズオンを行う」という初版からの理念を継承し,動
画が追加され,さらにわかりやすく進化した.エキスパートから一挙手一投足まで直接指導を受けているかの
ように,スムーズな上達を約束する一冊. 

  

Dr.倉原の呼吸にまつわる数字のはなし 
 ―ナース・研修医のための― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥8,800 

冊子版ISBN 9784840468527  

著編者名 倉原 優 発行年 2019 商品コード 1029728140 

【誰かに話したくなる呼吸のプチトーク44】ちょっと意外で、でもナットクの数字たち。日常のケア・診療で身近
な「呼吸不全診断のためのPaO2値」から、考えたこともなかった「呼吸器疾患で長い病名の文字数」まで、Dr.
倉原が繰り出す呼吸の“数字学”。あなたはどこまで知っている？ 日々の臨床に役立つ知識が自然に身に
つく一冊。 

2020/5 

呼吸器 

同時１アクセス（本体） 
¥14,850 

同時３アクセス（本体） 
¥29,700 

冊子版ISBN： 9784758118613 商品コード： 1031533322 

世界的なエキスパートたちが、現在のECMO管理のスタンダード
をわかりやすく解説！回路の構成や患者の選定、カニューレの
挿入・抜去など、臨床で必要な事項がコンパクトにまとめられた、
現場で頼りになる実践書！ 

Alain Vuylsteke 著  2020年発行 

ECMO実践ハンドブック 
 ―世界標準の成人ECMO管理― 
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呼吸器 

同時１アクセス（本体） 
¥12,100 

同時３アクセス（本体） 
¥18,150 

冊子版ISBN： 9784525424527  商品コード： 1031132312 

肺癌のKey Drugsやエビデンスレベルの高い薬物療法の最新知
見をコンパクトに解説．また，国内外の大規模臨床試験や米国
臨床腫瘍学会ASCOなどの情報も盛り込んだ．本分野の第一線
で活躍する医師がポイントを体系的にわかりやすく整理．肺癌
領域のプロフェッショナルを目指す医療従事者に必携の書． 

弦間 昭彦 著  2019年発行 

肺癌化学療法 改訂2版  
（オンコロジークリニカルガイド） 

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 

気管支喘息 （1） 井上 博雅 2017 9784521745251 ¥26,620  ¥39,930  1025193966 

呼吸器感染症 （2） 藤田 次郎 2017 9784521745268 ¥26,620  ¥39,930  1025599613 

肺癌 （3） 高橋 和久 2018 9784521745275 ¥26,620  ¥39,930  1027116549 

間質性肺炎・肺線維症と類縁疾患 （4） 吾妻 安良太 2018 9784521745282 ¥26,620  ¥39,930  1028700644 

COPD慢性閉塞性肺疾患 （5） 金子 猛 2019 9784521745299 ¥26,620  ¥39,930  1030990142 

呼吸器疾患診断治療アプローチ 
シリーズの特色 

呼吸器診療における主要疾患の臨床をサポート
する実践書であるとともに，専門医のニーズに
応える学術性をも備える． 
診療ガイドラインをふまえたスタンダードのうえ

に，臨床現場からの新たな提言や最新のエビデ
ンスの紹介など，先進性を併せもつ幅広い情報
を提供． 
写真・イラスト・フローチャート・表を多用し，視覚

的にも理解しやすい構成． 
コラムやサイドノートなどの補足情報を充実させ，

呼吸器病学の「面白さ」を伝える． 

5巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥133,100  ¥199,650 
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インターベンショナリストのための心臓
CT活用ハンドブック ―症例から学ぶ― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥17,600 

冊子版ISBN 9784840445252  

著編者名 奥津 匡暁 発行年 2013 商品コード 1013996699 

術前から術中まで、CTをフル活用した心臓CT症例集。CAG前からのPCI治療戦略構築、術中の手技・デバ
イス選択、リスク回避など、PCIの疑問点・問題点を補う情報を収録。 

  

複雑症例のポイントがわかる! （症例から 

学ぶインターベンショナリストのための心臓CT
活用ハンドブック / インターベンショナリストの
ための心臓CT研究会著 応用編） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥17,600 

冊子版ISBN 9784840457866  

著編者名 － 発行年 2016 商品コード 1024254272 

複雑症例を中心に心臓CT所見を術者自らが解析。心臓CTを冠動脈狭窄の診断だけに活用するのではなく、
PCIを行う前から冠動脈造影のみでは予測困難なリスクを評価・回避する治療的戦略が立てられるよう解説
する。 

  

基礎と撮り方 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315111  

著編者名 竹中 克 発行年 2012 商品コード 1011618782 

現在の循環器医療に欠くことのできない心エコー検査の基礎知識と撮り方の実際、ルーチン検査の進め方
と計測の手順などを心エコー像や図表とともに解説する。切り取って使える「依頼目的フローチャート」付き。 

  

心臓弁膜症 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315319  

著編者名 竹中 克 発行年 2012 商品コード 1013988087 

大動脈弁狭窄、僧帽弁逆流、三尖弁膜症など、心臓弁膜症の心エコー検査のポイントを解説。各疾患の病
因・症状・身体所見・重症度評価なども掲載する。検査の流れや治療指針をコンパクトにまとめたメモ欄付き
の冊子を収録。 

  

心臓聴診エッセンシャルズ  
（心エコーハンドブック 別巻） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315388  

著編者名 坂本 二哉 発行年 2012 商品コード 1013988088 

様々な検査方法が現れ、心臓病診断に役立てられる時代となった。そのようななか、特別な機械を必要とせずコストも低
い「聴診」が見直されつつある。とはいえ、現在の医学教育で聴診に当てられる時間は少なく、講習会などで聴診の技術
を高めるほかないのが現状である。 本巻は、上記のような背景をふまえ、心エコー図時代においてもなお聴診は重要で
あるという考えのもと、心エコーハンドブックシリーズの別巻として企画された。 

  

冠動脈疾患 = Coronary artery disease  
（心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784765316149  

著編者名 竹中 克 発行年 2014 商品コード 1016411947 

冠動脈疾患の病態生理から、負荷心エコー、冠動脈エコー、冠動脈バイパス術前後のグラフト血管の評価
まで、わかりやすく解説する。掲載図に対応・関連した動画をサイトで閲覧できる。綴込付録「冠動脈の走行
と支配領域」付き。 
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心臓血管 
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先天性心疾患 = Congenital heart 
disease （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥11,440 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784765315869  

著編者名 竹中 克 発行年 2013 商品コード 1018600612 

先天性疾患の代表的なものについて、病態から諸検査、治療法、心エコー所見まで、写真・図表を多用し、
丁寧にわかりやすく解説する。区分診断法も詳解。掲載図に対応・関連した動画をサイトで閲覧できる。 

  

心筋・心膜疾患 = Myocardial and 
pericardial disease  
（心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784765316224  

著編者名 竹中 克 発行年 2014 商品コード 1018600622 

心筋・心膜疾患における心エコー検査の役割を概説した後、各疾患の病態生理や治療法、心電図、胸部レ
ントゲン、心エコー所見、検査の進め方などについてわかりやすく解説する。WEBで心エコー症例の動画を
閲覧できる。 

  

血管エコーハンドブック 
 ―vascular disease and access― 
（心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784765316446  

著編者名 竹中 克 発行年 2015 商品コード 1018600639 

脳梗塞、大動脈瘤・大動脈解離、腎動脈狭窄症などのエコーの撮り方や評価、検査の進め方などについて
わかりやすく解説する。血管エコーの動画を閲覧できるQRコード付き。 

  

心不全 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765316729  

著編者名 竹中 克 発行年 2016 商品コード 1023648689 

心エコー図学を極めた専門家らが、心不全の捉え方から、評価法、病型と心エコー所見、非薬物治療まで、
ポイントを押さえわかりやすく解説する。WEBで動画を閲覧できるサービス、切り取り式の心エコー基準値表
付き。 

  

基礎と撮り方 第2版 
（心エコーハンドブック） 

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 9784765317702  

著編者名 竹中 克 発行年 2019 商品コード 1029502829 

初版発行後に改訂されたアメリカ心エコー図学会のガイドラインに対応し、右心系の計測の項目を追加し、
また心エコーの機器の発展に対応し、スペックルトラッキング法、3Dエコー法についても項目を設けた。2版
では心エコーの役割が拡大し集中治療分野でも重要となってきていてる現状を反映し、心臓手術の診断で
必須となっている経食道心エコー法の項目を新たに追加した。 

  

新心エコー図読影のポイント  改訂3版 

出版社 金芳堂 

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 9784765313810  

著編者名 松村 敬久 発行年 2009 商品コード 1011618786 

日常臨床に役立つ、わかりやすい心エコー図の入門書。基礎編では、各種のエコー法、各疾患における読
影の要点などを解説。症例編では、病歴や心電図所見等を提示し、診断と治療方針決定に至る過程をＱ＆
Ａ形式で詳述する。 
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よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の 
使い方 ―高血圧治療ガイドライン 
2014対応―改訂4版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765316491  

著編者名 後藤 敏和 発行年 2015 商品コード 1019255341 

患者に副作用の少ない降圧薬の処方を追及していく経過が臨場感にあふれ，退屈せずに読める解説書で
ある．長年にわたる主治医と患者の関わり合いが見えてくる好著．新しく発表された「高血圧治療ガイドライ
ン2009」に準拠して，全面改訂し、新しく発売されたアルドステロン拮抗薬のエプレレノン，利尿薬/ARB合剤
についても詳しい解説を加えた． 

  

循環器内科医のための災害時医療 
ハンドブック 

出版社 日本医事新報社 

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 9784784954605  

著編者名 日本心臓病学会 発行年 2012 商品コード 1012910098 

大震災などの発生時、被災地は急性期災害診療から中長期の医療体制の確保、慢性疾患への対応、保健
衛生問題へと焦点が刻々と変化します。その時どうすればいいのかがわかる 

  

CPX・運動療法ハンドブック 
 ―心臓リハビリテーションのリアル 
ワールド―改訂4版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥20,460 

同時3アクセス(本体) ¥40,920 

冊子版ISBN 9784498067172  

著編者名 安達 仁 発行年 2019 商品コード 1030831533 

循環器疾患の病態解析や治療技術は著しく進歩し、心臓リハビリテーションについては社会的欲求の高まりと共にその必
然性が叫ばれ、日本循環器学会のガイドラインでも新たに項目が設けられた。そんななか、本書は心肺運動負荷試験と
運動療法の実際を“リアル”に解説し、多くの医師、スタッフから好評を得てきた。今版は最新情報を盛り込み、さらにバー
ジョンアップ。CPXを利用し尽くして、心血管疾患の病態を深く理解できる１冊だ。 
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心臓血管 

同時１アクセス（本体） 
¥9,900 

同時３アクセス（本体） 
¥14,850 

冊子版ISBN： 9784830619458  商品コード： 1030593806 

難解な解説になりがちな心不全を，豊富な図表と1テーマ3分程度で読
める分量で分かりやすく説いた，現在の心不全診療を俯瞰できる手引
き書．医師中心の治療のみならず，施設・職種に依らず治療に介入で
きる可能性も示唆している．心不全の診療に不可欠な知識を厳選して
収録しており，心不全診療にかかわる全ての職種の共通言語となり得
る1冊．最新の治療や緩和ケアを含めた医療システムの知識を大幅に
アップデートした改訂版． 

佐藤 幸人 著  2019年発行 

心不全の基礎知識
第2版 
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CCUグリーンノート 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥10,164 

同時3アクセス(本体) ¥20,328 

冊子版ISBN 9784498134232  

著編者名 国立循環器病研究センターレジデント 発行年 2018 商品コード 1029532051 

日本有数の実績と経験を有し、医師の研修，教育にも注力する国立循環器病研究センタースタッフが初版
刊行以来の最新の知見を反映させて改訂したCCUグリーンノート第2版。循環器医療を学ぶうえで欠かすこ
とのできないCCUでの基礎知識、診断、治療、手技などのポイントを簡明に解説し、臨床で役立つ実践的な
内容を目指して作成されている。 

  

循環器内科グリーンノート 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498134270  

著編者名 伊藤 浩 発行年 2018 商品コード 1030071789 

若手医師の循環器バイブル、待望の改訂版が登場！研修医や若手医師に寄り添い，ベッドサイドで困った
症例に出会った時に活用してもらえるように企画。執筆者には自分が若手であったころを思い出し，何がわ
からなかったか，必要な知識は何か，そしてどう実践すれば良いのか，わかりやすい記述を依頼。新たな領
域として「腫瘍循環器学」，「奇異性脳塞栓と卵円孔」を加筆されています。 

  

新心エコーの読み方,考え方 改訂4版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥46,200 

同時3アクセス(本体) ¥92,400 

冊子版ISBN 9784498037892  

著編者名 羽田 勝征 発行年 2018 商品コード 1030071793 

心エコー図の読み方を，著者の経験をもとに実践的に解説した書の改訂第４版．心エコーの所見の読影はArtであり，知
識と経験が大事である．一方で，読影には思い込みや錯覚が混入し，常に誤読の危険性がはらんでいる．本書では，臨
床の現場での読影の「勘」を読者が養うことができるよう，陥りやすい誤りを示し，診断のための考え方とポイントを多数の
図を使って示した．情報を集め，正解を見極める洞察力が身に付く１冊である． 

2020/5 

心臓血管 

肺高血圧症診療ハンドブック 

同時１アクセス（本体） 
¥11,880 

同時３アクセス（本体） 
¥23,760 

冊子版ISBN： 9784498136601  商品コード： 1031533332 

Beyond the Guidelines−ハンドブックでありながら、ガイドラインにも書
かれていないような最新のトピックスやエキスパートオピニオンまで盛
り込まれた一冊。日本が大きな貢献を果たしてきた肺高血圧症診療の
すべてがここに！「ポイント」で短時間に診断・治療方針を立てられ、ガ
イドラインとエキスパートたちの実際の診療アルゴリズムの比較で個
別評価と対応が重要な現場で役立つ。研修医、レジデントから専門医
まで幅広く一読して頂きたい一冊。 

波多野 将 著  2020年発行 
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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 

心不全 ―識る・診る・治す―（1） 小室 一成 2018 9784521745831 ¥29,040  ¥43,560  1027441313 

虚血性心疾患 ―識る・診る・治す・防ぐ―（2） 中村 正人 2018 9784521745848 ¥29,040  ¥43,560  1028301518 

不整脈 ―識る・診る・治す―（3） 平尾 見三 2018 9784521745855 ¥29,040  ¥43,560  1029161147 

循環器内科専門医バイブル 

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 

弁膜症の手術 【動画付】（2） 2018 9784521744780 ¥62,920  ¥94,380  1031616127 

冠動脈疾患の手術 【動画付】（3） 2020 9784521744797 ¥62,920  ¥94,380  1031616234 

心臓血管外科手術エクセレンス 
高梨 秀一郎 著 

循環器疾患の基礎から診断・治療の全般をエキス
パートが解説した新しいシリーズ！ 

心臓血管外科医の手術技術の向上を主眼として手技のノウハウを
まとめたシリーズ。 

3冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥87,120  ¥130,680 

2冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥125,840  ¥188,760 
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高血圧治療ガイドライン 2019年版 
日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会  著編  2019年発行 

脳卒中，心臓病，腎臓病を引き起こす最大の原因といわれる高血圧。本ガイドラインの
普及が求められています。2019年版改訂のポイント・従来の教科書的記述に加え，より
実践的な情報を盛り込んだQ & Aスタイルを追加・徹底した文献吟味による最新の診
断・治療法を提示・家庭血圧測定をこれまで以上に重視・目標血圧値達成に向けた多
くの方策を示し実臨床に対応。 

同時１アクセス（本体）¥7,040 同時３アクセス（本体）¥10,560 

冊子版ISBN： 9784897753867  商品コード： 1031357348 
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血液浄化療法ポケットハンドブック 

出版社 東京医学社 

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 9784885632341  

著編者名 岡田 一義 発行年 2014 商品コード 1027261605 

腎代替療法、透析患者の臓器別病態と治療、急性血液浄化療法と適応疾患、特殊血液浄化療法など、血
液浄化療法の重要なポイントや疑問点をわかりやすく解説する。英略語集も収録。 

  

リウマチ・膠原病治療薬ハンドブック 
 ―エキスパートが教える極意― 

出版社 文光堂 

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 9784830620485  

著編者名 川畑 仁人 発行年 2018 商品コード 1030071669 

リウマチ・膠原病の治療薬を概括，その用法をまとめた本書は，従来使用されている薬剤から，2017年販売承認のベリム
マブ，サリルマブなど最新薬剤まで網羅．薬剤ごとに①作用機序，②主な対象疾患と治療における位置づけ，③使用開
始時の注意点，④使用方法，⑤使用禁忌薬・注意すべき併用薬，⑥副作用，⑦インフォームドコンセントのコツ，⑧主な適
応疾患に対する効果，の構成で解説．リウマチ・膠原病治療に携わる医師必携の１冊． 

  

リンパ腫アトラス 第5版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥52,800 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784830604799  

著編者名 中村 栄男 発行年 2018 商品コード 1030071676 

1981年の初版刊行以来，絶大な支持を誇る「リンパ腫アトラス」の第5版．WHO分類第4版改訂版（2017）をベースに，近年
進歩が著しい免疫組織化学・分子遺伝学的所見を含め，最新の知見を盛り込んだ．また，WHO分類が対象としていない
反応性・境界領域病変も取り上げている．旧版同様，精選された組織・細胞写真は，他書にはみない大きさで多数掲載．
初学者，専門家を問わず，病理医・リンパ腫診療に携わる医師，必携の書． 

2020/5 

血液・リンパ 

1971年の初版以来，血液に携わる医師や臨床検査技師，学生の
絶大な支持を得ている血液形態学教科書の決定版．第5版発行
以来，14年ぶりの今改訂では，内容を一新するとともに，写真点
数を大幅に増やし，典型的な細胞写真から希少なものまで，更な
る充実を図った．特に，診断技術などの進歩が著しい骨髄病理
やリンパ系腫瘍に力を入れ，免疫組織染色所見にも踏み込んで
いる．研究，臨床，学習にと，手元に置いて使い込んでほしい． 

通山 薫 著  2018年発行 

血液細胞アトラス 第6版  

同時１アクセス（本体） 
¥22,000 

同時３アクセス（本体） 
¥33,000 

冊子版ISBN： 9784830614262  商品コード： 1030593800 
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リンパ系腫瘍診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥19,360 

同時3アクセス(本体) ¥38,720 

冊子版ISBN 9784498125841  

著編者名 磯部 泰司 発行年 2014 商品コード 1025526342 

リンパ系腫瘍の患者に最適な医療を提供するために必要な知識を詰め込んだ大ボリュームのハンドブック。
リンパ性白血病・リンパ腫・骨髄腫各疾患の分類、診断、治療の実際といった各論、抗癌剤投与開始時の注
意点、特殊な薬剤の使用法、抗癌剤の毒性とその対策などについて最新の知見・膨大なエビデンスを基に
解説を行う。リンパ系腫瘍の診療に自信がもてるようになる、充実の一冊。 

  

カラーテキスト血液病学  第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥71,500 

同時3アクセス(本体) ¥143,000 

冊子版ISBN 9784498125391  

著編者名 木崎 昌弘 発行年 2013 商品コード 1016376703 

とかく難しい、分かりにくいといわれる血液学。本書は医学生、研修医、内科医を対象として「見やすい」「読
みやすい」「分かり易い」内容の血液学テキストを目指し、カラーイラストや写真を多用して各領域のエキス
パートが解説をおこなった。血液学の基礎知識はもちろんのこと、進歩著しい臨床医学分野に関しても最新
の知見を盛り込み、まさに本領域の決定版といえる。 

  

加藤血液細胞形態学 
 ―血球との対話― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥29,040 

同時3アクセス(本体) ¥58,080 

冊子版ISBN 9784498225008  

著編者名 加藤 淳 発行年 2016 商品コード 1028499685 

一つ一つの細胞と向き合ってきた著者自身の理念に基づいた言葉で解き明かされた、血液・造血細胞アトラ
スの決定版骨髄穿刺の方法、標本作製と観察という基本中の基本から正常細胞の特徴、疾患ごとの細胞
のみかたを精緻な記述と他に類のない写真と動画で解説した。 

輸血学・血液学小事典 

同時１アクセス（本体） 
¥14,036 

同時３アクセス（本体） 
¥28,072 

冊子版ISBN： 9784498019249 商品コード： 1028499670 

輸血学および血液学を理解するためのキーワード集．輸血学を理解
するためには，その領域のみに限定するのではなく，血液学や免疫学
も重要である．そのため本書は単純な用語集ではなく，個々のキー
ワード自体を読み応えのある文章で丁寧に解説している．輸血療法を
行う診療科医師や研修医，看護師，医療スタッフをメインターゲットに
しながらも，医学生や看護学生にとっても分かり易いように記載．医療
者必携の1冊と言える． 

大坂 顯通 著  2017年発行 
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輸血学 改訂第4版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥67,760 

同時3アクセス(本体) ¥135,520 

冊子版ISBN 9784498019133  

著編者名 前田 平生 発行年 2018 商品コード 1028697124 

本書は1978年初版発行以来、輸血に関する最高の指導書として好評を得てきた。改訂第４版では、近年の
輸血学の著しい発展に伴い、内容を一から見直して、新たな項目も追加、全面的な改訂を行った。膨大な数
の論文を参照しながら、輸血の歴史から基礎的知識、臨床面、さらに献血組織や制度についてなど、輸血に
関する全ての事柄を網羅し、詳述している。輸血に携わる医療者や血液事業者必携のバイブルといえる。 

  

臨床に直結する血栓止血学 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥32,340 

同時3アクセス(本体) ¥64,680 

冊子版ISBN 9784498125797  

著編者名 朝倉 英策 発行年 2018 商品コード 1030071837 

前版（2013年）より数多くの進展がみられる血栓止血学の領域について、専門外の読者にもわかりやすく、すぐに役立つ
知識を中心に解説した入門書の改訂2版。大幅なボリュームアップ、「ポイント」「ここがコンサルトされやすい！」「症例紹
介」「ピットフォール」「お役立ち情報」の記載などにより、「臨床に直結」した内容のさらなる充実を図りました。血栓止血の
エキスパートではない一般臨床医、血液専門医、他科専門医、研修医、臨床検査技師、薬剤師、医学生、保健学科学生
の方々に特に役立つ一冊です。 

  

血液疾患診断・治療指針 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥36,300 

同時3アクセス(本体) ¥54,450 

冊子版ISBN 9784521742793  

著編者名 金倉 譲 発行年 2015 商品コード 1019588309 

一般内科医や若手医師に向け，専門医の立場から血液疾患の診断・治療について必要な知識を解説．61
疾患に関して，病態・症状や疫学，現時点の標準治療について詳述する． 

血液内科グリーンノート 

同時１アクセス（本体） 
¥16,456 

同時３アクセス（本体） 
¥32,912 

冊子版ISBN： 9784498225060  商品コード： 1028499633 

最高水準の診療をめざし，臨床現場で本当に必要な情報を凝
縮したポケットマニュアル「グリーンノート」シリーズの血液内科
編．血液内科の臨床研修で必須とされる厳選知識をミニマムに
伝えながらも，内容は網羅的である．さらに最先端の情報にも触
れ，知的好奇心も刺激される内容となっている．実臨床で活躍
できる力が付く，新しい診療マニュアルである． 

木崎 昌弘 著  2017年発行 

80 



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

  

ストーマ用語らくわかり事典 
 ―ケアが身につく! : 実践力up!の146ワード― 
（消化器ナーシング 2019年秋季増刊(通巻317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 9784840467209  

著編者名 奥田 典代 発行年 2019 商品コード 1031274474 

【用語解説だけでなく即役立つ実践知も満載！】 ストーマケア初心者に、ストーマケアにおいて重要な用語
146種を厳選し、辞典形式でとりあげた。保存版として長く手元に置いていただけるよう、用語解説だけでなく、
ケアのポイントや患者指導のコツなど臨床ですぐに使える知識も盛り込んだ。新人指導にも役立てていただけ
る内容。 

  

消化器疾患治療マニュアル  改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥11,440 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

冊子版ISBN 9784765315609  

著編者名 辻井 正彦 発行年 2013 商品コード 1013988085 

研修医、臨床医を対象に、EBMを基礎にして現時点で最善と考えられる治療法を紹介し概説。患者説明や
診断、治療を進めるうえで必要な情報をポイントを絞って簡潔にまとめる。 

  

潰瘍性大腸炎の診療ガイド 第3版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784830618956  

著編者名 日本炎症性腸疾患協会 発行年 2016 商品コード 1026875505 

潰瘍性大腸炎診療は，新しい薬剤の登場，治療指針の導入，治療目標の新しい概念の確立など，進歩が
著しい．本書ではこれらの最新情報を盛り込み，臨床現場の第一線で活躍している各専門家が診療のポイ
ントをわかりやすく解説する．より臨床現場で役立つ実践的な内容のガイドブックとなった．潰瘍性大腸炎の
診療に携わる全ての医師，コメディカルスタッフ，患者さんにも身近に置いて活用していただきたい． 

  

クローン病の診療ガイド 第2版 

出版社 文光堂 

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 9784830618963  

著編者名 日本炎症性腸疾患協会 発行年 2016 商品コード 1027137538 

好評の初版から5年ぶりの改訂．クローン病診療は，新しい治療指針や画像診断における新たな分類の導入など，進歩
が著しい．第2版ではこれらの最新情報を盛り込み，臨床現場の第一線で活躍している各専門家が診療のポイントをわか
りやすく解説．より臨床現場で役立つ実践的な内容のガイドブックとなった．クローン病の診療に携わる全ての医師，コメ
ディカルスタッフ，患者さんにも身近に置いて活用していただきたい． 

  

胃癌 第2版 
（腫瘍病理鑑別診断アトラス） 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830622489  

著編者名 深山 正久 発行年 2015 商品コード 1024025297 

検鏡前の確認事項、組織型と診断の実際、鑑別ポイント、臨床との連携の4部構成で、胃癌に関する日本の
病理学の標準的なガイドラインを示す。実際上の問題点、解決策を明示したアトラス。 

  

消化器内科レジデントハンドブック  
第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,036 

同時3アクセス(本体) ¥28,072 

冊子版ISBN 9784498041691  

著編者名 渡辺 純夫 発行年 2014 商品コード 1025526287 

消化器内科研修の現場でもとめられる知識を，コンパクトにまとめた実践的なマニュアル。順天堂大学消化
器内科学教室のエッセンスをまとめた。 

2020/5 

消化器 
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ブラッシュアップ急性腹症 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498140394  

著編者名 窪田 忠夫 発行年 2018 商品コード 1030071827 

腹痛診療のバイブルが，およそ４年半ぶりに全面改訂．腹痛の初期診療とは「手術が必要な疾患をピック
アップする作業」である，とのコンセプトにさらに磨きをかけた．グローバルスタンダードの流れを踏まえた修
正を施し，画像診断を中心に最新の知見を追加．著者の個人的経験に基づく記述にはこの間に得られた新
たなエビデンスを付記した． 

  

消化器内科グリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥11,616 

同時3アクセス(本体) ¥23,232 

冊子版ISBN 9784498140448  

著編者名 木下 芳一 発行年 2016 商品コード 1031593976 

消化器内科診療の基本をコンパクトにまとめたマニュアル．総論，診断と治療の基本，疾患各論のほか，「初診患者への
対応」の章を設け，救急外来を受診することが多い消化器疾患への基本的対処法をまとめて紹介．救急でも，外来でも，
病棟でも役立つ書を目指した．限られた分量の中に，必要にして充分な情報を集約した本書は，研修医，若手医師がポ
ケットに1冊備えれば，消化器症状を訴える患者に接する際の心強い味方となろう． 

  

消化器疾患診断・治療指針 
 ―最新ガイドライン準拠― 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥36,300 

同時3アクセス(本体) ¥54,450 

冊子版ISBN 9784521746012  

著編者名 佐々木 裕 発行年 2018 商品コード 1028301520 

内科医が多く遭遇する一般的な腹部症状（腹痛、下痢、便秘、嘔吐、腹部膨満など）や重篤な消化器疾患に
つながる所見（急性腹症、吐血、下血、黄疸、体重減少など）について豊富な知識をもつことは、患者の診療
と専門医へのコンサルタントに役立つ。 

2020/5 

消化器 

消化器各領域の主要な疾患をほぼ網羅し、最新の画像診断法を
含めて各疾患の最も特徴的な画像情報を多数掲載。形態の成り
立ちや病因、病態、鑑別診断、治療について簡潔に解説する。 

小池 智幸 著  2017年発行 

消化器画像診断アトラス 
 = Atlas of diagnostic imaging on digestive diseases 

同時１アクセス（本体） 
¥60,500 

同時３アクセス（本体） 
¥90,750 

冊子版ISBN： 9784521745442  商品コード： 1026552178 
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消化器 

同時１アクセス（本体） 
¥30,360 

同時３アクセス（本体） 
¥60,720 

冊子版ISBN： 9784758110648  商品コード： 1026634720 

胆膵内視鏡の定番書が5年ぶりに待望の改訂！新しい技術や
デバイスを盛り込み、内容を全面アップデートしました。これから
学び始める初学者にも、より腕を磨きたい医師にもお薦めの1
冊！Webで動画も見られます。 

糸井 隆夫 著  2017年発行 

胆膵内視鏡の診断・治療の基本手技 
第3版 

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 

食道・胃・十二指腸の診療アップデート （1） 木下 芳一 2017 9784521744421 ¥24,200  ¥36,300  1024195215 

腸疾患診療の現在 （2） 渡辺 守 2017 9784521744438 ¥24,200  ¥36,300  1025376249 

ここまできた肝臓病診療 （3） 佐々木 裕 2017 9784521744445 ¥29,040  ¥43,560  1025881800 

膵・胆道疾患診療の最前線 （4） 下瀬川 徹 2018 9784521744452 ¥29,040  ¥43,560  1027296281 

プリンシプル消化器疾患の臨床 

4冊 揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥106,480 ¥159,720 

高度な専門知識と診療実践のスキルをわかりやすく，かつビジュアルな構成で提示 
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透析患者のくすりカラー大事典 
 ―服薬指導の強い味方! : ナース必携― 
（透析ケア 2015年冬季増刊(通巻285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 9784840451529  

著編者名 平田 純生 発行年 2015 商品コード 1019533258 

多彩な合併症を抱えているため、多くの薬を服用している透析患者。透析室スタッフに向け、透析患者が有
効かつ安全にくすりを飲むための服薬指導に役立つよう、透析患者のくすり245製剤を写真つきで紹介する。 

  

PDハンドブック 

出版社 東京医学社 

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 9784885632143  

著編者名 Steven Guest 発行年 2012 商品コード 1027261579 

腹膜透析に関する理解を深めるための基礎作りができる書。腹膜透析の歴史や、腹膜の生理学的な知識、
急性期および慢性期の腹膜透析処方、腹膜透析関連感染症・非感染性合併症などを取り上げて、解説する。 

  

逆引きPD事典 

出版社 東京医学社 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784885631580  

著編者名 政金 生人 発行年 2005 商品コード 1027261602 

東北腹膜透析カンファランスメンバーと本邦で腹膜透析を積極的に行なっている若手に原稿を依頼して、症
例に即したトラブル顔血のノウハウを満載した問題解決型教科書を基本コンセプトにしたため、キーワード検
索と関連キーワード検索を設置し索引機能を充実させた。さらに、各項目には問題解決のストラテジーをま
とめ、参考すべき文献資料をつけた。 

  

腎臓病実験法ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,584 

同時3アクセス(本体) ¥25,168 

冊子版ISBN 9784498124943  

著編者名 富野 康日己 発行年 2013 商品コード 1018937732 

腎臓病研究や基礎研究に関わる専門家による、具体的でわかりやすい腎臓病実験法の解説書。培養細胞
操作法、遺伝子関連実験操作法、蛋白関連実験操作法に分け、実験法ごとに目的、準備するもの、方法と
手順、ポイント等を示す。 

  

MRのためのCKDハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥2,904 

同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784498076662  

著編者名 富野 康日己 発行年 2013 商品コード 1018937741 

国内外ともに注目されているCKD(慢性腎臓病)についての基礎知識を解説し、疾患ごとにその病態、診断、
薬物療法などを紹介する。簡単な予習・復習に活用できるセルフチェックのコーナーも収録。 

  

プライマリ・ケア医のためのLUTS診療
ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,196 

同時3アクセス(本体) ¥18,392 

冊子版ISBN 9784498064225  

著編者名 後藤 百万 発行年 2014 商品コード 1018937778 

LUTS(下部尿路症状)について、プライマリ・ケアに必要最低限の知識を紹介。初診で何に気を付けてどこを
診るのか、専門医への適切な引き継ぎや連携、プライマリ・ケア医ができる治療などを解説する。 
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腎臓内科ハンドブック = Handbook of 
Nephrology 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥6,292 

同時3アクセス(本体) ¥12,584 

冊子版ISBN 9784498224186  

著編者名 山辺 英彰 発行年 2015 商品コード 1025526296 

弘前大学で35年にわたり教鞭を執った著者が、腎臓内科学の総論・各論を網羅し多数の症例をもとに解説
を加えた講義ノートの集大成。携帯してベッドサイドで役立てられるようポケットサイズにまとめた。 

  

尿路結石ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,036 

同時3アクセス(本体) ¥28,072 

冊子版ISBN 9784498064263  

著編者名 宮澤 克人 発行年 2016 商品コード 1025526314 

遭遇する頻度が高く，診断・治療に専門的知識が必要な尿路結石は，泌尿器科医にとって避けられない疾患である．近
年，ガイドラインが改訂されたがその特性上，個々の内容については深く言及されていないなど，実臨床の場で必要な情
報が必ずしも網羅されているわけではない．本書では，ガイドラインの内容を踏まえながらも，それだけでは対応できない
事柄において，より具体的な診療および治療について解説した実践書である． 

  

メディカルスタッフのための腎臓病学  
改訂2版 

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 9784498124936  

著編者名 富野 康日己 発行年 2017 商品コード 1028499643 

メディカルスタッフが知っておくべき腎臓病の知識をイラストをまじえて判り易く解説した．臨床の現場で重要
な疾患の概念，診断，治療までが理解できるテキストの改訂版． 

  

腎機能低下時の薬剤ポケットマニュアル 
第4版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498117075  

著編者名 田中 哲洋 発行年 2019 商品コード 1030682650 

腎機能の低下した患者に至適な薬剤処方を行うための必要知識を解説したポケットブック改訂第4版が表紙
を刷新して登場。患者に応じた使用法・注意点を薬剤ごとにまとめたコンパクトでわかりやすい構成・体裁は
そのままに、次々に出てくる新薬に関する記載に加え、既存項目の加筆・修正・増補を行った。特に注意す
べき薬剤をまとめた付録「携帯用ポケットカード」付き。 

  

腹膜透析・腎移植ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥17,820 

同時3アクセス
(本体) 

¥35,640 

冊子版ISBN 9784498224421  

著編者名 石橋 由孝 発行年 2018 商品コード 1030071826 

腹膜透析は，拘束時間が短くQOLが非常に高いこと，残腎機能の保持に優れることなど
多くのメリットを有する優れた腎代替療法である．血液透析に加え，腹膜透析・腎移植を
適切にオプション提示していくことが真のTotal Renal Careに通じる．その理想を体現する
ハンドブックがついに登場した．『腹膜透析ハンドブック』（2012）の全面改訂版． 
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泌尿器・腎臓 

同時１アクセス（本体） 
¥22,440 

同時３アクセス（本体） 
¥44,880 

冊子版ISBN： 9784498064300  商品コード： 1030515263 

泌尿器科マニュアルの決定版がついに登場。病棟・外来で、若
手泌尿器科医が最低限必要とする情報を簡潔明瞭にまとめた。
実臨床に即した生き生きとした内容を、図表を多用し箇条書で
わかりやすく提供する。臨床研究に関する章には、初めての学
会発表や文献検索を行う若手医師のために、すぐに使える情報
を満載。泌尿器科臨床の必携書！ 

関戸 哲利 著  2019年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥7,810 

同時３アクセス（本体） 
¥11,770 

冊子版ISBN： 9784521745244  商品コード： 1026405305 

東京大学の南学正臣教授が、腎臓病全体を非常にコンパクトに、
しかもわかりやすく解説した教科書。ひとつの章は9項目から成
り、腎臓病学のエッセンスが全10章計90項目に要領よくまとめら
れている。臨床の現場で一般内科医が感じる、なぜそうするの
か、なぜそう考えるのかという素朴な疑問にも答える内容であり、
医学生はもとより研修医や勤務医、実地医家にもお薦めのハン
ドブック。 

南学 正臣 著  2017年発行 

南 学 腎 臓 病 学  

泌尿器科グリーンノート 
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甲状腺・頸部の超音波診断  第3版 

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 9784765315432  

著編者名 岩田 政広 発行年 2012 商品コード 1013988068 

頸部の疾患における超音波所見を、自験例を中心にわかりやすく総合的に解説。甲状腺のみならず、頸部
の超音波診断に関わる全ての領域をカバーし、超音波像だけでなく他の画像情報も必要に応じて加える。 

  

ホルモンの事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥70,400 

同時3アクセス(本体) ¥140,800 

冊子版ISBN 9784254300741  

著編者名 清野 裕 発行年 2004 商品コード 1011798893 

総論ではホルモンの概念・種類・作用など、各論では人体の頭部より下部へ、部位別の各ホルモンを項目立
てし、最新の研究成果を盛り込んで詳しく解説したホルモンの総合事典。 

  

「緩やかな糖質制限」ハンドブック 
 ―糖尿病食事療法のベストチョイス― 
2版 

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 9784784944279  

著編者名 山田 悟 発行年 2018 商品コード 1026831128 

安全で無理なく続けられる糖尿病食事療法「緩やかな糖質制限」について糖質制限療法のトップランナーで
ある山田悟先生が解説する唯一の専門書。今版では、実例に基づく模擬指導例の章を新たに追加しました。 

同時１アクセス（本体） 
¥14,960 

同時３アクセス（本体） 
¥22,440 

冊子版ISBN： 9784765316187 商品コード： 1018600619 

複雑で情報量の多い内分泌代謝学の体系を効率よく理解でき
るよう、設問解答方式を採用した入門書。「基本用語」「基本的
事項」「問題」で構成し、内分泌代謝学の基本知識も詳しく解説
する。 

青木 矩彦 著  2014年発行 

内分泌代謝学入門 改訂6版 
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インスリン療法マニュアル 第5版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥5,280 

同時3アクセス
(本体) 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784830613937  

著編者名 薄井 勲 発行年 2019 商品コード 1031132305 

インスリン療法の基本から応用まで，実地診療に即しコンパクトにまとめたマニュアル．第
4版（2008年）以降の進歩を踏まえ，インスリン製剤の種類と選び方・組み合わせ方，強化
インスリン療法など各種インスリン療法の実際，持続皮下インスリン注入療法（CSII）の具
体的な方法，小児や妊婦など様々なケースにおけるインスリン療法，副作用への対応な
ど，内容を大幅にアップデート．最新のインスリン療法の実際を，丁寧に解説した一冊． 
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糖尿病診療ハンドブック 
 ―ここが知りたい!―Ver.4 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥41,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥83,600 

冊子版ISBN 9784498123755  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2019 商品コード 1030515249 

あのロングセラーが約２年ぶりに全面改訂！ 新規項目として、１：診断・分類・問診・診
療のポイント、２：喫煙と糖尿病、３：１型糖尿病（内科医の立場から、小児科医の立場か
ら）、４：眼科から見た糖尿病網膜症、を追加し糖尿病の全分野を網羅した。もちろん、最
新のエビデンス・ガイドライン、薬剤に関する動向などの解説も充実。糖尿病診療のバイ
ブル！ 

  

甲状腺疾患診療実践マニュアル 第4版 

出版社 文光堂 

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 9784830620416  

著編者名 百渓 尚子 発行年 2016 商品コード 1027301893 

甲状腺診療の現場で好評を博している実践書の最新版．甲状腺疾患の診断と治療のエッセンスが簡潔にま
とめられており，必要なときに必要なところだけ読んで役立てられるように工夫されている．今回の改訂にあ
たって内容を最新情報にアップデートし，コンパクトながらさらに充実した内容となった．内科レジデント，一
般臨床医におすすめの1冊． 

  

ここが知りたい!内分泌疾患診療ハンド
ブック 2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥29,040 

冊子版ISBN 9784498123694  

著編者名 龍野 一郎 発行年 2018 商品コード 1030071777 

非専門医・研修医に向けて，内分泌疾患診療に必須の知識・ノウハウをわかりやすく解説した好評書の最新
版．初版刊行後2年間の動向を踏まえ，全面的に修正を加えた．新規追加項目として「非機能性下垂体腫
瘍」「下垂体ゴナドトロピン産生腫瘍」「下垂体炎」「免疫チェックポイント阻害薬の副作用と自己免疫性内分
泌疾患」「IｇG４関連疾患」など． 
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内分泌代謝内科グリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥7,744 

同時3アクセス(本体) ¥15,488 

冊子版ISBN 9784498123762  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2017 商品コード 1028499635 

研修医・家庭医・一般内科医が「遭遇する頻度の高い」および「頻度は低いが絶対に見逃してはいけない」疾
患症候に絞り，臨床上のポイントをまとめた内分泌代謝内科のポケットマニュアル．「フィジカルから内分泌
疾患を診断する！」（徳田安春），「総合診療医と専門医の一問一答」（南郷栄秀・岩岡秀明）など目玉企画も
満載！ すべての医師の必読書． 

  

糖尿病グリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥11,616 

同時3アクセス(本体) ¥23,232 

冊子版ISBN 9784498123700  

著編者名 寺内 康夫 発行年 2016 商品コード 1028499636 

最高水準の診療をめざし、臨床現場で本当に必要な情報を凝縮したレジデントのための新たな指標、「グ
リーンノート」シリーズの糖尿病編。糖尿病診療を学ぶうえで欠かすことのできない基礎知識、病態把握、治
療の組み立て、患者ケアなどのポイントを簡明に解説し、実際の臨床現場で役立つ実践的なマニュアルとし
てまとめた。 

2020/5 

内分泌 

寺内 康夫 著  2019年発行 

もはや本邦の国家的課題ともいえる糖尿病の適
切な診療を実現するためには、幅広い専門知識
と技術を有する多職種の医療スタッフがチーム
で療養指導に取り組むことが重要である。本書
では、糖尿病の療養指導を行ううえで欠かすこと
のできない基礎知識や病態、他科の連携、患者
ケアなどのポイントを簡明に解説した。実践的な
内容をポケットサイズに盛り込み、現場のおとも
に役立つ一冊。 

同時１アクセス（本体）：¥15,840 同時３アクセス（本体）：¥31,680 

冊子版ISBN： 9784498123847  商品コード： 1031137184 

糖尿病療養指導グリーンノート 
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レビー小体型認知症診療ハンドブック 

出版社 フジメディカル出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784862701756  

著編者名 山田 正仁 発行年 2019 商品コード 1031329057 

●レビー小体型認知症の現時点での診断・治療・制度をコンパクトに解説したポケットハンドブック ●診断
基準，検査法，鑑別診断，症状ごとの特徴と対応の要点，ガイドライン（2017）に基づく治療方針，薬物療法，
非薬物療法，医療・介護制度までが，用に応じて参照できます 

  

脳内環境辞典 

出版社 メディカルドゥ 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784944157648  

著編者名 高橋 良輔 発行年 2017 商品コード 1025578839 

「脳内環境辞典」は、平成23～27年度の文部科学省【新学術領域研究】に選出された京都大学大学院医学
研究科 高橋良輔教授が代表を務められた脳内環境維持機構の破綻による疾患の発症もしくは疾患との関
わり研究【脳内環境】をベースに、脳関連疾患の発症及び発症に関わる鍵分子のみを抽出し、その用語解
説と共にそれらが解明された各研究成果を1冊にまとめた最新の脳疾患研究のための用事用語辞典です。 

  

決定版脳神経疾患の病態生理ビジュアル
大事典 （Brain nursing 2017年夏季増刊 
(通巻445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 9784840458719  

著編者名 高橋 淳 発行年 2017 商品コード 1025599607 

【必須の180ワードが図解ですぐ学べる】主要脳神経外科疾患の病態生理175ワードを、イラストや写真をふ
んだんに用いてわかりやすく解説。事典形式のワード解説で、空き時間にすいすい読める！ 11カテゴリーで
幅広い内容を習得できる。 

2020/5 
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同時１アクセス（本体） 
¥9,988 

同時３アクセス（本体） 
¥24,970 

冊子版ISBN： 9784877942106  商品コード： 1031472805 

『脳卒中治療ガイドライン2015 [追補2017対応]』 に新しいエビデンス
を加えた『脳卒中治療ガイドライン2015 [追補2019対応]』です。 
[追補2019]は、[追補2017] （原則として2015年12月末までの文献） 
以降の2016年、2017年の文献を検索し、レベル1のエビデンスを追補
したものです。また、レベル3以下だったエビデンスレベルが2となって
いて、特に重要と考えられるものも追補しています。 

日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会 著編 
2019年発行 

脳卒中治療ガイドライン 2015 
追補2019対応 

協和企画 
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図解脳神経外科 

出版社 金芳堂 

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 9784765313889  

著編者名 黒岩 敏彦 発行年 2009 商品コード 1011618775 

脳神経外科で扱う疾患は、血管障害・腫瘍・外傷・奇形・感染・機能神経外科など多岐に
亘る。この広い領域における膨大な内容を整理し、必要な情報をまとめ、多くの図・写真・
表を使用してわかりやすく解説する。 

  

脳神経外科学 改訂第12版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥74,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥112,200 

冊子版ISBN 9784765316675  

著編者名 太田 富雄 発行年 2016 商品コード 1022526757 

脳神経外科学の分野においてはこの数年で目覚ましい技術や研究が進んだ。今改訂で
は「11章 脳腫瘍」「15章 脊椎・脊髄疾患」「16章 末梢神経疾患」では、新たな執筆者を
擁して、全面的に書き改めた。もちろん、他の項目についても最新の研究等を書き加え、
内容の充実をはかり前版から約270頁の増加となった。脳神経外科医・脳神経外科専門
医受験前の先生方には必携の書である。 

  

神経内科クリニカルスタンダード 
 ―必携ベッドサイドで必ず役立つ
臨床神経学のエッセンス― 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥18,700 

同時3アクセス
(本体) 

¥28,050 

冊子版ISBN 9784830615429  

著編者名 望月 秀樹 発行年 2015 商品コード 1024025299 

神経内科で初診時に最低限押さえておくべきポピュラーな症候を挙げ、障害部位の検索、
病因の検索、鑑別診断・治療といった臨床の思考過程とアプローチ法について説明する。 

2020/5 
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レジデントのためのパーキンソン病 
ハンドブック = Resident's handbook of 
Parkinson's disease 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥8,712 

同時3アクセス(本体) ¥17,424 

冊子版ISBN 9784498228269  

著編者名 山本 光利 発行年 2014 商品コード 1025526343 

パーキンソン病の診療に必要な知識をわかりやすく、かつ実践的に解説した新しいハンドブック。病態生理
の基礎、症状、合併症、診断、非運動症状と治療、病気ごとの治療指針、リハビリテーションまでを第一線で
活躍する気鋭の執筆者が懇切に解説した書。 

  

認知症診療実践ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784498228924  

著編者名 山田 正仁 発行年 2017 商品コード 1030071816 

認知症のプロフェッショナルを育成する「北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）」のメンバーが
中心になってまとめた新時代の認知症診療マニュアル。「認知症疾患ガイドライン2017」の内容に準拠し、コ
ンパクトな体裁ながらも軽度認知障害から重度認知症まで認知症に関する様々な知見を網羅した。 

  

脳血行再建術 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥43,560 

同時3アクセス(本体) ¥87,120 

冊子版ISBN 9784498029514  

著編者名 宝金 清博 発行年 2016 商品コード 1025526316 

脳血行再建の外科技術の教科書として愛読されてきたテキストの待望の改訂版。血行再建術を取り囲む状況は大きく変
化し、高い技術的安定性と確実性が要求されるようになった。それを踏まえて基礎的な技術習得、脳動脈瘤治療のため
のバイパス技術、脳血行再建に必要な脳循環の知識に力点を置き内容を一新した。いつまでも揺るがないテクニックを精
緻に解説した、基礎力と応用力を兼ね備えた脳神経外科医のためのバイブル。 

脳神経ペディア  
―「解剖」と「機能」が見える・つながる事典 : カラー図解― 

同時１アクセス（本体） 
¥22,440 

同時３アクセス（本体） 
¥44,880 

冊子版ISBN： 9784758120821  商品コード： 1025193964 

脳神経の解剖や、神経核の機能・投射、感覚系・運動系のはたらきを、
相互に関連づけながら整理して解説。バラバラになりがちな構造と機
能のピースがぴたりとはまる！脳の全体像の理解に役立つMRI画像
も収録 

渡辺 雅彦 著  2017年発行 
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脳神経外科グリーンノート 
 ―green note― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥8,712 

同時3アクセス(本体) ¥17,424 

冊子版ISBN 9784498228481  

著編者名 寺坂 俊介 発行年 2015 商品コード 1025526318 

最高水準の診療をめざし，臨床現場で本当に必要な情報を凝縮した「グリーンノート」シリーズの脳神経外科編．厳選され
た知識をミニマムに伝えながらも，内容は網羅的である．脳神経外科の臨床研修で必須とされる疾患を，見開きで完結す
るよう統一，読みやすさにも配慮した．さらに，最先端の情報にも触れ，知的好奇心も刺激される．実臨床で活躍できる力
が付く，新しい診療マニュアルである． 

  

パーキンソン病実践診療マニュアル 
 = Practical treatment of Parkinson's 
disease 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784498228535  

著編者名 武田 篤 発行年 2018 商品コード 1030071819 

パーキンソン病患者は増加の一途をたどり，非専門医でも日常的に診断・治療を行う機会が増えてきた．そ
のような現状を踏まえ，本書ではパーキンソン病を含む運動障害を専門とはしない医療従事者，研修医を
ターゲットに，その病態や診断，治療法，ケアまでを平易に解説．エキスパートの診療を再現した．改訂第2
版では「パーキンソン病診療ガイドライン2018」の内容を反映．実践的な最新知識を得られる心強い1冊． 

  

脳梗塞診療読本 第3版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥21,120 

同時3アクセス(本体) ¥42,240 

冊子版ISBN 9784498328280  

著編者名 豊田 一則 発行年 2019 商品コード 1030515247 

脳梗塞診療の基本からアドバンスまで、専門医を目指す神経内科医師、脳神経外科医師。脳梗塞の診療に
携わる後期研修医から入局5～10年目の医師までを対象に解説した脳梗塞診療のバイブル的書籍。2014年
3月に初版、2016年に改訂2版を刊行。今回は2017年10月に改訂された脳卒中治療ガイドライン2015の追補
版の内容や2版改訂後の新たな情報や知見を更新し全面的に改訂を行い3版とした。 

  

Annual review神経 2019 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥29,040 

同時3アクセス(本体) ¥58,080 

冊子版ISBN 9784498328303  

著編者名 鈴木 則宏 発行年 2019 商品コード 1030515248 

毎年の最注目トピックを厳選し、第一人者が内外の文献を踏まえて最新の知見を解説している、伝統と好評
の年度版。2019年版では「glymphatic system」「神経難病への核酸医療、など」に関するトピックや、臨床の
現場で近年直面する問題としての「抗血栓療法中の頭部外傷」「高齢発症てんかん」など、神経学分野各領
域の進歩や最新の話題をいち早く伝える内容である。 

  

脳神経内科グリーンノート ver.2 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784498328389  

著編者名 桑原 聡 発行年 2019 商品コード 1030590917 

2010年に刊行された「神経内科ポケットリファレンス」を大幅改訂・改題。臨床現場で本当に必要な情報を凝
縮したグリーンノートシリーズの脳神経内科編として満を持して登場。図表、実際の画像・波形、フローチャー
トを随所に盛り込み、多忙な臨床医であっても視覚的に、そして短時間に臨床神経学を理解できる内容と
なっている。ベッドサイドや外来診察室などの臨床現場における必携の一冊である。 

  

SCUグリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498228689  

著編者名 豊田 一則 発行年 2016 商品コード 1031004492 

日本で初めてSCUを開設してから37年．脳血管障害の診療において日本有数の実績と経験を有し，また医師の研修，教
育にも注力する国立循環器病研究センターのメンバーと国内の第一線で活躍する医師，スタッフがまとめる“グリーンノー
ト”シリーズの最新刊．脳血管障害の診断と治療を学ぶうえで欠かすことのできない基礎知識，診断，治療，手技などの
ポイントを簡明に解説．実際の臨床現場で役立つコンパクトかつ実践的な書． 
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脳卒中データバンク 2015 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784521740928  

著編者名 小林 祥泰 発行年 2015 商品コード 1022141077 

日本の脳卒中の現状を知るうえで欠かせないデータブック。10万例を突破した急性期脳卒中患者の登録
データを多角的に解析し、具体的な数値と多彩な図表で簡潔に解説する。 

  

脳神経科学イラストレイテッド 
 ―分子・細胞から実験技術まで―  
改訂第3版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥29,040 

冊子版ISBN 9784758120401  

著編者名 真鍋 俊也 発行年 2013 商品コード 1016391734 

脳神経系の基礎知識を豊富なイラストと概念図で解説するテキスト。ES細胞やiPS細胞による神経再生、脳
の高次機能、神経・精神疾患、イメージング技術などの最先端の内容を網羅した改訂第3版。 

  

運動の生物学 
 ―臨床家のための脳科学―  
改訂第2版 

出版社 協同医書出版社 

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 9784763910530  

著編者名 塚本 芳久 発行年 2009 商品コード 1011594640 

人間の「心」のように深く巧妙な「運動」の本質を、生命の誕生から臨床の現場まで、一貫した脳科学の論理
で解説した「生物学的運動学」のテキスト。「運動の生物学」シリーズ３部作を１冊に整理・統合した改訂第２
版。 

2020/5 
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「むずかしい」「わかりづらい」と苦手意識をもたれがちな神経内
科学をわかりやすく解説したテキスト。著者がメディカルスタッフ
養成校で精神医学と神経内科学の授業を担当した経験から、
「神経内科学」を学ぶうえで本当に必要なエッセンスのみを凝縮。
本書を一読することで「身体のなかでどのような出来事が生じて
いるか」が理解できるようになる神経内科学の入門書。 

渡辺 雅幸 著  2019年発行 

よくわかる神経内科学 

同時１アクセス（本体） 
¥8,470 

同時３アクセス（本体） 
¥12,705 

冊子版ISBN： 9784521747736  商品コード： 1031274467 
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精神医学 

精神医学を学ぶ方へ  

精神疾患・障害の基礎知識 【動画】全10巻 

原案監修：水野 雅文（東邦大学 医学部 精神神経医学講座 教授）ほか 

本シリーズは、医療系（医学、看護）・福祉系（福祉、介護）の学生、臨床心理士を目指す学生、
また、日頃、精神領域を専門とされていないかかりつけの医師をはじめ、医療従事者、ヘルス
ケア産業従事者の方々に精神医学をわかりやすく解説する番組です。 

Vol. タイトル 制作年 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 

1 精神機能と障害 （43分） 2013 9784862435477 ¥35,200 ¥70,400 1028203124 

2 今日の精神科医療 （37分） 2019 9784862435484 ¥35,200 ¥70,400 1028203125 

3 統合失調症 （45分） 2015 9784862435491 ¥35,200 ¥70,400 1028203126 

4 うつ病、双極性障害 （55分） 2017 9784862435507 ¥35,200 ¥70,400 1028203127 

5 不安症、強迫症 （54分） 2016 9784862435514 ¥35,200 ¥70,400 1028203128 

6 物質依存症 （57分） 2017 9784862435521 ¥35,200 ¥70,400 1028203129 

7 認知症 （57分） 2018 9784862435538 ¥35,200 ¥70,400 1028203130 

8 児童期の精神障害（発達障害） （54分） 2018 9784862435545 ¥35,200 ¥70,400 1028203131 

9 青年期の精神障害 （59分） 2015 9784862435552 ¥35,200 ¥70,400 1028203132 

10 睡眠障害 （43分） 2014 9784862435569 ¥35,200 ¥70,400 1028203133 

精神医学を学ぶ方へ 精神疾患・障害の基礎知識 
【動画】 全10巻  

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

¥352,000  ¥704,000  1028203123 
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精神医学  第12版 / 福居顯二,  
谷直介, 井上和臣改訂編集 
（Minor textbook） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315715  

著編者名 加藤 伸勝 発行年 2013 商品コード 1016411923 

精神医学の総論をはじめ、症状性を含む器質性精神障害、統合失調症・統合失調型障
害・妄想性障害、気分障害、てんかんなど、各疾患を解説。精神医学的面接と検査、治療
法、精神保健(メンタルヘルス)と法律も取り上げる。 

  

精神科レジデントハンドブック  
第3版 

出版社 中外医学社 

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 9784498229006  

著編者名 平安 良雄 発行年 2017 商品コード 1030071797 

レジデントとして精神科診療に携わるうえで必要とされる基礎的かつ実践的な知識を簡明
に記載し，実際の臨床で必要かつ十分な内容をわかりやすくコンパクトにまとめた診療マ
ニュアル．あわせて診療に必要となる関連領域の知識をも盛り込み，精神科レジデントと
して１冊持っていれば精神科の後期臨床研修に十分に対応できる書．2014年に刊行した
2版以降の診療技術，最新の知見，とくにＤＳＭ−5に準拠させ現場の需要に応える第３
版！ 
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POCKET精神科  改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784765315937  

著編者名 武田 雅俊 発行年 2014 商品コード 1016411930 

医師として初めて精神科の臨床を経験する人に役立つポケットガイド。精神医学の特徴から、診察法と症状
評価、臨床検査、気分障害や統合失調症などの各疾病、治療までをわかりやすく解説する。コラム、資料も
収録。 

  

精神医学マイテキスト  改訂2版 

出版社 金芳堂 

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 9784765315944  

著編者名 西川 隆 発行年 2014 商品コード 1016411931 

精神疾患の分類や検査方法から、統合失調症・パーソナリティ障害・睡眠関連疾患などの各種精神障害、
治療まで、図表や症例を用いて解説する。精神医療に関連する法律と制度も紹介する。 

精神医学 
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精神科処方ノート 5版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥10,406 

同時3アクセス(本体) ¥20,812 

冊子版ISBN 9784498129788  

著編者名 上島 国利 発行年 2015 商品コード 1025526302 

精神科領域における疾患・症状に対する治療指針と処方の実際を，簡潔かつ具体的に示すベッドサイドの
ためのハンディな手引書．有効で安全な薬物療法指針のスタンダード． 

  

専門医がやさしく語るはじめての 
精神医学 改訂第2版 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥7,018 

同時3アクセス(本体) ¥10,527 

冊子版ISBN 9784521742571  

著編者名 渡辺 雅幸 発行年 2015 商品コード 1031272453 

精神科医療にかかわるメディカルスタッフ(看護師，臨床心理士，理学療法士，作業療法士，精神保健福祉
士など)をめざす学生に向けて精神医学の講義を長年受け持ってきた著者の「講義ノート」をまとめた好評教
科書の改訂第2版．DSM-5，新薬，法改正に対応し，さらにわかりやすくなった精神医学の入門書． 

  

こころの健康を支える臨床心理学 

出版社 学研メディカル秀潤社 

同時1アクセス(本体) ¥13,619 

同時3アクセス(本体) ¥40,857 

冊子版ISBN 9784780910605  

著編者名 山蔦 圭輔 発行年 2012 商品コード 1011607140 

「誰かを理解する」「誰かを支援する」ために必要な理論や方法論をまとめた臨床心理学のテキスト。人間理
解を促進する心理学や臨床心理学の基礎的知見、メンタルヘルスの保持・増進や具体的な支援方法などを
解説する。 

  

精神医学を学ぶ  
（精神医学エッセンシャル・コーパス :  
日本の名著論文選集 1） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥28,600 

冊子版ISBN 9784521736952  

著編者名 安永 浩 発行年 2013 商品コード 1013957940 

「現代精神医学体系」に所収された650編の論考より、精神科医療にたずさわる人に役立つものを選んで収
録。1は、精神医学や精神科医療における基本的な知や技を学ぶことに関連した論考を取り上げる。 

  

精神医学 第５版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥15,840 

同時3アクセス
(本体) 

¥23,760 

冊子版ISBN 9784830636196  

著編者名 大月 三郎 発行年 2003 商品コード 1031507088 

精神医学の広汎な領域について整理された知識を提供し，他分野，諸科学との基礎的関
連事項の記載に留意して総合的にまとめられた新しい教科書．高度国際化の現状にあ
わせて，各論の記載は国際疾病分類に準拠した．巻末には英・独・和ならびに独・英・和
対照用語集を収載．本書は第4版までは単著としてきたが，この第5版からそれぞれの専
門領域を分担，すべてにわたって加筆訂正し，共著として内容の充実を図った． 

2020/5 

精神医学 
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診療放射線学辞典 

出版社 医療科学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥25,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥50,600 

冊子版ISBN 9784860034924  

著編者名 渡部 洋一 発行年 2017 商品コード 1027880037 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 放射線診療業務や学習に必須の情報
18200項目をサポート、診療放射線分野の広範囲な領域を簡素にずばりと解説。診療画
像検査にかかわる基礎から臨床分野はもとより、放射線に関連する物理、計測、生物、
管理などの分野を、解剖図譜、臨床画像、撮影ポジショニング、その他の図表などを豊富
に掲載し、わかりやすく解説。 

2020/5 

放射線 
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放射線基礎医学  第12版 
（Minor textbook） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥12,980 

同時3アクセス
(本体) 

¥19,470 

冊子版ISBN 9784765315593  

著編者名 青山 喬 発行年 2013 商品コード 1013988105 

本書は、医学・生物学を学ぼうとする医学生がこの一冊で放射線基礎医学の知識と方法
論を全体的に把握することが出来る。東日本大震災についても本書の立場から記載した。 

  

放射線部門の地震対策ハンドブック 

出版社 医療科学社 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784900770416  

著編者名 宮本 唯男 発行年 1995 商品コード 1014051764 

災害時における検査中の患者の安全確保，および救急医療時の機器の正常作動への取り組みを考える。 

  

胸部X線写真 
 ―めざせ!基本的読影力の向上―  
改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥14,960 

同時3アクセス(本体) ¥22,440 

冊子版ISBN 9784765313834  

著編者名 畠中 陸郎 発行年 2009 商品コード 1011618785 

気管・気管支・肺の構造に基づく胸部Ｘ線写真の画像解析と、浸潤陰影、シルエットサインといった種々の陰
影の読影、陰影パターン別の鑑別診断法について解説する。Ｘ線写真でみられる気になる所見なども収録。 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

同時１アクセス（本体） 
¥18,700 

同時３アクセス（本体） 
¥28,050 

冊子版ISBN： 9784765317771  商品コード： 1029973299 

診療放射線技師国家試験には「診療放射線技師試験出題基準」が設
けられ、それに従って毎年の試験問題が作成されている。今改訂では
最近の出題傾向を踏まえて「平成32年度国家試験対策出題基準」に
準拠し、編集ならびに執筆されている。臨床に必要な知識を充実させ
て、日常の勉学の中にもっとも重要かつ必要な事項をまとめた。さらに
必要な内容をブラッシュアップした。 

西谷 源展 著  2019年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥26,400 

同時３アクセス（本体） 
¥39,600 

冊子版ISBN： 9784830637452  商品コード： 1024025295 

豊富な画像とカラーイラストでわかりやすい、核医学のテキスト。
日進月歩で発展する核医学の基礎から診断、治療までの幅広
い領域を、数多くの症例を提示しながら解説する。 

玉木 長良 著  2016年発行 

わかりやすい核医学 
―textbook of clinical nuclear medicine― 

診療放射線技師国家試験対策全科 
第13版 

放射線 
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放射線医学物理学 第3版増補 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥10,340 

同時3アクセス
(本体) 

¥15,510 

冊子版ISBN 9784830642289  

著編者名 西臺 武弘 発行年 2011 商品コード 1029052046 

放射線医学の進歩，それを支援する放射線医療技術学の進歩は目覚ましく，医療人とし
て，その基礎となる放射線医学物理学を理解することは重要である．本書では放射線の
性質，放射線と物質との相互作用など，放射線医学物理学の基礎領域を中心に記述．
診療放射線技師養成校のカリキュラムに則った編集により大好評を博した本書第3版に，
約70頁もの問題・解答集を添えた増補版．診療放射線技師を目指す学生必携テキスト最
新版． 

  

放射線治療物理学 第3版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥9,900 

同時3アクセス
(本体) 

¥14,850 

冊子版ISBN 9784830642272  

著編者名 西臺 武弘 発行年 2011 商品コード 1029052052 

診療放射線技師養成施設での定番教材として，さらに放射線治療現場に着任した技師
のバイブルとして，圧倒的な定評を博するテキストの改訂第3版．第2版刊行から6年の歳
月を経て，先端放射線治療システムや4D-RTなど，この間の技術的進歩を十分に取り込
んで内容を全面刷新．図版134点，表組91点，カラー写真4点，モノクロ写真64点． 
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核医学テキスト 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥29,040 

同時3アクセス(本体) ¥58,080 

冊子版ISBN 9784498065246  

著編者名 絹谷 清剛 発行年 2013 商品コード 1018937790 

核医学全体を俯瞰できるテキストブック。核医学検査の基本的事項・原理原則から、病態を踏まえた診断、
治療までを、画像を多用してわかりやすく解説する。 

  

ImageJではじめる生物画像解析 

出版社 学研メディカル秀潤社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784780909364  

著編者名 三浦 耕太 発行年 2016 商品コード 1020744450 

画像解析ソフトImageJと画像解析についての基礎知識を説明し、生命科学分野でよく使われる画像の解析
手法や考え方を中心に、専門知識がない初学者にもわかるように解説する。『細胞工学』連載をもとに再構
成。 

放射線 

100 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

外科 

三上 芳喜 著  2018年発行 

同時１アクセス（本体）：¥30,800 同時３アクセス（本体）：¥46,200 

冊子版ISBN： 9784765317665  商品コード： 1029342105 

外科病理診断学  
―原理とプラクティス― 

  

スキル外来手術アトラス ―すべての 
外科系医師に必要な美しく治すための
基本手技―第3版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥48,400 

同時3アクセス(本体) ¥72,600 

冊子版ISBN 9784830626166  

著編者名 市田 正成 発行年 2006 商品コード 1031132301 

形成外科・美容外科の名手である著者が，すべての外科系医師に向けて「美しく治す」基本手技を丁寧に解説．基礎編で
は形成外科的な基本手技を，実際編では，救急外来や当直などでよく遭遇する顔面や手指等の外傷から，四肢・躯幹部
の瘢痕，腫瘍，奇形に至るまで，それぞれ複数の手術法を提示し，症例に合わせたベストチョイスの手術法を学ぶことが
できる．患者のQOLを見すえた手術を志すすべての外科系医師，レジデントにおすすめ． 

  

わかりやすい外科学 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784830623431  

著編者名 馬場 秀夫 発行年 2017 商品コード 1028304206 

医学部学生，コメディカル学生を対象に，外科学の要点をコンパクトにまとめたテキスト．医学教育コアカリ
キュラムに準拠し，CBT受験前の学生に役立つ内容とした．従来の外科学教科書と違い，学生にとって必要
十分な内容のみ，ぱっと開いてすぐに理解できるよう，全ての項目は１ページもしくは見開き２ページで完結．
コンパクトなボリュームと価格で，医学部学生，コメディカル学生に役立つ一冊となっている． 

病理診断学をめぐる状況は大きく変化し、病理
医がかかわる業務や習得すべき技術、知識は
増加の一途をたどっていますが、病理にとって
最も重要な組織形態の観察に基づいて病理
診断を確定するための基本的な考え方と病理
診断の作法を教授する。また、専門医プログラ
ムを補完し、今日の実地臨床の場で病理医が
知っておくべき事項がまとめてある。 
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麻酔科グリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,196 

同時3アクセス(本体) ¥18,392 

冊子版ISBN 9784498055360  

著編者名 岩崎 肇 発行年 2018 商品コード 1029532070 

麻酔科において日本有数の実績と経験を誇り，研修・教育にも力を注いでいる旭川医科大学の医局員とその同門の精鋭
がまとめる，研修医向けポケットマニュアル．必要な情報を取りまとめ，知りたい項がすぐ見つかるようポイントを整理，答
えを明解に示した．また，術前・麻酔・術後に分けて記載することで周術期の管理も理解できるように工夫．臨床現場で本
当に役立つ情報のみ凝縮した，最小の分量で最大の知識が身に付く決定版だ． 

  

100倍楽しくなる麻酔科研修30日ドリル 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥14,080 

冊子版ISBN 9784758111126  

著編者名 青山 和義 発行年 2015 商品コード 1020599017 

研修のポイントが整理できる30日完成の書き込み式ワークノート。少しの時間で,薬剤の計算,手技の手順,解
剖など,現場で必要になる必須事項がチェックできる!書き込み式。 

2020/5 

外科 

讃岐 美智義 著  2018年発行 

「麻酔科研修に必須！」と支持され続ける超

ロングセラーの改訂第6版。研修医に必須の

知識と手技・コツを簡潔に整理し、図表も豊

富。重要点を確認できるチェックシート付き。 

同時１アクセス（本体）：¥11,220 同時３アクセス（本体）：¥22,440 

冊子版ISBN： 9784758105750  商品コード： 1027296277 

麻酔科研修チェックノート 
―書き込み式で研修到達目標が確実に身につく!― 

改訂第6版 
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全10巻 セット特価 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥507,320 ¥760,980 

整形外科手術イラストレイテッド 
【動画付】 

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 

下腿・足の手術 【動画付】 木下 光雄 2019 9784521732572 ¥62,920  ¥94,380  1031439217 

頚椎・胸椎の手術  【動画付】 鐙 邦芳 2018 9784521732565 ¥60,500  ¥90,750  1027882471 

基本手術手技  【動画付】 戸山 芳昭 2017 9784521732558 ¥62,920  ¥94,380  1024775777 

上腕・肘・前腕の手術  【動画付】 金谷 文則 2015 9784521732541 ¥60,500  ¥90,750  1022024166 

脊髄の手術  【動画付】 馬場 久敏 2014 9784521732534 ¥58,080  ¥87,120  1022024167 

骨盤・股関節の手術  【動画付】 内藤 正俊 2012 9784521732527 ¥58,080  ¥87,120  1022024168 

手関節・手指の手術  【動画付】 三浪 明男 2012 9784521732510 ¥58,080  ¥87,120  1022024169 

膝関節の手術  【動画付】 黒坂 昌弘 2011 9784521732503 ¥50,820  ¥76,230  1022024170 

肩関節の手術  【動画付】 井樋 栄二 2011 9784521732497 ¥43,560  ¥65,340  1022024171 

腰椎の手術  【動画付】 高橋 和久 2010 9784521732480 ¥36,300  ¥54,450  1022024172 

専門医にとって必須の手術手技を豊富なカラーイラストと動画で解説 
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整形外科のキーワード事典394 ―医師・先輩
ナースの「専門用語」がパッとわかる― 
（整形外科看護 2018秋季増刊 (通巻298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 9784840463713  

著編者名 整形外科看護編集部 発行年 2018 商品コード 1029502825 

【わかりやすくて読みやすい充実解説！】本増刊では、新人看護師に向けて整形外科で頻出のキーワードを
取り上げる。整形外科で求められる知識は全身の多岐に渡り、覚えるべきキーワードも膨大である。本増刊
では、たくさんの解剖、疾患、治療用語を取り上げつつも、すべて1～2ページの解説とされており、新人ナー
スにも読みやすい。さらに略語、カルテや口語で使われがちな言葉も掲載し、より実用的な1冊となっている。 

  

野球ヒジ診療ハンドブック 
 ―肘の診断から治療,検診まで― 

出版社 全日本病院出版会 

同時1アクセス(本体) ¥13,464 

同時3アクセス(本体) ¥20,196 

冊子版ISBN 9784865192049  

著編者名 柏口 新二 発行年 2014 商品コード 1031115495 

肘の解剖，診察のポイント，障害の病態や対応，画像検査で何を診るか等，肘の診断から治療、野球肘検診
のための必要最低限の情報を網羅。スポーツ整形に携わる医師はもちろん、理学療法士、作業療法士、看
護師、鍼灸師・柔道整復師、アスレチックトレーナー、野球チームの指導者や保護者の方まで必読の一冊。 

  

手 ―その機能と解剖―第6版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784765317009  

著編者名 上羽 康夫 発行年 2017 商品コード 1023746673 

今迄に出版した各版をもう一度見直し、内容を統括し、その上で最近の知見を加えて第6版が作製された。基本的な知識から治療の実践
上知っておくべき手の機能と解剖の要点がまとめられている。この本を熟読して頂ければ、正常な手の進化の過程やその機能と解剖の知
識を得られるばかりでなく、手の先天異常、損傷、病気などについてもある程度は学べるように配慮され、生きた手の機能と解剖が克明に
説き明かされている。また、多数の色刷りシェーマとカラー写真やX線写真で、明快に展開されているので、整形外科医、形成外科医はもち
ろん、ハンドセラピスト、理学療法士、作業療法士など幅広い読者層に対応する充実した内容を完備した。 

同時１アクセス（本体） 
¥11,440 

同時３アクセス（本体） 
¥17,160 

冊子版ISBN： 9784765317115 商品コード： 1024887971 

本書は，全国10大学の教授とその教室員が集まって，医学生を対
象に講義や臨床実習の知識の整理とまとめになるような一冊．また，
リハビリテーション学生の教科書・参考書となるようなものを目指し
て編集されている．項目のまとめを箇条書きにて提示，図や写真を
豊富に取り入れ，視覚的にも理解しやすいレイアウトにしている．関
連事項・関連疾患・サイドメモなども配し，わかりやすくコンパクトに
まとめられた一冊． 

久保 俊一 著  2017年発行 

整形外科 第3版 図解 
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脊髄病理学 

出版社 三輪書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥44,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784895906623  

著編者名 橋詰 良夫 発行年 2019 商品コード 1030936901 

上部頸髄から馬尾に至るまで、硬膜を破らず、後根神経節を含めて採取する脊髄採取方
法について、初心者にもわかりやすいように紹介。脊髄の検索では、頭蓋内病変、脊柱
管を構成する椎骨とその周囲組織、全身臓器の病変との関連で行う必要があり、単に脊
髄を採取するだけでは疾患の正確な理解ができないことに留意すべきである。 

  

脊椎脊髄ハンドブック 第3版 

出版社 三輪書店 

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 9784895906456  

著編者名 
日本大学医学部整形外科学系
整形外科学分野脊椎班 

発行年 2018 商品コード 1030936911 

今回の改訂では、脊椎脊髄疾患の多様化、画像診断の進歩に伴う疾患分類や評価法を
大幅に増やすとともに、神経学的診察法、局所診察法についても全面的に見直した。特
に慢性疼痛や心因性疼痛、脊柱変形、骨粗鬆症、脊髄脱髄疾患、脊髄変性疾患につい
ては大幅に加筆。外来診察室やベッドサイドなどで使用頻度が高い内容について、多数
の図表を用いて簡潔にまとめているため、脳神経内科医、リハスタッフ、研修医等にもす
ぐに役立つ。 

  

運動器局所解剖アトラス 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥36,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥54,450 

冊子版ISBN 9784521743301  

著編者名 － 発行年 - 商品コード 1019588318 

《最新整形外科学大系》で高い評価を得た精緻で美しいカラーイラストを全頁に配して構
成する臨床解剖アトラス。外来での患者説明にも役立つよう、運動器疾患の臨床をふま
えた局所解剖のイラストを随所に収載する。 

2020/5 

整形外科 
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同時１アクセス（本体） 
¥20,900 

同時３アクセス（本体） 
¥31,350 

冊子版ISBN： 9784830627682  商品コード： 1030681227 

整形外科入局時に必ず役立つ各種基本手技を豊富なイラストを
用いて解説したテキスト．診察手技から外来・病棟での処置，手
術実施については，基本手技から専門医取得後を見据えた応
用手技までを幅広く網羅されており，また，患者と自身を守るた
めのリスクマネジメントの知見についても詳しく述べられている．
入局を決めた整形外科医はもちろん，他科の医師や運動器診
療に携わる看護師・理学療法士などにも役立つ1冊． 

吉田 宗人 著  2011年発行 

イラスト図解整形外科基本手技 

  

足の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784254200966  

著編者名 山崎 信寿 発行年 1999 商品コード 1011798898 

足の構造、寸法と形態、生理、歩行、力学的特性などの動態に関わる多面的なデータを図やグラフを多用し
てまとめ、解説を加える。足にまつわる雑学的話題も掲載する。 

  

筋疾患診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,488 

同時3アクセス(本体) ¥30,976 

冊子版ISBN 9784498228085  

著編者名 青木 正志 発行年 2013 商品コード 1018937730 

筋疾患について学びたい研修医、若手の医師などを対象に、現在第一線で研究や診療に活躍している先生
たちが、最新の研究動向を含む総論的な知識から臨床現場で役立つ実際の診断・治療に関わる各論的知
見までを解説する。 

  

整形外科専攻ハンドブック = Handbook 
for orthopaedic residents 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥26,620 

同時3アクセス(本体) ¥53,240 

冊子版ISBN 9784498054745  

著編者名 山下 敏彦 発行年 2016 商品コード 1028499641 

札幌医科大学整形外科学教室の総力を結集してまとめられた研修医向けハンドブック。整形外科医を志す
初期研修医および後期研修医（専攻医）を主要読者に想定し、運動器疾患の病態の要点解説、治療方針と
その実際、さらには診療録の書き方、臨床研究の進め方、論文執筆の方法に至るまで、これから整形外科
医を目指すにあたって知っておくべき必須知識を一冊に凝縮した。 

106 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

整形外科 

  

手の外科 ―私のアプローチ― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥89,540 

同時3アクセス
(本体) 

¥179,080 

冊子版ISBN 9784498054769  

著編者名 三浪 明男 発行年 2016 商品コード 1028499689 

日常診療で比較的よく遭遇する手の疾患を取り上げ，その手術に必要な知識や手技を
丁寧に解説したビジュアルテキスト．各疾患，病態，手術解剖，手術適応，手術治療を
順序立てて紹介．各所に40年近くのキャリアを持つ著者の「コツ」が散りばめられている．
手術治療では多くのイラストと術中写真を用いて，目で見て理解できるよう工夫した．本
書を一読すれば，手術の成功性が高まること請け合いの，エキスパートの技術が詰まっ
た１冊だ． 

  

運動器スペシャリストのための整形
外科保存療法実践マニュアル 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥29,040 

同時3アクセス
(本体) 

¥43,560 

冊子版ISBN 9784521745381  

著編者名 日本臨床整形外科学会 発行年 2017 商品コード 1026552177 

整形外科の保存療法について部位別に分類し、来院した患者がどの部位に主訴がある
か、そこからどのように診断治療すればよいかを解説。「運動器検診」の項目も収載。 

  

カラーアトラス脊椎・脊髄外科 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥88,000 

同時3アクセス(本体) ¥176,000 

冊子版ISBN 9784498054707  

著編者名 山下 敏彦 発行年 2013 商品コード 1016376702 

脊椎・脊髄の基礎的知識から診断，周術期管理，手術の実際まで，脊椎と脊髄の外科診療に必要な知識を
膨大なイラスト、写真を駆使して網羅的に解説するビジュアルテキスト． 

  

カラーアトラス膝・足の外科 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥87,120 

同時3アクセス(本体) ¥174,240 

冊子版ISBN 9784498054547  

著編者名 越智 光夫 発行年 2010 商品コード 1029787410 

既刊書『カラーアトラス手・肘の外科』に続くシリーズ第二弾として、膝と足の外科の実際を多数の写真・イラ
ストを用いて解説するビジュアルテキスト。 
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眼瞼 第2版 
（スキル美容外科手術アトラス） 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥44,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784830626333  

著編者名 市田 正成 発行年 2016 商品コード 1026875507 

本邦きっての美容外科の名手である著者が，約40年にわたる経験から得た眼瞼手術の
知識と技術を余すこと無く解説した決定版．様々なシチュエーションにおける眼瞼手術全
41症例を，手術の各ステップを多数の写真とシェーマを用いて解説する．術後のケアや不
測の事態への対処法についても詳しく解説された実践書．各章末尾のコラムは，美容外
科医のありかたや，印象に残った患者さんなど，ベテランの著者ならではのエピソードが
満載． 

  

エビデンスに基づく美容皮膚科 
治療 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥29,040 

同時3アクセス
(本体) 

¥43,560 

冊子版ISBN 9784521747606  

著編者名 宮地 良樹 発行年 2019 商品コード 1030682624 

二重盲検が難しく、治療結果を客観的に評価しにくいためエビデンスにはほど遠いとされ
る美容皮膚科領域で、シワ、シミ、肝斑、座瘡、そばかす、たるみ、AGA、脱毛に対する
フィラー、ボトックス、レーザー、ケミカルピーリング、美白剤、機能性化粧品など各治療法
について、専門家がエビデンスをレベル1～5で明記した。トップジャーナルを渉猟・精査し、
専門家の経験と工夫を凝らした施術法を具体的に紹介。 

  

エビデンスに基づくスキンケアQ&A 
 ―あたらしい皮膚科治療への 
アプローチ― 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥13,068 

同時3アクセス
(本体) 

¥19,602 

冊子版ISBN 9784521747712  

著編者名 宮地 良樹 発行年 2019 商品コード 1030682625 

近年、大きく注目されているスキンケアについて、科学的根拠に基づきQ&A形式で解説。
「保湿ケア」「紫外線ケア」「清潔ケア」を中心に据え、各論ではアトピー性皮膚炎、ニキビ、
真菌症、ストーマ・失禁・褥瘡のスキンケア、スキン-テア、ヘアケア、爪のケア、口腔ケア
まで詳述した。理解を深める大きく分かりやすい写真も豊富に掲載。正しいスキンケアの
知識を得るために役立つ一冊。 

2020/5 

形成外科 
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熱傷治療マニュアル  改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥88,000 

冊子版ISBN 9784498066595  

著編者名 田中 裕 発行年 2013 商品コード 1016376708 

救急や外来などの日常診療で遭遇する熱傷の基礎的な知識や，治療技術，患者管理，麻酔，リハビリテーションなど，実
際の臨床で役立つ実践的なノウハウをわかりやすく解説した診療マニュアル．初版は2007年に刊行し好評を得たが，新
たなる編集者を迎えた今回の改訂2版では，2009年発行の「熱傷診療ガイドライン」（日本熱傷治療学会）に内容を準拠さ
せるとともに，初版以降の知見を反映させより一層内容の充実を図った． 

  

美容皮膚科ガイドブック 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498063631  

著編者名 川田 暁 発行年 2019 商品コード 1030682649 

皮膚のことをもっと知りたいけど、難しい話はイヤ。……そんな人におススメします！皮膚の美容に興味を持つ初学者に
向けて、美容皮膚科診療に必要な基本的知識を分かりやすく解説した入門書。美容皮膚の心構えからスキンケアについ
て、患者のニーズが高いシミ・シワ・たるみなどの具体的な治療方法までをまとめた。各領域を現在活躍中のエキスパート
が丁寧に分かりやすく解説し、医師のみならず美容関係者にとっても理解しやすい内容となっている。美容皮膚に関わる
全ての人にお勧めしたい1冊。 

2020/5 

形成外科 

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 

形成外科の基本手技 1 （1） 鈴木 茂彦 2016 9784771904576 ¥33,000  ¥49,500  1028112521 

形成外科の基本手技 2 （2） 清川 兼輔 2017 9784771904781 ¥35,200  ¥52,800  1028112522 

創傷外科 （3） 楠本 健司 2015 9784771904392 ¥39,600  ¥59,400  1028112523 

腫瘍・母斑・血管奇形 （5） 磯貝 典孝 2018 9784771905016 ¥28,600  ¥42,900  1030910461 

克誠堂出版 

4冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥136,400 ¥204,600 

形成外科治療手技全書 
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産科婦人科 

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 

最新産科学 正常編 改訂第22版 2008 9784830631191 ¥11,000  ¥16,500  1031350447 

最新産科学 異常編 改訂第22版 2012 9784830631214 ¥15,400  ¥23,100  1031350450 

  

実践!遺伝性乳がん・卵巣がん診療ハンドブック 
 ―HBOC管理とがん予防のためのネクストス
テップ―（女性ヘルスケアpractice 2） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,484 

同時3アクセス(本体) ¥15,444 

冊子版ISBN 9784840461894  

著編者名 山内 英子 発行年 2017 商品コード 1025881807 

【遺伝的評価に基づく治療法選択を支える】 乳がん患者の約5％を占めるHBOC。未発症保因者なのか、す
でに発症しているのか、血縁者が保因者なのか、置かれた状況により選択肢はさまざま。患者が自分の個
性に合った予防・治療法を選択できるよう支援するために必要な知識と実践ポイントをやさしくまとめた一冊。 

  

産科救急ハンドブック ―『産科危機的出血
への対応ガイドライン』に基づく管理法― 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784883788095  

著編者名 竹田 省 発行年 2010 商品コード 1016411578 

最新の止血法やＤＩＣの治療法としての輸血法を「産科危機的出血への対応ガイドライン」をふまえて解説す
る一方、妊産婦死亡につながる各疾患の治療法を病態から捉えて詳述する。 

  

がん・生殖医療ハンドブック 
 ―妊孕性・生殖機能温存療法の
実践ガイド― 
（女性ヘルスケアpractice 3） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥15,345 

同時3アクセス
(本体) 

¥20,295 

冊子版ISBN 9784840461900  

著編者名 大須賀 穣 発行年 2017 商品コード 1026888956 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【限られた期間での
自律的な治療選択を支える】「生命」と「妊孕性・生殖機能」の危機を同時に迎える小児期、
AYA世代のがん患者。適切なタイミングで正確な情報を提供し、患者にとって最善のがん
治療・生殖医療に導くために必要な最新のがん・生殖医療の知識をわかりやすくまとめた。
若年がん患者に関わるすべての医療者必携。 

長年にわたり改訂を重ね，ロングセラーとして大きな信頼を得ている
産科教科書の大定番． 

荒木 勤 著 

最新産科学 
正常編  
異常編  

2冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥26,400  ¥39,600 
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乳癌 第2版 
（腫瘍病理鑑別診断アトラス） 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830622502  

著編者名 森谷 卓也 発行年 2016 商品コード 1025188254 

好評の「乳癌」待望の第2版．本改訂では， WHO分類第4版と日本の取扱い規約の組織型分類という，異なる分類法を適
切に置き換えて利用できるための解説に力を注いだ．また，免疫組織化学の適切な利用法など，現場で役立つ最適な診
断方法の実際を提供するほか，内因性サブタイプ分類とその病理判定，細胞診・針生検の報告様式，治療効果判定やセ
ンチネルリンパ節生検法を含め，乳腺疾患に対する日常診断全体を俯瞰できる一冊とした． 

  

卵巣・卵管腫瘍病理アトラス  
改訂・改題第2版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥48,400 

同時3アクセス(本体) ¥72,600 

冊子版ISBN 9784830604782  

著編者名 森谷 卓也 発行年 2016 商品コード 1027301895 

2004年3月の刊行以来，美麗な肉眼写真と病理写真で好評を得てきた，『卵巣腫瘍病理アトラス』の改訂版．2014年の
WHO分類および2016年の「卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取扱い規約（病理編）第１版」をふまえて目次立てを構成した．今版
から各組織型の項目に「21世紀の新知見」を設け，前版からの学問上の進歩が一目でわかるようにしている．加えて，「こ
んな症例も！」「Silverberg先生のOne Point Advice」コーナーなど，非常に充実した内容を盛り込んでいる． 

  

婦人科診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥18,392 

同時3アクセス(本体) ¥36,784 

冊子版ISBN 9784498060746  

著編者名 杉山 徹 発行年 2014 商品コード 1025526324 

婦人科診療の基本，検査，手技，診断，治療について現場で求められる知識を網羅したマニュアル．本当に
必要な知識のみを吟味し，ポイントとなる項目を簡潔かつ分かりやすく解説している．研修医はもちろんのこ
と，専門医を目指す医師，若手婦人科医にとっても知識の棚卸に役立つだろう．単なる知識ではなく，実際
の臨床現場で役立つ情報を一冊に凝縮した．産婦人科診療には手放せない，実践的な書だと言える． 

  

産婦人科医のための骨粗鬆症診療 
実践ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥29,040 

冊子版ISBN 9784498060920  

著編者名 寺内 公一 発行年 2018 商品コード 1030071780 

高齢化が進む今、骨粗鬆症の治療と予防に産婦人科医の関与が不可欠である。「女性のライフサイクルに
おける骨代謝・骨粗鬆症」をテーマに、産婦人科医による産婦人科医のための骨粗鬆症診療の知識を1冊に
まとめた。女性の骨粗鬆症を診る際に知っておきたい病態、検査、治療を一から解説したハンドブック。 

  

子宮頸癌 第2版 
（腫瘍病理鑑別診断アトラス） 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥33,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥49,500 

冊子版ISBN 9784830622533  

著編者名 安田 政実 発行年 2018 商品コード 1027907022 

腫瘍病理鑑別診断シリーズ「子宮頸癌」待望の第2版．2009年の初版発行から約10年，
WHO分類や取扱い規約も改訂を重ね，子宮頸部腫瘍の進行期分類や組織分類，細胞診
の報告様式は大きく変わった．最近では，病理医は婦人科医らとともに臨床に携わること
も求められている．本改訂では，そうした状況を踏まえ，精選した病理写真を豊富に掲載
し，定義や概念，診断上の要点を解説した．子宮頸部腫瘍を立体的に俯瞰できるものと
なっている． 

2020/5 

産科婦人科 

111 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

産科婦人科 

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 

図説よくわかる臨床不妊症学 生殖補助医療編 第3版 2018 9784498076884 ¥13,552  ¥27,104  1029532059 

図説よくわかる臨床不妊症学 第3版（一般不妊治療編） 2016 9784498076822 ¥11,132  ¥22,264  1025526301 

  

妊婦・授乳婦の薬 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥21,780 

同時3アクセス
(本体) 

¥43,560 

冊子版ISBN 9784498060517  

著編者名 杉本 充弘 発行年 2018 商品コード 1030071814 

妊婦・授乳婦への薬剤投与の際のレファレンスとして，薬剤の基本的な選択基準をわか
りやすく解説．実地臨床の場に最適だと好評を得た本書が，およそ8年ぶりに全面改訂し
た．新規薬剤の追加や，近年の周産期医療の変化を踏まえたトピックスの更新はもちろ
ん，ひと目で知りたい項目が見つかるよう，紙面構成も見直した．内容の充実に加え信頼
性と利便性もパワーアップした，最新にして最上の指針である． 

  

産科グリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥17,820 

同時3アクセス
(本体) 

¥35,640 

冊子版ISBN 9784498060968  

著編者名 長谷川 潤一 発行年 2019 商品コード 1031340576 

妊娠・分娩は病気ではない自然な生理現象ではあるものの、ひとたび経過の見極めや介
入を誤れば、不幸な転機を辿りかねない。本書は産科領域に特化し、健診で確認するべ
き事項や検査、母児に起こりうる異常、入院での管理や分娩時の外科手術など、周産期
の医療に携わる医師やスタッフに必須の知識をコンパクトサイズに凝縮した。簡潔かつ分
かり易い記述と豊富な図表で産科診療の現場でのあらゆる疑問に応え、指針となる一冊。 

柴原 浩章 著 

図説よくわかる 

臨床不妊症学  

2冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥24,684  ¥49,368 
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産科婦人科 

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 

生殖生理 （1） 大須賀 穣 2019 9784521747613 ¥48,400  ¥72,600  1030515265 

妊娠期の正常と異常 （2） 藤井 知行 2020 9784521747620 ¥48,400  ¥72,600  1031670355 

女性ヘルスケア （6） 加藤 聖子 2019 9784521747668 ¥48,400  ¥72,600  1031137189 

産科婦人科臨床 
series collection :  
Science and Practice  

3冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥145,200  ¥217,800 

ウィリアムス（著） F. Gary Cunningham（編） 
  

東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 
「Williams OBSTETRICS」翻訳委員会（翻訳） 

 

2019年発行 

一世紀以上の間，世界で最も詳しく，かつ権
威ある産科学の臨床テキストとして読み継が
れてきた『Williams OBSTETRICS』の，最新の
診療に即した内容で改訂された第25版の翻
訳版．産科に携わる医師に必要なすべての
知識を網羅した，価値ある一冊． 

同時１アクセス（本体）：¥83,600 同時３アクセス（本体）：¥125,400 

冊子版ISBN： 9784525331023  商品コード： 1030555817 

ウィリアムス産科学 2版 
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疥癬ハンドブック 

出版社 アトムス 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784904307762  

著編者名 和田 康夫 発行年 2016 商品コード 1028112516 

疥癬の多彩な症状や疥癬トンネル・ヒゼンダニの検出法などの診断から具体的な治療法,また家庭職場施設
などにおける予防法や集団発生への対処法までを多数のフルカラー写真とともに専門家がわかりやすく解
説。疥癬とは? ヒゼンダニとは? 疥癬はうつる! 通常疥癬と角化型疥癬 疥癬トンネルとは? 疥癬の診断
は? 疥癬の治療は? 

  

ダーモスコピー・ハンドブック 

出版社 学研メディカル秀潤社 

同時1アクセス(本体) ¥38,764 

同時3アクセス(本体) ¥116,292 

冊子版ISBN 9784879622877  

著編者名 大原 國章 発行年 2005 商品コード 1019980288 

ダーモスコピーは肉眼観察と顕微鏡観察の中間に位置する、第３の診察手段。実際に目に入る所見の解析
の仕方を学んでから、疾患・症例に進む構成。※この電子書籍にはCD-ROMの内容は附属しておりません。 

  

ここがツボ!患者に伝える皮膚外用剤の
使い方  改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784765315692  

著編者名 段野 貴一郎 発行年 2013 商品コード 1016411921 

皮膚科処方箋に込められた重要情報を読み解くツボとは? 調剤薬局の薬剤師が、患者1人ひとりに応じた服
薬指導をするためのノウハウを実例をもとに解説。皮膚の基礎知識、Q&Aなど、役に立つ情報も満載。 

  

ウイルス性皮膚疾患ハンドブック  
（皮膚科臨床アセット : 診る・わかる・治す 3） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥31,460 

同時3アクセス(本体) ¥47,190 

冊子版ISBN 9784521733401  

著編者名 浅田 秀夫 発行年 2011 商品コード 1018044853 

最新の皮膚科学を日常診療に直結する視点に立ってわかりやすく解説。3は、オーソドックスな感染症から
最新トピックスに至るまで、皮膚に関わるウイルスを幅広く取り上げる。 

2020/5 

  

皮膚科学 第10版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥27,500 

同時3アクセス
(本体) 

¥41,250 

冊子版ISBN 9784765316880  

著編者名 上野 賢一 発行年 2016 商品コード 1022526759 

初版以来40年を越えてなお皮膚科医のバイブルとして信頼を得ている本書のほぼ5年ぶり
の改訂版。全面カラー化をはかり一新した9版をさらにバージョンアップした。原著の上野
賢一先生からバトンを託された大塚藤男先生が、基本骨格を残すと同時に急速に進展、
変化する皮膚科学の現在を反映して全編にわたって修正、追加を加えた。「ぱっと見て理
解できる」ことではなく、幅広く記載された皮膚科学の真髄を精読したい読者、しっかり学び
たい読者にお勧めする。本書を診療・教育・研究の伴侶として隅々まで活用戴きたい。 

皮膚 

114 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

  

皮膚病アトラス 第5版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥26,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥39,600 

冊子版ISBN 9784830634451  

著編者名 西山 茂夫 発行年 2004 商品コード 1031418077 

皮膚科学教科書として定評のある西山皮膚病アトラスが大幅改訂．皮膚病診療において
は，発疹が炎症か，循環障害か，沈着か，腫瘍かを眼で見て区別する必要があるが，本
書では総論「発疹のみかた」で１つ１つの発疹の特徴をつかみ，その上で各論に進んで，
非常に臨床に即した力をつけることができる．今回の改訂では，新しい皮膚疾患や全身
疾患関連の皮膚症状（デルマドローム）を追加．また新たに口腔粘膜，舌の疾患の項を設
けた． 

  

シミの治療 ―このシミをどう治す?― 
第2版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥28,600 

同時3アクセス(本体) ¥42,900 

冊子版ISBN 9784830634628  

著編者名 葛西 健一郎 発行年 2015 商品コード 1027446866 

第一線で豊富なシミ治療の経験を持つベテランの著者による「シミ治療」の決定版．大好評の初版から9年ぶりの改訂．シ
ミの鑑別と治療法選択のポイントを記載し，それぞれの治療法ごとの推薦度，効果，リスクなどを示し，豊富な症例写真に
よってわかりやすく実践的に解説．随所に挿入されている「コラム」や「コメント」では初版の内容を生かしつつ，最新の情
報を追加している．皮膚科医，形成外科医にとって，まさに必携の1冊． 

同時１アクセス（本体） 
¥26,400 

同時３アクセス（本体） 
¥39,600 

冊子版ISBN： 9784830634666  商品コード： 1030823128 

皮膚外科基本テキスト 

皮膚科と形成外科が一同に会する日本臨床皮膚外科学会の
メンバーを中心に作成された皮膚外科の入門書．皮膚外科に
必要な基本手技・知識はもちろん，診断，合併症・トラブル対応，
こだわりの道具まで，エキスパート達の極意がふんだんに詰め
こまれ，豊富な臨床写真とともに解説された実践的な内容と
なっている．皮膚科・形成外科のエッセンスが凝縮された，これ
までの皮膚外科のテキストでは学べない画期的な一冊． 

出光 俊郎 著  2018年発行 
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皮膚科カラーアトラス 
 ―臨床像と組織像―第3版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥38,720 

同時3アクセス
(本体) 

¥77,440 

冊子版ISBN 9784498063600  

著編者名 石川 治 発行年 2017 商品コード 1028499679 

群馬大学皮膚科学教室が経験してきた典型的症例を中心に，よく出会う疾患，見逃して
はならない疾患，また皮膚疾患を理解するうえで特に重要な疾患などについて，臨床像と
組織像を提示し診断のポイントと注意点をわかりやすく解説する診断アトラス．診断基準，
病型分類など，診断に役立つ臨床的知識も盛り込んで実践的にまとめられている．第3版
では2版以降の新しい医学的知見を反映して大幅にページを増え，より充実した内容と
なった． 

  

見てわかる皮膚疾患 
 ―診察室におきたいアトラス― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥39,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥79,200 

冊子版ISBN 9784498063709  

著編者名 川田 暁 発行年 2019 商品コード 1031434087 

臨床医、研修医、医学生をメインターゲットに、現場で見る皮膚疾患を高品質な写真で紹
介した、新アトラス。疾患は重要かつ遭遇する頻度の高いものを中心に、稀な疾患も可能
な限り掲載した。また、各疾患では病因と症状を平易に解説し、鑑別診断や最新の治療
法、注意点にも言及している。他にはない豊富で質の高い臨床写真は、患者への説明時
にも便利だ。勉強のみならず、診察室にあれば心強い、頼れる１冊と言える。 

  

皮膚リンパ腫アトラス 改訂・改題第3版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830634659  

著編者名 岩月 啓氏 発行年 2017 商品コード 1028697117 

1996年刊行の「皮膚悪性リンパ腫アトラス」，2006年刊行の「新・皮膚悪性リンパ腫アトラス」と続く定番アトラ
スの改訂版．2017年公表予定のWHO分類（第4版reviced version4）に沿って内容・構成を刷新した．豊富か
つ鮮明な臨床・病理写真を満載した，皮膚科医および病理医必携のアトラスである．今回より改題し，「皮膚
リンパ腫アトラス 改訂・改題第3版」とした． 

  

皮膚科外来グリーンノート 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥18,876 

同時3アクセス(本体) ¥37,752 

冊子版ISBN 9784498063648  

著編者名 宮地 良樹 発行年 2018 商品コード 1029532064 

皮膚科の各分野のエキスパートが集結し、外来で遭遇するcommon diseasesについて明快に解説した。皮膚疾患の病
態・診断・治療などについて、ポケットサイズで簡潔にまとめられており、皮膚科の研修医や一般医が気軽に知識を身に
つけることができる。また、最新の知識が整理されているため、専門医にとっても、広範である皮膚科学の最新の進歩を
効率よく取り入れるのに有用である。皮膚科学にかかわる全ての医師に必携の一冊。 
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新生児緊急搬送ハンドブック 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,122 

同時3アクセス(本体) ¥16,302 

冊子版ISBN 9784840440622  

著編者名 藤村 正哲 発行年 2012 商品コード 1015854036 

新生児緊急搬送運営の仕組みと組織、地域ネットワーク、搬送医療の質の確保と向上などについて解説。
さらに新生児搬送のノウハウを病態別・シチュエーション別に示し、新生児搬送に役立つ鑑別診断フロー
チャートも取り上げる。 

  

新生児内分泌ハンドブック = Handbook 
of neonatal endocrinology  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 9784840449618  

著編者名 新生児内分泌研究会 発行年 2014 商品コード 1016382677 

疾患に深く関与することが明らかになり、新生児の内分泌異常は即座の臨床的対応が求められている。こ
の領域の第一人者が、新生児内分泌の基礎知識から、臨床に役立つ知識まで丁寧に解説する。 

  

新生児の皮膚ケアハンドブック 
 ―アセスメントのポイントとスキン 
トラブルへの対応がわかる!― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,128 

同時3アクセス(本体) ¥9,768 

冊子版ISBN 9784840440783  

著編者名 八田 恵利 発行年 2013 商品コード 1024399158 

新生児の皮膚トラブルに対する対処方法と予防策について、たくさんの写真とイラストを用いて紹介します。
トラブル解決の手順を示すチャートや、使えるグッズ・ケア用品一覧も掲載。 

2020/5 

小児 

食物アレルギーの診療は、『正しい診断に基づいた必要最小限
の食物除去』をさらに積極的に推し進めて『原因食品を可能な限
り摂取させるにはどうすればよいか』という方向を目指しています。
本ガイドラインでは、診断においてより重要になってきているアレ
ルゲンの知識を充実させ、「栄養食事指導」や「経口免疫療法」は
それぞれ章立てをして、具体的に詳しく解説しています。 

海老澤 元宏 著  2018年発行 

食物アレルギー診療ガイドライン 
2016 2018年改訂版 

同時１アクセス（本体） 
¥7,700 

同時３アクセス（本体） 
¥19,250 

冊子版ISBN： 9784877942038  商品コード： 1031629236 
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食物アレルギーハンドブック 2018 
 ―子どもの食に関わる方々へ― 

出版社 協和企画 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,960 

同時3アクセス
(本体) 

¥9,900 

冊子版ISBN 9784877942014  

著編者名 海老澤 元宏 発行年 2018 商品コード 1031629237 

食物アレルギーを持つ患者さんのご家族をはじめ、診療に携わるメディカルスタッフだけ
でなく、お子さんの「食」に関わるすべての方々を対象に、食物アレルギーという疾患の成
り立ちや対応の仕方を診療・研究の最先端に立つエキスパートがわかりやすく解説して
います。成長･発達にとって無用な除去食療法を避けて、お子さんが“できるかぎり食べら
れる”ようにするためのスタンダードが理解できます。 

  

小児気管支喘息治療・管理ガイド 
ライン2017 2019年改訂版 

出版社 協和企画 

同時1アクセス
(本体) 

¥9,240 

同時3アクセス
(本体) 

¥23,100 

冊子版ISBN 9784877942137  

著編者名 荒川浩一 発行年 2019 商品コード 1031629238 

【2019年改訂版の変更点】生物学的製剤として新たに加わった抗IL-4/IL-13受容体α鎖
に対するヒト型モノクローナル抗体（デュピルマブ）が、2019年３月に12歳以上の難治喘息
患者に対して保険適用となったことから、新しい薬剤の情報を追加しました。 

  

深在性真菌症の診断・治療ガイド 
ライン 2014 小児領域改訂版 

出版社 協和企画 

同時1アクセス
(本体) 

¥8,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥22,000 

冊子版ISBN 9784877941796  

著編者名 
深在性真菌症のガイドライン作
成委員会 

発行年 2016 商品コード 1031629239 

『深在性真菌症の診断・治療ガイドライン2007』の改訂版。2007年以降に上市された抗
真菌薬を入れたエビデンス、新たに感染制御、輸入真菌症のフローチャートを掲載した
ほか、病理標本など写真も大幅に追加するなど、深在性真菌症に対する理解をより一
層深める解説となっています。また、カンジダ症の菌種に応じた治療選択肢の提示や、
ベットサイドでも使用しやすいチェックリストなどより実践的な内容へ改訂されています。
（2014年2月28日発売） 
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小児脳神経外科学 改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥52,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥79,200 

冊子版ISBN 9784765316484  

著編者名 山崎 麻美 発行年 2015 商品コード 1019255343 

小児脳神経外科は小児を対象とした脳神経外科の診療・研究に止まらず，子どもや家族
との関わり合い，他の医療分野や地域社会との連携が特に必要な専門科目である．小
児脳神経外科医は，障害を抱えたこどもの長い生涯を見守り，こどもの充実した人生を
支援する家庭医の役割も担う． 本書は病態，治療，予後，患者家族との関わり等，幅広く
解説しており，脳神経外科，小児科等広く臨床・研究に携わる医療者の指針となる1冊． 

  

胎児診断・管理のABC 第6版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥19,140 

同時3アクセス
(本体) 

¥28,710 

冊子版ISBN 9784765317801  

著編者名 阿部 恵美子 発行年 2019 商品コード 1030515243 

周産期医療においては出生前に充分の管理を行い、児をよりよい状態で出生させる、あ
るいは出生時に即応できる体制を整えておくといった、胎児期の診断・管理が重要です。
本書はこれらの診断・管理を若手の産婦人科医、研修医、助産師、看護師などの方々に
対し、早く理解し慣れていただくための手引書として実技についてできるだけ具体的にわ
かり易く記述しました。また胎児診療の入門書として必要な基本事項も網羅しています。 

2020/5 

  

病弱・虚弱児の医療・療育・教育  
改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765316279  

著編者名 宮本 信也 発行年 2015 商品コード 1018600625 

病弱・身体虚弱教育に関わる人に向けて、病弱・虚弱児教育の対象となる主要疾患、病弱・虚弱児のリハビ
リテーションや学校教育、教育と医学の連携などを詳述。法律の改正や制定に対応した改訂3版。 

  

肢体不自由児の医療・療育・教育  
改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765316286  

著編者名 沖 高司 発行年 2015 商品コード 1018600629 

肢体不自由児が背負った個々の疾患の治療、療育、教育について、その目的と意義、治療の実際とその効
果、療育上の問題点、そして教育の実践方法等を理解しやすいよう記述。最近の動向を織り込んだ改訂3版。 
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胎児期水頭症 
 ―診断と治療ガイドライン― 改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784765314558  

著編者名 胎児期水頭症ガイドライン編集委員会 発行年 2010 商品コード 1011618777 

胎児期水頭症に関する最新の知見や治療方針をまとめたガイドライン。診療の詳しい手順、両親への説明
やカウンセリングの方法、鮮明な画像、疾患の豊富な情報などを盛り込み、関連資料も収録。 

  

小児の予防接種ハンドブック 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784883786374  

著編者名 渡辺 博 発行年 2016 商品コード 1022469889 

日常の小児科診療で最もよく質問される分野の一つである予防接種について、Q&A形式を用い、わかりや
すく解説する。予防接種をめぐって2012年以降にわが国で起きたすべての変化に対応。 

  

先天代謝異常ハンドブック 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥33,880 

同時3アクセス(本体) ¥50,820 

冊子版ISBN 9784521736945  

著編者名 遠藤 文夫 発行年 2013 商品コード 1018695929 

先天代謝異常症による疾患を2頁にまとめ、疾患の概要・遺伝形式・頻度、代謝障害と病態、臨床病型、診
断、最新の治療・対応を簡潔に解説する。略語一覧やコラムも収録。 

  

小児急性血液浄化療法ハンドブック 

出版社 東京医学社 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784885632242  

著編者名 伊藤 秀一 発行年 2013 商品コード 1027261616 

小児への急性血液浄化療法のハンドブック。基本的な考え方を示すとともに、主な病態について導入基準
や条件設定を明らかにする。各論では急性肝不全や敗血症などの病態別の療法と、腹膜透析について解
説。 

  

小児体外循環ハンドブック 

出版社 東京医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784885632563  

著編者名 大橋 牧人 発行年 2015 商品コード 1027261617 

小児の人工心肺、心筋保護、補助循環に焦点を絞ったハンドブック。小児体外循環の基礎から、人工心肺、
補助循環の実際、薬剤、吸入療法までを解説。心臓外科手術を多数行っている５施設の体外循環法も紹介
する。 

  

小児臨床検査ガイド 第2版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784830630392  

著編者名 水口 雅 発行年 2017 商品コード 1028057622 

2006年発行の第1版から検査項目を増やし，142にのぼる小児の臨床検査を網羅．基準値，成人との違い，
検査の意味や異常値となるメカニズムなどをわかりやすく解説し，総合的な評価とともに，個別事情に照らし
た応用的解釈も行えるよう，データ解釈の仕方も詳述．小児科医のみならず，内科医，レジデント，そのほか
小児臨床検査に関わるコメディカルの必携書．待望の第2版． 
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小児アレルギー疾患診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥19,360 

冊子版ISBN 9784498145368  

著編者名 清益 功浩 発行年 2015 商品コード 1025526288 

アレルギー疾患，特に小児のアレルギー疾患については，治療が難しいというイメージが付きまとう．しかし
EBMを踏まえた診療ガイドラインも充実した今日，その勘所を踏まえ，また小児と成人の違いを理解して当た
れば，その治療は決して難しくない．エキスパートである著者が，ガイドライン中の必須知識と自らの臨床経
験とを1冊にまとめた必携書． 

  

小児のマイナートラブルハンドブック 

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 9784498145641  

著編者名 市川 光太郎 発行年 2019 商品コード 1030515257 

小児診療には、直接命に関わらなくてもすぐに対応する必要がある「マイナートラブル」がある。本書は、小児ならではの
注意点やポイントを踏まえ、コツや裏技を簡潔に解説した。冒頭に、「最初に診るべきポイント」「すぐにするべきこと」「して
はいけないこと」の3点を明示したことで、実現場で知りたい情報にすぐアクセス可能。小児を診る医師におすすめしたい、
エキスパート達の豊富な経験と確かな技術が詰まった頼りになる１冊だ。 

  

小児心電図ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥13,552 

同時3アクセス(本体) ¥27,104 

冊子版ISBN 9784498145283  

著編者名 高木 純一 発行年 2013 商品コード 1031593975 

小児の心電図の見かたを，豊富な心電図と共に平易に解説したテキスト．異常波形を読み解くには，まず正常心電図の
基本的な理解が必要である．そのため本書では，小児心電図の測定法や小児ならではの特徴など，基本項目を最新の
知見を含めて紹介している．各章それぞれのテーマに関して基礎から丁寧に概説しており，小児循環器医のみならず医
学生や研修医など初学者にとっても分かりやすく，実現場で活用できる． 

小児科学 改訂第10版 

同時１アクセス（本体） 
¥52,800 

同時３アクセス（本体） 
¥79,200 

冊子版ISBN： 9784830630347 商品コード： 1031507082 

小児科学の最もオーソドックスな教科書として好評のロングセラー最
新版．教科書としての充実した内容はそのままに，さらに最近の子ど
もを取り巻くテーマとして─発達障害と行動小児医学，思春期医学，
小児虐待，育児の知識，保育施設と小児科医，社会小児科学─にも
力点を置いた．各分野第一線で活躍する執筆陣により，現在の小児
科学の知識として必須のものを網羅．「小児科学」を学び，考えるため
の1冊． 

五十嵐 隆 著  2011年発行 

小児 
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同時１アクセス（本体） 
¥64,130 

同時３アクセス（本体） 
¥96,250 

冊子版ISBN： 9784521744865  商品コード： 1024589632 

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。 

遠藤 文夫 著  2017年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥8,470 

同時３アクセス（本体） 
¥12,705 

商品コード： 1029883416 

2018年に編者の市川光太郎先生が急逝されたため、その後の編集を弟子が
担い、電子書籍として刊行。症例1～25は，以下の4つから構成。 

市川 光太郎 著  2019年発行 

小児救急の診察技法 

小児科診断・治療指針 
 = A practical guide to pediatric medicine 改訂第2版 

症例プロフィール：年齢・性別，主訴，既往歴，現病歴，受診時所見，検査所見，経過 
 Disease and Caution→症例で提示された疾患に特異的な注意点 
 TOPICS→この症例，疾患にかかわらず覚えておくと役立つこと 
 Relationship Advice→疾患への理解度・とらえ方は家族によってさまざまであり，保護者・

家族とのやりとりから得られたこと 

小児 
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同時１アクセス（本体） 
¥20,570 

同時３アクセス（本体） 
¥30,910 

冊子版ISBN： 9784521747576  商品コード： 1030515266 

小児科領域の診療ガイドラインは約100にも及ぶ。定期的に改訂され
る内容を熟知し、診療で使いこなすのは容易なことでない。小児科医
の日常診療をサポートするため、ガイドラインを知悉した専門医により、
臨床で遭遇するcommon diseaseへの活用術をダイジェスティブかつ実
践的に紹介。典型例、非典型例、難治例、特異例、症例ごとに展開さ
れるガイドラインの使い方は、まるでリアルな追体験。 

伊藤 秀一 著  2019年発行 

前川 喜平 著  2017年発行 

写真でみる乳幼児健診の 
神経学的チェック法 改訂9版 

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： 9784525288594  商品コード： 1027404860 

豊富な写真を用いて，乳幼児の神経学的発達の診かたや評価方
法をわかりやすく解説している本書は，乳幼児健診の実践書や
専門学科の教科書として超ロングセラーとなっている．改訂9版は
育児支援や発達障害の診かたに関する解説を充実させるなど，
母子保健の最新動向に即して内容をアップデートした．乳幼児健
診に携わるすべての医療者必携！ 

60 疾患実践的ガイドライン活用術 
―小児コモン― 

小児 
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睡眠からみた認知症診療ハンド
ブック ―早期診断と多角的治療 
アプローチ― 

出版社 全日本病院出版会 

同時1アクセス
(本体) 

¥13,090 

同時3アクセス
(本体) 

¥19,635 

冊子版ISBN 9784865192193  

著編者名 宮崎 総一郎 発行年 2016 商品コード 1030555808 

認知症や脳疾患の予防には脳の役割を知り、適切な睡眠を確保することが重要であり、
睡眠の観点から認知症予防と診療に重点をおいてまとめられた１冊！ 

  

高齢者糖尿病診療ハンドブック 
 ―ここが知りたい!― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥10,560 

同時3アクセス
(本体) 

¥21,120 

冊子版ISBN 9784498123786  

著編者名 栗林 伸一 発行年 2017 商品コード 1030071776 

全患者の約半数を高齢者が占める糖尿病．認知・身体機能が低下した患者に適切な治
療を行うには，医師・医療者が高齢者の特徴を踏まえた知識とノウハウを身につける必
要がある．学会からEvidenceに基づくガイドラインが公表されるのと軌を一にして，
Experienceに根差す実践的な考え方を提示．『ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック』
の姉妹書． 

  

今日からできる高齢者の誤嚥性 
肺炎予防 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥8,250 

同時3アクセス
(本体) 

¥16,500 

冊子版ISBN 9784263265727  

著編者名 東嶋 美佐子 発行年 2018 商品コード 1030884475 

高齢者のケアに関わる全スタッフに役立つ一冊！誤嚥性肺炎のリスクを早期発見するノ
ウハウが満載！ ●施設や病院などで，高齢者の日常生活の状態（食事時の覚醒状態，
姿勢，むせなどの様子）から，摂食嚥下障害におちいるリスクを早期発見するためのノウ
ハウを満載した一冊！ ●用語の説明やポイントとなる部分について，わかりやすく平易
な表現で解説しているため，摂食嚥下障害に関わる医療職だけでなく，介護職まで広く活
用してもらえる内容． 

2020/5 

老年 
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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 

クラウン・ブリッジ補綴学サイドリーダー 第6版 菅沼 岳史 2019 9784762451485 ¥7,040  ¥10,560  1030534299 

全部床義歯学サイドリーダー 第5版 黒岩 昭弘 2016 9784762441479 ¥8,800  ¥13,200  1025435656 

口腔生化学サイドリーダー 第6版 金森 孝雄 2016 9784762441035 ¥7,920  ¥11,880  1025479766 

歯周病学サイドリーダー 第5版 沼部 幸博 2016 9784762441462 ¥6,600  ¥9,900  1025479767 

口腔微生物学サイドリーダー = Side reader of oral 
micro biology 第4版 

前田 伸子 2013 9784762431432 ¥7,040  ¥10,560  1025424538 

保存修復学サイドリーダー 第4版 河野 善治 2012 9784762430992 ¥5,720  ¥8,580  1025435662 

口腔外科学サイドリーダー 
 ―臨床実地プール問題対策―第3版 

国試口腔外 
科学研究会 

2011 9784762421006 ¥22,000  ¥33,000  1025424537 

歯科放射線学サイドリーダー 第5版 代居 敬 2010 9784762441073 ¥8,800  ¥13,200  1025435658 

歯科麻酔学サイドリーダー 第6版 高杉 嘉弘 2009 9784762431050 ¥8,800  ¥13,200  1024804832 

歯科矯正学サイドリーダー 
 ―矯正学講義の理解のために―第4版 

槇 宏太郎 2009 9784762431104 ¥8,360  ¥12,540  1025435660 

歯科理工学サイドリーダー 第6版 日比野 靖 2008 9784762441097 ¥8,800  ¥13,200  1022246183 

口腔生理学サイドリーダー 第4版 湯山 徳行 2008 9784762431456 ¥8,360  ¥12,540  1024804833 

病理学・口腔病理学サイドリーダー 第2版 草間 薫 2007 9784762411441 ¥8,800  ¥13,200  1022246182 

組織学・口腔組織学サイドリーダー 第4版 東 一善 2007 9784762431081 ¥9,020  ¥13,530  1025479768 

14冊 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥126,060 ¥189,090 

2020/5 
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必修臨床研修歯科医ハンドブック   
第2版 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784263456392  

著編者名 粟野 秀慈 発行年 2010 商品コード 1012788918 

歯科医師臨床研修に最適のハンドブック。研修の心構え、医療保険制度の仕組み、診査・診断・処置方針、
基本的な治療の手技、小児の歯科治療、事故と対策など、必要な知識を網羅し解説。平成２２年度診療報
酬改定対応。（書籍版付録のDVDビデオはついておりません） 

  

やさしい歯と口の事典 
 ―カラー版― 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥25,740 

同時3アクセス
(本体) 

¥51,480 

冊子版ISBN 9784263445174  

著編者名 下山 和弘 発行年 2018 商品コード 1030884501 

見やすく，わかりやすく，使いやすい工夫がいっぱい スタッフ教育・指導に必携のビジュ
アル事典!診療待合室にも最適な一冊！！●知りたいことが，読みたいページが一目で
わかる．大きく見やすいイラストや写真で図解． ●1項目，1頁とコンパクトでていねいな
解説により，だれでも最新の歯科治療を瞬時に理解． ●患者さんや多職種医療従事者
とのコミュニケーションツールとして活用できる役立つ実用事典． 

歯の比較解剖学 第2版 

同時１アクセス（本体） 
¥33,000 

同時３アクセス（本体） 
¥66,000 

冊子版ISBN： 9784263457795  商品コード： 1030884502 

名著 復活！ 歯の比較解剖学を詳述した名著，最新の知見を取り入
れ，28年ぶりに待望の改訂！歯の形態学的概説の緒論をもとに，魚
類・両生類・爬虫類・哺乳類の歯について，現生種と日本産の動物を
中心に解説するとともに，歯の形態・構造・機能・進化を多くの写真・図
を用いてわかりやすく示し，増刷を重ねた名著が28年ぶりに復活です． 
類書がほとんど見られない本書は「歯の比較解剖学」に関心のある方
には，欠かすことのできない一冊です． 

後藤 仁敏 著  2014年発行 
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飯塚 忠彦 著  2010年発行 

口腔外科学 第７版 
（ＭＩＮＯＲ ＴＥＸＴＢＯＯＫ） 

同時１アクセス（本体） 
¥33,000 

同時３アクセス（本体） 
¥49,500 

冊子版ISBN： 9784830670046  商品コード： 1030593802 

初版発行以来，確固たる支持を得て，今や，歯学部の病理学実
習に必須の書となったカラーアトラスの12年ぶりの改訂．わが国
の口腔病理学研究者の協力により集められ，収載された病理・
組織写真の質の高さは世界に類を見ない．歯科疾患を網羅し，
写真の質の高さを保ちつつ，今改訂では臨床を意識して，肉眼
写真や画像所見も掲載したほか，新しい腫瘍分類（WHO2017）
を踏まえた解説を付した． 

高田 隆 著  2018年発行 

口腔病理アトラス 第3版 

医学部に学ぶ学生の口腔疾患に対する理解を容易にするため
に，はじめに総論的な記述を心がけ，各種の口腔疾患を系統的
に章別に記述した．また随所に今日の新知見，技法を紹介する
とともに卒後研修の参考書ともなる内容を加えた．臨床研修の
手引きとして口腔病変の診断の章をうしろにおき，診断の進め
方，診断法を解説した． 

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： 9784765314169  商品コード： 1019255354 
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かかりつけ歯科医のための小児歯科 
マニュアル  第2版 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥31,900 

冊子版ISBN 9784263442500  

著編者名 緒方 克也 発行年 2007 商品コード 1012788917 

かかりつけ歯科医として必要な小児歯科医療についての臨床的な情報を提供するマニュアル。安全な小児
歯科医療のために、子どもの身体的、生理的特性を熟知し、全身管理という視点を追加した第２版。 

  

歯科麻酔実践ガイド ―わかる!できる!― 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥22,440 

同時3アクセス(本体) ¥37,400 

冊子版ISBN 9784263456385  

著編者名 嶋田 昌彦 発行年 2010 商品コード 1012788940 

モデル・コア・カリキュラムを考慮に入れた、歯科麻酔学の実習書。歯科麻酔学の基本的な実習内容をすべ
て網羅し、実習に即した多くの図表や写真を交えて簡潔に解説。重要事項やわかりにくい専門用語の説明、
一口メモ等も収録。 

  

小部分床義歯学 第2版 
（小教科書シリーズ 16） 

出版社 学建書院 

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 9784762401305  

著編者名 藍 稔 発行年 1994 商品コード 1022246181 

東京医科歯科大学名誉教授が執筆した名著。部分床義歯補綴学の基本的でもっとも妥当と思われる考え
や術式が述べられている。読みやすい文章と、著者オリジナルの図がわかりやすく、初学者に適している。
その後、発行される多くの部分床義歯補綴学の書籍のベースになっている。大切に保管しているというファ
ンも多い。初心に立ち返って見えてくるものもあります。 

  

おさえておきたい全身疾患のポイント 
 ―Advanced side reader― 

出版社 学建書院 

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 9784762406928  

著編者名 高杉 嘉弘 発行年 2014 商品コード 1030534298 

さまざまな疾患をもつ人に対応するため知っておきたい全身管理と患者管理のポイントをわかりやすく解説。 
著者の好評図書「歯科診療で知っておきたい 全身疾患の知識と対応」を学生向けに図表で整理したコンパ
クト版。 著者は医学部麻酔科で講師を務める歯科医師。 

  

矯正歯科治療 
 ―この症例にこの装置―第2版 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥62,700 

同時3アクセス
(本体) 

¥125,400 

冊子版ISBN 9784263445143  

著編者名 後藤 滋巳 発行年 2017 商品コード 1030884500 

待望の改訂第2版 堂々完成！！ 「この症例にはどの装置？」 矯正治療の疑問をズバリ
解決する一冊．矯正歯科治療に携わる歯科医師に求められるのは，患者さんの不正咬
合の状態を適切に診断し，治療方針を立て，治療法（装置）を決定してゆく能力です．経
験豊かな著者が診断のポイント，治療方針の策定法，装置の選択基準，装置の使用・調
整方法を具体的かつ詳細に解説しています．若手歯科医師でも，症例の疑似体験を通し
て熟練者の考え方が理解できるよう臨床写真を多数掲載し，やさしい記述を心がけてい
ます． 

2020/5 
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歯科診療で知っておきたい全身疾患の
知識と対応 

出版社 学建書院 

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 9784762406805  

著編者名 高杉 嘉弘 発行年 2013 商品コード 1030534300 

全身疾患をもつ患者の歯科治療のためのガイドブック。偶発症を引き起こさない、安全な歯科治療のために
患者への対応法、疾患についての知識、さらに疾患に関わる話題について、新しいエビデンス、ガイドライン
とともに解説。 著者は医学部麻酔科で講師を務める歯科医師。人気書籍。 

  

歯科診療で知っておきたい疼痛管理と
全身管理の基本 

出版社 学建書院 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784762406836  

著編者名 高杉 嘉弘 発行年 2013 商品コード 1030534301 

バイタルサインの診かた、局所麻酔から救急蘇生までの基本手技を370枚のカラーステップ写真とイラストで
示した日常歯科診療で役立つ疼痛管理・全身管理マニュアル。 「歯科診療で知っておきたい全身疾患の知
識と対応」の姉妹編。 

  

はじめましょう摂食・嚥下障害のVF検査 

出版社 学建書院 

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 9784762406911  

著編者名 神部 芳則 発行年 2014 商品コード 1030534307 

検査の具体的な手技、模擬食品の選び方、読影の要点、実際の症例、偶発症、スタッフの役割までをわかり
やすくまとめたＶＦ検査のマニュアル書。歯科医師、歯科衛生士、看護師、言語聴覚士、管理栄養士など、そ
れぞれの分野で活躍している著者らが、より具体的ですぐに臨床で応用できるよう執筆。 

  

はじめましょう有病者の口腔ケア 
 ―歯科衛生士のためのチェックポイント― 

出版社 学建書院 

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 9784762406966  

著編者名 神部 芳則 発行年 2015 商品コード 1030534308 

患者さんが診察室に入ってきたときから、患者さんの具合が悪くなったときの対応法まで、歯科医師と歯科
衛生士が実際のケースを示しながら解説。 知っておくべき疾患のポイント、歯科治療にあたっての留意点、
実際の症例の口腔ケアの方法とその経過を収載。 

  

ライブ歯科理工学 
 ―よくわかるやさしい講義中継― 
第2版 

出版社 学建書院 

同時1アクセス
(本体) 

¥12,100 

同時3アクセス
(本体) 

¥18,150 

冊子版ISBN 9784762416415  

著編者名 日比野 靖 発行年 2009 商品コード 1022246184 

歯科理工学サイドリーダーを執筆した、わかりやすい講義を行う著者が書き下ろした理工
学の講義実況中継版。難しい理工学を身近なものに例えてわかりやすく、ていねいに教
えてくれる。楽しく読めて、自信がつく新しいスタイルの参考書。理工学が身近に感じ、面
白くなる。大学での理工学の教科書として採用されたこともある。ＣＢＴ対策、授業の予
習・復習に最適。 
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全部床義歯の痛み 
 ―原因の解明と対策― 

出版社 学建書院 

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 9784762406782  

著編者名 丹羽 克味 発行年 2011 商品コード 1030534303 

痛くなく、なんでも噛めるそんな全部床義歯を、どのように作るか。その１点に的を絞った理論と技術の解説
書。 経済的かつ時間的に、採算のとれる義歯をつくります。多くのカラー症例写真を用いて、その手法と臨
床的意義をわかりやすく解説します。 「部分床義歯の設計と咬合」の姉妹編。 

  

部分床義歯の設計と咬合 
 ―インプラントより義歯で治す31提言― 

出版社 学建書院 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784762406829  

著編者名 丹羽 克味 発行年 2013 商品コード 1030534304 

咀嚼機能を真に回復し、長期にわたってトラブルがなく、咬合の安定する部分床義歯をつくります。ブリッジと
いかに複合して設計し作製すればよいかを「３１の提言」を示して明確に解説。 「全部床義歯の痛み」の姉妹
編。 

  

入門咀嚼と咬合 = Introduction to 
mastication and occlusion 

出版社 学建書院 

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 9784762406706  

著編者名 丹羽 克味 発行年 2009 商品コード 1030534305 

咬合の入門書として、「咬合とはなにか」「正しい咬合の臨床的基準とはどのようなことか」についてわかりや
すく解説。 歯科医師、技工士、衛生士のパラメディカル全員が同じ知識と技術を有するのに最適の書。 

  

がん患者さんの口腔ケアを 
はじめましょう 

出版社 学建書院 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784762406867  

著編者名 槻木 恵一 発行年 2013 商品コード 1030534306 

がん患者さんが来院したときの歯科衛生士の対応の仕方や、口腔ケアの方法を具体的・実践的に示したマ
ニュアル書。がんの病気の説明、照会状・報告書の記載法など、すぐに役立つ情報で構成。 

  

Occlusion 

出版社 学建書院 

同時1アクセス
(本体) 

¥26,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥39,600 

冊子版ISBN 9784762406973  

著編者名 丹羽 克味 発行年 2015 商品コード 1030534302 

著者の咬合理論のすべてをこの１冊に！ 50年にわたる臨床経験から導かれた咬合理論
の集大成。咬合は、どのようにして完成し、咀嚼や会話の機能をどう司り、生涯をとおして
どのように変化するか。本書の咬合理論を実践に生かせば、明日からの治療が変わりま
す。 
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歯科医療に関連が深い6つの法律(歯科医師法、歯科衛生士法、歯
科技工士法、医療法、歯科口腔保健法、健康保険法)の各条文につ
いて逐条解説。各法制定の経緯や歯科医療にかかわる関連法規も
掲載する。 

社会歯科学会 著  2018年発行 

歯科六法コンメンタール 
―歯科関連法律の逐条解説― 

歯科・口腔 

同時１アクセス（本体） 
¥10,560 

同時３アクセス（本体） 
¥15,840 

冊子版ISBN： 9784864320429  商品コード： 1027855728 

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 

写真でマスターする寒天アルジネート連合印象による誰でもできる 
簡単精密印象 

新井 俊樹 2017 9784864320382 ¥14,300  ¥21,450  1027855730 

写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の試適・装着 水口 俊介 2014 9784864320184 ¥14,300  ¥21,450  1025431651 

写真でマスターするインプラント埋入のための前処置, 6つのテクニック 高橋 哲 2014 9784864320221 ¥14,300  ¥21,450  1025431653 

写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の咬合採得 水口 俊介 2013 9784864320146 ¥14,300  ¥21,450  1025431650 

写真でマスターする支台歯形成の基本テクニック 小川 匠 2012 9784864320085 ¥14,300  ¥21,450  1025431652 

顎関節症治療のためのスプリントのつくり方・つかい方 
 ―写真でマスターする― 

鱒見 進一 2011 9784864320009 ¥14,300  ¥21,450  1022480744 

写真でマスターするきちんと確実にできる全部床義歯の印象 水口 俊介 2011 9784864320047 ¥14,300  ¥21,450  1025431649 

たったこれだけ!MTM写真でマスターする基本の「き」 山本 英之 2010 9784930881977 ¥14,300  ¥21,450  1025431648 

写真でマスターする切開と縫合の基本テクニック 杉崎 正志 2009 9784930881922 ¥14,300  ¥21,450  1025431647 

9冊 揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

¥128,700 ¥193,050 

写真でマスターする  
シリーズ 
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 歯周病対策シリーズ  【動画】  

  

総義歯治療で最も大事なことは何か?  
（HYORONブックレット） 

出版社 ヒョーロン・パブリッシャーズ 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784864320412  

著編者名 阿部 二郎 発行年 2017 商品コード 1027855729 

咬合、ゴシックアーチ、レトロモラーパッド、舌のポジション…。総義歯治療のそれぞれのステップの重要ポイ
ントについて、各執筆者がエビデンスと経験に基づいて記述する。『日本歯科評論』掲載を再編。 

  

超高齢社会におけるドライマウスへの
対応 ―いま,ドライマウスにどう取り組
むべきか―（HYORONブックレット） 

出版社 ヒョーロン・パブリッシャーズ 

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 9784864320351  

著編者名 斎藤 一郎 発行年 2017 商品コード 1027855731 

唾液の分泌量が減少する症状「ドライマウス」を取り上げ、その原因や症状、診断などを説明。口腔乾燥症
の歯科的対応とともに、心因性ドライマウスについても解説する。高齢者へのサポートも紹介。『日本歯科評
論』掲載を再編。 

  

カラーアトラス誰にでもできる 
下顎総義歯の吸着 

出版社 ヒョーロン・パブリッシャーズ 

同時1アクセス
(本体) 

¥26,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥39,600 

冊子版ISBN 9784930881731  

著編者名 阿部 二郎 発行年 2004 商品コード 1022480745 

臨床現場で，上顎に比べ下顎総義歯が吸着している頻度はきわめて少ないといわれる
反面，その技術習得の難しさが指摘されています． 本書は，総義歯の分野で注目を集め
ている著者の下顎総義歯における吸着理論とその技法が，多数の実例写真と図を用い
て明解に示されています． “誰にでも，同じように，簡単にできる製作技術を公開する”こ
とを本書の最大の目標に掲げるとともに，必要器材は最小限度にとどめ，すぐに製作に
着手できるよう工夫が加えられてあります． 
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監修 田口 正博  
元・日本歯内療法学会 会長/新宿・愛生歯科医院 院長/東京医療保健大学大学院 臨床教授 

歯周病菌が身体を蝕む  ―対策は歯みがきと生活習慣改善― （2014年/約15分） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)  商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937065 

①歯周病とは… ②歯周病の治療について ③適切な歯みがきでプラークの付着を防ぐ ④生活習慣を改善する 

歯周病菌は赤ちゃんにもうつる ―女性と歯周病対策―  （2014年/約14分） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)  商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937066 

①女性と歯周病 ②歯周病菌が女性の体内で… ③まずは歯みがきの励行を! ④セルフケアとプロフェッショナルケア 
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耳鼻科 

市村 恵一 著  2011年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥10,780 

同時３アクセス（本体） 
¥16,170 

冊子版ISBN： 9784830633287  商品コード： 1031507087 

好評書の第3版発行以来，8年ぶりの改訂．特に進歩の著しい耳
領域の診療についてup dateし，最新知見を盛り込んだ．各項目
別にわかりやすいイラストと説明とを見開きで配置し，理解を得
やすいように配慮されている．医学部学生にはミニマムであり，
パラメディカルの学生にはマキシマムのレベル，他科医師には
レジビオンに役立つ1冊． 

森満 保 著  2012年発行 

イラスト耳鼻咽喉科 第4版 

各疾患の要点を速習できるよう冒頭枠内にまとめ、解説は簡潔
に、豊富な画像とイラストを満載。医学生には講義や臨床実習
の場で役立ち、看護・技術系学校の教科書にも最適。 

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： 9784765314640  商品コード： 1011618784 

耳鼻咽喉科 図解 
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耳鼻科 

野村 恭也 著  2017年発行 

本書は、1974年に初版が刊行されて以来、
耳科学分野の解剖学アトラスとして医学生、
研修医、専門医の間で「座右の書」として読
まれています。副題の「形態と計測値」のとお
り、側頭骨構造を数値で計測する本としても、
世界で類もなく、今改訂では、新たに17章「系
統発生」が新設、40点に及ぶイラストの修正・
追加、文献の刷新など、最も新しい「耳科学
の古典」としてアップデートを遂げています。 

同時１アクセス（本体）：¥62,700 同時３アクセス（本体）：¥94,050 

冊子版ISBN： 9784621301913  商品コード： 1025881784 

耳科学アトラス 
―形態と計測値―第4版 （※） 

  

頭頸部がん化学療法ハンドブック 
 = Handbook of head & neck 
cancer chemotherapy 

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 9784498062689  

著編者名 田原 信 発行年 2014 商品コード 1025526310 

本国はじめての頭頸部がん化学療法に特化したマニュアル本．がんセンターのような高
度専門病院のスタッフではなく，主に一般病院のスタッフに向けて，頭頸部がん化学療法
に特徴的な臨床上のコツや支持療法を平易にまとめた．EBMを踏まえて具体的な治療体
系を記載し，実際の現場で治療立案・実践および副作用管理を行う際に役立つ情報を紹
介している．本邦はじめての，頭頸部がん化学療法に特化したマニュアル本． 

丸善出版 
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眼疾患 ―説明の仕方と解説―  
改訂3版 

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 9784765315142  

著編者名 菅 謙治 発行年 2012 商品コード 1013988096 

病気の内容や最新の治療法をわかりやすく記述し，医師や看護師，また視能訓練士，認
定眼鏡士などコメディカルの方々が患者さんに病気を説明することができる解説書である． 
旧版まではカラーページを巻頭に集めていたが、今回、本文中に症例のカラー写真を挿
入し対応させやすく、全編オールカラー化でわかりやすくした。もちろん、疾患についても
新しい知見を加え、最新の情報が得られるようになっている。 
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イラスト眼科 第7版 

出版社 文光堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥12,100 

同時3アクセス
(本体) 

¥18,150 

冊子版ISBN 9784830655166  

著編者名 渡邉 郁緒 発行年 2003 商品コード 1031507086 

イラストとわかりやすい解説による学生向けの眼科学教科書として定評のある本書は，
眼科専門医認定試験対策のためにも十分役立つ内容をもつ．6年ぶりとなる今回の改訂
では，治療に関する記述をさらに充実させている．とくに眼科手術については，術式の模
式図に加えて，適応・手技・合併症についても表にして巻末にまとめている． 

  

図解眼科 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784765313421  

著編者名 吉村 長久 発行年 2008 商品コード 1013988097 

目の構造や機能といった総論から主要な眼科疾患まで、眼科の膨大な知識をコンパクトにまとめたテキスト。
各項目に簡潔な「まとめ」をつけ、図・写真・表を駆使して分かりやすく解説する。主な専門用語に英語表記
を付す。 

  

眼鏡・コンタクトレンズ処方ハンドブック 
 ―眼精疲労のブロック&ケア― 

出版社 三輪書店 

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 9784895906258  

著編者名 梶田 雅義 発行年 2018 商品コード 1027910708 

眼鏡やコンタクトレンズを処方するために知っておくべき視力測定のコツ、適正な矯正度数を求めるための
両眼同時雲霧法のポイントを解説。Case Studyでは、遠視矯正・近視過矯正・乱視未矯正・コンビネーション
矯正の難しさと、それを解決してきた著者の技巧エッセンスが満載。調節異常の難治症例への対処法も学
べ、「楽に見えるメガネがほしい」という患者さんのニーズに応えるスキルと知識が身につきます。 
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わたしたちのからだと健康 第3版  【動画】 
全10巻 

2020/5 

予防医学・公衆衛生 

企画協力：小澤 治夫（静岡産業大学 副学長／経営学部 教授）  
野井 真吾（日本体育大学 体育学部 教授） 岡崎 勝博（東海大学 体育学部 教授） 

わたしたちのからだと健康 第3版  【動画】全10巻  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥308,000  ¥616,000  1028203336 

生涯を通じて健康に過ごすことは、若いときから健康について考えて
いく必要があります。この番組は、自らの健康を積極的に維持・増進
しようとする意思決定や行動の選択ができるように、健康に関連する
10のテーマについてCGや映像によってわかりやすく解説し、健康に
ついて問題解決する力を養う番組です。保健体育の講義や授業、自
己学習に是非ご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 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 

■わたしたちのからだと健康 第3版 【動画】 前編5巻  - - ¥154,000 ¥308,000 1028203337 

1 運動と健康 （36分） 2018 9784862437969 ¥30,800 ¥61,600 1028203338 

2 睡眠と健康 （35分） 2018 9784862437976 ¥30,800 ¥61,600 1028203339 

3 食事と健康 （42分） 2018 9784862437983 ¥30,800 ¥61,600 1028203340 

4 喫煙・飲酒・薬物乱用 （48分） 2017 9784862437990 ¥30,800 ¥61,600 1028203341 

5 感染症とその予防 （37分） 2019 9784862438003 ¥30,800 ¥61,600 1028203342 

■わたしたちのからだと健康 第3版 【動画】 後編5巻  - - ¥154,000 ¥308,000 1028203343 

6 応急手当 （42分） 2019 9784862438010 ¥30,800 ¥61,600 1028203344 

7 こころとからだの健康 （35分） 2019 9784862438027 ¥30,800 ¥61,600 1028203345 

8 性のしくみ、妊娠・出産 （40分） 2020 9784862438034 ¥30,800 ¥61,600 1028203346 

9 
生活習慣病とその予防～生涯にわたる健康づくり～ 
（41分） 

2019 9784862438041 ¥30,800 ¥61,600 1028203347 

10 
環境・生活と健康～健康な生活を送るために～  
（47分） 

2020 9784862438058 ¥30,800 ¥61,600 1028203348 
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● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

目で見る公衆衛生 【動画】 全6巻  

2020/5 

予防医学・公衆衛生 

原案監修：宮本 邦彦（前 大阪青山大学 健康科学部 教授） 
森岡 郁晴（和歌山県立医科大学 保健看護学部 教授） 

後和 美朝（大阪国際大学 人間科学部 教授） 

目で見る公衆衛生 【動画】 全6巻  

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥184,800  ¥369,600  1029452553 

公衆衛生の概要が一目で理解できるように、完全映像化！ 
覚えておきたい主な保健統計などの資料も充実！看護学、 
健康保健科学、体育学、栄養学など幅広い分野の映像教材と
してご利用いただけます！ 

Vol. タイトル 制作年 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 

1 健康と公衆衛生 （43分） 2008 9784862432100 ¥30,800  ¥61,600  1029452554 

2 健康指標と感染症予防 （42分） 2008 9784862432117 ¥30,800  ¥61,600  1029452555 

3 生活環境の保全 （49分） 2008 9784862432124 ¥30,800  ¥61,600  1029452556 

4 健康と生活 （56分） 2007 9784862432131 ¥30,800  ¥61,600  1029452557 

5 保健活動 （51分） 2008 9784862432148 ¥30,800  ¥61,600  1029452558 

6 社会保障制度 （44分） 2008 9784862432155 ¥30,800  ¥61,600  1029452559 
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予防医学・公衆衛生 

消毒と滅菌のガイドライン 2020年版 
改訂第4版 

同時１アクセス(本体)：¥9,460  同時３アクセス(本体)：¥18,920 

冊子版ISBN： 9784892699955   商品コード：1031629231 

院内の消毒・滅菌に必要な知識を網羅  
新型コロナウイルスの消毒法も掲載！  

編集 

大久保 憲 
尾家 重治 
金光 敬二 

 

2020年発行 

感染症法の制定を受けて作成された『消毒と滅菌の
ガイドライン』の最新改訂版。消毒・滅菌の基本的な
考え方から消毒薬の使い方，感染症(病原体)別
の消毒法，多様な滅菌法の原理・適応など，院内
の消毒・滅菌に必要な知識を網羅しました。 
また新型コロナウイルス感染症の情報も可能なかぎり
掲載しています。 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2020/5 

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  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。 

森澤 雄司 著  2016年発行 

国際標準の感染予防対策 
滅菌・消毒・洗浄ハンドブック 

感染制御ポケペディア 

予防医学・公衆衛生 

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！ 

ICHG研究会 著  2018年発行 

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  商品コード： 1030884492 
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放射線被ばくへの不安を軽減するために 
 ―医療従事者のためのカウンセリングハンドブック : 
3.11.南相馬における医療支援活動の記録― 

出版社 メディカルドゥ 

同時1アクセス(本体) ¥9,570 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784944157693  

著編者名 千代 豪昭 発行年 2014 商品コード 1016411973 

東日本大震災後、福島県南相馬市において、被ばく不安におびえる住民へのカウンセリングを行ってきた著
者らが、その活動を紹介し、カウンセリングの考え方と方法をまとめる。Q&A、参考資料なども収録。 

  

健康食品・中毒百科 

出版社 丸善出版 

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 9784621078402  

著編者名 内藤 裕史 発行年 2007 商品コード 1008060868 

健康食品は医薬品と違い安全で副作用がないと一般に広く信じられているが、何を安全の目安とすればよ
いのか？ 学術雑誌に発表された１０００編を超す論文を引用し、健康食品の摂取による健康被害事例を紹
介する。 

  

死体検案ハンドブック  改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥14,960 

同時3アクセス(本体) ¥22,440 

冊子版ISBN 9784765315920  

著編者名 的場 梁次 発行年 2014 商品コード 1016411929 

監察医、法医学者、医師など、異状死体の検視や検案に携わる関係者が実務で必要とする知識を、死体検
案のノウハウを中心に、写真や資料を豊富に交えて解説する。死後画像診断、大規模災害などの項目を追
加した改訂3版。 

2020/5 

「健やかに老いる」ためにはどのようにすればよいか，従来の公
衆衛生学や予防医学の範疇から，さらにより広く健康の問題を考
える教科書としてまとめた．現在から将来にかけて，問題意識を
持って取り組むべき事項を，できるだけ幅広く記述した．今改訂で
は最新のデータに改め，30ページの増加となった．特にⅣ環境と
健康の項で，感染症の加筆があった． 

森下 玲児 著  2018年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥5,720 

同時３アクセス（本体） 
¥8,580 

冊子版ISBN： 9784765317474  商品コード： 1026989180 

これからの健康科学 第5版 

予防医学・公衆衛生 
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健康づくり・介護予防のための 
体力測定評価法  第2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,720 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784765315548  

著編者名 田中 喜代次 発行年 2013 商品コード 1016411914 

元気な体力高位者向けから、虚弱化が進んでいる体力低位者向けまで体力測定の評価法を網羅したテキ
スト。今日の超高齢社会を見据えた、新しい体力評価・測定のあり方を提案する。 

  

死因事典 
 ―人はどのように死んでいくのか― 
（ブルーバックス B-1309） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062573092  

著編者名 東島 和子 発行年 2000 商品コード 1021802294 

よくぞ、生きているものだ！ 32秒に1人ずつ、いまも誰かが死んでいく。私たちひとりの「死のすがた」を読み
解くものがたり。あなたのそばの「死」のものがたり。昨日まで元気で、今日眠るように死ぬ。ピンピンコロリと
逝きたいが、人生そううまくはできていない。病死、事故死、中毒死から、人には言えぬ腹上死まで、あなた
を待ち受けている運命は？ 死の心構え、できていますか？ 

  

診療所経営の教科書 ―院長が知っておくべき
数値と事例 = Handbook of Clinic Management : 
practice metrics and case studies all physicians 
should know―第2版 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784784943784  

著編者名 小松 大介 発行年 2017 商品コード 1026831134 

詳細な市場分析と将来予測に基づく「診療所の生き残り戦略」。健全経営の目安となる「数値」を提示。各種統計データに
加え、独自のマーケティング手法ではじき出した経営指標を、カラーグラフでわかりやすく視覚化。著者自ら事務長として
経営再建やトラブル解決にあたった「事例」をもとに、増患対策や人事・労務管理のコツを紹介。改訂版は、全統計データ
を更新するとともに、在宅医療に関する項目を大幅に拡充、約40ページ増となっています。 

  

健康運動指導士試験要点整理と実践
問題 第2版 

出版社 文光堂 

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 9784830651885  

著編者名 稲次 潤子 発行年 2019 商品コード 1031418081 

健康・体力づくり事業財団が認定する「健康運動指導士」の試験対策テキスト．2019年度版の健康運動指導士養成講習
会テキストの改訂内容に完全対応！ 各章ごとに，「整理と暗記」と「予想問題」に分けて解説．「整理と暗記」のパートでは，
穴埋め形式による頻出項目の要点整理ができ，「予想問題」のパートでは，試験本番を想定した4択問題とその解説が掲
載されており，日々の予習・復習から試験直前対策まで幅広く利用できる． 

  

検死ハンドブック = Handbook of 
autopsy 改訂3版 

出版社 南山堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥18,700 

同時3アクセス
(本体) 

¥28,050 

冊子版ISBN 9784525190033  

著編者名 高津 光洋 発行年 2016 商品コード 1027404849 

本書は著者の実務経験を踏まえ，現場ですぐに役立つ情報を要領よくまとめている．見
やすい図表を用いて，できる限り箇条書きにしているのも特長である．改訂3版では法改
正と，時代に即した細かな注意点を見直した．異状死体の検案に係わる方々のハンド
ブックとしておすすめする． 

2020/5 

予防医学・公衆衛生 
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こうすればうまくいく在宅緩和ケア 
ハンドブック 第3版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥29,040 

冊子版ISBN 9784498057289  

著編者名 粕田 晴之 発行年 2019 商品コード 1031274459 

在宅緩和ケアのニーズが急速に増大している。しかし、一方で多忙な病院の医療従事者が必要な保険制度、準備、事
前・事後の病診連携などについての知識を習得する機会は多くない。そこで本書では、これまで在宅緩和ケアに触れてこ
なかった医療従事者にもわかりやすく、かつ具体的に解説した。とくに第3版では、ホスピス文化、地域包括ケアシステム、
ACP、非がんなどのポイントについても、大幅に加筆を行い、より現実に即した内容となった。 

  

衛生試験法・注解 2020 

出版社 金原出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥96,250 

同時3アクセス
(本体) 

¥192,500 

冊子版ISBN 9784307470490  

著編者名 日本薬学会 発行年 2020 商品コード 1031640015 

1）旧版2015年版からの追補をすべて収載。辞書や辞典としての機能も充実。 2）今、必
要とされる最新の試験法を速やかに提供。 3）各分野のスペシャリストが執筆。 4）一般
試験法に「妥当性の確認」を掲載。 5）他項への参照箇所をページ数を入れて明確にす
ることで、使いやすさが向上。 6）利用頻度が少なくなった旧来の試験法であっても必要
な試験法はweb上にて閲覧可能。 7）巻末に「法規・基準値等の一覧」を掲載。 

子どもの健康と安全 

同時１アクセス（本体） 
¥5,324 

同時３アクセス（本体） 
¥7,986 

冊子版ISBN： 9784521747774  商品コード： 1031137188 

2018年の保育所保育指針の改定に伴って新しくなった保育士養
成カリキュラムに対応した「子どもの健康と安全」のテキスト。
2012年に刊行された『子どもの保健 演習』をベースに新しく書
き下ろし。感染症や事故防止など、厚労省の種々の保育所向け
ガイドラインを踏まえ、近年問題となっている発達障害について
も詳述している。 

大西 文子 著  2019年発行 

予防医学・公衆衛生 
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在宅医療 ―多職種連携ハンドブック :  
"最期まで住み慣れた地域での生活“ 
を支援する― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥3,630 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784865132120  

著編者名 悠翔会 発行年 2016 商品コード 1026546412 

病気や障害をもった人を在宅で支えるための医療連携と実践ノウハウ～ 

  

禁煙学 改訂4版 

出版社 南山堂 

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 9784525201746  

著編者名 日本禁煙学会 発行年 2019 商品コード 1031393906 

日本禁煙学会公認テキストの改訂4版．今版では新型タバコについての解説を追加した他，喫煙により影響
についても最新の知見を記載した．また，すぐに利用できる実践的なクリニカルパスや治療の実例を示すコ
ラムも多数掲載．受動喫煙防止のための動向も踏まえた，禁煙治療に携わる全ての医療者に最適のテキス
ト． 

  

快適な眠りのための睡眠習慣セルフ
チェックノート 

出版社 全日本病院出版会 

同時1アクセス(本体) ¥6,732 

同時3アクセス(本体) ¥10,098 

冊子版ISBN 9784865192070  

著編者名 林 光緒 発行年 2015 商品コード 1030555807 

医学的な睡眠の基礎知識から、今夜からできる睡眠改善のアイデアまでが詰まった実践書。食事・運動など
の生活習慣、布団や寝室の環境、朝の過ごし方など、様々なチェック項目に答えていくうちに、自分に合った
快眠のヒントが見えてきます。自分の眠りを見直すだけでなく、睡眠に悩む人へのアドバイスにも活かせる知
識が満載！ 

  

人間力を高める食育・卓育入門 
 ―保健・医療・教育・保育に携わる人 
のための― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,018 

同時3アクセス(本体) ¥9,438 

冊子版ISBN 9784840449083  

著編者名 根岸 宏邦 発行年 2014 商品コード 1015854037 

健康上の問題や、発育と発達などとの関連において、「何をどう食べるか」根拠に基づいた見解を提示し、食
べ方と食べるマナーについて「食育」の観点から論じる。それぞれの年代の卓育についての解説も掲載。 

2020/5 

  

ていねいな保健統計学 

出版社 羊土社 

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 9784758109727  

著編者名 白戸 亮吉 発行年 2018 商品コード 1028700641 

数学が苦手でも大丈夫！ムズカシイ数式なしで基本的な考え方を一つひとつ解説してい
るから、平均も標準偏差も検定もとことん納得！練習問題には看護師・保健師国家試験
の過去問つき。国試対策はこれでバッチリ！ 
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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 

47都道府県・民話百科 花部 英雄 2019 9784621304181 ¥12,540  ¥18,810  1031434058 

47都道府県・名字百科 森岡 浩 2019 9784621304112 ¥12,540  ¥18,810  1030815342 

47都道府県・商店街百科 正木 久仁 2019 9784621304099 ¥12,540  ¥18,810  1030815341 

47都道府県・花風景百科 西田 正憲 2019 9784621303795 ¥12,540  ¥18,810  1030682575 

47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本 和男 2018 9784621302958 ¥12,540  ¥18,810  1028063243 

47都道府県・遺跡百科 石神 裕之 2018 9784621302248 ¥12,540  ¥18,810  1027441308 

47都道府県・米/雑穀百科 井上 繁 2017 9784621301821 ¥12,540  ¥18,810  1026634692 

47都道府県・妖怪伝承百科 香川 雅信 2017 9784621301586 ¥12,540  ¥18,810  1026405280 

47都道府県・公園/庭園百科 西田 正憲 2017 9784621301807 ¥12,540  ¥18,810  1025881783 

47都道府県・くだもの百科 井上 繁 2017 9784621301678 ¥12,540  ¥18,810  1025193942 

47都道府県・乾物/干物百科 星名 桂治 2017 9784621300473 ¥12,540  ¥18,810  1024589635 

47都道府県・寺社信仰百科 中山 和久 2017 9784621301227 ¥12,540  ¥18,810  1024195225 

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井 千歩子 2016 9784621089750 ¥12,540  ¥18,810  1020598988 

47都道府県・温泉百科 山村 順次 2015 9784621089965 ¥12,540  ¥18,810  1020083615 

47都道府県・汁物百科 野崎 洋光 2015 9784621089477 ¥12,540  ¥18,810  1019315049 

47都道府県・地名由来百科 谷川 彰英 2015 9784621087619 ¥12,540  ¥18,810  1019023652 

47都道府県・肉食文化百科 成瀬 宇平 2015 9784621088265 ¥12,540  ¥18,810  1019023651 

47都道府県・地鶏百科 成瀬 宇平 2014 9784621088012 ¥12,540  ¥18,810  1016124044 

47都道府県・伝統調味料百科 成瀬 宇平 2013 9784621086810 ¥8,360  ¥12,540  1014156242 

47都道府県・こなもの食文化百科 成瀬 宇平 2012 9784621085530 ¥8,360  ¥12,540  1011492082 

47都道府県・伝統行事百科 神崎 宣武 2012 9784621085431 ¥8,360  ¥12,540  1011227119 

47都道府県・魚食文化百科 成瀬 宇平 2011 9784621084069 ¥8,360  ¥12,540  1012708624 

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科 成瀬 宇平 2009 9784621082041 ¥8,360  ¥12,540  1012708623 

47都道府県・伝統食百科 成瀬 宇平 2009 9784621080658 ¥8,360  ¥12,540  1012708622 

丸善出版 

24冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥275,880 ¥413,820 

47都道府県シリーズ  

民話百科  
花部 英雄 著  2019年 発行 

むかし、むかしのある所に…各地にどんな伝承が語り継がれてきたのか。
本書は、民話を昔話、伝説、世間話の３つに分けて各都道府県ごとに紹介
し、簡単に解説。概説には、研究者の視点からどのような種類があり、変遷
があったかを紹介。各地のとんち話から生きる知恵、教訓、その地で起きた
ことなど地に生きてきた人々の語りとつながる1冊。 

 
 

今後も継続的に 
配信予定です! 

2020/5 
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