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骨 肉 腫 関 連  

骨腫瘍の病理 

出版社 文光堂 

著編者名 石田 剛 

発行年 2012 

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 9784830604713  

商品コード 1030593805 

骨腫瘍を専門としない病理医にとっては，遭遇する機会の少ない
骨腫瘍の診断に際して，慣れない画像所見，骨腫瘍独特の疾患
分類や所見に戸惑い，自信をもって診断をつけることが難しいこと
も多いと思われる．本書はそのような読者のために，日常診断に
活用することができるよう標準的な内容のreference bookとして，
多数の病理組織写真やＸ線写真を用いて骨腫瘍および骨腫瘍様
病変の病理をまとめた解説書である． 

非腫瘍性骨関節疾患の病理 

出版社 文光堂 

著編者名 石田 剛 

発行年 2003 

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 9784830604461  

商品コード 1030593808 

わが国では整形外科病理に関する書籍が極めて少なく，とくに非
腫瘍性の整形外科的疾患の病理に関するものはほとんどない．
本書は，非腫瘍性骨関節疾患の病理について，日頃病理医が
困っていることや整形外科医が知りたがっていることを中心にまと
められた本邦初の本格的解説書．多数の病理組織写真やＸ線写
真を用いて解説されており，骨関節疾患を扱う病理医のみならず，
整形外科医や放射線科医にも役に立つ内容． 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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骨腫瘍 （腫瘍病理鑑別診断アトラス） 

出版社 文光堂 

著編者名 野島 孝之 

発行年 2016 

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 9784830622496  

商品コード 1025188255 

骨腫瘍の中でも高頻度のものを中心に，最新の診断基準に沿っ
て，典型的な組織像を供覧し解説．バリエーションの多い骨肉腫と
軟骨肉腫では，亜型により全く悪性度が異なることも考慮し，多く
の紙面を割いた．また，病理診断でよく遭遇する組織学的所見を
呈する腫瘍[骨形成性腫瘍，軟骨形成性腫瘍，巨細胞の多く出現
する腫瘍，小円形細胞腫瘍および上皮様の形態を呈する腫瘍]を
系統的に解説．骨腫瘍の診断・治療を行う医師必携書． 

癌診療指針のための病理診断プラクティス  
骨・軟部腫瘍 

出版社 中山書店 

著編者名 青笹 克之 

発行年 2013 

同時1アクセス(本体) ¥45,980 

同時3アクセス(本体 ¥68,970 

冊子版ISBN 9784521736754  

商品コード 1025799605 

2013年春に改訂されたばかりのWHO分類に準拠．骨腫瘍では単
純X線写真も収載し,病理医だけではなく,整形外科医にもお勧め． 
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骨・軟部腫瘍の鑑別診断のポイント  
（画像診断 Vol. 39, No. 4, 増刊号） 

出版社 学研メディカル秀潤社 

著編者名 江原  茂 発行年 2019 

同時1アクセス(本体) ¥17,820 同時3アクセス(本体) ¥53,460 

冊子版ISBN 9784780909760  商品コード 1030441911 

※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 増刊号で好評の「鑑別
診断のポイント」シリーズ続編．骨および軟部腫瘍において，同領域のエキスパート達が部
位・所見・疾患群などから，臨床に即した実践的な「鑑別診断リスト」を作成．読影や鑑別診
断にすぐに活かせるノウハウ，Tipsを多数掲載！ ＊都合により，紙版の誌面と異なり割愛さ
れる箇所があることがございます（p.S58-S63は未収載となっております）． 

見逃さない!骨・軟部腫瘍外科画像アトラス 

出版社 全日本病院出版会 

著編者名 大幸  俊三 発行年 2014 

同時1アクセス(本体) ¥22,440 同時3アクセス(本体) ¥33,660 

冊子版ISBN 9784865192025  商品コード 1025275558 

骨・軟部腫瘍診断に熟達した著者が持つ“見逃さないための視点”をベースにした
ケーススタディが役立つ。難しすぎず当たり前すぎない診断のコツが凝縮された必
携書。 

骨・軟部腫瘍 （アトラス骨・関節画像診断 4） 

出版社 中外医学社 

著編者名 矢部  啓夫 発行年 2010 

同時1アクセス(本体) ¥15,400 同時3アクセス(本体) ¥30,800 

冊子版ISBN 9784498054622  商品コード 1016393451 

整形外科領域の画像診断のレファランス。４では、骨腫瘍と軟部腫瘍を取り上げ、
それぞれの「概念」や「特徴と読影のポイント」などを鮮明な画像とともにわかりやす
く解説する。 
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骨・軟部腫瘍の診断と治療 
 ―21世紀への展開―（別冊整形外科 No.43） 

出版社 南江堂 

著編者名 中村  孝志 発行年 2003 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 同時3アクセス(本体) ¥24,750 

冊子版ISBN 9784524277438  商品コード 1022312530 

整形外科領域の中でも特に遺伝子診断や新しい画像診断、最先端の治療方法がもっとも期待され
るのが、骨・軟部腫瘍、とりわけ骨肉腫などの悪性腫瘍である。この分野の現況と展望を概観する。 

骨軟部腫瘍 （がん看護実践シリーズ 12） 

出版社 メヂカルフレンド社 

著編者名 中馬  広一 発行年 2007 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784839214227  商品コード 1011725144 

予後や治療方法が改良された腫瘍のひとつである骨軟部腫瘍。代表的な症状・診断・治療・看護の
解説から、社会復帰のための支援、ターミナル期を迎える患者の支援まで、看護の必要事項を網
羅する。 

骨・軟部腫瘍および関連疾患 （最新整形外科学大系 20） 

出版社 中山書店 

著編者名 吉川  秀樹 発行年 2007 

同時1アクセス(本体) ¥42,900 同時3アクセス(本体) ¥56,100 

冊子版ISBN 9784521723716  商品コード 1013970997 

骨・軟部腫瘍の領域は，MRI，免疫染色，遺伝子解析などによって，より精確な診断が可能となって
きた．また，広範切除術の確立や補助療法の成果から，患肢温存など再建手術の進歩も著しい．
本巻では，鑑別診断から集学的知見をもとにした治療までを詳述する． 

悪性腫瘍の治療薬 
 ―各種の悪性癌腫、骨肉腫―【動画】（目で見る薬理学入門 vol.9） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

著編者名 医学映像教育センター 発行年 2016 

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 9784862437150  商品コード 1027840860 

各種の悪性癌腫、骨肉腫、悪性腫瘍が発生するメカニズムや悪性腫瘍の種類などを確認し、主な
抗悪性腫瘍薬の薬理作用・作用機序を解説します。さらに、抗悪性腫瘍薬の有害事象として現れる
意図しない症候や症状に対する治療薬についても解説します。 

関 連 動 画  
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