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〒606-8425 京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町 34 番地
営業部

TEL 075-751-1111 FAX 075-751-6858
http://www.kinpodo-pub.co.jp/
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◉備考
P. の次の 3 桁の数字は頁番号を，
その後の A 〜 F は段番号を表します．

▼ 2018 年 1 月発行

▼ 2018 年 2 月発行

看護における
危機理論・危機介入

これからの健康科学
（第 5 版）

（第 4 版）

［著］
森下玲児彌

フィンク／コーン／アグィレラ／ムー
ス／家族の危機モデルから学ぶ

A5・298 頁
定価
（2,600円＋税）
ISBN978-4-7653-1747-4

［著］
小島操子

A5・179 頁／定価（2,500円＋税）
ISBN978-4-7653-1746-7

☞P.089 A

☞P.101 C

▼ 2018 年 3 月発行

周産期・新生児
ステロイドを使いこなそう！

眼科インフォームド・
コンセント
ダウンロードして渡せる説明シート

［著］
河井昌彦

［編著］
國吉一樹

A5・112頁
定価（2,100円+税）
A5・183 頁
定価（3,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1750-4

A4・416 頁
定価
（9,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1748-1

☞P.047 B

☞P.061 E
▼ 2018 年 4 月発行

生物と生命倫理の
基本ノート 第 3 版
「いのち」への問いかけ
［著］
西沢いづみ

非呼吸器科医へささげる

呼吸器診療に恐怖
を感じなくなる本
［著］
倉原

B5・142 頁
定価（2,200円＋税）
ISBN978-4-7653-1749-8

優

A5・202 頁
定価
（3,400円＋税）
／
ISBN978-4-7653-1751-1

☞P.096 F

☞P.030 C

▼ 2017 年 4 月発行
Dr. 長尾プロデュース

こういうときはこうする！

呼吸器腹落ち
カンファレンス

感染症
クリスタルエビデンス

呼吸の果てまでカンファ Q！
［著］
長尾大志

治療編
［編著］
岡

B5・144頁
定価（4,200円+税）
ISBN978-4-7653-1714-6

☞P.040 E

秀昭

A5・520 頁
定価
（5,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1752-8

☞P.070 D
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すべての臨床医そして指導医にも捧ぐ
超現場型の臨床研究体験書 実践対談編

「これって自己炎症
性疾患？」と思ったら

臨床研究立ち上げから英語論文
発表まで最速最短で行うための極意

――疑い，捉え，実践する
［著］
國松淳和

［編］
原

A5・271 頁
定価（3,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1753-5

正彦

A5・340 頁
定価
（4,200円＋税）
ISBN978-4-7653-1754-2

☞P.071 A ☞P.072 A
▼ 2018 年 5 月発行

☞P.080 C
▼ 2018 年 6 月発行

こんな時どうすれば !?

皮膚科医のための病理学講義

内分泌・脂質・尿酸
コンサルタント

目からウロコ の
病理学総論

［監］
深川雅史

「生命」からみた病気の成り立ち

［編］
鈴木敦詞

［著］
真鍋俊明

B5・278 頁
定価
（8,000円＋税）
ISBN978-4-7653-1755-9

A5・360 頁
定価（6,200円＋税）
ISBN978-4-7653-1744-3

☞P.076 F
▼ 2018 年 8 月発行

☞P.027 D ☞P.052 A
▼ 2018 年 9 月発行

走る，泳ぐ，ダマす
アスリートがハマる
ドーピングの知られざる科学
［訳］
西

勝英・

［原著］
Chris Cooper

四六・412 頁
定価（2,700円＋税）
ISBN978-4-7653-1757-3

皆伝！ IVR の知恵
第2版
［編］
佐藤守男・河合信行

B5・451 頁
定価
（9,200円＋税）
ISBN978-4-7653-1756-6

☞P.101 B

☞P.065 C

▼ 2018 年 10 月発行

免疫学の入門
第8版
［著］
今西二郎

あたらしい検案・
解剖マニュアル
［著］
池谷

A5・232 頁
定価（2,700円＋税）
ISBN978-4-7653-1765-8

☞P.028 C

早期胃癌がみえる！ 見落とさない！

胃内視鏡検査・
診断に自信がつく本
［編著］
後藤田卓志・

内藤裕二・藤本一眞

博・櫻田宏一

A4・150 頁
定価
（6,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1759-7

☞P.028 F

肥満患者の麻酔
［編著］
上北郁男・白石としえ

A5・268 頁
定価
（6,600円＋税）
ISBN978-4-7653-1760-3

A4・248 頁
定価（7,600円＋税）
ISBN978-4-7653-1763-4

☞P.053 B

iv

☞P.059 C
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，
カッコ内は本体価格です．
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▼ 2018 年 11 月発行

外科病理診断学

内科医のための漢方診療

正直なところ
「漢方って本当に効くの？」
と内心思っているあなたへ

原理とプラクティス
［監］
真鍋俊明
［編］
三上芳喜

［著］
岩﨑

鋼・野上達也・
吉澤和希

B5・490 頁
定価（14,000円＋税）
ISBN978-4-7653-1766-5

A5・330頁／定価（4,000円+税）
ISBN978-4-7653-1726-9

☞P.027 C

☞P.030 B ☞P.075 E

マンガでわかる

ザ・テキスト 大腸

ESD

［編］
大圃

亜鉛の基礎と臨床
［著］
小野靜一

研・千葉秀幸

２０１８年１月〜２０１９年２月発行
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B5・80頁
定価
（1,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1764-1

A4・193 頁
定価（7,400円＋税）
ISBN978-4-7653-1761-0

☞P.053 A

☞P.078 D

看護学生のための

看護学生のための
教育学 第 4 版

よくわかる大学での
学び方 第 2 版

―自己の再発見のために―
［監］
髙谷

［監］
前原澄子・遠藤俊子

修

A5・179 頁
定価
（1,900円＋税）
ISBN978-4-7653-1767-2

B5・226 頁
定価（2,400円＋税）
ISBN978-4-7653-1768-9

☞P.096 D

☞P.096 E

▼ 2018 年 12 月発行
総合診療ライブラリー

心エコーハンドブック
基礎と撮り方 第 2 版

今すぐ総合診療のエキスパ−トになれる

総合内科診療のススメ

［編］
竹中

人間ドックから終末医療まで
［編著］
宮田

克・戸出浩之

B5・193 頁
定価
（4,000円＋税）
ISBN978-4-7653-1770-2

［監］
木之下正彦

學

B5・144 頁
定価（3,800円＋税）
ISBN978-4-7653-1772-6

☞P.015 B

☞P.014 E ☞P.071 F

☞P.055 F ☞P.065 A
▼ 2019 年 1 月発行

症例でたどる
頭部ＭＲＩ・ＣＴ
時間経過で画像はこう変わる
［著］
縄田昌浩

B5・220 頁
定価（4,600円＋税）
ISBN978-4-7653-1771-9

☞P.031 F ☞P.065 B

医学生・若手医師のための

誰も教えてくれなかった
おカネの話
［著］
Dr. K

A5・230 頁
定価
（2,700円＋税）
ISBN978-4-7653-1775-7

☞P.080 B

v
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▼ 2019 年 2 月発行
万年研修医のための

２０１８年１月〜２０１９年２月発行

外来循環器
診療エッセンス
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親切な医療統計学

（第 2 版）

［著］
奥田千恵子

［著］
伊賀幹二

A5・112 頁
定価（3,000円＋税）
ISBN978-4-7653-1773-3

☞P.055 E

A5・242 頁
定価
（3,000円＋税）
ISBN978-4-7653-1774-0

☞P.083 B

診療放射線技師
国家試験対策全科
（第 13 版）
［編著］
西谷源展・

遠藤啓吾・赤澤博之
B5・546頁
定価（8,500円＋税）
ISBN978-4-7653-1777-1

☞P.064 F

vi
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MINOR TEXTBOOK
A

MINOR TEXTBOOK
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習得すべき知識量を整理・圧縮して
重点主義に徹したスタンダードな教科書
MINOR TEXTBOOK

解剖学

第 11 版

［著］清木勘治
A5・592頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1739-9

今回全頁カラーとし，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．また無駄を省き習得すべ
き知識を整理し重点詳述主義に徹している．さらに数多くの 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．

B

（2018.01）

MINOR TEXTBOOK

精神医学

改訂 12 版

［監］加藤伸勝 ［改訂編集］福居顯二・谷

直介・井上和臣

A5・480頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1571-5

哲学的・心理学的事項やそれらの理論的記述はできるだけ避け，
臨床的事実の記載を中心に臨床の実際に役立つように記述．今
改訂では，単著であった本書について各々の項目にあった執筆
者を選び大幅に全体を見直して最新の知見を盛り込んだ．

C

（2013.05）

MINOR TEXTBOOK

放射線基礎医学
［編集］青山

改訂 12 版

喬・丹羽太貫

A5・490頁／定価
（5,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1559-3

本書は「放射線の物理学」「放射線の生物学」「放射線障害とそ
の対策」の三部構成からなり，放射線医学の基礎，生命科学，放
射線安全管理としての放射線基礎医学が修得できる．今回新た
に「26 章 原子力施設の事故と被ばく」を設けた．

D

（2013.03）

MINOR TEXTBOOK

生理学

改訂 8 版

［著］岡田隆夫・日野直樹・辻川比呂斗
A5・438頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1505-0

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
ことを医学生向けにわかりやすく示した．

皮膚科学

E

（2012.01）

第 10 版

［著］大塚藤男 ［原著］上野賢一
A5・990頁／定価
（12,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1688-0

5 年ぶりの改訂．急速に進展，変化する皮膚科学の現在を反映
すると同時に，基本骨格は変えずに前版の息吹きを残した．今
後進展する新しい皮膚科学への基盤となる小百科書．

F

（2016.01）

002
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MINOR TEXTBOOK

口腔外科学

改訂 7 版

［編集］飯塚忠彦・吉武一貞
A5・424頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1416-9

A

（2010.04）

MINOR TEXTBOOK

小児科学

改訂 2 版

MINOR TEXTBOOK

医学学生の口腔疾患に対する理解を容易にするために随所に今
日の新知見・技法を紹介．はじめに総論的な記述を，次に各種
の口腔疾患を系統的に章別に記述．臨床研修の手引きとして口
腔病変の診断の章をおき，診断の進め方，診断法を解説した．

［編］小林陽之助 ［改訂編集］金子一成
A5・670頁／定価
（6,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1339-1

B

本書は，小児科学のテキストとして必要な事柄を読みやすくま
とめ，これさえマスターすれば，臨床実習で役立ち，なおかつ
医師国家試験の小児関連問題も解けるようになる教科書を目指
し作成した．医学生には必携の教科書である．

（2008.04）

MINOR TEXTBOOK

麻酔科学

改訂 11 版

［著］兵頭正義 ［改訂編集］南

敏明

A5・672頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1227-1

C

初版を発刊以来，麻酔科の受持つ範囲が徐々に広範囲になり，
急速な麻酔科の分野の進歩に対応してその度に改訂を行ってい
る．医学生をはじめ，臨床研修医，レジデント，専門医試験を
目指す方々に使いやすい書である．

（2006.06）

MINOR TEXTBOOK

婦人科学

改訂 10 版

［著］杉山陽一
A5・386頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-0990-5

D

著者が多年にわたり体得・習得した婦人科治療のノウハウをわ
かりやすく解説．また，習得すべき知識は整理・圧縮し，理解
を深めやすいよう写真図版も豊富に掲載しており病理を的確に
把握できる．初版より 45 年の歴史を誇る好評書．

（2000.03）

E

採用見本献本のご案内
F
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医療系学校向けの教科書をお探しの先生方を対象に，ご検討資料として「採用検討
用見本」を 1 冊献本させていただきます．ご希望の先生は巻頭の弊社営業部宛にご
連絡くださいませ．（なお，在庫僅少等の理由により，ご希望に添えない場合がございます）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

図解シリーズ

図解シリーズ

A

豊富な図と無駄を省いた簡潔な記述．
各科まとめの 虎の巻
図解

整形外科

第3版

［編著代表］久保俊一
B5・376頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1711-5

医学生には講義や臨床実習の知識の整理とまとめ，また，看
護・技術系学校の教科書を目指して執筆．本文構成は 2 色刷
で，豊富な図・写真で視覚で理解し易くレイアウト．

B

（2017.03）
）

図解

耳鼻咽喉科

［編著
（代表）
］市村恵一
B5・232頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1464-0

臨床上必須な項目に絞り，項目ごとに要点を箇条書きにして重
要な用語を枠内に解説し，見開き対応のページで効率よく理解
できるよう工夫した．明瞭簡潔な説明に，写真や図を豊富に取
り入れた，耳鼻咽喉という領域を要領よく概観できるテキスト
である．

図解

C

（2011.01）

小児科

［編著
（代表）
］久保田健夫
B5・416頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1387-2

小児科臨床現場で頻度・重要性の高い疾患を選び，重点的に解
説．各疾患の要点が一目でわかるようにピンクの枠で示し，文
章は短く簡潔に，図・表，画像を豊富に採用した．医師国家試
験の必要項目を網羅し，医学生にも有用な教科書でもある．

D

（2009.08）

図解

脳神経外科

［編著］黒岩敏彦，他
B5・360頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1388-9

タイトル通り，多くの図・写真 ･ 表を使用し，複雑多岐にわた
る内容を視覚的に整理ができる．文章は箇条書きで短時間で読
みやすいように構成．脳神経外科臨床に携わるあらゆる方々の
ためのまとめ，教科書として必要な情報を分かりやすく解説．

E

（2009.08）

図解

整形外科問題集

［編著］金谷文則・久保俊一
A5・320頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1369-8

『図解 整形外科』に準拠した整形外科試験問題集．問題・解説
とも各方面のエキスパートにより作成．出題方式は国試に準拠
し，各大学から持ち寄り精選された問題で構成されており，国
試はもちろん学内の試験にも対応している．

F

（2009.03）
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※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．
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図解シリーズ／コア・カリキュラム

図解

シリーズ

シリーズ

眼科

吉村長久・宮本和明・山本哲也・
［編著］
下村嘉一・三村 治・黒坂大次郎
B5・240頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1342-1

A

（2008.05）

コア・カリキュラム
B

付録の CD-ROM には CBT 模擬問題を収録した，
CBT に臨む直前にオススメのテキスト
コア・カリキュラム対応

診療の基本

図解シリーズ／コア・カリキュラム

膨大な眼科知識を 5 つの大学が結集，それぞれの第一人者が分
かりやすく，かつ学びやすくまとめたテキスト．大きくⅠ部
（総論）
とⅡ部（疾患編）に分け，Ⅰ部では眼の構造や機能，診察
と検査，主要な症候を記述，Ⅱ部では各疾患を網羅した．

CBT 模擬問題 CD-ROM 付き

改訂 2 版

［編］大滝純司・仲田和正
B5・416頁／定価
（5,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1278-3

C

モデル・コア・カリキュラムに対応した内容で「診療の基本」
の部分を解説した．3 部構成からなり，臨床現場で実際に役立
つ具体的な臨床能力を身に付けられるようコアの部分を網羅し
た．付録の CBT 模擬問題は CBT 直前対策に有用．
コア・カリキュラム対応

（2006.12）

CBT 模擬問題 CD-ROM 付き

医学・医療と社会
［編］藤崎和彦・田宮菜奈子・山本秀樹
B5・208頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1216-5

D

モデル・コア・カリキュラムの「医学・医療と社会」の部分を
わかりやすく示したテキスト．この項目は医学生には馴染みが
薄く退屈な分野としてのイメージが強いが，その現状を払拭す
べく，第一線の若手研究者や臨床家が真摯に書き下ろした．
コア・カリキュラム対応

（2006.03）

CBT 模擬問題 CD-ROM 付き

基本事項
［編］伴

信太郎

B5・212頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1213-4

E

モデル・コア・カリキュラムの「基本事項」をガイドラインに
沿って解説した標準テキスト．4 部構成で，医師として，人間
としての基本的態度と知識を学習できる．各章末頁の CBT 擬
似例題はセルフチェックに役立つ．
コア・カリキュラム対応

医学一般

（2006.03）

CBT 模擬問題 CD-ROM 付き

改訂 2 版

［編］今西二郎
B5・352頁／定価
（5,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1168-7

F
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基礎医学全体を見直すことができる，使い勝手の良い一冊．章
ごとに区切られており，さらにその中に多数のテーマがあり，
それぞれに解説文が掲載されている．CBT 前に最低限身に付
けておくべき事柄を見直し・チェックするのに最適である．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2005.02）
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▶

補完・代替医療

補完・代替医療

A

医師からコメディカルまで，ライトに読める
補完・代替医療の入門書
補完・代替医療

ハーブ療法

改訂 2 版

［著］橋口玲子
A5・119頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1495-4

医療従事者が日常の診療に取り入れやすいよう医学的見地から
ハーブの情報を提供した．ハーブ療法が向くと筆者が考える症
状に絞って疾患別に詳しく解説．巻末付録として，主なハーブ
50 種を絵入りで解説するミニ図鑑をつけた．

B

（2011.08）

補完・代替医療

バイオフィードバックとリラクセーション法
［編著］竹林直紀
A5・107頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1468-8

本書では，定義や対象などバイオフィードバックの実際と，呼
吸法や自律訓練法などのリラクセーション法を詳しく解説した．
バイオフィードバックとリラクセーション法を組み合わせた臨
床例も紹介．臨床バイオフィードバックの決定版！

C

（2011.03）

補完・代替医療

メディカル・アロマセラピー

改訂 3 版

［著］今西二郎
A5・231頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1664-4

メディカル・アロマセラピーの標準書として，医師・看護師な
どの医療従事者やアロマセラピストに役立つ書である．改訂版
では不眠症について大幅な改訂をおこない，認知症に対するア
ロマセラピーの効果についても最新の情報を追加した．

D

（2015.12）

補完・代替医療

プロバイオティクス
［著］辨野義己
A5・106頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1441-1

プロバイオティクスの基礎・研究成果を簡潔にまとめ，保健効
果について科学的に考察した．また，アトピー性皮膚炎やコレ
ステロールなど，様々な要因を低減する可能性を指摘．予防医
学の未来を担うプロバイオティクスの今後の方向性を示した．

E

（2010.07）

補完・代替医療

アーユルヴェーダとヨーガ

第3版

［著］上馬塲和夫
A5・280頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1678-1

F

東洋医学を代表するアーユルヴェーダとヨーガを医学的見地か
ら解説．今回の改訂では健康で幸せな長生き 健幸長寿 を目指
す統合医療の未来についての提言を盛り込んだ．
（2016.06）

006

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．

2019/03/18 17:00

▶

補完・代替医療

シリーズ

シリーズ

補完・代替医療

音楽療法

第3版

［著］高橋多喜子
A5・112頁／定価
（2,100円＋税）
／ISBN978-4-7653-1708-5

A

（2017.03）

医療従事者のための

補完・代替医療

補完・代替医療

音楽療法のエビデンスが構築されてき，認知症高齢者領域で
BPSD に関しての効果や自閉症の社会的相互交渉や親子関係に
ついて，さらに疼痛緩和に関しての効果がわかってきた．

改訂 2 版

［編］今西二郎
A5・478頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1375-9

B

現在日本で実施されている補完・代替医療のほとんどを網羅し
た決定版．西洋医学を否定するのではなく，肯定しつつ西洋医
学を補う医療として補完・代替医療への指針を示している．補
完・代替医療の健全な展開，正しい知識と理解を深める書．

（2009.05）

補完・代替医療

統合医療

改訂 2 版

［著］今西二郎
A5・140頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1647-7

C

統合医療は，現代西洋医学と補完・代替医療を組み合わせ，両
者の長所を強調し，短所をカバーする理想的な医療である．改
訂版では新しい統合医療として，健康維持・増進，健康寿命の
延伸を図る健康創生型統合医療についても解説した．

（2015.09）

補完・代替医療

気功・太極拳
［著］班目健夫
A5・136頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1311-7

D

東洋医学の最も核心的な 気 を取り扱った一冊．実際の 気功
とはどのようなものであるか，わかりやすく概説．「気」につい
て認識を深めることができる．また，太極拳ではその歴史と流
れ，太極拳の実施方法 24 式をイラスト付で解説した．

（2007.08）

補完・代替医療

鍼灸

改訂 2 版

［著］篠原昭二
A5・246頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1608-8

E

近年の日本で行われている鍼灸事情とともに，東洋医学をベー
スとした鍼灸治療の診断，治療法，東洋医学理論などについて
わかりやすく解説．鍼灸治療で主流を占めている現代的鍼灸，
中医鍼灸，経絡治療の診断・治療方式について説明した．

（2014.06）

補完・代替医療

漢方
［著］三谷和男
A5・107頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1291-2

F
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漢方医学には西洋医学とは異なる独特の医学概念と治療法があ
る．漢方の重要な概念である「証」を踏まえて漢方の基礎理論
を説きながら解説．また著者は最先端の西洋医学の大学病院の
内科医であり，西洋医学を肯定しつつ漢方の魅力を語っている．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2007.04）
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補完・代替医療

補完・代替医療

カイロプラクティック
［監］菊地臣一 ［編集］大谷晃司・五十嵐

環

A5・109頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1261-5

補完・代替医療

コメディカルが徒手療法の代表的な手技であるカイロプラクテ
ィックの全体を把握し，患者に的確な指導・説明ができること
の必要性を説く．カイロプラクティックの専門家の説明と，整
形外科医の客観的な判断と評価を同じ場で提示する構成とした．
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A

（2006.09）

補完・代替医療

栄養補助食品
［著］糸川嘉則
A5・195頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1260-8

補完・代替医療を栄養・食生活の面から取り上げた．生活習慣
病の予防としての栄養学を考え，摂取不足・過剰摂取状態の栄
養素，新しい機能を有する食品成分である栄養補助食品につい
て生活習慣病の予防や治療に役立つよう最新の知識を提供した．

B

（2006.09）

補完・代替医療

芸術療法
［著］星野良一
A5・106頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1259-2

絵画療法を中心に，造型療法，コラージュ療法，心理劇，箱庭
療法，詩歌療法などを取り上げ，用具と施行法，適用となる対
象，適用注意の対象，解釈と作用機序，治療者の役割について
解説．また，著者自身が関与した症例も提示し詳細に解説した．

C

（2006.09）

補完・代替医療

温泉療法
［著］久保田一雄
A5・98頁／定価
（1,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1246-2

著者の研究テーマは「温泉を科学する」である．「温泉療法」を
「医療」と捉え，そのエビデンスへのこだわりとともに，温泉
の医学的作用についてひとつひとつ検証してきた温泉の科学が
基礎的，臨床的研究を基に記載されている．

D

（2006.07）

memo

E

F
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▶

実験薬理学

シリーズ

シリーズ

実験薬理学

実験薬理学

薬理学に関する研究手法からその応用例までを
まとめたシリーズ
実験薬理学

実践治療薬
［編］公益社団法人日本薬理学会
B5・376頁／定価
（6,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1536-4

B

創薬の観点から重要と考えられる疾患とその治療薬について，
基礎と臨床の両面から解説．創薬研究に携わる基礎研究者と治
療を実践している臨床研究者とのコラボレーションで，各疾患
における最新の治療薬の現状が把握できる．

（2012.08）

実験薬理学

実践創薬薬理学
［編集］日本薬理学会
B5・210頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1493-0

C

アルツハイマー病，循環器疾患，精神疾患，代謝性疾患，癌の
5 つのテーマについて，現在の治療薬に対する研究戦略を示し
た．治療薬開発の現状と今後の研究に必ず役立つ 1 冊である．
（2011.08）

実験薬理学

創薬研究のストラテジー

上

［編集］日本薬理学会
B5・312頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1475-6

D

創薬事業における個々の研究の役割・重要性を体系的に理解す
るための書．上巻は，医薬品開発に関するトピックス・標的探
索・リード化合物の探索・薬物動態試験を収載．創薬という壮
大な事業の中での研究の位置づけ，役割，重要性を説く．

（2011.03）

実験薬理学

創薬研究のストラテジー

下

［編集］日本薬理学会
B5・248頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1476-3

E

創薬事業における個々の研究の役割・重要性を体系的に理解す
るための書．創薬における安全性試験の評価の実際と結果の解
釈を分りやすくまとめた．下巻では，医薬品の安全性に関わる
試験が解説されている．創薬研究に携わる研究者必携！

（2011.03）

実験薬理学

実践行動薬理学
［編集］日本薬理学会
B5・362頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1410-7

F
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遺伝子改変動物の表現型を解析する上で行動薬理学的手法は不
可欠である．抑うつ，不安，統合失調症，疼痛，掻痒，薬物依
存などの改善薬をモデル動物を用いて評価する方法を詳述．動
物実験の倫理指針と運用の実際を附表もつけて解説した．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2010.03）
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▶

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断

エコ蔵じいさんの
楽しい超音波診断

A

エコ蔵じいさんが超音波診断を楽しく解説
超音波断面を組み込んだ人形イラストがわかりやすい
エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

① 腹部
［監］朝井

改訂 2 版

均 ［著］中村

滋

A5・251頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1535-7

難解な事柄は極力省略した画期的な腹部エコー入門書，待望の
改訂版！これまでの成書とは全く趣を異にしたユニークでしか
も簡単で非常に分かり易く作られている．楽しみながら最後ま
で読破できる腹部超音波診断の書である．

B

（2012.09）

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

② 心臓
［監修］朝井

改訂 2 版
均 ［著］中村

滋

A5・295頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1615-6

エコ蔵じいさんのイラスト・ガイド心臓編．楽しさ・わかりや
すさに重点を置き，難解な領域は極力省いた手軽なポケット版．
改訂版では「症例の背景を理解する」などの項を新設し，実際
の診療現場での判断を疑似体験できるよう再構成した．

C

（2014.09）

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

③ 乳腺・甲状腺・唾液腺
［監修］朝井

均 ［著］中村

滋

A5・234頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1354-4

エコ蔵じいさん シリーズの第 3 弾．乳腺 ･ 甲状腺・唾液腺
などを取り扱った体表編．漫画チックなエコ蔵じいさんという
キャラクターを介して『楽しさ分かり易さ』を基本としたユニ
ークな手法で，誰にでも容易に理解できるテキストである．

D

（2008.09）

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

④ 頚動脈
［監修］朝井

均 ［著］中村

滋

A5・191頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1503-6

エコ蔵じいさん シリーズ第 4 弾．最近注目されている頚動
脈病変に対する超音波診断を取り上げた．血管超音波で欠かせ
ないドプラ効果の理論を「カラードプラ」と題する超音波物理
学の章で紹介．オールカラーで分り易い超音波診断入門書！

E

（2011.11）

品切 エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

⑤ 下肢動静脈
［監修］朝井

均 ［著］中村

滋

A5・178頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1504-3

エコ蔵じいさん シリーズ，完結編！第 5 弾は下肢動静脈を取
り上げた．第 4 巻の頚動脈編と併せて血管超音波検査の全体
を理解できる．もちろん各巻で好評である「臨床現場で役立つ
英略語集」も完備．フルカラーで分り易い超音波診断入門書！
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▶

放射線医学

シリーズ

シリーズ

放射線医学

A

放射線医学

今日の放射線医学を網羅した新定番シリーズ，
堂々刊行！
放射線医学

放射線医学総論
［監修］楢林

勇・杉村和朗 ［編集］富山憲幸・中川恵一

A4変・200頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1507-4

B

放射線医学シリーズ創刊！放射線の種類・意義など放射線その
ものから，画像診断の進歩・発展などについて解説．放射線医
学総論として，基礎から臨床まで最新情報を含め，放射線医学
を理解する上で不可欠な内容がコンパクトに網羅されている．

（2012.01）

放射線医学

脳

画像診断

［監］楢林

勇・杉村和朗 ［編］三木幸雄

A4変・130頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1544-9

C

脳疾患を脳血管障害，脳腫瘍・変性疾患・炎症性疾患・脱髄疾
患・先天性疾患・頭部外傷についてまとめ，脳ドックは別個に
章を独立させた．コンパクトであるが，重要事項は網羅されて
おり，通常の診療業務に十分対応できる内容である．

（2012.10）

放射線医学

頭頸部
［監］楢林

画像診断
勇・杉村和朗 ［編］興梠征典

A4変・102頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1545-6

D

多くの悪性腫瘍が発生する頭頸部画像診断は，放射線科医にと
って難易度が高い．頭頸部放射線の専門家が得意な領域を分担
したことにより，CT・MRI 診断，超音波検査を明解に解説した．
ユニークでかつレベルの高いものとなっている．

（2012.11）

放射線医学

心・大血管、乳腺
［監］楢林

画像診断・IVR

勇・杉村和朗 ［編］中島康雄

A4変・115頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1570-8

E

心・大血管では進歩の著しい IVR に特に力点を置いて詳解．特
に末梢血管の項は IVR の専門書にも劣らない内容で詳しく記載
した．マンモグラフィ，超音波検査，CT，MRI を取り上げ，各々
のモダリティの特徴と読影の要点や生検についても解説した．

（2013.05）

放射線医学

肺・縦隔
［監修］楢林

画像診断

勇・杉村和朗 ［編集］村田喜代史

A4変・114頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1508-1

F
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放射線医学領域の各分野をシリーズとして発刊する全 9 冊の
うち，肺・縦隔領域の画像診断をひも解いた．CT や MRI 領域
の進歩内容を網羅しながら現在の胸部画像診断で必要とされる
最新情報をコンパクトにまとめ，画像写真も豊富に掲載した．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2012.01）

011

2019/03/18 17:00

シリーズ

シリーズ

▶

放射線医学

放射線医学

消化器
［監］楢林

画像診断・IVR
勇・杉村和朗 ［編］廣田省三・村上卓道

A4変・145頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1546-3

放射線医学

消化器画像診断・IVR の領域に関する最先端の知見を取り入れ
解説した．消化管から肝胆膵までの消化器，腸間膜を含む腹部
の CT・MR 画像診断，消化管造影，急性腹症の腹部画像診断等
の最先端情報を収載．
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A

（2012.11）

放射線医学

泌尿生殖器
［監］楢林

画像診断・IVR

勇・杉村和朗 ［編］鳴海善文

A4変・94頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1565-4

泌尿生殖器画像診断・IVR の守備範囲は泌尿器科領域および婦
人科領域であるが，本書では腎尿路，副腎から子宮，卵巣，前
立腺，膀胱など骨盤内臓器，精巣，陰茎などの男性生殖器に至
るまで，多岐にわたる管腔臓器から実質臓器までを解説した．

B

（2013.04）

放射線医学

骨格系
［監］楢林

画像診断
勇・杉村和朗 ［編］江原

茂

A4変・230頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1582-1

骨格系領域の画像診断を包括的に掲載．Ⅰ部は疾患別総論とし
て，Ⅱ部は部位別各論として解説した．骨格系診断の 3 本柱で
ある外傷・関節炎・腫瘍に加えて，骨，関節，軟部組織，造血
器，脊椎，脊髄など広範囲な内容を漏れなく記述している．

C

（2013.10）

放射線医学

放射線腫瘍学
［監］楢林

勇・杉村和朗 ［編］猪俣泰典

A4変・184頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1524-1

部位別では頭のてっぺんから足の先までをカバー，年齢では乳
幼児から超高齢者まで対象となる広範囲な放射線治療領域のエ
ッセンスを簡潔かつ明瞭にわかりやくまとめた．最新の放射線
治療の動向も短時間で把握できるように編集されている．

D

（2012.04）

放射線医学

核医学・PET・SPECT
［監］楢林

勇・杉村和朗 ［編］小須田茂

A4変・160頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1528-9

各章を臓器別に構成．18F-FDG PET/CT 検査の癌診療における
重要性を他の画像診断と対比しながら記述した．また，PET と
SPECT も臓器別に織り交ぜながら両者を関連付けて解説した．
現在の核医学に必要な多くの情報が満載！

E

（2012.08）

memo

F
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A

▶

新・血栓止血血管学

新・血栓止血血管学
新・血栓止血血管学

血管と血小板
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・内山真一郎

新・血栓止血血管学

血栓止血を無視して医学は語れない！ 21 世紀の血栓・止
血・血管科学のわが国の研究者の総力を結集したシリーズ！

シリーズ

シリーズ

B5・256頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1642-2

B

血栓や止血についての理解は，血液の凝固因子の生化学的な作
用だけでなく，血管の脈管形成や血管と神経の相互作用，血管
と血液の物理的相互作用などの基礎的事実を踏まえてこそ進む
と考える．血管と血小板の動態を網羅した決定版．

（2015.08）

新・血栓止血血管学

凝固と炎症
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・家子正裕
B5・208頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1646-0

C

止血反応も炎症・免疫反応も生体防御の戦略の中核を占める．
この二大反応が互いに密接にリンクして，ダイナミックに増幅
と制御し合う関係にあることが判明してきた．二大生体反応の
ダイナミズムについて最先端の研究成果をまとめて解説した．

（2015.09）

新・血栓止血血管学

抗凝固と線溶
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・和田英夫
B5・144頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1650-7

D

出血対策に替わって重要になってきた抗血栓の問題を正面から
扱った．各種抗凝固因子の働きから，出来上がった塞栓が溶解
される線溶系の働きを，基礎から最新の polyhedrocytes まで網
羅している．

（2015.10）

新・血栓止血血管学

検査と診療
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・村田

満

B5・216頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1651-4

E

検査においては血小板系・線溶系など多岐にわたる血液検査か
ら，次世代シーケンサーを使った GWAS や Omics 分析まで網
羅．治療においても DOACs の課題，血液製剤から，開発中の
iPS を利用した再生医療や抗体医薬まで充実している．

（2015.10）

memo

F
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※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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シリーズ

▶

総合診療ライブラリー

総合診療ライブラリー

A

ジェネラリストを目指す人，
ジェネラリストとしての腕を磨きたい人のために
新刊 総合診療ライブラリー
今すぐ総合診療のエキスパ−トになれる

総合内科診療のススメ 人間ドックから終末医療まで
［監］木之下正彦 ［編著］宮田

學

B

B5・144頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1772-6

病院総合内科医に求められる，人間ドックから終末期医療まで
の知識と診療の心構えを経験豊かな医師が執筆．高齢者診療で
見落とされがちなミネラルについても充実している．

（2018.12）

総合診療ライブラリー

Generalist 血液内科診療のススメ
［著］大野辰治
B5・160頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1661-3

血液疾患は難解，苦手，できれば診たくないと思っている医師
が多いと思われる．現場モードの，わかりやすい実践指南書を
制作．総合医を目指す医師に向けて，現場実践仕様の素早いメ
ッセージを送り，血液疾患の基本的な診療のコツを伝授する．

C

（2015.12）

総合診療ライブラリー

Generalist 糖尿病診療のススメ
［著］荒木

厚

B5・160頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1663-7

糖尿病は生活指導が最も重要であり，総合診療医にとって扱う
疾患のなかでも大きなウエートを占める．糖尿病のセルフケア
の向上のために，外来の診察における話し方を症例描写の一部
にもりこみ，心理アプローチの一助になるようにもした．

D

（2015.12）

総合診療ライブラリー

Generalist 神経診療力腕試し
［監］秋口一郎 ［著］浅沼光太郎
B5・120頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1662-0

神経学的診察や神経症候学の重要度は循環器と双璧をなす．身
体所見をとるうえで避けて通れない．また神経変性疾患は難関
中の難関であるが，的確に診断し，早く専門医に送るのが総合
医の役目．本書も欠かせない一冊になるだろう．

E

（2015.12）

memo

F
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A

▶

心エコーハンドブック

心エコーハンドブック
心エコーハンドブッ
新刊 心エコーハンドブック

基礎と撮り方
［編集］竹中

第2版

克・戸出浩之

心エコーハンドブック

循環器診療において必要不可欠となった心エコー
―そのエッセンスをコンパクトかつビジュアルに整理

シリーズ

シリーズ

B5・193頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1770-2

B

心エコーの定番入門書が待望の改訂！ 要望が多かった動画に
対応し，ASE ガイドラインに合わせて右心系の計測の項目を追
加．さらに経食道心エコーについても詳述．
（2018.12）

改訂中 心エコーハンドブック

心臓弁膜症
［編］竹中

克・戸出浩之

B5・124頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1531-9

C

シリーズ疾患編スタート！ 心臓弁膜症の心エコー検査・診断
のうえで，知っておきたい疾患の基礎知識からエコー所見・重
症度評価，さらに検査の進め方まで，ポイントをおさえて簡潔
かつ視覚的に整理．実際の検査の流れをつかめる別冊付録付き．

（2012.08）

心エコーハンドブック

先天性心疾患
［編］竹中

克・戸出浩之 ［編集協力］瀧聞浄宏

B5・234頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1586-9

D

E

近年注目される「成人先天性心疾患」を中心に，先天性
心疾患における心エコーを詳述．ウェブで動画を見られる！
先天性心疾患では疾患ごとに異なる解剖学・血行動態的特徴を
持ち，的確な診断と治療を行なうためには，心エコーを用いた
正確な病態診断が不可欠となる．本書は，循環器学会のガイド
ラインに合わせた構成で，疾患のみならず術後の管理について
も解説した．また，ウェブサイトにて心エコーの動画を閲覧で
き，その数は約 200 本におよぶ．PC だけでなくスマートフォ
ン，タブレットでも閲覧可能な非常に見やすいサイトデザイン
となっている．

（2013.12

心エコーハンドブック

冠動脈疾患
［編］竹中

克・戸出浩之

B5・160頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1614-9

F
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負荷心エコー・スペックルトラッキングなど本疾患の検査・診断
に有用な方法を中心に，心電図・外科治療まで解説．冠動脈 CT・
造影写真・心エコー図・シェーマを組み合わせた綴じ込み付録で
冠動脈の走行・支配領域を把握できる．ウェブで動画を公開．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2014.08）
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シリーズ

▶

心エコーハンドブック／ＤＶＤ完全鏡視下肺葉切除術

心エコーハンドブック

心筋・心膜疾患
［編］竹中

克・戸出浩之

B5・192頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1622-4

心エコーハンドブック／ＤＶＤ完全鏡視下肺葉切除術

心筋症分類の変遷や現在の分類法，心エコー検査の役割を概説
した後，疾患別にその基礎知識と各種検査法の説明，エコー所
見をまとめた．閉塞性肥大型心筋症の治療法，心膜液穿刺排液
法についても解説．ウェブで動画を閲覧できる．
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A

（2014.12）

血管エコーハンドブック
［編］竹中克・戸出浩之 ［編集協力］西上和宏
B5・168頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1644-6

血管エコーで必要とされる知識を重要な疾患を軸に簡潔にまと
めた．これから血管エコーに取り組む時に，血管エコーの概要
を理解するのに相応しい 1 冊．また，シリーズ他巻同様，掲載
した図に対応した付録動画（約 50 本）
をウェブで閲覧可能

B

（2015.08）

心エコーハンドブック

心不全
［編］竹中

克・戸出浩之 ［編集協力］石津智子

B5・272頁／定価
（5,400 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1672-9

C

心不全の基本的な捉え方に始まり，心エコーを中心とした評価
法，臨床現場における評価の実際，病型，治療法まで，心不全
を心エコーで診る上で必要な知識をビジュアルに整理．
（2016.05）

心エコーハンドブック 別巻

心臓聴診エッセンシャルズ
［著］坂本二哉 ［編］竹中

克・戸出浩之

B5・146頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1538-8

心エコー時代における聴診の意義とは？ 心臓聴診の父とも呼
ばれる著者の経験に基づく，生きた知識を集約．聴診の仕方，
心音の分類・疾患との関連・鑑別診断を明快に解説！ 本書で
しか見られない貴重な症例・心音図も豊富に収録．

D

（2012.09）

DVD 完全鏡視下肺葉切除術
E

言わずと知れた呼吸器外科界の名執刀医，姫路医療センター
呼吸器センター外科の宮本好博先生の手技 DVD シリーズ！
放射線医学 DVD 完全鏡視下肺葉切除術

リンパ節郭清術
［編集］宮本好博
DVD2枚組／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1486-2

Disc 1 右 リ ン パ 節 郭 清 術（37 分）：66 歳 男 性，腺 癌
cT2aN0M0，pT2aN0M0．Disc 2 左 リ ン パ 節 郭 清 術（53
分）：67 歳 男 性，腺 癌 cT2aN0M0，sT2aN0M0．71 歳 女
性，腺癌 cT2N0M0，pT2N1M0．
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F

（2011.05）

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．

2019/03/18 17:00

▶

ＤＶＤ完全鏡視下肺葉切除術

シリーズ

シリーズ

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

右全葉切除術 左全葉切除術
［編集］宮本好博
DVD2枚組／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1483-1

A

（2011.05）

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

中葉切除術 中下葉切除術
［編集］宮本好博
DVD2枚組／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1462-6

B

Disc 1 中葉切除術Ⅰ（43 分）：74 歳 男性，扁平上皮癌
cT2N0M0，pT2N0M0．
Disc 2 中下葉切除術Ⅱ（63 分）：68 歳 男性，中下葉間浸潤
腺癌 cT2N0M0，pT2N2M0．

ＤＶＤ完全鏡視下肺葉切除術

Disc 1 右全葉切除術（31 分）：75 歳 男性，double cancer，右全
葉腺癌 pT1bN0M0，右中葉腺癌 pT2aN0M0（下葉への直接浸潤）．
Disc 2 左全葉切除術（85 分）：67 歳 男性，扁平上皮癌，左上葉原
発．cT2aN1M0，pT2aN1M0，#11LN 浸潤，術前化学療法施行（SD）

（2010.12）

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

右下葉切除術
［編集］宮本好博
DVD2枚組／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1445-9

C

Disc 1 右下葉切除術Ⅰ（31 分）：77 歳 女性，腺癌
cT1aN0M0, pT1aN0M0．
Disc 2 右下葉切除術Ⅱ（45 分）：68 歳 男性，扁平上皮癌
cT3N2M0, pT2aN2M0．化学療法後（原発巣 9 → 4cm）

（2010.09）

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

左上葉切除術
［編集］宮本好博
DVD2枚組／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1430-5

D

Disc 1 左上葉切除術Ⅰ（37 分）：62 歳
cT1N0M0, pT1N0M0．
Disc 2 右上葉切除術Ⅱ（63 分）：65 歳
cT1N0M0, pT1N0M0 不全分葉

男性，腺癌
男性，腺癌
（2010.09）

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

左下葉切除術
［編集］宮本好博
DVD2枚組／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1446-6

E

Disc 1 左下葉切除術Ⅰ（38 分）：78 歳 男性，重複癌（扁平
上皮癌，腺癌）．いずれも cT1N0M0，pT1N0M0．
Disc 2 左下葉切除術Ⅱ（43 分）：68 歳 男性，腺癌
cT2N0M0，pT1N0M0

（2010.05）

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

右上葉切除術

付．胸腔内外の映像

［編集］宮本好博
DVD3枚組／定価
（18,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1419-0

F
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Disc 1 右 上 葉 切 除 術 Ⅰ（31 分）：69 歳 女 性，腺 癌 cT1N0M0,
pT1N0M0．Disc 2 右上葉切除術Ⅱ（85 分）：41 歳 男性，腺癌
cT2N2M0, pT3N2M0 術前化学療法施行．Disc 3 胸腔内外の映像
（右下切）
（29 分）：74 歳 男性，扁平上皮癌 cT1bN0M0, pT1bN0M0
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2010.04）
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明解看護学双書
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▶

明解看護学双書

明解看護学双書

A

カリキュラムに基づいた標準的な看護学教科書

明解看護学双書 1

基礎看護学Ⅰ

改訂 2 版

［監］山﨑智子 ［編著］野嶋佐由美
B5・260頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1154-0

看護を支える学問的基盤，看護実践を支える学問的基盤を紹介．
さらに，看護活動及び看護機能を広く捉えることができるよう
に，看護を歴史や保健医療システムのなかに位置づけ，可能な
かぎり新しい考え方や社会的な動きを加えるように試みた．

B

（2004.09）

明解看護学双書 2

基礎看護学Ⅱ

改訂 2 版

［監］山﨑智子 ［編著］山﨑美恵子
B5・270頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1155-7

病む人個々の人間性を理解し，どうすればその人の日常生活の
質が保障され，その人らしい生活を営むことができるのかにつ
いて，看護を支える学問的基盤に基づいて探求，科学的根拠と
洗練された技を組み合わせる創造性の基礎的技術について紹介．

C

（2004.09）

明解看護学双書 3

精神看護学

改訂 3 版

［編著］野嶋佐由美
B5・277頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1573-9

精神看護学の基礎から臨床までの知識の全てが網羅された定番
の教科書．精神の健康〜不健康を理解したうえで，対象者の立
場に立って専門的な援助関係を形成し，その人らしい生活に注
目した看護過程を展開していくことが出来るだろう．

D

（2013.10）

明解看護学双書 5

成人看護学
［監］山﨑智子 ［編著］岡部聰子・大名門裕子・藤田佐和・宮田留理
B5・600頁／定価
（6,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-0906-6

「基礎看護学」を基盤に，成長発達段階を軸にして看護の対象で
ある成人を分類し，成人看護学に共通する基礎概念や基礎知識
を大系化したものである．基本的な理念・理論から基礎概念，
発症のメカニズム，アセスメントの指標などをまとめた．

E

（1998.10）

明解看護学双書 6

老人看護学
［監］山﨑智子 ［編著］井上

郁

B5・186頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1126-7

高齢者ケアへのニーズが年々高まる中，人口動態などのデータ
の掲載は最低限とし，「成人看護学」との重複をできる限り避
け，老年期にある人々を対象とした看護の特徴に留意して，老
人看護学に共通する基礎的な概念や基礎知識を大系化した．
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（2004.03）

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．
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看護学生のための自己学習

シリーズ

シリーズ

看護学生のための
自己学習

看護学生のための自己学習

問題を解きながらレベルアップを！
穴埋め問題形式で復習に使いやすい
品切 看護学生のための自己学習 1

解剖生理学

改訂 4 版

［著］島田眞久・渡辺正仁
A5・286頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1280-6

B

問題として看護教育に必要な解剖生理学の重要事項が選ばれて
おり，解説によって知識を得られるようにしている．また，特
に解剖学の理解のためには図が大きな助けになるので，できる
限りたくさんの図を使用している．

（2007.02）

看護学生のための自己学習 2

生化学・栄養学

改訂 5 版

［監］鏡山博行
A5・240頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1323-0

C

近年「食と健康」が社会的な関心を呼んでいるなか，良き看護
のためにも看護師の栄養学への関心を高めることが要求される．
また，他の科目にくらべると親しみ難く感じるであろう生化学
を穴埋め形式でレベルアップできる．

（2007.11）

看護学生のための自己学習 3

薬理学

改訂 4 版

［著］福岡栄介
A5・190頁／定価
（1,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1147-2

D

多くの新薬を取り入れ，その一般名に対応する商品名を記載し，
注意すべき副作用などを簡潔にまとめた．また，過去において
国家試験に出題された薬品名は強調し，巻末にはその一覧表を
挙げ，より能率的な国試対策ができるように配慮した．

（2004.08）

看護学生のための自己学習 4

病理学

改訂 4 版

［編］花房俊昭
A5・380頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1207-3

E

病理学を初めて学ぶ看護学生のために企画された．総論では疾
病の成り立ちを理解することを目的とし，各論では臓器別・系
統別に述べられている．それぞれの解説にはその根拠と理由お
よび関連事項を記載．自己学習に便利なよう意図されている．

（2005.12）

看護学生のための自己学習 5

微生物学・公衆衛生学

改訂 4 版

［編著］中井益代
A5・220頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1117-5

F
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看護師にとって感染防止のうえから重要である微生物や公衆衛
生学の知識に関して，最近の感染症予防対策ならびに公衆衛生
上の重要な点を取り上げ，その解答と解説を簡潔に記述した．
（2003.10）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

看護学生のための自己学習

看護学生のための自己学習

6

社会福祉・関係法規・精神保健

改訂 4 版

［著］硯川眞旬・高島學司・上田ゆかり
A5・192頁／定価
（1,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1053-6

看護学生のための自己学習

疾病構造の変化，人口の高齢化および医学・医術の急速な進歩
と高度化，専門化から，多くの面で医療・保健・福祉の有効な連
携の必要性が増す．その際に必要になる社会福祉・関係法規・精
神保健の各領域での知識の実力増進に役立つ 1 冊である．
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看護学生のための自己学習

基礎看護学

A

（2002.04）

7

改訂 4 版

［監］松木光子
A5・218頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1223-3

看護学の基礎的なものを中心としてまとめ，看護学概論，基礎
看護技術，臨床看護総論から構成．重要と思われるところやこ
れだけは知っていてほしい点，また，看護師国家試験で取り上
げられる内容についても考慮して問題を作成した．
看護学生のための自己学習

成人看護学

B

（2006.03）

8

改訂 4 版

［監］松木光子
A5・304頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1238-7

成人看護学の視点に基づいて系統的に焦点をしぼり知識・態
度・技術を理解し，効率的な自己学習の習慣を身に付け反復学
習で自己評価能力を高められるように構成．学習問題は成人看
護概論・成人保健・成人臨床看護学からなる．
看護学生のための自己学習

老年看護学

C

（2006.06）

9

改訂 3 版

［監］松木光子
A5・202頁／定価
（1,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-0944-8

老年看護学の分野における 149 に及ぶ重要課題について設問
を用意．すべての設問に解答と丁寧な解説を，さらに資料が必
要な場合はイラストや図表を入れて極めて端的に記述した．超
高齢社会において老年看護の自己学習に活用いただきたい．
看護学生のための自己学習

小児看護学

D

（1999.02）

10

改訂 4 版

［監］松木光子
A5・204頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1206-6

小児の成長発達，保育・教育，保健・福祉行政や臨床看護の基
本的知識を中心に，看護師国家試験で取り上げられる内容を考
慮し問題を作成．解説では，理解しやすくその根拠を示し，図
表を用いて具体的に示し，また関連事項を記載した．
絶版 看護学生のための自己学習

母性看護学

E

（2005.12）

11

改訂 4 版

［監］松木光子
A5・188頁／定価
（1,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1130-4

母性看護概論・母子保健と，母性臨床看護の妊娠期，分娩期，
産褥期，新生児の看護とに分け，母性の特性を生理学的・病理
学的に理解し，母性の一生を通じた健康の維持・増進，疾病予
防などについて学習できるように構成した．

020
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▶

看護学生のための自己学習／介護福祉テキスト

シリーズ

シリーズ

看護学生のための自己学習 12

地域〔在宅〕看護学・精神看護学
［監］松木光子
A5・180頁／定価
（1,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-0947-9

A

（1999.03）

介護福祉テキスト
B

全国の教育現場へのアンケート調査から生まれた「教えやすい」
テキスト．穴埋め問題形式で文字通り「学びやすい」！
介護福祉テキスト

1

学びやすい

社会福祉概論

改訂 3 版

看護学生のための自己学習／介護福祉テキスト

医療・看護の提供の場が施設内にどどまらなくなっており，在
宅においても施設内と同等の技術の提供が求められてきている．
在宅看護の知識と技術を習得できるよう編集した．また，地域
ケアおよび精神看護についても学習できるよう組み込んだ．

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］伊東安男・松井圭三
B5変・239頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1234-9

C

社会福祉の理念・本質の学習をすることを通して，社会科学的
視点を持った社会福祉人としての資質を培うことを目的とし，
「利用者主体」の援助をすすめることができるよう，暖かい心
と透徹した頭脳，熟達した技術が育つよう編集した．

（2006.04）

介護福祉テキスト

2

学びやすい

老人福祉論

改訂 2 版

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］硯川初代・坂本雅俊・倉田康路
B5変・118頁／定価
（1,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1011-6

D

高齢者の安らかな生活を実現するために，高齢者の生活の実
態・環境，心身の特性や老化のメカニズム，福祉・保健などの
法制度やサービスの種類および手続きなど，幅広い知識を習得
できるよう編集した．

（2001.01）

介護福祉テキスト

3

学びやすい

障害者福祉論

改訂 2 版

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］岡田和敏・谷口明広
B5変・110頁／定価
（1,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1181-6

E

介護を必要とする観点から対象者を捉えるならば，すべての要
介護者は「障害を持つ人達」であると考えられる．その多種多
様で千差万別と言える障害種別に対し，画一的な方法を用いた
対処をしないよう，障害者福祉の基本理念から説いた．

（2005.04）

介護福祉テキスト

4

学びやすい リハビリテーション論 改訂 2 版

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］橋元

隆・大川裕行

B5変・80頁／定価
（1,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1293-6

F
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リハビリテーションの理念・目的・範囲・対象から，脳血管障
害・認知症・高齢者に関するリハビリテーションなどを学習．
あらゆる場面で行動の基本になるべく，リハビリテーションを
正確に理解してもらえるように編集した．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2007.04）
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シリーズ

シリーズ

▶

介護福祉テキスト

介護福祉テキスト

5

学びやすい

社会福祉援助技術

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］新野三四子・杉本敏夫
B5変・125頁／定価
（1,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-0925-7

介護福祉テキスト

高齢者本人と家族や生活環境，社会生活状況等をしっかりとア
セスメントし，ニーズを的確に把握出来るようになるために，
直接的介護だけではなく，個別援助技術を中心とした社会福祉
援助技術の知識と技能を身につけられるよう編集した．
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A

（1999.03）

介護福祉テキスト

6

学びやすい

レクリエーション援助

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］小西博喜・辻

改訂 3 版

道夫・滝口

真

B5変・142頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1072-7

援助者の一方的なレクリエーションにならないよう，最新の福
祉レクリエーション援助の内容を多く取り入れながら，介護福
祉士国家試験および福祉レクリエーション・ワーカー，ホーム
ヘルパーの重要な学科目の学習テキストとして作成した．

B

（2002.09）

品切 介護福祉テキスト

7

学びやすい

老人・障害者の心理

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］宮田康三・下薗

改訂 2 版

誠

B5変・108頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1273-8

高齢者・障害者を支えるのは家族であり，地域であり，社会で
あり，それぞれの精神心理面を理解することが不可欠である．
介護福祉士養成・教育のなかで，重要な学科目として位置づけ
られる「老人・障害者の心理」について編集した．

C

（2006.12）

介護福祉テキスト

8

学びやすい

家政学概論

改訂 3 版 含 栄養・調理

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］米浪直子
B5変・184頁／定価
（2,100円＋税）
／ISBN978-4-7653-1182-3

家政学は家庭生活を中心とした人間生活について考える学問で
ある．家政学の広範囲な内容を単元ごとに簡潔にまとめ，「事
例」や「総説」などを参考にしながら，家庭生活の経営，食生
活，衣生活，住生活に関する重要事項を学べるよう編集した．

D

（2005.04）

絶版 介護福祉テキスト

9

学びやすい

栄養・調理
E

介護福祉テキスト

10

学びやすい

医学一般

改訂 2 版

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］木下晴生
B5変・150頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1093-2

①人体の構造や機能および病的状態，②代表的な疾患について
の概要，③保健医療に関する基礎知識，④保健医療対策の概要，
⑤医事法制の概要，これらについて学習し，理解することを目
的とし，医学の広範囲な内容をまとめあげた．
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▶

介護福祉テキスト

シリーズ

シリーズ

介護福祉テキスト

11

学びやすい

精神保健

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］辻

改訂 2 版

元宏・笹野友寿

B5変・90頁／定価
（1,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1070-3

A

（2002.09）

介護福祉テキスト

12

学びやすい

介護概論

改訂 3 版

介護福祉テキスト

①精神障害という疾患について，②精神障害者をとりまく保
健・福祉・医療の法的背景や社会資源について，③精神障害者
が自立と社会参加を獲得していくためのリハビリテーションの
方法について，理解をはかることなどを重点に構成した．

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］三宅仁美・福富昌城
B5変・141頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1274-5

B

食事や入浴，排泄介助などの介護福祉実践の目に見えるごく一
部分だけでなく，利用者を全人的に理解し，日常生活面のみな
らず，心理社会面の自立や QOL 向上を目指すことができるよ
う，質の高い看護福祉実践のための介護概論を説いた．

（2006.12）

介護福祉テキスト

13

学びやすい

介護技術

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］上野範子
B5変・150頁／定価
（1,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-0933-2

C

「介護技術」は介護福祉士が習得しなければならない科目の中
でも中核をなすものであり，対人サービス提供の根幹となる技
術である．毎日行っている日常の生活行為の中で介護が必要に
なったときに知っておくべき技術をまとめた．

（1999.03）

介護福祉テキスト

14

学びやすい

形態別介護技術

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］西田

改訂 2 版

一・勝山広子

B5変・154頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1134-2

D

介護福祉士の役割は利用者にたいして適切な介護サービスを提
供し，生活の質の向上を目指すところにある．そのために必要
な要点として，利用者の背景，医学的基礎知識，介護の知識と
技術，福祉機器，介護福祉士の資質などを挙げ説明した．

（2004.04）

介護福祉テキスト

15

学びやすい

社会福祉法制度

［編集代表］硯川眞旬 ［編集］石橋敏郎・柿本

改訂 3 版

誠

B5変・106頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1233-2

E

社会保障・社会福祉の基礎構造改革が実施され，社会福祉制度
の関連領域の法制化や改正が次々に実施されている現状を踏ま
えて，社会福祉法制度の改正や新規立法の個別法を加え，最新
の法制度を網羅した．

（2006.04）

memo

F
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※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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基礎医学

基礎医学
基礎医学一般／解剖学・組織学・発生学
2019̲本文.indd 024

▶

基礎医学一般／解剖学・組織学・発生学

基礎医学
基礎医学一般／解剖学・組織学・発生学／生理学・生化学／
病理学／薬理学／微生物学・免疫学・医動物学／法医学／生物学・分子生物学

基礎医学
一般

A

新しいリンパ学
微小循環・免疫・腫瘍とリンパ系
［著］加藤征治・須網博夫
B5・207頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1625-5

近年，基礎的研究を基盤とした，リンパにかかわる病態と治療
が注目されるようになり，微小循環器学・腫瘍学・免疫学の 3
つを合わせた「新しいリンパ学」という学問体系が生まれてき
た．今までにない，基礎と臨床を網羅した参考書である．

B

（2015.02）

医療・福祉系学生のための

専門基礎科目

改訂 2 版

［編集代表］河野公一
B5・726頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1562-3

本書は，コメディカル学生の基礎的医学教育を支える教科書
（解剖学・生理学・生化学・病理学・薬理学・微生物学・公衆
衛生学）を 1 冊にまとめることにより，金銭的な負担の軽減を
図った．日頃の学習はもちろん，試験準備にも有効な書である．

C

（2013.03）

未来を拓く 糖鎖科学
［監修］永井克孝
B5・480頁／定価
（5,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1208-0

ポストゲノム研究の主役と目され「第 3 の生命鎖」と呼ばれる
糖鎖科学について言及．第一線で活躍中の 140 名を超える糖
鎖研究者が，それぞれの専門領域で自ら成し遂げた成果と今後
の展開をわかりやすく解説した．

D

（2005.12）

解剖学・ MINOR TEXTBOOK
組織学・
第 11 版
発生学
［著］清木勘治

解剖学

新刊 A5・592頁／定価（5,800円＋税）／ISBN978-4-7653-1739-9
今回全頁カラーとし，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．また無駄を省き習得すべ
き知識を整理し重点詳述主義に徹している．さらに数多くの 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．

E

（2018.01）

新刊 カラー図解

人体発生学講義ノート

第2版

［著］塩田浩平
A4・255頁／定価
（5,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1740-5

F

人体発生学の新定番テキスト！ 日本人の発生学研究者による，
読みやすく統一感のある解説と，豊富なカラー図版・写真で発
生学をスムーズかつビジュアルに理解できる．
（2017.12）
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基礎医学

▶

解剖学・組織学・発生学

人体の解剖生理学

第2版

基礎医学

［編著］木山博資・遠山正彌
B5・328頁／定価
（3,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1709-2

A

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．

手

その機能と解剖 第 6 版

［著］上羽康夫
B5・344頁／定価
（18,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1700-9

B

この本を熟読すれば，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ており，生きた
手の機能と解剖を学ぶことができる．

解剖学・組織学・発生学

（2017.04）

（2017.01）

実習にも役立つ

人体の構造と体表解剖

［著］三木明徳
A4・480頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1707-8

C

コメディカルの教育課程では解剖学教育の時間数が少なく，教
科書の記載内容も限られている．本書は解剖学実習用として，
コメディカルの方々に必要な情報を，視覚的には図版を多く使
用して，かつわかりやすく文章にて解説して記載されている．
（2016.12）

人体解剖学ノート

改訂 8 版

［著］清木勘治
B5・281頁／定価
（3,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1631-6

D

コメディカル学生のために解剖学の膨大な知識量をできるだけ
整理し圧縮した教科書．人体のなりたちの骨組みを簡明かつ正
確にまとめあげているので，多くの人々が短い時間で人体のあ
らましを習得できるよう作られている．
（2015.04）

カラー図解

神経解剖学講義ノート
［著］寺島俊雄
A4・251頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1506-7

E

神戸大学から全国へ広まった「わかりやすい」と評判の講義資
料を図版・内容ともにパワーアップさせて書籍化．難解な神経
解剖学を，超簡略化した模式図と講義感覚のテキストで平易に
解説．神経科学を志す人にもおすすめ．

（2011.12）

医学要点双書

発生学

改訂 6 版

［著］藤本十四秋・受島敦美
B5・140頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1454-1

F
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ヒト発生の梗概を形態発生の立場から簡明に解説した．発生学
を学ぶ上で必要な動的理解の助けになるよう，図や写真を多用
し，関連させ，分かりやすくまとめた．
（2010.11）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

025

2019/03/18 17:00

基礎医学

▶

解剖学・組織学・発生学／生理学・生化学

ヒト発生の不思議
基礎医学

［著］藤本十四秋
A5・122頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1242-4

ヒトのからだがいかにうまく作られているかを，進化発生学的
な視点も踏まえて解析し，多くの図と写真で，楽しみながら学
べるように構成した．面白そうな 30 の項目を立て，それぞれ
に分かり易く興味が惹きつけられるよう解説している．
（2006.06）

解剖学・組織学・発生学／生理学・生化学
2019̲本文.indd 026

A

健康と病気にまつわる体の仕組み
［著］加藤征治
A5・360頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1217-2

人体の仕組みについて，従来の解剖学テキストと異なり，健常
人の生理的現象からたどり，各臓器の構造と機能を理解できる
ように解説．各項目は，基本的に器官系ごとにまとめ，どこか
ら読んでもいいように項目を読みきりスタイルにまとめた．

B

（2006.02）

コメディカルの

やさしい組織学
［著］山下

昭

B5・170頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-0958-5

C

コメディカルを対象に身体を形づくる細胞・組織・器官のかた
ちとはたらきを，必要最小限の事柄に新しい情報を加えて簡潔
に記述した．
（1999.04）

生理学・
生化学

人体生理学ノート

第8版

［著］岡田隆夫
B5・224頁／定価
（2,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1745-0

定番の人体生理学入門書が待望の改訂．デザインを一新し，重
要キーワードには解説を加え，さらに読みやすく，わかりやす
くなった．生理学を短期間で効率よく学習できる．

D

（2018.01）

MINOR TEXTBOOK

生理学

改訂 8 版

［著］岡田隆夫・日野直樹・辻川比呂斗
A5・438頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1505-0

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
ことを医学生向けにわかりやすく示した．

元素からみた生化学
［著］中野

E

（2012.01）

改訂 4 版

稔・戸恒博子・手老省三・池上雄作

B5・243頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1465-7

ヒトは食物から栄養をとる．その食物の元素がヒトの元素とな
る．本書はこの元素に着目し，ここから生化学を説く．生化学
書は体系で述べられ初学者には難しい印象があるが，生化学を
元素から説くことでわかりやすく理解出来るだろう．

F

（2011.10）
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基礎医学

▶

生理学・生化学／病理学

からだの動きの解剖生理学
基礎医学

［編集］加藤征治
B5・256頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1470-1

医学の基礎となる解剖生理学を「からだの動き」をキーワード
として，その機序を基礎と臨床の両面からコメディカル向けに
概観した．短時間の学習で理解し憶えやすくするため，基本的
知識の記述と明快なアトラスを見開きページにまとめた．

A

健康と運動の生理学
［著］堀

改訂 5 版

清記・中田健次郎・小野桂市・河野節子

A5・246頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1269-1

解剖学や生化学などの専門的知識がない人にも健康の保持，増
進をはかるために，人体の基礎知識から健康と運動，栄養と健
康など，運動に関わる人体生理学の知識を理解できるよう，平
易にわかりやすく解説した．

B

生理学・生化学／病理学

（2011.02）

（2006.11）

病理学

外科病理診断学
原理とプラクティス
［監］真鍋俊明 ［編］三上芳喜

新刊 B5・490 頁／定価（14,000円＋税）／ISBN978-4-7653-1766-5

C

病理医がかかわる業務や習得すべき技術，知識と，そして最も
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習得できる．
（2018.11）

新刊 皮膚科医のための病理学講義

目からウロコ の病理学総論
「生命」からみた病気の成り立ち
［著］真鍋俊明

D

B5・278 頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1755-9

病理学の基礎知識を理解し，病理組織像をみて背景となる現象
がどのようにおこっているかを知り，組織像や臨床像をより深
く理解できる．

Dr. レイの病理学講義
［編著］髙橋

（2018.06）

第3版

玲

B5・284頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1738-2

E

医療系の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書で難解な病理学がすらすらわかる．

（2017.12）

徹底攻略！病理解剖カラー図解
［編著］清水道生
B5・281頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1658-3

F
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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・写真でビジュアル的に解
説した最新の病理解剖実践マニュアル．病理解剖で必須の主要
な肉眼像・組織像をアトラス形式で収録した．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2015.11）
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基礎医学

▶

病理学／薬理学／微生物学・免疫学・医動物学／法医学

病理診断を極める 60 のクルー
基礎医学

［編著］清水道生

病理学／病理学／薬理学／微生物学・免疫学・医動物学／法医学／法医学
2019̲本文.indd 028

B5・176頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1605-7

教科書的な内容に加え，経験的に耳学問的に伝えられてきた事
項・知っているときわめて有用な情報まで，実際の病理診断に
役立つ知識を「診断クルー」
「ピットフォール」
「メモランダム」
の 3 つのパートに分けて整理．

A

（2014.04）

薬理学

➡ シリーズ

実験薬理学

☞P.009

B

免疫学の入門

微生物学・
免疫学・
医動物学 ［著］今西二郎

（第 8 版）

A5・232頁／定価
（2,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1765-8

新刊 基礎科目である免疫学について，網羅された知識が過不足なく
カバーする内容となっているので幅広い支持を得ている．巻末
には資料とし CD 分類を掲載しているのでレファレンスとして
もご使用いただける．

C

（2018.10）

微生物学 250 ポイント

改訂 7 版

［著］今西二郎
A5・344頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1414-5

約 30 年近く好評を得てきたベストセラー．微生物の分類に従
った順序で記述をするとともに，別の側面から約 250 点の重
要なポイントを Q ＆ A 形式で解説．必要最小限の知識を盛り
込み，いろいろな事項をまとめて微生物学全体を把握できる．

D

（2010.03）

ウイルスってなに？
［著］今西二郎
四六・166頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1401-5

ウイルスとは何か，ウイルスがどうして病気を起こすのか，ウ
イルスが生体に感染したときの防御機構，治療や予防について
説明している．また，ウイルスが生活に役立つという面にも触
れ，その内容は興味深い．

E

（2009.12）

法医学

あたらしい検案・解剖マニュアル
［著］池谷

博・櫻田宏一

A4・150 頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1759-7

新刊 法医学・法歯学・法科学分野の鑑定の基本事項を俯瞰するマニ
ュアル．全ての検査を行うことを目指した著者の大学の現状を
オープンにした．法医鑑定を担う次世代に推薦する．

F

（2018.10）
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基礎医学

▶

法医学／生物学・分子生物学

隠された真相を暴け！

基礎医学

クイズ なるほど the 法医学
［編］岩瀬博太郎・石原憲治
B5・170頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1736-8

A

法医学は死因の究明だけではない．児童虐待の発見や血液の成
分評価などに活かせる法医学の基本と臨床応用をクイズ形式で
学ぼう．

死体検案ハンドブック

改訂 3 版

［編著］的場梁次・近藤稔和
A5・368頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1592-0

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．
死因究明二法の成立・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．写真・資料を豊富に掲載した，
実務ですぐ使える内容となっている．

B

（2014.03）

生物学・
分子生物学

法医学／生物学・分子生物学

（2017.12）

分子脳・神経機能解剖学
［編集］遠山正彌
A4変・692頁／定価
（10,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1140-3

C

分子レベルの観点から「脳・神経研究の化学的基本的知識」を
提供．幅広い裾野を持った知識を身につけ，医学・生命科学に
かかわる学生が神経解剖学，生理学，薬理学，神経学などの既
存の講義では得にくい先端知識を系統的に把握できる．
（2004.06）

動くシナプスと神経ネットワーク
［編］塩坂貞夫
B5・192頁／定価
（7,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1105-2

D

分子動態，形態動態解析のための新しいアプローチ，時々刻々
と変化するミクロ，ナノレベルの構造変化を観るための理論と
方法．シナプスの動きの科学を分かりやすく解説．
（2003.09）

「わかりやすい図版・平易な解説・簡潔にまとまって
いる」など称賛の声が多数寄せられた，神経解剖学入
門書の新定番！
E

『カラー図解
［著］寺島俊雄

神経解剖学講義ノート』
定価（4,600 円＋税）

☞P.025 E

人気定番書の姉妹本，待望の改訂版刊行！
図や写真を多く採用し，発生過程で起こる動的変化の
理解に大いに役立つ！
F
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『カラー図解
［著］塩田浩平

人体発生学講義ノート 第 2 版 』
定価（5,900 円＋税）

☞P.024 F

※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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臨床医学

▶

内科学一般

臨床医学
臨床医学

内科学一般／外科学一般／脳・神経／脳神経外科／整形外科／リハビリテーション科／呼吸器科／
A
精神科／産婦人科／周産期・新生児／小児科／皮膚科／消化器科／循環器科／耳鼻咽喉科／
麻酔科／形成外科／救急科／眼科／泌尿器科／腎臓・透析／血液／画像・放射線・超音波／
癌・腫瘍／感染症／老人医学／総合診療／地域医療学・家庭医療学／心身医学／東洋医学／
公衆衛生学・産業医学／内分泌・代謝／糖尿病・生活習慣病／栄養・輸液・輸血
内科学
一般

内科学一般
2019̲本文.indd 030

内科医のための漢方診療

正直なところ「漢方って本当に効くの？」

と内心思っているあなたへ
新刊 ［著］岩﨑 鋼・野上達也・吉澤和希

B

A5・144 頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1769-6

内科医が本当に知りたいコモンディジーズに対する漢方の処方
をエビデンスと古典をもとにさらりと解説．
（2018.11）

新刊 非呼吸器科医へささげる

呼吸器診療に恐怖を感じなくなる本
［著］倉原

優

A5・202 頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1751-1

C

非呼吸器科医のドクターたちよ，呼吸器内科など恐るるに足ら
ず！呼吸器内科の専門書では難しすぎる，でも呼吸器内科のこ
とは知っておきたいというあなたにささげる 1 冊．
（2018.04）

諏訪塾ダイナマイトカンファレンス

明日あなたの臨床は変わる
［監］山中克郎
B5・140頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1721-4

D

研修医教育に定評のある諏訪中央病院でのカンファレンスを追
体験できる．20 の症例を取り上げ，最終診断，疾患の解説とと
もに臨場感ある対話形式で紹介している．
（2017.08）

『通じる力』
医師のためのコミュニケーションスキル入門
敬

［著］村田

四六・195頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1717-7

コミュニケーションスキルは鍛えられる！
コミュニケーションスキルは学べるし，訓練できるし，教えら
れる．具体的なロールプレイを演じながら自信をつけていける
指南書．かつて悩んだ先輩から研修医にささげたい．

E

（2017.06）

難しい患者さんとのコミュニケーション・スキル
心を通わせる 27 の方法
［原著］ジョイ・ダクスベリー ［訳］羽白

清

四六・290頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1092-5

患者とのコミュニケーション改善を望む看護職員・臨床医・臨
床心理士・カウンセラー・医学生・看護学生に．カウンセリン
グと心理療法的手法の理論と実践の両面から，引きこもる患者，
攻撃する患者にどうかかわるか，備えと対処法を解説．
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臨床医学

▶

内科学一般／外科学一般／脳・神経

主要症候からみた

鑑別診断学

改訂 2 版

［原著］名尾良憲 ［改訂］村上義次・勝

健一

A5・1,244頁／定価
（12,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1513-5

症候を軸に，臨床検査，鑑別への診断プロセスを，表やチャー
トを駆使しつつ明快に解説．疾患メカニズム等の記載も豊富で，
基礎と臨床の知識連繋にも役立つ．専門分化著しい今日，Generalist を指向する貴重な書籍として臨床医必備の 1 冊．

（2012.01）

臨床医学

A

コンパクト内科学
実・代田常道

B5・476頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1382-7

高学年医学生・研修医を対象とし，主要内科疾患をコンパクト
にまとめあげたものである．医師国家試験の対象とされる内科
疾患の中から主要項目を厳選した為，最終的なチェック・確認
や疾患マニュアルとしても利用できる．

B

（2009.07）

介護認定

この問診票があれば主治医意見書が書ける
［監］上原従正 ［編］社団法人 乙訓医師会
B5・80頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1229-5

C

2006 年 4 月に新介護保険制度が始まった．新制度では主治医
意見書作成にさらに時間と労力を要することになった．本書は，
巻末付録のオリジナル問診票を有効に活用することで，主治医
意見書が短時間で正確に記載できるよう工夫されている．
外科学
一般

内科学一般／外科学一般／脳・神経

［編］井上修二・上原誉志夫・金澤真雄・川口

（2006.04）

POCT を活用した実践的治療

輸血による止血戦略とそのエビデンス
［著］山本晃士
B5・96頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1701-6

D

外科系医師や麻酔科医をターゲットにした輸血学のテキスト．
輸血血不足が目前に迫った今，血液製剤を適正使用するために
制限輸血のエビデンスと，POCT を使った使用プロトコルを伝
える．

（2016.12）

外科周術期マニュアル
［編集］岩井直躬・大辻英吾
B5・282頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1436-7

E

外科ディビジョン制に対応し，なおかつ横断的にも使える書籍
の必要性から，外科各ディビジョンの専門家に執筆を依頼．ベ
ッドサイドでの実際の事例，ピットフォールについても解説し，
病棟で勤務医が日常の診察に使い易いように編集した．
（2010.06）

品切 症例でたどる
脳・神経

頭部 MRI・CT
時間経過で画像はこう変わる
新刊 ［著］縄田昌浩

F
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B5・220 頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1771-9

脳血管障害や頭部外傷等では MRI･CT 画像は，時々刻々と変化
する．本書は急性期から慢性期，寛解再燃など変わりゆく画像
を実症例を提示し，わかりやすく解説する．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2018.12）
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▶

脳・神経

頭痛外来専門医が教える！

頭痛の診かた
［著］竹島多賀夫
A5・195頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1731-3

臨床医学

（2017.11）

Dr. 塩尻の神経所見
とり方トレーニング

脳・神経
2019̲本文.indd 032

A

一般内科医，特に頭痛診療を得意にしたい若手医師向けに，頭
痛診療の専門医が診療のコツを症例と基本原則から教えます．
国際頭痛分類 ICHD-3 ベータ版に準拠．

［著］塩尻俊明
B5・123頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1716-0

B

手足がしびれる，まっすぐ歩けないなどの神経症状を訴える患
者さんに，どのような検査を行うか？どのように鑑別するか？
など，クイズ形式で神経学的所見のとり方を学ぶ．
（2017.05）

シャルコー・マリー・トゥース病
診療マニュアル 改訂 2 版
［編］CMT 診療マニュアル編集委員会
B5・224頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1659-0

近年，遺伝子診断に大きな進展がみられ，2005 年 1 月には厚生
労働省の難病法に基づく「指定難病」にもなった CMT について，
診断，治療，ケアに関する研究，療養環境，最新医療技術などを
解説．装具療法の章を新設するなど 5 年ぶり大幅改訂．

C

（2015.12）

総合診療ライブラリー

Generalist 神経診療力腕試し
［監］秋口一郎 ［著］浅沼光太郎
B5・120頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1662-0

神経学的診察や神経症候学の重要度は循環器と双璧をなす．身
体所見をとるうえで避けて通れない．また神経変性疾患は難関
中の難関であるが，的確に診断し，早く専門医に送るのが総合
医の役目．本書も欠かせない一冊になるだろう．

D

（2015.12）

神経筋の検査と症例診断
［編著］秋口一郎・岡伸幸・中野

智

B5・216頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1634-7

「ベッドサイドの診断」
「神経筋の検査と診断」
「症例診断」の 3
つに分け，筋電図等の神経生理検査，血液や髄液等の臨床検査，
さらに病理所見まで呈示しながら，
「所見の読み方」と「症例の
解説」により，診断へとアプローチしていく．

E

（2015.04）

特発性正常圧水頭症の診療
［監］新井

一 ［編］石川正恒・森

悦朗

B5・224頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1617-0

最近の髄液研究の進歩も含め，特発性正常圧水頭症（iNPH）診療
の診断方法や治療，リハビリテーションなどの最前線を脳神経
外科，神経内科，精神科などの医療関係者を対象に理解しやす
い形でまとめた．iNPH のすべてがわかる教科書である．

F

（2014.10）
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臨床医学

▶

脳・神経／脳神経外科

放射線医学

頭頸部
［監］楢林

画像診断
勇・杉村和朗 ［編］興梠征典

A4変・102頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1545-6

多くの悪性腫瘍が発生する頭頸部画像診断は，放射線科医にと
って難易度の高い．頭頸部放射線の専門家が得意な領域を分担
したことにより，CT・MRI 診断，超音波検査を明解に解説した．
ユニークでかつレベルの高いものとなっている．

（2012.11）

臨床医学

A

放射線医学

画像診断
勇・杉村和朗 ［編］三木幸雄

A4変・130頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1544-9

B

脳疾患を脳血管障害，脳腫瘍・変性疾患・炎症性疾患・脱髄疾
患・先天性疾患・頭部外傷についてまとめ，脳ドックは別個に
章を独立させた．コンパクトであるが，重要事項は網羅されて
おり，通常の診療業務に十分対応できる内容である．

最新神経病学

（2012.10）

脳・神経／脳神経外科

脳

［監］楢林

改訂 4 版

［編］荒木淑郎
A5・860頁／定価
（12,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1349-0

神経内科を代表する名医が編集した神経病学の決定版．今回よ
り執筆陣に神経内科のエキスパートが加わり，より詳しく，よ
り簡潔にまとめた．診断基準や臨床分類は新しい資料に変更．
特に診断・検査は目覚しいものがあり最新の事柄を記載した．

C

（2008.07）

動くシナプスと神経ネットワーク
［編］塩坂貞夫
B5・192頁／定価
（7,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1105-2

分子動態，形態動態解析のための新しいアプローチ，時々刻々
と変化するミクロ，ナノレベルの構造変化を観るための理論と
方法．シナプスの動きの科学を分かりやすく解説．

D

（2003.09）

➡ 雑誌

脳 21

☞P.106

E

脳神経
外科

脳腫瘍治療学
腫瘍自然史と治療成績の分析から
［著］松谷雅生
A5・760頁／定価
（12,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1706-1

F

2019̲本文.indd 033

WHO2016 新分類に沿った臨床病態分析．脳腫瘍の増殖・増
大様式（腫瘍自然史）を可能な限り分析してある．治療目標（戦
略）を立て，どのような治療方法（戦術）を採るか考える材料に
なる 1 冊．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2016.12）
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臨床医学

▶

脳神経外科

脳神経外科学

改訂 12 版

［総編集］太田富雄
［編］川原信隆・野崎和彦・吉峰俊樹・若林俊彦
A5変・2,962頁／定価
（34,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1667-5

臨床医学

（2016.03）

小児脳神経外科学

改訂 2 版

［編］山崎麻美・坂本博昭

脳神経外科
2019̲本文.indd 034

A

説明不要，脳神経外科領域のバイブル，待望の改訂！前版から
約 270 頁の増加となったが，今回より従来の 2 分冊から 3 分
冊に変更し，使いやすさを堅持した．

A5変・1095頁／定価
（24,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1648-4

病態，治療，予後，患者家族との関わり等，幅広く解説した，小
児脳神経外科の臨床・研究に携わる医療者の指針となる 1 冊．
関連領域のエキスパートが結集した，我が国唯一の小児脳神経
外科の水準を示すスタンダードテキストの改訂版．

B

（2015.10）

特発性正常圧水頭症の診療
［監］新井

一 ［編］石川正恒・森

悦朗

B5・224頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1617-0

最近の髄液研究の進歩も含め，特発性正常圧水頭症（iNPH）診療
の診断方法や治療，リハビリテーションなどの最前線を脳神経
外科，神経内科，精神科などの医療関係者を対象に理解しやす
い形でまとめた．iNPH のすべてがわかる教科書である．

C

（2014.10）

未破裂脳動脈瘤の手術

DVD 付き

［著］三宅悦夫・山川勇造
A4・280頁／定価
（24,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1498-5

未破裂脳動脈瘤についてカラー写真を豊富に使用し，著者らの
厳選した 75 症例を，画像所見と顕微鏡下実像を対比しながら
解説．また付録として，そのすべての症例を収録した手技 DVD
付き．5 ミリ未満は経過観察？ 3 ミリ未満は本当に大丈夫？

D

（2011.10）

胎児期水頭症

改訂 2 版

診断と治療ガイドライン
［編集］胎児期水頭症ガイドライン編集委員会（編集代表 山崎麻美）
A5・268頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1455-8

胎児期水頭症の診断に関わる最新の知見，治療方針などをまと
めた国内唯一のガイドライン．項目ごとに説明のポイントを置
き，医師が患者家族に説明する際に役立つポイントを充実させ
た．正確な診療情報を伝える際に役立つ 1 冊．待望の改訂版．

E

（2010.11）

Rothman-Simeone

The Spine 脊椎・脊髄外科

原著 5 版

［総監訳］小宮節郎 ［監訳］吉田宗人・持田讓治・久保俊一
A4変・1,696頁／定価（60,000円＋税）／ISBN978-4-7653-1370-4

F

世界的名著として知られる Rothman-Simeone The Spine Fifth
Edition の日本語訳が登場．基礎科学から始まり，各種疾患・
診断法・治療法まで，脊椎・脊髄外科のすべての情報を網羅．
（2009.09）
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▶

脳神経外科／整形外科

図解

脳神経外科

［編著］黒岩敏彦，他
B5・360頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1388-9

（2009.08）

グリーンバーグ

脳神経外科ハンドブック

原著 6 版

A5・1,310頁／定価
（17,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1316-2

名著『Handbook of Neurosurgery』の第 6 版翻訳本．脳神経外
科医が日常臨床の場で遭遇するあらゆる疾患について多くの情
報を詳細に記述．小さなサイズの 1 冊にコンパクトにまとめ
られているため，ベッドサイドや外来で大いに役立つ．
（2007.01）

整形外科
新刊

パーフェクト疲労骨折
［編著］石橋恭之
B5・234頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1729-0

C

D

早期復帰のために！なぜ起こるのか，どう治療するかを知り，
早期に診断し，予防する！
疲労骨折に関する基礎知識から部位別の診断・治療におけるポ
イント，競技によって発生しやすい部位などについて稀な疲労
骨折も含めて記載し，また、疲労骨折のひとつとして骨粗鬆症
などの脆くなった骨に起こる脆弱性骨折，最近注目される女子
アスリート特有の問題についても解説している．そのため，実
際の診断や治療の現場はもちろん，疲労骨折の起こりやすい年
齢，摂取エネルギー不足など発生のメカニズムに関する記述は
予防意識の向上にも役立つと思われる．

図解 整形外科

脳神経外科／脳神経外科／整形外科

［原著］Mark S. Greenberg ［監訳］黒岩敏彦

B

臨床医学

タイトル通り，多くの図・写真 ･ 表を使用し，複雑多岐にわた
る内容を視覚的に整理ができる．文章は箇条書きで短時間で読
みやすいように構成．脳神経外科臨床に携わるあらゆる方々の
ためのまとめ，教科書として必要な情報を分かりやすく解説．

A

（2017.11）

第3版

［編著代表］久保俊一
B5・376頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1711-5

E

医学生には講義や臨床実習の知識の整理とまとめ，また，看
護・技術系学校の教科書を目指して執筆．本文構成は 2 色刷
で，豊富な図・写真で視覚で理解し易くレイアウト．
（2017.03）

手 その機能と解剖

第6版

［著］上羽康夫
B5・344頁／定価
（18,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1700-9

F

2019̲本文.indd 035

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ており，
生きた手の機能と解剖を学ぶことができる．
（2017.01）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

整形外科

3D プリンター × テーラーメイド医療
実践股関節手術
［編著］中田活也・尾田雅文
B5・180頁／定価
（9,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1693-4

臨床医学

A

3D プリンターで実物大骨モデルや患者個別手術テンプレート
をつくり，人工股関節全置換術や骨切り術などを安価で安全に
実施するための実践本．
（2016.11）

パーフェクト人工膝関節置換術
整形外科

［編］石橋恭之・新井祐志・久保俊一

2019̲本文.indd 036

B5・262頁／定価
（12,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1681-1

人工膝関節置換術（TKA）について，膝の解剖から困難例への対
応まで，再置換術・単顆置換術を含め手術手技を中心にコンパ
クトにまとめた．これ一冊で，TKA の全容を把握できる！

B

（2016.07）

人工股関節全置換術

改訂 2 版

［編］菅野伸彦・久保俊一
B5・266頁／定価
（13,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1655-2

人工股関節全置換術について，手術手技を中心に，歴史・病態
から最近のトピックまで，ボリュームが膨らみがちな教科書的
内容をコンパクトにまとめた一冊．改訂版では MIS 前側方進
入・摺動面材料，人工股関節の摩耗などを加筆・修正した．

C

（2015.11）

イラストと写真でわかる実践装具療法

装具の選択と疾患別使用例
［編］久保俊一・田島文博
B5・233頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1657-6

本書の目的の一つは，義肢・補装具を実用的な観点で広く紹介
することであり，もう一つは，各障害に対してどのような装具
を処方するかである．確実な義肢・装具療法を目指し，代表的
な障害と義肢・補装具使用例を提示し，症例集も加えた．

肢体不自由児の医療・療育・教育
［監］篠田達明 ［編］沖

D

（2015.11）

改訂 3 版

高司・岡川敏郎・土橋圭子

A5・267頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1628-6

肢体不自由の各領域で現在活躍中の専門家が，肢体不自由児の
医療と療育，教育（福祉）のそれぞれの豊富な臨床経験を活かし
た協働と連携という観点から，これまでの研究成果と実践を踏
まえて具体的かつわかりやすくまとめた．

E

（2015.04）

神経筋の検査と症例診断
［編著］秋口一郎・岡

伸幸・中野

智

B5・216頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1634-7

「ベッドサイドの診断」
「神経筋の検査と診断」
「症例診断」の 3
つに分け，筋電図等の神経生理検査，血液や髄液等の臨床検査，
さらに病理所見まで呈示しながら，
「所見の読み方」と「症例の
解説」により，診断へとアプローチしていく．

F

（2015.04）
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整形外科

股関節学
［編著］久保俊一
A4変・1265頁／定価
（38,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1588-3

根拠にもとづく記述を基本に，基礎から臨床まで股関節に関連する専
門的な事柄を網羅しながら詳しく解説する企画を行った．基礎，診
断，治療など 7 つの編を組み，Ⅷ編の知悉便覧では，日常診療や臨床
研究で役立つ分類，基準，指標，計測値に加え，日本で使用可能な人
工股関節の一覧表と医師として知っておくべき医事法を掲載した．

（2014.03）

臨床医学

A

放射線医学

整形外科

骨格系 画像診断
［監］楢林勇・杉村和朗 ［編］江原

茂

A4変・230頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1582-1

B

骨格系領域の画像診断を包括的に掲載．Ⅰ部は疾患別総論とし
て，Ⅱ部は部位別各論として解説した．骨格系診断の 3 本柱で
ある外傷・関節炎・腫瘍に加えて，骨，関節，軟部組織，造血
器，脊椎，脊髄など広範囲な内容を漏れなく記述している．

（2013.10）

生体電気・物理刺激による骨・軟部組織修復法
［編］日本生体電気・物理刺激研究会
B5・306頁／定価
（16,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1561-6

C

1953 年の故保田岩夫による世界初の「骨の圧電気現象と電気
的仮骨」の報告から 60 年．日本が世界に誇る，生体電気・物
理刺激による骨・軟部組織修復研究の歴史および最新の基礎研
究・応用法を，各分野の重鎮・エキスパートが執筆した．
（2013.03）

整形外科学 Update

運動器の疾患と外傷
［編］平澤泰介
B5・288頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1460-2

D

運動器の疾患と外傷に関する膨大な情報を簡潔に整理．各疾患
を，病態・症状と経過・検査・診断・処置・治療などの項目に
分けコンパクトに説明．ポイントをおさえたシェーマと画像で
視覚的に把握できる．基礎知識として機能解剖の章を設けた．

（2010.12）

特発性大腿骨頭壊死症
［編集］久保俊一・菅野伸彦
B5・270頁／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1449-7

E

早期診断，早期治療，そして予防も望まれる特発性大腿骨頭壊
死症について，厚生労働省特発性大腿骨頭壊死症調査研究班の
班長を務めた編者が研究成果を基に，疫学，病態，診断，治療，
予防について最新情報をわかりやすく紹介した．
（2010.10）

Rothman-Simeone

The Spine 脊椎・脊髄外科

原著 5 版

［総監訳］小宮節郎 ［監訳］吉田宗人・持田讓治・久保俊一
A4変・1,696頁／定価（60,000円＋税）／ISBN978-4-7653-1370-4

F
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世界的名著として知られる Rothman-Simeone The Spine Fifth
Edition の日本語訳が登場．基礎科学から始まり，各種疾患・
診断法・治療法まで，脊椎・脊髄外科のすべての情報を網羅．
（2009.09）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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臨床医学

▶

整形外科／リハビリテーション科

図解

整形外科問題集

［編著］金谷文則・久保俊一
A5・320頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1369-8

臨床医学

『図解 整形外科』に準拠した整形外科試験問題集．問題・解
説とも各方面のエキスパートにより作成．出題方式は国試に準
拠し，各大学から持ち寄り精選された問題で構成されており，
国試はもちろん学内の試験にも対応している．

A

（2009.03）

INSALL & SCOTT

整形外科／リハビリテーション科

膝の外科

2019̲本文.indd 038

Surgery of the Knee 原著 4 版

［監訳］久保俊一・齋藤知行
A4変・2,176頁／定価（76,000円＋税）／ISBN978-4-7653-1300-1

INSALL & SCOTT Surgery of the Knee Fourth Edition の日本語
訳．原著は膝障害の診断と処置について，解剖・病理・診断技
術・治療など基礎から臨床まで，最新の知見に基づいた広範な
情報を網羅した．

B

（2007.06）

内視鏡下脊椎後方手術の実際
［編著］吉田宗人
B5・120頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1205-9

内視鏡を用いて後方進入で椎弓間隙から脊柱管内に侵入する
MED 法のパイオニアによる本書は，美麗な術中写真や多くの
画像を用いて，斯界で初めてその手術の全貌を紹介するもので
ある｡ 脊椎内視鏡下手術・技術認定制度受講者には必須の書．

C

（2005.11）

整形外科 Reference

骨折と外傷

改訂 2 版

［著］三木尭明
B5・1,074頁／定価
（26,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1198-4

骨折と外傷に関する分類，評価基準，定義，計測値などの情報
は多岐にわたり，日々更新されている．多忙な医師がこれらの
情報を必要に応じて簡単に利用できるようにした．1 章には著
者が今までに蒐集してきた骨折の語彙をまとめた．

D

（2005.11）

リハビリ これで解決！
テーショ
ン科
［監］遠藤 敏・松田隆治・大塚裕一・小林 賢・内田正剛・内山量史

PT・OT・ST 臨床実習まるごとガイド
B5・144頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1710-8

E

臨床実習の不安・疑問を解消します！ 実習前から実習中，実
習が終わった後まで，33 のシーンに分けてみんなが気になる
「なぜ？どうする？」を 4 コマ漫画とともに解説．
（2017.03）

ＰＴ・ＯＴ学生の文章力を育てる！

レポートの書き方
正しく学ぼう
「書く基本」
「文章の組み立て」
修

［著］髙谷

F

A5・171頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1704-7

PT や OT をめざす学生の文章力を育てる事を目的とした髙谷
流「文章の書き方」読本である．症例，レポートの書き方の具
体例をあげ，文章を書く基本ルール「三分節法」解説．
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臨床医学

▶

リハビリテーション科

シャルコー・マリー・トゥース病
診療マニュアル 改訂 2 版
［編］CMT 診療マニュアル編集委員会
B5・224頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1659-0

近年，遺伝子診断に大きな進展がみられ，2005 年 1 月には厚
生労働省の難病法に基づく「指定難病」にもなった CMT につい
て，診断，治療，ケアに関する研究，療養環境，最新医療技術
などを解説．装具療法の章を新設するなど 5 年ぶり大幅改訂．

（2015.12）

［編著］蜂須賀研二・佐伯覚

B

A4・100頁／定価
（2,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1673-6

高齢者の移動手段，脳障害者の運転支援装置，運転補助装置，
運転再開システム構築モデル，運転シミュレーターによる訓練
方法等，自動車運転再開の問題点とその対応が満載．
（2016.05）

リハビリテーション科

高次脳機能障害者の自動車運転再開と
リハビリテーション 3

臨床医学

A

高次脳機能障害者の自動車運転再開と
リハビリテーション 2

［編著］蜂須賀研二

A4・108頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1639-2

C

自動運転再開に関与する医療・福祉・行政および自動車教習所
の関係者に必要な基礎知識，教習所や医療機関の役割と連携の
実際に関して現場の取組みを紹介．研究班の立場から SiDS の
使用方法，自動車運転再開の指針と判断基準案等も解説した．

（2015.05）

高次脳機能障害者の自動車運転再開と
リハビリテーション 1

［編著］蜂須賀研二

A4・100頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1606-4

D

自動運転免許制度，健常者の自動車運転と事故発生，高次脳機
能障害者の自動車運転と社会参加の状況を報告，さらに高次脳
機能障害者の自動車運転再開に関して病院での具体的な取り組
みや，海外論文と簡易自動車運転シミュレーター等を紹介．

（2014.05）

イラストと写真でわかる実践装具療法

装具の選択と疾患別使用例
［編］久保俊一・田島文博
B5・233頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1657-6

E

本書の目的の一つは，義肢・補装具を実用的な観点で広く紹介
することであり，もう一つは，各障害に対してどのような装具
を処方するかである．確実な義肢・装具療法を目指し，代表的
な障害と義肢・補装具使用例を提示し，症例集も加えた．

（2015.11）

PT・OT 自己学習

解剖学
［著］渡辺正仁
B5・304頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1540-1

F
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「暗記より理解」をコンセプトに，著者 40 年の解剖学教育のノ
ウハウを詰め込んだ 1 冊．領域のエッセンス・必須知識を確
実に身につけるため空欄穴埋め方式をとり，参考図は著者自ら
作成．日々の授業・講義に沿った自学自習に最適！
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2012.10）
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臨床医学

▶

リハビリテーション科／呼吸器科

筋電図バイオフィードバック療法
［監修］エリック・ペパー ［編集］辻下守弘・中川

朋

B5・146頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1434-3

臨床医学

筋電図バイオフィードバック（EMGBF）療法は，リハビリテー
ション医療において重要な治療技術である．欧米で広く汎用さ
れているが，日本では使用頻度はまだ少なく，臨床研究も乏し
い BF 療法の基礎から実践までを解説した入門書．

A

（2010.06）

リハビリテーション医療
リハビリテーション科／呼吸器科

Rehabilitation Medicine Update
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［編集］平澤泰介・田島文博
B5・460頁／定価
（8,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1297-4

我が国におけるリハビリテーション医療の現状と問題点を，そ
の解決に向かうべき今後の展望についてまとめ，最近注目され
ているトピックスをコラムで紹介．海外からも up date な治療
法を紹介し，国際色豊かで充実した内容となっている．

B

（2007.05）

脳卒中のリハビリテーションと在宅ケア
［著］前島伸一郎
A5・132頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1087-1

介護に従事する職種がもっとも頻繁に遭遇する脳卒中患者の維
持的リハビリテーションを効果的に行えるように，また介護関
連職種との連携が円滑に行えるように在宅ケアを詳述した，待
望の 1 冊である．

C

（2003.01）

➡ シリーズ

☞P.006

補完・代替医療

D

呼吸器科 Dr. 長尾プロデュース

呼吸器腹落ちカンファレンス
呼吸の果てまでカンファ Q！
新刊 ［著］長尾大志

E

A5・296 頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1742-9

Dr. 長尾の研修を受けているが如く呼吸器を学べる！ 臨床診
断プロセス，カンファレンスをサバイバルするためのポイント，
効率よく呼吸器内科を回るコツをやさしイイく解説．

（2018.04）

スマホ・ＰＣで聴ける！ 一番最初に読みたい

ナースのための肺の聴診
［著］長坂行雄
A5・96頁／定価
（2,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1699-6

F

どうやって聴くの？ どうして音が発生するの？ どんな音が
あるの？ 病気との関係は？ 肺の聴診をやさしく丁寧に解説．
スマホ・PC で音を聴きながら学習できる！
（2016.12）
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臨床医学

▶

呼吸器科

ナースのための世界一わかりやすい

呼吸器診断学
［著］倉原

優

A5・224頁／定価
（2,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1692-7

呼吸器疾患に触れるナースのために，数多くの呼吸器疾患の中
から重要呼吸器疾患だけを厳選．医師がどのように診断をし，
治療しているか，疾患別に分かりやすく解説した．
（2016.01）

呼吸器外科手術書

改訂 6 版
呼吸器科

畠中陸郎・桑原正喜・松原義人・
［著］
船津武志・池田貞雄・Werner Maassen
B5変・872頁／定価
（46,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1660-6

B

臨床医学

A

各術式の手順を要約し，各ステップごとに日本一美しいと賞賛
される局所解剖のカラー図を駆使して示し，基礎的手技から高
度な術式まで順序よく解説，今改訂では，リンパ節郭清，胸腔
鏡手術など呼吸器外科手術においてのトピックを加筆・修正．

（2015.12）

呼吸器カンファレンス
［著］長坂行雄・畠中陸郎
B5・233頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1626-2

C

呼吸器内科医・呼吸器外科医や放射線部・化学療法部の医師・
薬剤師など呼吸器科に関わる人々が参加するカンファレンス，
その実際の様子を録音し，興味深い症例を原稿に起こした．ま
た，肺音のサンプル音源をインターネットで視聴できる．
（2015.03）

なに？これ！胸部 X 線写真
［著］池田貞雄・畠中陸郎
B5・257頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1579-1

D

1,000 例を超える職場検診や住民検診の胸部 X 線写真の症例
から，ベテラン医師 2 名の読影所見，推定診断に対する意見が
分かれた 83 症例をピックアップし，それぞれの見解を紹介．
読影職人達はどのような回路で読影しているのかを解説した．
（2013.09）

びまん性肺疾患の臨床

改訂 4 版

診断・管理・治療と症例
［編］びまん性肺疾患研究会
B5・565頁／定価
（15,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1532-6

E

びまん性肺疾患研究を強力に押し進めてきた著者らの，その疾
患群の全貌―診断・管理・治療と症例呈示―を明解に示すガイ
ドブック．改訂版はオールカラー化して更に読みやすくなった，
わが国の斯界の臨床を導いてきた名著である．

（2012.07）

胸部 CT の立体解剖
［著］畠中陸郎・桑原正喜・池田貞雄
A4・140頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1509-8

F
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胸部の解剖を容易に理解できるようカラーイラストでまとめた．
1 章 レベル別にみた立体解剖と正常 CT 像／ 2 章 横断解剖
図と臓器の同定／ 3 章 Coronal，Sagittal 解剖と臓器同定／ 4
章 肺癌 N 因子／ 5 章 小葉の解剖
（2012.01）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

041

2019/03/18 17:00

臨床医学

▶

呼吸器科

放射線医学

肺・縦隔
［監修］楢林

画像診断

勇・杉村和朗 ［編集］村田喜代史

A4変・114頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1508-1

臨床医学

放射線医学領域の各分野をシリーズとして発刊する全 9 冊の
うち，肺・縦隔領域の画像診断をひも解いた．CT や MRI 領域
の進歩内容を網羅しながら現在の胸部画像診断で必要とされる
最新情報をコンパクトにまとめ，画像写真も豊富に掲載した．

A

（2012.01）

肺癌を見逃さないための

呼吸器科

胸部 X 線写真の読影
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［著］畠中陸郎・池田貞雄
B5・276頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1490-9

「何度も X 線写真で肺癌を見落としたことがあります…」そう
語る著者が，手痛いミスや首をひねるような症例に出くわす度
にファイリングしてきた症例を多数掲載．肺癌は「見つける」
から「見逃さない」へ！

B

（2011.07）

胸部の異常陰影
X 線による鑑別診断
［著］池田貞雄・船津武志・人見滋樹・甲斐隆義
B5・490頁／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1450-3

C

1983 年に刊行された名著『胸部の異常陰影（全改訂 3 版）− X
線による鑑別診断−』の「Ⅰ編．正常陰影の読影」
「Ⅱ編．異常
陰影の読影」のみを抜粋し，より求めやすい価格で復刻した．
（2010.10）

DVD 3D 画像を動かして学ぶ

DVD 付き

胸部の解剖と X 線写真の読影

改訂 2 版

［著］桑原正喜・山岡利成 ［CG］中川裕也
B5・188頁／定価
（16,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1398-8

本書は DVD を用いて PC モニター上の画像で自由自在に動か
すことのできるヴァーチャル・解剖モデル（VAM）
を使って，読
者が心・肺血管・気管支，肺葉・区域の解剖学的形態と構造を
理解できる X 線読影診断テキストである．教育にも最適．

D

（2009.11）

めざせ！ 基本的読影力の向上

胸部 X 線写真

改訂 2 版

［著］畠中陸郎・桑原正喜・池田貞雄
B5・266頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1383-4

胸部 X 線写真を気管・気管支・肺の構造に基づく画像解析と，
合理的な鑑別法を記述．通読すれば各陰影の特徴が理解できる
ように工夫した．初めて X 線写真を学ぶ読者のために，1 枚の
X 線写真をもとに基本から診断までを分かりやすく解説した．

E

（2009.06）

呼吸器 CT 診断
正常構造と病巣の立体的把握
［編］人見滋樹・伊藤春海
A4・510頁／定価
（38,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-0910-3

放射線科医，放射線技師，外科医，病理医，内科医による呼吸
器疾患の立体的診断学書．1,300 枚に及ぶ胸部 X 線写真，CT
写真，術中写真，切除標本ルーペ写真，病理所見を対比して確
認でき，病巣の立体像を把握，正確な診断力が身に付く．
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▶

呼吸器科／精神科

➡ シリーズ

DVD 完全鏡視下肺葉切除術

☞P.016

臨床医学

A

精神科

クイズ あなたならどう診る !?
おまけ 歌舞伎にも強くなる
［著］上田ゆかり

B

B5・130頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1730-6

クイズを解けば精神症状診療の基本が身につく．コラムを読め
ばあなたも歌舞伎通？ そんな新感覚の精神医学の入門書が登
場．

（2017.11）

トコトンわかる

てんかん発作の聞き出し方と薬の使い方
［著］川崎

呼吸器科／呼吸器科／精神科

ジェネラリストのための精神症状

淳

A5・330頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1725-2

C

非専門医のために，てんかん様発作の患者本人や家族の説明か
らどう診断したらいいのかを解説し，また薬物療法については
3 ステップ方式で迷わず処方できるようにした．
（2017.10）

新版

自閉スペクトラム症の医療・療育・教育
［編著］金生由紀子・渡辺慶一郎・土橋圭子
A5・320頁／定価
（3,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1696-5

D

自閉スペクトラム症の定義と基準が国際的に見直された．それ
に即して医療，療育，教育，福祉，労働等の分野で活躍されて
いる執筆者の最新の成果と知識を簡潔に記述した．
（2016.12）

浜松医大流

エビデンスに基づく精神療法実践集
［編著］森

則夫・杉山登志郎・和久田智靖

A5・273頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1635-4

E

浜松医科大学での実際におこなわれた精神療法の実践を紹介し
た．臨床心理士が精神療法について述べ，主治医が精神医学的
立場から解説する，というスタイルをとっており，すぐにでも
臨床現場にて活用できる実地書として有用といえる．

（2015.04）

子どものこころの医学
［編著］中村和彦
A5・277頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1609-5

F
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医療，教育，福祉等の分野において臨床の場で子どもと向き合
う現場スペシャリストが，子どものこころに焦点を当て子ども
たちの現状とその対応策を解説．子どもたちを知り，素朴な疑
問に答え，対応・対処の仕方を解説する構成になっている．
（2014.07）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

精神科

精神科医もできる！

拒食症身体治療マニュアル
［監］森

則夫 ［著］栗田大輔

A5・54頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1611-8

臨床医学

浜松医科大学で考案，実践される，精神科単科病院においても
利用可能な身体管理マニュアルを書籍化！栄養療法開始後の日
数に応じておこなうべき検査を明示し具体的に規定したもので，
マニュアル導入後，安全かつ効率的な診療が可能となった．

POCKET 精神科

（2014.07）

改訂 2 版

［編］武田雅俊・鹿島晴雄

精神科
2019̲本文.indd 044

A

B6変・440頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1593-7

研修初期から専門医資格取得まで臨床研修で役立つマニュアル．
精神医学界をリードする強力な執筆陣が専門分野をコンパクト
にまとめ，臨床現場で役立つ実践的な内容に編集．改訂版では
DSM-5 の発表に合わせ適宜内容の追加・修正を行った．

B

（2014.04）

精神医学 マイテキスト
［監］武田雅俊 ［編］西川

改訂 2 版

隆・中尾和久・三上章良

B5・216頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1594-4

精神科のチーム医療では多職種協働の重要性はますます高まっ
ている．これからの精神科のチーム医療を担う人たちのために，
臨床・教育の最前線の著者たちによって編まれた，レベル・分
量ともにコメディカルの学生に適した使いやすい教科書．

C

（2014.04）

MINOR TEXTBOOK

精神医学

改訂 12 版

［監］加藤伸勝 ［改訂編集］福居顯二・谷

直介・井上和臣

A5・480頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1571-5

哲学的・心理学的事項やそれらの理論的記述はできるだけ避け，
臨床的事実の記載を中心に臨床の実際に役立つように記述．今
改訂では，単著であった本書について各々の項目にあった執筆
者を選び大幅に全体を見直して最新の知見を盛り込んだ．

D

（2013.05）

うつ病―知る・治す・防ぐ
［編著］福居顯二・井上和臣・河瀬雅紀
A5・216頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1386-5

うつ病について生物学的な側面と精神病理学的な側面をバラン
スよく記載．精神薬理学の最新の知見，具体的で詳細な面接・
問診技法，総合的な診断に加え，精神療法やカウンセリングに
も紙面を割き，予防とストレス・マネジメントにもふれた．

E

（2009.08）

子どもの精神医学
［監］森

則夫 ［編］中村和彦

A5・320頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1350-6

子どもを取り巻く諸問題の中から，児童虐待，アスペルガー障
害，子どもの精神鑑定など最優先課題 22 項目をとりあげた．
医学的な側面，医学的見地に基づいた正しい指針を示し，問題
へのアプローチの仕方，診断・治療も具体的に解説している．

F

（2008.07）
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▶

精神科／産婦人科

パノラマ精神医学

映画にみる心の世界
CINE-PSYCHOPATHOLOGY
［編著］中村道彦
A5・232頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1317-9

精神医学を軸として映画の中に描かれる心の健康障害を紹介し
ながら精神医学の関わる「心の病理」をわかりやすく解説した．
映画を楽しみながら精神医学を学べるユニークな書．

（2007.11）

臨床医学

A

Advanced Psychiatry
精神科／産婦人科

脳と心の精神医学
［著］武田雅俊・加藤

敏・神庭重信

A5変・448頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1299-8

B

精神科の 3 大疾患，統合失調症・気分障害・不安障害を中心に
記述．2000 〜 2005 年までの代表的な精神医学雑誌，精神神
経学雑誌に掲載された重要な論文を盛り込んだ．
（2007.05）

認知療法への招待

改訂 4 版

［著］井上和臣
A5・262頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1241-7

C

常識の力と患者の回復力に信頼をおく認知療法について，その
臨床応用の概略を紹介した．認知療法の原点ともいえる重要な
領域であるうつ病を取り上げ，患者の面接記録を掲載．パニッ
ク障害，強迫性障害，社会不安障害，摂食障害にも言及した．
（2006.06）

補完・代替医療 ☞P.006
子どものこころと脳の発達

➡ シリーズ
➡ 雑誌

☞P.109

D

産婦人科 エビデンスに基づいた

不育症・習慣流産の診療
［著］杉浦真弓
A5・240頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1720-7

E

不育症研究の最先端の成果を網羅し，エビデンスに基づいた不
育症診療と不育症患者への社会的な支援を行うための一冊．
（2017.08）

臨床胎盤学
［著］有澤正義
B5・200頁／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1564-7

F
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子宮内胎児発育遅延や妊娠高血圧症，絨毛膜羊膜炎の胎盤病理
について，500 枚を越える胎盤の肉眼所見，病理写真とともに
解説．母体・胎児の説明のつかない臨床的な事象が，胎盤病理
を詳細に検討することで判明することを教えてくれている．
（2013.11）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

産婦人科

「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス
［編著］難波光義・杉山

隆

B5・305頁／定価
（7,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1567-8

臨床医学

この分野のトップランナーの執筆者が多数参加し，新知見を盛り
込んだ．EBM を重視し文献を充実させる一方で，チーム医療に携
わる医療者を意識して，看護・ケア面にも配慮した．
（2013.06）

改訂中

胎児診断・管理の ABC
［著］森

産婦人科
2019̲本文.indd 046

A

改訂 5 版

巍

B5・301頁／定価
（8,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1523-4

若手の産婦人科医，研修医，助産師，看護師などの方々に，胎
児期の診断・管理を早く理解し早く現場に慣れるための手引書
として実技についてできるだけ具体的に記述した．また，胎児
診療・管理の入門書として必要な基本事項を網羅している．

B

（2012.03）

HANDBOOK 臨床産婦人科
［監修］豊田長康 ［編集］佐川典正・平松祐司・宮崎康二
B6変・463頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1422-0

初期研修，後期研修，さらに専門医取得まで，臨床研修で役立
つ問題指向型マニュアル．臨床の場で問題に出会った時やベッ
ドサイドですぐに読めるような項目読みきりスタイルにまとめ
た．

C

（2010.05）

プライマリケア産婦人科
ベッドサイドで役立つ 30 症例
［編集］佐川典正・小西郁生・杉野法広
B5・266頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1294-3

1 ヵ月の産婦人科病棟研修中に，効率的に臨床のエッセンスを
習得するための，実践的かつ基本を押さえたサブテキスト．産
科婦人科学の基本 30 疾患に絞り，疾患ごとに症例を提示して
解説．症例と疾患の説明をリンクさせて学べる構成である .

産婦人科手術書

D

（2007.04）

改訂 3 版

基本・応用・進歩
［著］玉舎輝彦
B5・304頁／定価
（16,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1170-0

産婦人科手術は，手術材料の改善，腹腔鏡下手術の導入など日
進月歩している．本書はこれらの手術方法を参考にし，著者な
りの考えの上に工夫したものを記載．産婦人科領域でのほとん
どの症例の手術に対応でき，種々の偶発事態にも対処できる．

E

（2005.03）

「妊娠と糖尿病」診療スタンダード
［編著］藤田富雄・豊田長康
B5・280頁／定価
（7,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1085-7

わずかな代謝異常が母体や胎児に与える影響が大きく，早期発
見・治療が必要な妊娠糖尿病が抱える問題点とその対応を記述．
診療の上でのスタンダードなガイドラインと最近のトピックス
の二部構成．内科医と産婦人科医を対象にした画期的な書．

F

（2002.12）
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▶

産婦人科／周産期・新生児

MINOR TEXTBOOK

婦人科学

改訂 10 版

［著］杉山陽一
A5・386頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-0990-5

著者が多年にわたり体得・習得した婦人科治療のノウハウを判
り易く解説．また，習得すべき知識は整理・圧縮し，理解を深
めやすいよう写真図版も豊富に掲載しており病理を的確に把握
できる．初版より 45 年の歴史を誇る好評書．
周産期・
新生児

（2000.03）

周産期・新生児 ステロイドを使いこなそう
！

新刊 「ステロイドをもっと理解したい」と新生児内分泌に取り組ん
できた著者が「ステロイドをうまく使いこなしてほしい」と願
いを込めて，自身の持つ知識や情報を盛り込んだ 1 冊．
（2018.03）

NICU ナースのための必修知識

第4版

産婦人科／周産期・新生児

［著］河井昌彦
A5・183 頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1750-4

B

臨床医学

A

［著］河井昌彦
B5・222頁／定価
（3,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1694-1

C

NICU で，新生児病棟で，実際に「赤ちゃんに接するナースの
みなさん」に知っておいてほしい知識や考え方をまとめた実用
的な 1 冊．人気シリーズ待望の改訂版．
（2016.12）

NICU ベッドサイドの診断と治療

第4版

［著］河井昌彦
B5・318頁／定価
（5,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1695-8

D

NICU で診療に携わることを想定し作られた，即戦力を育てる
マニュアル．日々の診療において実際に著者が行っていること
を中心にまとめた．人気シリーズ待望の改訂版．
（2016.12）

ガイドラインに基づく

胎児心エコーテキスト スクリーニング編
［監］稲村

昇

B5・128頁／定価
（4,400 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1680-4

E

「胎児心エコー検査ガイドライン」に即したスタンダードな内
容で，学会が推奨する検査方法を読者が確実に理解・マスター
できるよう，豊富な写真とエコー動画で視覚的にわかりやすく
解説．

（2016.07）

NICU のギ・モ・ン 98 ＋ 2
［著］河井昌彦
A5・184頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1676-7

F
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周産期医療に携わる読者にとって，日々の診療に直結しそうに
もかかわらず，見過ごされがちな疑問や当たり前に思っている
ことをピックアップし，わかりやすく解説した 1 冊．
（2016.05）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

周産期・新生児

新生児医学
［著］河井昌彦
B5・423頁／定価
（9,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1640-8

臨床医学

著者自身が基礎医学専門書を読み始めては挫折した経験から
「新生児科医目線でみた基礎医学」を記した教科書の必要性を
痛感，それを形にした本書は，基礎医学を見直すことで臨床病
態の理解を深めることができる，という新しい切り口の 1 冊．

A

（2015.07）

新生児医療
周産期・新生児

治療に役立つ論文レビュー 2011-2013

2019̲本文.indd 048

［著］河井昌彦
B5・200頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1595-1

「新生児医療」シリーズ第 3 弾．著者が臨床に役立つと感じた
論文をピックアップ．文献を検索・抄訳し，さらに，それらの
文献から導かれる現時点での著者の率直な（時に辛口な）コメン
トを添えた 1 冊．
改訂中

胎児診断・管理の ABC
［著］森

B

（2014.04）

改訂 5 版

巍

B5・301頁／定価
（8,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1523-4

若手の産婦人科医，研修医，助産師，看護師などの方々に，胎
児期の診断・管理を早く理解し早く現場に慣れるための手引書
として実技についてできるだけ具体的に記述した．また，胎児
診療・管理の入門書として必要な基本事項を網羅している．

C

（2012.03）

新生児医療 2008 - 2010
治療方針選択に役立つ論文 207
［著］河井昌彦
B5・212頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1479-4

「新生児医療 治療方針選択に役立つ論文 245」の続編．2008
〜 2010 年に発表された論文の中から，臨床医が興味を持ち現
場で役立つ論文をまとめた．新生児医療における最新のエビデ
ンスを吟味して詳解．著者の考えを率直に示した．
品切

1 週間で学ぶ新生児学

D

（2011.04）

改訂 3 版

［著］河井昌彦
B5・105頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1456-5

小児科の研修医に，ぜひ知っておいてほしい新生児の知識を，
1 週間で学ぶというスタイルで提示．小児科研修の前に通し読
み出来る分量にまとめており，豊富な絵や写真で小児科をイメ
ージしやすい．転じて学生指導や患者説明にも利用できる．

E

（2010.11）

胎児期水頭症

改訂 2 版

診断と治療ガイドライン
［編集］胎児期水頭症ガイドライン編集委員会（編集代表 山崎麻美）
A5・268頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1455-8

胎児期水頭症の診断に関わる最新の知見，治療方針などをまと
めた国内唯一のガイドライン．項目ごとに説明のポイントを置
き，医師が患者家族に説明する際に役立つポイントを充実させ
た．正確な診療情報を伝える際に役立つ 1 冊．待望の改訂版．
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臨床医学

▶

周産期・新生児／小児科

新生児医療
治療方針選択に役立つ論文 245
［編著］河井昌彦
B5・250頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1341-4

臨床に携わる新生児医療の医師が疑問に感じるような内容から
蘇生，呼吸，循環など 54 テーマを選び，それに関する海外文
献を検索し，抄訳を示し，何がエビデンスとして確立している
か，何がこれからの検討課題かをわかりやすくコメントした．

（2008.05）

臨床医学

A

NICU 厳選！ 50 症例の診断と治療
B5・268頁／定価
（5,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1165-6

NICU で経験した中から 50 例を厳選し，その診断・治療のプ
ロセスを提示して一症例を 2 〜 5 頁で解説．さらに症例の理
解に必要な用語・疾患・診断基準の解説を，症例の間に挟む形
で挿入し，自然に読み進めるように工夫した．

B

（2004.11）

小児科

子どもたちの笑顔を支える

周産期・新生児／小児科

［編著］河井昌彦

小児緩和ケア
［著］多田羅竜平
A5・218頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1705-4

C

34 のストーリーを通して小児緩和ケアへの理解を深めること
ができる入門書．緩和ケアの現場で日々，模索しながら子ども
たちやその家族に向き合っている方へのヒントとなる 1 冊．
（2016.12）

新版

自閉スペクトラム症の医療・療育・教育
［編著］金生由紀子・渡辺慶一郎・土橋圭子
A5・320頁／定価
（3,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1696-5

D

自閉スペクトラム症の定義と基準が国際的に見直された．それ
に即して医療，療育，教育，福祉，労働等の分野で活躍されて
いる執筆者の最新の成果と知識を簡潔に記述した．
（2016.12）

こどもの心と体の成長・発達によい食事
Ⅱ 幼児期
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ
［監］大阪府立母子保健総合医療センター

E

B5・120頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1683-5

インターネットなどの情報に迷いがちのご両親に贈ります．子
育て中のお母さん必見！こども病院の医師と栄養士による食育
レシピ，幼児期編！

（2016.08）

こどもの心と体の成長・発達によい食事
Ⅲ 学童期・思春期
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ
［監］大阪府立母子保健総合医療センター

F
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B5・135頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1684-2

インターネットなどの情報に迷いがちのご両親に贈ります．子
育て中のお母さん必見！こども病院の医師と栄養士による食育
レシピ，学童期・思春期編！
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2016.08）
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臨床医学

▶

小児科

こどもの心と体の成長・発達によい食事
Ⅰ 妊娠期・乳児期
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ
［監］大阪府立母子保健総合医療センター

A

臨床医学

B5・128頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1668-2

インターネットなどの情報に迷いがちのご両親に贈ります．こ
れからお母さんになる方，子育て中のお母さん必見！こども病
院の医師と栄養士による食育レシピ，妊娠期・乳児期編！

（2016.04）

肢体不自由児の医療・療育・教育
小児科

改訂 3 版

2019̲本文.indd 050

［監］篠田達明 ［編］沖

高司・岡川敏郎・土橋圭子

A5・267頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1628-6

肢体不自由の各領域で現在活躍中の専門家が，肢体不自由児の
医療と療育，教育（福祉）のそれぞれの豊富な臨床経験を活かし
た協働と連携という観点から，これまでの研究成果と実践を踏
まえて具体的かつわかりやすくまとめた．

B

（2015.04）

病弱・虚弱児の医療・療育・教育
改訂 3 版
［編］宮本信也・土橋圭子
A5・274頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1627-9

病弱・虚弱児の医療・療育・教育（福祉）の各専門家の豊富な臨
床経験から最新の知識や情報を提供．今改訂では心身症に関連
して DSM-5 に全面的に対応，また，2014 年の障害者権利条約
批准にあわせて改正された各法令にも対応している．

C

（2015.03）

子どものこころの医学
［編著］中村和彦
A5・277頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1609-5

医療，教育，福祉等の分野において臨床の場で子どもと向き合
う現場スペシャリストが，子どものこころに焦点を当て子ども
たちの現状とその対応策を解説．子どもたちを知り，素朴な疑
問に答え，対応・対処の仕方を解説する構成になっている．

D

（2014.07）

発達障害児の医療・療育・教育

改訂 3 版

［編］松本昭子・土橋圭子
A5・371頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1599-9

発達障害児の医療，療育，教育の水準を一元的な方向からでは
なく，異なるそれぞれの領域を連携させて同じ視野の中で多元
的・総合的な視点から捉えて書かれている．各専門領域での最
新の知識や情報を広範囲に提供，その実際を解説した．

E

（2014.03）

視覚・聴覚・言語障害児の

医療・療育・教育

改訂 2 版

［監修］篠田達明 ［編集］今野正良・長崎

勤・土橋圭子

A5・288頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1474-9

視覚・聴覚・言語障害児の医療・療育・教育の現場における最
新の知見を簡潔明瞭に解説した．各障害の理解の基礎となる目
や耳の構造から，診断システム，臨床例を用いた援助方法まで，
対象ごとの子どもの実態を踏まえた記述が特長である．
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臨床医学

▶

小児科

図解

小児科

［編著
（代表）
］久保田健夫
B5・416頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1387-2

小児科臨床現場で頻度・重要性の高い疾患を選び，重点的に解
説．各疾患の要点が一目でわかるようにピンクの枠で示し，文
章は短く簡潔に，図・表，画像を豊富に採用した．医師国家試
験の必要項目を網羅し，医学生にも有用な教科書でもある．
（2009.08）

臨床医学

A

子どもの精神医学
則夫 ［編］中村和彦

小児科

［監］森

A5・320頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1350-6

B

子どもを取り巻く諸問題の中から，児童虐待，アスペルガー障
害，子どもの精神鑑定など最優先課題 22 項目をとりあげた．
医学的な側面，医学的見地に基づいた正しい指針を示し，問題
へのアプローチの仕方，診断・治療も具体的に解説している．
（2008.07）

MINOR TEXTBOOK

小児科学

改訂 2 版

［編］小林陽之助 ［改訂編集］金子一成
A5・670頁／定価
（6,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1339-1

C

本書は，小児科学のテキストとして必要な事柄を読みやすくま
とめ，これさえマスターすれば，臨床実習で役立ち，なおかつ
医師国家試験の小児関連問題も解けるようになる教科書を目指
し作成した．医学生には必携の教科書である．

（2008.04）

コア・ローテイション

小児科
［編］眞弓光文・亀山順治・寺澤秀一
B6変・310頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1103-8

D

研修医に利用して欲しい手引書．小児科診療のコアを簡潔に記
載した．専門領域以外の疾患であっても適切に診療できるよう
作られている．
（2003.07）

わかりやすい小児のアレルギー疾患
［著］松本知明
A5・170頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1096-3

E

アレルギーの主な各疾患をエビデンスに基づき，国際的に広く
認知された基本ともいえる治療方法を系統立てて，かつ極めて
具体的に記載した．また，その治療法確立に至った経緯，学問
的背景に触れることで治療方法が理解しやすくなっている．
（2003.04）

➡ 雑誌

子どものこころと脳の発達

☞P.109

F
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※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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臨床医学
皮膚科

▶

皮膚科

皮膚科医のための病理学講義

目からウロコ の病理学総論
「生命」からみた病気の成り立ち
新刊 ［著］真鍋俊明

臨床医学

病理学の基礎知識を理解し，病理組織像をみて背景となる現象
がどのようにおこっているかを知り，組織像や臨床像をより深
く理解できる．

皮膚科学

（2018.06）

第 10 版

［著］大塚藤男 ［原著］上野賢一

皮膚科
2019̲本文.indd 052

A

B5・278 頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1755-9

A5・990頁／定価
（12,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1688-0

5 年ぶりの改訂．急速に進展，変化する皮膚科学の現在を反映
すると同時に，基本骨格は変えずに前版の息吹きを残した．今
後進展する新しい皮膚科学への基盤となる小百科書．

B

（2016.01）

Q＆ A 皮膚科診療ケースファイル
見逃しやすい症例 51
暁

［編著］川田

B5・122頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1623-1

日常診療にて陥りやすい落とし穴を紹介し，皮膚症状のどの部
分に注目し，どのような鑑別疾患を考え，どのような検査方法
を選択すればよいのかを Q ＆ A 方式で解説．誤診しやすい症
例かつ典型的な 51 症例をセレクトした．

C

（2015.02）

ここがツボ！患者に伝える皮膚外用剤の使い方
改訂 2 版
［著］段野貴一郎
B5・148頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1569-2

調剤薬局の薬剤師が服薬指導を行う際に，処方箋を通じて皮膚
科医の意図を理解し，それを患者に分かりやすく説明するため
のガイド．よくある処方箋を 30 例あげ，患者に正しく，分か
りやすく薬剤情報の提供・服薬指導を行うためのツボを伝授．

D

（2013.05）

透析室に置きたい

かゆみ治療パーフェクトガイド
［著］段野貴一郎
B5・202頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1347-6

かゆみ，フットトラブル等の皮膚合併症に悩まされることが多
い透析患者の皮膚トラブルについて，皮膚科医が教える，治療
と対策のノウハウ満載のガイド．患者から繰り返される訴えに
どう対応するか，迷ったときのヒントが散りばめられている．

E

（2008.06）

わかりやすいアトピー性皮膚炎
生活指導と治療のコツ
［著］上原正巳
A5・108頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1222-6

本症の基本的な特徴のなかから，治療に関係する項目を選び出
し簡潔に説明した．治療法の内容を生活指導，外用療法，内服
療法，悪化因子の検索除去の 4 つにわけ説明．診療の現場です
ぐに役立つように多くの症例を提示した．
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消化器科

▶

消化器科

ザ・テキスト 大腸 ESD
［編］大圃

研・千葉秀幸

A4・193 頁／定価
（7,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1761-0

新刊 大腸 ESD 攻略法の決定版．カリスマ内視鏡医，Dr. 大圃の ESD
の手技を細かなテクニックに分け，実症例をあげながら解説．
基礎・初級・中級・上級の 4 つのレベルごとの構成で，読者は
本書を読みながら確実にステップアップしていくことができる．
（2018.11）

臨床医学

A

新刊 早期胃癌がみえる！見落とさない！

消化器科

胃内視鏡検査・診断に自信がつく本
［編著］後藤田卓志・内藤裕二・藤本一眞
A4・248 頁／定価
（7,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1763-4

B

ピロリ菌を背景とした「観たことのない病変」が混在する時代．
胃内視鏡検査・検診で的確に早期胃癌を拾い上げるために必要
な知識と技能をブラッシュアップできる 1 冊．
（2018.10）

大圃組はやっている！
！

消化器内視鏡の機器・器具・デバイスは
こう使え！
C

［編］大圃

研

A5・330頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1726-9

NG 例と OK 例の対比で，どこがポイントなのかよくわかる！
認定試験の疾患コードに合わせた厳選 41 症例の報告書を
収録．

D

（2017.10）

血管エコーはその簡便性，無侵襲性から今まさに脚光を浴びて
いる領域です．その対象となる部位は，頭蓋から下肢まで，全
身をカバーするため，エコーの撮り方のみならず，その検査報
告書の書き方も簡単ではありません．本書では，血管エコー領
域における超音波検査報告書の書き方について解説しています．

内視鏡力をあげろ！

クイズ消化管診療
［著］喜多宏人・山本貴嗣・斉藤光次
B5・154頁／定価
（4,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1715-3

E

消化器内科に必要な上部・下部内視鏡を中心にしたクイズと，
内視鏡を始めたばかりの研修医が知りたいことを伝えるコラム
であなたも内視鏡が好きになる．
（2017.05）

手にとるようにぐんぐんわかる！

消化器内視鏡 EMR/ESD 看護
［監］竜田正晴・笹田友恵
B5・192頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1652-1

F
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消化器内視鏡の手技の中でも特に頻度の多い EMR/ESD に対す
る看護を食道・胃・大腸・下咽頭に分けて丁寧に解説．看護内
容を時間軸に沿って手順ごとに記載し，重要箇所には詳しい解
説を掲載．手元にぜひとも置いておきたい実践マニュアル！
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2015.10）
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臨床医学

▶

消化器科

大腸外科学書
［編著］楠

正人

B5・540頁／定価
（24,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1539-5

臨床医学

「大腸肛門外科疾患の治療を先人たちの苦労・努力に経緯を表
し治療開発の歴史から学ぶ」をコンセプトに編集された本書は，
項目を網羅した辞書的な教科書ではなく，現在の概念・手術手
技に至る歴史の変遷と実際の手術手技を詳細に記述した．

A

（2015.01）

肝胆膵脾の CT・MRI 診断
消化器科

［著］村上卓道・岡田真広

2019̲本文.indd 054

B5・248頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1581-4

肝胆膵脾の画像診断，特に CT・MRI を日常診療での有用性に
重点を置き，日頃からよく施行されている検査方法，基本的な
疾患を中心に，Ⅰ部で各種画像検査法を，Ⅱ部の各論では疾患
ごとに読影に必要な基本知識から最新の知見まで解説した．

B

（2013.10）

消化器疾患治療マニュアル
［監］林

改訂 2 版

紀夫・竹原徹郎

A5・420頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1560-9

研修医，臨床医を対象に，EBM に基づいた疾患概念の構築と診
断・治療の手引きとして，現時点で最善と考えられる最新の治
療法を紹介し概説したマニュアル書．改訂版は初版より 60 頁
ほど増量し新規項目を追加，より一層の充実を図った．

C

（2013.04）

カラー図解

PEG 完全攻略

胃ろうの適応・禁忌から造設・管理・偶発症対策まで
［監］竜田正晴・東野晃治
B5・176頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1549-4

適応・禁忌から造設，造設後の管理と有効性の評価，抜去・偶
発症まで，全過程にわたり新しい観点から 100 項目にまとめ
て解説．手技・手順をすぐ理解できるよう，図・イラスト・表
を豊富に使用した．PEG（胃ろう）のすべてがこの 1 冊に！

D

（2012.12）

放射線医学

消化器
［監］楢林

画像診断・IVR
勇・杉村和朗 ［編］廣田省三・村上卓道

A4変・145頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1546-3

消化器画像診断・IVR の領域に関する最先端の知見を取り入れ
解説した．消化管から肝胆膵までの消化器，腸間膜を含む腹部
の CT・MR 画像診断，消化管造影，急性腹症の腹部画像診断等
の最先端情報を収載．

E

（2012.11）

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

① 腹部
［監］朝井

改訂 2 版

均 ［著］中村

滋

A5・251頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1535-7

難解な事柄は極力省略した画期的な腹部エコー入門書，待望の
改訂版！これまでの成書とは全く趣を異にしたユニークでしか
も簡単で非常に分かり易く作られている．楽しみながら最後ま
で読破できる腹部超音波診断の書である．
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（2012.09）
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臨床医学

▶

消化器科／循環器科

手にとるように流れがつかめる！

消化器内視鏡看護
検査・治療の開始前から終了・退院まで
［監修］竜田正晴・若林榮子・戸根妙子
B5・327頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1494-7

消化器内視鏡の検査・治療の基本と，術前から退院指導までの
看護を，疾患・手技別にわかりやすく解説．
（2011.08）

消化器がん化学療法 即戦マニュアル

改訂 2 版

B5・303頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1428-2

近年目覚ましい進歩を遂げている化学療法．本書はその消化器
がんに対する治療薬，処方，ガイドラインなどを詳述した．治
療法の選択，化学療法の実際のレジメンを具体的提示するなど
現場実用第一に編集．消化器がん化学療法の現在を凝縮した．

（2010.05）

消化器科／循環器科

食道・胃・大腸・膵・胆嚢・胆管・肝・悪性リンパ腫・GIST
［監修］竜田正晴・飯石浩康・片山和宏・楢原啓之

B

臨床医学

A

消化器がん ESD 即戦マニュアル
DVD 付き
［監修］竜田正晴・飯石浩康 ［著］石原

立・上堂文也・竹内洋司

B5・154頁／定価
（8,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1378-0

C

消化器がんではわが国有数の症例数を誇る施設スタッフ直伝の
ESD 手技マニュアル．本で基本手技からコツや工夫，術前・術
後管理・フォローアップなど ESD が効率的に進められるよう
に解説，付録 DVD で手技のエッセンスが学べる．

（2009.06）

早期胃癌の診断
X 線像と内視鏡像の対比
［著］秋山吉照
B5・220頁／定価
（10,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1263-9

D

本書では，各々の撮影法・読影の解説のみならず，X 線・内視
鏡双方からのアプローチを特徴として，著者の経験に基づいた
各検査のコツなどが紹介されている．放射線科医，消化器内科
医のみならず，放射線技師にとっても必携の一冊である．

（2006.10）

循環器科 万年研修医のための

外来循環器診療エッセンス
［著］伊賀幹二

新刊 A5・112 頁／定価（3,000円＋税）／ISBN978-4-7653-1773-3

E

非専門医・研修医を対象に外来循環器診療のエッセンスをまと
めた 1 冊．厳選症例 20 例をもとに外来でよく遭遇する訴えに
対する診かた・考え方を学べる．「心電図学習法」も収録．
（2019.03）

新刊 心エコーハンドブック

基礎と撮り方
［編］竹中

第2版

克・戸出浩之

B5・193 頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1770-2

F
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心エコーの定番入門書が待望の改訂！要望が多かった動画に対
応し，ASE ガイドラインに合わせて右心系の計測の項目を追加．
さらに経食道心エコーについても詳述．
（2018.12）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

055

2019/03/18 17:00

臨床医学

▶

循環器科

心房細動
ホットバルーン カテーテルアブレーション
［著］佐竹修太郎
B5・144頁／定価
（7,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1703-0

臨床医学

（2017.04）

萌える！心力学
心機能がやさしくわかる 58 のエピソード

循環器科
2019̲本文.indd 056

A

従来のカテーテルアブレーションと比較し，安全かつ短い手術
時間で行える心房細動の根治療法として注目されるホットバル
ーンアブレーション本邦初の手術書．

［著］岩倉克臣
B5・144頁／定価
（3,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1686-6

B

心力学がよくわからない……と嘆いている人にオススメ！ 心
力学の基本を楽しく・やさしく学べる！心不全の病態・心エコ
ーがより深く理解できるようになる！
（2016.09）

動画を見て学べる！

心エコーレポート実例集 50
［編著］戸出浩之・岡庭裕貴
B5・120頁／定価
（4,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1675-0

C

所見の書き方・表現方法に困ったときにすぐに使える！日常で
よくあう 50 症例のレポート実例を収録．収録画像に対応した
300 本以上の動画をウェブで閲覧できる．
（2016.05）

よくある副作用症例に学ぶ

降圧薬の使い方

改訂 4 版

高血圧治療ガイドライン 2014 対応
［著］後藤敏和・鈴木恵綾

D

A5・250頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1649-1

降圧薬による副作用症例を提示し，降圧薬の処方について解説した本書は，降圧
薬に関する書籍のベストチョイスとして長年多くの方々に選ばれてきた．「高血
圧治療ガイドライン 2014」が発表され，今回はそれに沿った内容に改訂した．

（2015.10）

血管エコーハンドブック
［編］竹中

克・戸出浩之 ［編集協力］西上和宏

B5・168頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1644-6

血管エコーで必要とされる知識を重要な疾患を軸に簡潔にまと
めた．これから血管エコーに取り組む時に，血管エコーの概要
を理解するのに相応しい 1 冊．また，シリーズ他巻同様，掲載
した図に対応した付録動画（約 50 本）
をウェブで閲覧可能．

E

（2015.08）

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

② 心臓
［監修］朝井

改訂 2 版
均 ［著］中村

滋

A5・295頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1615-6

エコ蔵じいさんのイラスト・ガイド心臓編．楽しさ・わかりや
すさに重点を置き，難解な領域は極力省いた手軽なポケット版．
改訂版では「症例の背景を理解する」などの項を新設し，実際
の診療現場での判断を疑似体験できるよう再構成した．
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臨床医学

▶

循環器科

放射線医学

心・大血管、乳腺
［監］楢林

画像診断・IVR

勇・杉村和朗 ［編］中島康雄

A4変・115頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1570-8

心・大血管では進歩の著しい IVR に特に力点を置いて詳解．特
に末梢血管の項は IVR の専門書にも劣らない内容で詳しく記載
した．マンモグラフィ，超音波検査，CT，MRI を取り上げ，各々
のモダリティの特徴と読影の要点や生検についても解説した．

（2013.05）

臨床医学

A

症例から考える高血圧の診かた
循環器科

二次性高血圧を見逃さないために
［編著］後藤敏和
B5・300頁／定価
（6,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1541-8

B

医療機器の進歩により CT の空間分解能が向上し，副腎腫瘍の
有無や腎動脈狭窄の診断に有力な手段となっている．これら画
像診断を有効に使い，二次性高血圧症を簡便かつ見逃すことな
くスクリーニングする方法を，豊富な症例を提示しまとめた．

（2012.09）

General Physician

循環器診察力腕試し
［著］室生

達人の極意，マスター！

卓

B5・115頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1533-3

C

日常の診察で要となる循環器領域の視診・触診・聴診について「あなたなら
どう診る？」「どうする？」形式で学ぶクイズ本．ジョークを交えながら，気
軽に楽しみながら知識の吸収・チェックができるよう構成しており，診察の
腕を上げるには絶好の 1 冊．巻末に「日常診療で使える一言集」のオマケ付き．
品切 DVD でトレーニング

（2012.09）

DVD 付き

デジタル心音図との対比で学ぶ心臓の聴診
［著］山崎直仁・土居義典
B5・186頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1491-6

D

デジタル心音計により記録された心音を基に作成．内容は基礎
編として心音に関して総論的に解説し，症例編として 75 例を
掲載．その症例の心音と心音図を記録した DVD からなる．心
音図を見ながら実際の心音を聞く事により聴診能力が向上する．

（2011.08）

新・心エコー図読影のポイント
改訂 3 版
［著］松村敬久・大川真理・土居義典
B5・210頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1381-0

E

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
と症例編からなる誌面は，心エコー法を十分理解できるよう簡
潔に説明した．また，症例を一新し，30 症例を新たに厳選．
Q&A 形式で診断と治療方針決定に至る過程も解説した．

➡ シリーズ

心エコーハンドブック

（2009.07）

☞P.015

F
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※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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臨床医学
耳鼻
咽喉科

▶

耳鼻咽喉科

めまいを診る
［著］北原

糺

B5・144頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1714-6

臨床医学

めまいセンターで領域横断的なめまい診療を行っている著者が，
めまいの系統だった診断からリハビリテーションまでめまい診
療の本質をわかりやすく伝える．

A

（2017.04）

愛知県がんセンター

耳鼻咽喉科

頸部郭清術

2019̲本文.indd 058

［著］長谷川泰久
B5・136頁／定価
（6,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1691-0

B

著者が所属する愛知県がんセンター方式の手術手技を豊富な図
と術中写真を駆使して「頸部郭清術」だけに的を絞って解説し
た．長年培った密なる経験の集大成が凝縮されている．
（2016.11）

Q ＆ A 耳鼻科診療のピットフォール
［監］市村恵一 ［編］井口郁雄・江草憲太郎
B5・152頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1526-5

日常外来でよく見る症例の中から「見逃しやすい症例」
「注意す
べき症例」
「何をしてよいかわからない例」を拾い上げ，Q ＆ A
形式で解説．症例は 6 つの部位別に掲載し，各症例には落とし
穴となる盲点をアドバイスとして記載した．

C

（2012.05）

図解

耳鼻咽喉科

［編著
（代表）
］市村恵一
B5・232頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1464-0

臨床上必須な項目に絞り，項目ごとに要点を箇条書きにして重
要な用語を枠内に解説し，見開き対応のページで効率よく理解
できるよう工夫した．明瞭簡潔，写真や図を豊富に取り入れた，
耳鼻咽喉という領域を要領よく概観できるテキストである．

D

（2011.01）

基本的聴覚検査マニュアル
［著］服部

改訂 3 版

浩

A5・110頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1432-9

聴覚検査において現場の測定者が最も悩まされる患者の反応の
多様性を十分に踏まえ，どのような心構えで，どのような点に
注意して聴力測定を行えばよいか注意するポイントを捉え，現
場にて臨機応変に対応ができるようにわかりやすく解説した．

E

（2010.05）

耳鼻咽喉科学用語解説集
［編集］日本耳鼻咽喉科学会
A5・632頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1433-6

現在，日本の耳鼻咽喉科学で使用されている専門用語のうち，
各関連学会および日本耳鼻咽喉科学会学術委員会，用語解説集
作成委員会の委員が過去 10 年間の日耳鼻の会報誌と ANL か
ら使用頻度の高い用語約 3000 点を集め，解説をした．

F

（2010.05）
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耳鼻咽喉科／麻酔科

日常診療にすぐ役立つ

耳鼻咽喉科
［著］石田

稔

A5・370頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1390-2

日常診療において必要な，基礎医学と耳鼻咽喉科疾患を関連付
けながら理解できるよう，解りやすい多くの図と文章を近くに
配置した．また，電子内視鏡で撮った耳・鼻・咽・喉頭写真を
各部所にまとめて挿入し理解の助けとし，最新の知見も整備．

（2009.08）

臨床医学

A

耳鼻咽喉科学用語集
A5・286頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1345-2

現在，日本の耳鼻咽喉科学で使用されている専門用語のうち，
各関連学会および日本耳鼻咽喉科学会学術委員会，用語集作成
委員会の委員が基本的な用語を選定．英和篇（4,729 語），和英
篇（4,419 語），略語篇（363 語）を収録した．

B

（2008.05）

麻酔科

耳鼻咽喉科／麻酔科

［編］日本耳鼻咽喉科学会

肥満患者の麻酔
［編著］上北郁男・白石としえ
A5・268 頁／定価
（6,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1760-3

C

新刊 麻酔科医の皆さん！肥満患者を担当することになり，慌てた経
験はありませんか？海外の文献を取り寄せずとも，この 1 冊が
あればストレスなく肥満患者の麻酔管理に臨めます．
（2018.10）

手術室の安全医学講座 Part2
［編著］横野

諭

A5・300頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1697-2

D

手術室の安全と安心とは何か，現在の考え方を再定義し，手術
室医療に関する基礎知識から実践手順までのさまざまなテーマ
を取り上げ，内外の情報も加えて丁寧に解説した．手術室で働
く全員に．
（2017.01）

手術室の安全医学講座
［編著］横野

諭

A5・272頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1645-3

E

安全で快適な手術 & 手術室を実現するための最先端の情報，周
辺知識，理論的裏付けなど，高度な内容から軽い話題まで「語
り口はやわらかに，しかし内容は理論的に」全 133 項目を，1
項目は基本 2 頁読み切りで平易な文章で伝える．
（2015.09）

周術期麻酔管理ハンドブック
理論から実践まで／救急から緩和まで
諭

［編著］小栗顕二・横野

B5・666頁／定価
（10,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1346-9

F
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後期研修に麻酔科を選ぶ医師を対象に，麻酔科医が携わる広範
な分野の基本知識と技術を習得するプログラムを想定してまと
められた．麻酔科プロフェッショナルをめざす医師がより深く
学び実践する際に役立つレベルの内容となっている．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2008.06）
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麻酔科／形成外科／救急科

MINOR TEXTBOOK

麻酔科学

改訂 11 版

［著］兵頭正義 ［改訂編集］南

敏明

A5・672頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1227-1

臨床医学

初版を発刊以来，麻酔科の受持つ範囲が徐々に広範囲になり，
急速な麻酔科の分野の進歩に対応してその度に改訂を行ってい
る．医学生をはじめ，臨床研修医，レジデント，専門医試験を
目指す方々に使いやすい書である．

麻酔の研修ハンドブック
麻酔科／形成外科／救急科
2019̲本文.indd 060

A

（2006.06）

改訂 3 版

［編著］小栗顕二
B5・442頁／定価
（7,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-0976-9

麻酔科研修医の教育と実践の手引きとして編集．本文は出来る
だけ簡潔に，しかし，新知識を盛り込んだメモや理論，古典的
であるが故に失われつつある考え方などは充実させた．

B

（1999.10）

形成外科

創傷治癒の臨床
治りにくいキズのマネージメント
滋

［著］市岡

B5・131頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1391-9

C

治りにくいキズをどう綺麗に治すのか，この 1 冊に凝縮．
治りにくいキズを治す創傷治癒のトータルマネージメント．
医学の基本である「創傷治癒」を基礎から説き起こし，慢性創
傷・難治性潰瘍の治療とケアを最新の情報を盛り込んで解説し
た．第一線の臨床家が実践する「治りにくいキズを治す」テク
ニックを余すところなく紹介した実用書．
治りにくい創傷に関与する可能性がある外科，皮膚科，整形外
科，形成外科，循環器科，糖尿病内科，腎臓内科，リハビリテ
ーション科などの医師と看護師，栄養士，糖尿病療養指導士，
義肢装具士，血管診療技師などのコメディカルおよび医療産業
界の研究開発者をすべて読者として想定し，卒前・卒後教育に
も役立つ知識を網羅している．

救急科

（2009.09）

D

まずはココから！Point-of-Care 超音波
［編著］西上和宏
A5・104頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1698-9

近年注目を浴びている Point-of-Care 超音波の入門書が完成！
診断チャートと豊富な写真でわかりやすく解説．サッと読めて
すぐに使える！ この本を片手に始めよう！

E

（2016.12）

ICU のせん妄
［監訳］鶴田良介・古賀雄二
A5・219頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1583-8

『Delirium in Critical Care』の日本語版で，専門家の間では待望の
訳本といえる．せん妄の基となる臨床科学やニューロバイオロ
ジーにも言及しながら，せん妄の実用性と確かな臨床的認識力
を説いている．せん妄に気づき，分類し，定量化し，せん妄を
予防，治療するという一連の過程を学びとることができる．
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救急科／眼科

救急患者の診かた考え方

改訂 3 版

救急医療に携わる人のために
［著］白川洋一
A5・387頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1575-3

救急医学のエッセンスを凝縮した，定番教科書の改訂版．ER，
一般病棟，ICU，手術室，災害現場…さまざまなフィールドの
経験と知を集約した本書は，医学生，初期研修医の教科書とし
てはもちろん，ベテラン医師の知識の整理にも最適である．
救急看護

電話でトリアージ

（2013.10）

改訂 2 版
救急科／眼科

すぐに使える問診票 31
［監］白川洋一 ［編］山崎誠士・乙宗佳奈子
B5・143頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1607-1

B

患者・家族から救急の電話を受けた時，顔の見えないパニック
状態の相手から診療に有効な情報を得るには質問力が要求され
る．質問の優先順位，必須項目，緊急性の判断などを考えて作
られたオリジナルの問診票が症状別に 31 例掲載されている．

入門 救急処置法

臨床医学

A

（2014.06）

改訂 3 版

［著］前田如矢
A5・146頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1412-1

医療従事者教育のカリキュラムや一般の社会人を対象とした
「救急処置法」のテキストとして書き下ろした．健康常識とし
ての必須のテーマと医療情報を収載した救急処置の入門書であ
る．今改訂では「AED による心肺蘇生法」の項目を加筆した．

C

（2010.03）

コア・ローテイション

救急
［編著］白川洋一・氏家良人・大谷美奈子・前川剛志
B6変・320頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1061-1

D

研修医に利用してほしい手引書．指導医に相談する前に，自分
でどう診療を組み立てるかの考え方を重視して，診療のコツを
盛り込んだ．研修指導医にも十分使っていただける書である．
（2002.06）

眼科

眼科インフォームド・コンセント
ダウンロードして渡せる説明シート
［監］下村嘉一 ［編著］國吉一樹
新刊 A4・416 頁／定価（9,800円＋税）／ISBN978-4-7653-1748-1

E

眼の病気や症状，その治療方法などについて，エキスパートの
執筆陣が充実の内容でまとめ上げた，患者説明用シートの決定
版．全項目を Web から PDF でダウンロードできる．
（2018.03）

Q&A 眼科診療のピットフォール
［監］下村嘉一 ［編］松本長太
B5・140頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1584-5

F
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日常外来でよく見る症例の中から「見逃しやすい症例」
「注意す
べき症例」
「何をしてよいかわからない症例」など，陥りやすい
ピットフォールを拾い上げ，Q&A スタイルでわかりやすく解説．
眼科診療の知識と眼科領域の最新情報を提供した．
（2013.11）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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眼科／泌尿器科

眼疾患

改訂 3 版

説明の仕方と解説
［著］菅 謙治 ［改訂］直井信久
A5・371頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1514-2

臨床医学

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 .

眼科／泌尿器科
2019̲本文.indd 062

A

実績ある眼科患者説明の虎の巻が
オールカラー化で大改訂！
（2012.03）

B

眼の感染症
［編集］下村嘉一
B5・280頁／定価
（12,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1459-6

眼の感染症のすべてがわかるスタンダードな書．まずはじめに
眼感染症の特殊性を概説し，解説は病原体の構造・分類，検査
を記述．つづいてその病原体が引き起こす各疾患の病因，病態，
臨床所見，診断と治療，予防・疫学などを網羅した．

C

（2010.11）

図解

眼科

吉村長久・宮本和明・山本哲也・
［編著］
下村嘉一・三村 治・黒坂大次郎
B5・240頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1342-1

膨大な眼科知識を 5 つの大学が結集，それぞれの第一人者が分
かりやすく，かつ学びやすくまとめたテキスト．大きくⅠ部
（総論）
とⅡ部（疾患編）に分け，Ⅰ部では眼の構造や機能，診察
と検査，主要な症候を記述，Ⅱ部では各疾患を網羅した．

D

（2008.05）

泌尿器科 放射線医学

泌尿生殖器
［監］楢林

画像診断・IVR

勇・杉村和朗 ［編］鳴海善文

A4変・94頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1565-4

泌尿生殖器画像診断・IVR の守備範囲は泌尿器科領域および婦
人科領域であるが，本書では腎尿路，副腎から子宮，卵巣，前
立腺，膀胱など骨盤内臓器，精巣，陰茎などの男性生殖器に至
るまで，多岐にわたる管腔臓器から実質臓器までを解説した．

E

（2013.04）

泌尿器科診療ガイド
［編］勝岡洋治
A5・477頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1473-2

研修医，専門医など若手医師を対象にした，泌尿器科の臨床現
場で役立つ実践的診療ガイド．図表を多用し，随時フローチャ
ートを用いており，一項目を 3 〜 5 頁の読みきりスタイルにし
ておりわかりやすい．各種診療ガイドラインにも準拠．

F

（2011.04）
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泌尿器科／腎臓・透析

スタディメイト泌尿器科学
［編集代表］勝岡洋治
B5・440頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1406-0

（2009.12）

腎臓・
透析

こんな時どうすれば !?

A5・374頁／定価
（6,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1735-1

症例をベースに「コンサルト」のキーワードで透析の基本，着
眼点，検討方法を記載した．高いレベルの総合診療能力集団で
ある透析医療従事者に，さらに腕を磨いてほしい．
（2017.12）

泌尿器科／腎臓・透析

透析患者の内科管理コンサルタント
［監］深川雅史

B

臨床医学

泌尿器科学の膨大な知識量の中から専門的記述に偏らないで，
EBM による必要事項を取捨選択し，基本的で標準的内容で満
たされるように配慮した．形態（構造）と機能を結びつけて病態
と疾病を理解できるように臓器ごとに構成されている．

A

こんな時どうすれば !?

腎臓・水電解質コンサルタント

第2版

［監］深川雅史
A5・450頁／定価
（6,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1728-3

C

腎臓・水電解質を学びたい若い医師・コンサルトの仕方を知り
たい非専門医と，コンサルトの受け方の技法を知りたい専門医
の双方に役立つ．専門医の考える道筋がこれでわかる．
（2017.11）

こんな時どうすれば！
？

腎移植コンサルタント
［監］深川雅史 ［編］西

愼一

A5・296頁／定価
（5,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1671-2

D

腎代替療法の一つとして腎移植を学びたい移植外科医，腎臓内
科医のための Q ＆ A 方式のマニュアル．内外のガイドライン，
PEKT 等の新しい情報，患者への説明にも対応．
（2016.04）

透析患者の病態へのアプローチ
改訂 2 版
［編集］深川雅史
A5・490頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1497-8

E

病態に立脚しエビデンスを考慮した透析患者の診療ができるよ
うにという初版の方針をさらに徹底 ･ 発展させ，内容を拡充し
た．刊行間際に東日本大震災が発生，災害時の透析医療の課題
が浮き彫りとなったことを受け，災害に関する章を新設した．

（2011.09）

透析室に置きたい

かゆみ治療パーフェクトガイド
［著］段野貴一郎
B5・202頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1347-6

F
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かゆみ，フットトラブル等の皮膚合併症に悩まされることが多
い透析患者の皮膚トラブルについて，皮膚科医が教える，治療
と対策のノウハウ満載のガイド．患者から繰り返される訴えに
どう対応するか，迷ったときのヒントが散りばめられている．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2008.06）
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血液／画像・放射線・超音波

総合診療ライブラリー

血液

Generalist 血液内科診療のススメ
［著］大野辰治
B5・160頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1661-3

臨床医学

血液疾患は難解，苦手，できれば診たくないと思っている医師
が多いと思われる．現場モードの，わかりやすい実践指南書を
制作．総合医を目指す医師に向けて，現場実践仕様の素早いメ
ッセージを送り，血液疾患の基本的な診療のコツを伝授する．

A

（2015.12）

新・血栓止血血管学

血液／画像・放射線・超音波

検査と診療
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［編著］一瀬白帝・丸山征郎・村田

満

B5・216頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1651-4

検査においては血小板系・線溶系など多岐にわたる血液検査か
ら，次世代シーケンサーを使った GWAS や Omics 分析まで網羅．
治療においても DOACs の課題，血液製剤から，開発中の iPS を
利用した再生医療や抗体医薬まで充実している．

B

（2015.10）

新・血栓止血血管学

抗凝固と線溶
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・和田英夫
B5・144頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1650-7

出血対策に替わって重要になってきた抗血栓の問題を正面から
扱った．各種抗凝固因子の働きから，出来上がった塞栓が溶解
される線溶系の働きを，基礎から最新の polyhedrocytes まで網
羅している．

C

（2015.10）

新・血栓止血血管学

凝固と炎症
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・家子正裕
B5・208頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1646-0

止血反応も炎症・免疫反応も生体防御の戦略の中核を占める．
この二大反応が互いに密接にリンクして，ダイナミックに増幅
と制御し合う関係にあることが判明してきた．二大生体反応の
ダイナミズムについて最先端の研究成果をまとめて解説した．

D

（2015.09）

新・血栓止血血管学

血管と血小板
［編著］一瀬白帝・丸山征郎・内山真一郎
B5・256頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1642-2

血栓や止血についての理解は，血液の凝固因子の生化学的な作
用だけでなく，血管の脈管形成や血管と神経の相互作用，血管
と血液の物理的相互作用などの基礎的事実を踏まえてこそ進む
と考える．血管と血小板の動態を網羅した決定版．

診療放射線技師

画像・
放射線・
第 13 版
超音波
新刊

E

（2015.08）

国家試験対策全科

［編著］西谷源展・遠藤啓吾・赤澤博之
B5・546頁／定価
（8,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1777-1

F

この 1 冊で国家試験は万全！ 最近の出題傾向を踏まえて，
「平成 32 年版診療放射線技師国家試験出題基準」に準拠しつ
つ，さらに必要な内容をブラッシュアップした．
（2019.03）
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▶

画像・放射線・超音波

新刊 心エコーハンドブック

基礎と撮り方
［編］竹中

第2版

克・戸出浩之

B5・193 頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1770-2

心エコーの定番入門書が待望の改訂！要望が多かった動画に対
応し，ASE ガイドラインに合わせて右心系の計測の項目を追加．
さらに経食道心エコーについても詳述．
（2018.12）

臨床医学

A

新刊 症例でたどる
時間経過で画像はこう変わる
［著］縄田昌浩

B

B5・220 頁／定価
（4,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1771-9

脳血管障害や頭部外傷等では MRI･CT 画像は，時々刻々と変化
する．本書は急性期から慢性期，寛解再燃など変わりゆく画像
を実症例を提示し，わかりやすく解説する．
新刊

皆伝！ IVR の知恵

（2018.12）

画像・放射線・超音波

頭部 MRI・CT

（第 2 版）

［編］佐藤守男・河合信行
B5・451 頁／定価
（9,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1756-6

C

2015 年日本医学放射線学会総会で大好評につき完売した「伝
えたい IVR の知恵」がパワーアップして改訂！ 著者らの斬新
な創意工夫をさらに充実させた IVR の新定番マニュアル，完
成！
（2018.09）

まずはココから！Point-of-Care 超音波
［編著］西上和宏
A5・104頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1698-9

D

近年注目を浴びている Point-of-Care 超音波の入門書が完成！
診断チャートと豊富な写真でわかりやすく解説．サッと読めて
すぐに使える！ この本を片手に始めよう！
（2016.12）

ガイドラインに基づく

胎児心エコーテキスト スクリーニング編
［監］稲村

昇

B5・128頁／定価
（4,400 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1680-4

E

「胎児心エコー検査ガイドライン」に即したスタンダードな内
容で，学会が推奨する検査方法を読者が確実に理解・マスター
できるよう，豊富な写真とエコー動画で視覚的にわかりやすく
解説．

（2016.07）

動画を見て学べる！

心エコーレポート実例集 50
［編著］戸出浩之・岡庭裕貴
B5・120頁／定価
（4,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1675-0

F
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所見の書き方・表現方法に困ったときにすぐに使える！日常で
よくあう 50 症例のレポート実例を収録．収録画像に対応した
300 本以上の動画をウェブで閲覧できる．
（2016.05）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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画像・放射線・超音波

超音波検査士認定試験対策にも使える！

これで OK！血管エコー報告書の書き方
［編著］濱口浩敏・久保田義則
B5・224頁／定価
（4,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1679-8

A

臨床医学

血管エコー報告書の書き方を超音波検査士認定試験の抄録を使
い NG 例と OK 例を対比して解説．どこを間違いやすいのか，
ポイントはどこなのかが確実にわかる！ウェブ動画付き．
（2016.05）

血管エコーハンドブック
画像・放射線・超音波

［編］竹中
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克・戸出浩之 ［編集協力］西上和宏

B5・168頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1644-6

血管エコーで必要とされる知識を重要な疾患を軸に簡潔にまと
めた．これから血管エコーに取り組む時に，血管エコーの概要
を理解するのに相応しい 1 冊．また，シリーズ他巻同様，掲載
した図に対応した付録動画（約 50 本）
をウェブで閲覧可能．

B

（2015.08）

解いて身につくPET・SPECT 120 症例
専門医認定試験に役立つ
［編著］小須田茂 ［著］京藤幸重
B6変・376頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1633-0

これから核医学の専門医試験（認定試験）を受験しようとする若
手の先生方にわかりやすく，自然と実力が身につくように書か
れた本である．また，日本核医学会と日本医学放射線学会の専
門医試験の過去問 66 題を「腕だめし」として掲載している．

C

（2015.03）

肝胆膵脾の CT・MRI 診断
［著］村上卓道・岡田真広
B5・248頁／定価
（6,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1581-4

肝胆膵脾の画像診断，特に CT・MRI を日常診療での有用性に
重点を置き，日頃からよく施行されている検査方法，基本的な
疾患を中心に，Ⅰ部で各種画像検査法を，Ⅱ部の各論では疾患
ごとに読影に必要な基本知識から最新の知見まで解説した．

D

（2013.10）

なに？これ！胸部

X 線写真

［著］池田貞雄・畠中陸郎
B5・257頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1579-1

1,000 例を超える職場検診や住民検診の胸部 X 線写真の症例
から，ベテラン医師 2 名の読影所見，推定診断に対する意見が
分かれた 83 症例をピックアップし，それぞれの見解を紹介．
読影職人達はどのような回路で読影しているのかを解説した．

E

（2013.09）

MINOR TEXTBOOK

放射線基礎医学
［編集］青山

改訂 12 版

喬・丹羽太貫

A5・490頁／定価
（5,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1559-3

本書は「放射線の物理学」「放射線の生物学」「放射線障害とそ
の対策」の三部構成からなり，放射線医学の基礎，生命科学，放
射線安全管理としての放射線基礎医学が修得できる．今回新た
に「26 章 原子力施設の事故と被ばく」を設けた．

066

F

（2013.03）

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．

2019/03/18 17:00

臨床医学

▶

画像・放射線・超音波

甲状腺・頸部の超音波診断

改訂 3 版

［監］小西淳二 ［著］岩田政広・笠木寛治・河合直之
B5・182頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1543-2

甲状腺・唾液腺をはじめとする頭頸部疾患は表在病変が主であ
ることから，まさに高分解能化した超音波診断の得意とする分
野である．本書では，日常臨床検査で遭遇する頻度の高い甲状
腺疾患を中心に，著者の経験や多くの文献を参考にして執筆し
た．また，ほとんどの症例にドプラ像を併載し，甲状腺疾患以
外の症例を増やし，必要に応じて CT，MRI，核医学などの所見
も加え，頚動脈エコーの項も加えて，症例のバランスにも配慮．
日常臨床の即戦力になる本を目指した．

（2012.10）

画像・放射線・超音波

B

豊富なエコー画像で幅広く説明した，
頸部超音波診断の教科書

臨床医学

A

胸部 CT の立体解剖
［著］畠中陸郎・桑原正喜・池田貞雄
A4・140頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1509-8

C

胸部の解剖を容易に理解できるようカラーイラストでまとめた．
1 章 レベル別にみた立体解剖と正常 CT 像／ 2 章 横断解剖
図と臓器の同定／ 3 章 Coronal，Sagittal 解剖と臓器同定／ 4
章 肺癌 N 因子／ 5 章 小葉の解剖
（2012.01）

肺癌を見逃さないための

胸部 X 線写真の読影
［著］畠中陸郎・池田貞雄
B5・276頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1490-9

D

「何度も X 線写真で肺癌を見落としたことがあります…」そう
語る著者が，手痛いミスや首をひねるような症例に出くわす度
にファイリングしてきた症例を多数掲載．肺癌は「見つける」
から「見逃さない」へ！

（2011.07）

胸部の異常陰影
X 線による鑑別診断
［著］池田貞雄・船津武志・人見滋樹・甲斐隆義
B5・490頁／定価
（14,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1450-3

E

1983 年に刊行された名著『胸部の異常陰影（全改訂 3 版）− X
線による鑑別診断−』の「Ⅰ編．正常陰影の読影」
「Ⅱ編．異常
陰影の読影」のみを抜粋し，より求めやすい価格で復刻した．
（2010.10）

画像検査診断用語事典
サイン・画像所見・症候群・検査用語
［監修］吉田祥二・平松慶博
B5・345頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1420-6

F
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「画像サイン・所見」「画像所見が有用な症候群」「画像検査用
語」（超音波を含む）について文献を掲げ，文献上の記載を参考
に解説し，自験例の写真やイラストを適宜掲載．配列はアルフ
ァベット順で，巻末に外国語索引・日本語索引を完備．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2010.03）
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画像・放射線・超音波

DVD 3D 画像を動かして学ぶ

DVD 付き

胸部の解剖と X 線写真の読影

改訂 2 版

［著］桑原正喜・山岡利成 ［CG］中川裕也
B5・188頁／定価
（16,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1398-8

臨床医学

本書は DVD を用いて PC モニター上の画像で自由自在に動か
すことのできるヴァーチャル・解剖モデル（VAM）を使って，読
者が心・肺血管・気管支，肺葉・区域の解剖学的形態と構造を
理解できる X 線読影診断テキストである．教育にも最適．

A

（2009.11）

新・心エコー図読影のポイント
画像・放射線・超音波

改訂 3 版

2019̲本文.indd 068

［著］松村敬久・大川真理・土居義典
B5・210頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1381-0

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
と症例編からなる誌面は，心エコー法を十分理解できるよう簡
潔に説明した．また，症例を一新し，30 症例を新たに厳選．
Q&A 形式で診断と治療方針決定に至る過程も解説した．

B

（2009.07）

めざせ！ 基本的読影力の向上

胸部 X 線写真

改訂 2 版

［著］畠中陸郎・桑原正喜・池田貞雄
B5・266頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1383-4

胸部 X 線写真を気管・気管支・肺の構造に基づく画像解析と，
合理的な鑑別法を記述．通読すれば各陰影の特徴が理解できる
ように工夫した．初めて X 線写真を学ぶ読者のために，1 枚の
X 線写真をもとに基本から診断までを分かりやすく解説した．

C

（2009.06）

癌治療における放射線診療の展開
放射線治療・IVR・RI 内用療法
［編著］西村恒彦・山崎秀哉・山上卓士・奥山智緒
B5・146頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1353-7

小線源やリニアックを用いた放射線治療，肝癌の動脈塞栓術や
ラジオ波焼灼療法を用いた Interventional Radiology（IVR）治療，
アイソトープ（RI）治療のそれぞれを具体的な症例呈示のもと，
手技説明・治療効果について簡潔にまとめた．

D

（2008.09）

CT と PET の融合画像診断
効率的な腫瘍病巣発見のために
［著］中本裕士
A4・227頁／定価
（7,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1258-5

CT「形態画像」と PET「機能画像」の画像融合により画像診断
は大きく進歩した．そしてその双方の情報を参考にすることに
よって非常に理解しやすくなる．本書は効率的な腫瘍病巣発見
のために CT，PET を学ぶ方々にお薦めする．

E

（2006.10）

脳・脊髄の MRI と CT 診断
［編］楢林

勇・垰本勝司

B5・276頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1097-0

MRI と CT について装置の原理，撮像方法や臨床的意義，正常
解剖などの基本的事項をわかりやすく解説．
「読影方法と症例
呈示」では実践に向けて多数の症例を収録．症例の解説は主
訴・臨床経過から CT と MRI の所見・比較等で構成した．

F

（2003.06）
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画像・放射線・超音波／癌・腫瘍

呼吸器 CT 診断
正常構造と病巣の立体的把握
［編］人見滋樹・伊藤春海
A4・510頁／定価
（38,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-0910-3

放射線科医，放射線技師，外科医，病理医，内科医による呼吸
器疾患の立体的診断学書．1,300 枚に及ぶ胸部 X 線写真，CT
写真，術中写真，切除標本ルーペ写真，病理所見を対比して確
認でき，病巣の立体像を把握，正確な診断力が身に付く．

エコ蔵じいさんの
楽しい超音波診断 Handy Text
➡ シリーズ 放射線医学 ☞P.011
➡ シリーズ 心エコーハンドブック ☞P.015

（1998.10）

臨床医学

A

➡ シリーズ

画像・放射線・超音波／癌・腫瘍

B

☞P.010

癌・腫瘍 放射線医学

放射線腫瘍学
［監］楢林

勇・杉村和朗 ［編］猪俣泰典

A4変・184頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1524-1

C

部位別では頭のてっぺんから足の先までをカバー，年齢では乳
幼児から超高齢者まで対象となる広範囲な放射線治療領域のエ
ッセンスを簡潔かつ明瞭にわかりやくまとめた．最新の放射線
治療の動向も短時間で把握できるように編集されている．

消化器がん化学療法 即戦マニュアル

（2012.04）

改訂 2 版

食道・胃・大腸・膵・胆嚢・胆管・肝・悪性リンパ腫・GIST
［監修］竜田正晴・飯石浩康・片山和宏・楢原啓之
B5・303頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1428-2

D

近年目覚ましい進歩を遂げている化学療法．本書はその消化器
がんに対する治療薬，処方，ガイドラインなどを詳述した．治
療法の選択，化学療法の実際のレジメンを具体的提示するなど
現場実用第一に編集．消化器がん化学療法の現在を凝縮した．

（2010.05）

がん分子標的治療研究 実践マニュアル
［編］日本がん分子標的治療学会 ［編集代表］曽根三郎・鶴尾

隆

B5・340頁／定価
（9,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1380-3

E

がん分子標的治療薬の開発研究を扱うマニュアル本．in vitro お
よび in vivo スクリーニング法や新しい標的分子の探索方法や
バイオマーカー開発と検証の手法などに重点を置いて編集，最
新の手法・実験例・注意点を含め解説した．
（2009.07）

癌治療における放射線診療の展開
放射線治療・IVR・RI 内用療法
［編著］西村恒彦・山崎秀哉・山上卓士・奥山智緒
B5・146頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1353-7

F
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小線源やリニアックを用いた放射線治療，肝癌の動脈塞栓術や
ラジオ波焼灼療法を用いた Interventional Radiology（IVR）治療，
アイソトープ（RI）治療のそれぞれを具体的な症例呈示のもと，
手技説明・治療効果について簡潔にまとめた．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2008.09）
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▶

癌・腫瘍／感染症

知っておきたい

がんの知識
［著］宮田正彦
A5・206頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1333-9

臨床医学

より良い「がん」医療が求められる今，看護師にも，より高度
な「がん」知識が要求される．そこで，拾い読み・一夜漬けが
可能な程度の必要最小限の基礎知識を集約した．簡潔に集約し
ているため患者や家族へ分かりやすく説明できる．

A

（2008.03）

CT と PET の融合画像診断
癌・腫瘍／感染症

効率的な腫瘍病巣発見のために

2019̲本文.indd 070

［著］中本裕士
A4・227頁／定価
（7,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1258-5

CT「形態画像」と PET「機能画像」の画像融合により画像診断
は大きく進歩した．そしてその双方の情報を参考にすることに
よって非常に理解しやすくなる．本書は効率的な腫瘍病巣発見
のために CT，PET を学ぶ方々にお薦めする．

B

（2006.10）

早期胃癌の診断
X 線像と内視鏡像の対比
［著］秋山吉照
B5・220頁／定価
（10,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1263-9

本書では，各々の撮影法・読影の解説のみならず，X 線・内視
鏡双方からのアプローチを特徴として，著者の経験に基づいた
各検査のコツなどが紹介されている．放射線科医，消化器内科
医のみならず，放射線技師にとっても必携の一冊である．
感染症

C

（2006.10）

こういうときはこうする！

感染症クリスタルエビデンス
［編著］岡

治療編

秀昭

新刊 A5・520 頁／定価（5,800円＋税）／ISBN978-4-7653-1752-8
感染症治療におけるさまざまな問題点を提示し，可能な限り，
現状のエビデンスや教科書的な事実を解説．その上で，未解決
の問題についてできるだけ明快な指針になるよう，専門医の立
場から「エキスパートオピニオン」を提案した．

D

（2018.04）

症状からみた

高齢者感染症介護マニュアル
［編著］河野公一・島原政司・佐野浩一
新書・210頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1308-7

近年「日和見感染」が増加するなか，常から感染症に対する正
確な知識を持ち，注意すべき観察のポイントや介護上の留意点
について熟知しておく必要がある．本書は，高齢者によくみら
れる感染症について，症状別にポケットサイズにまとめた．

E

（2007.07）

病気からみた

高齢者感染症ケアマニュアル
［編著］河野公一・島原政司・佐野浩一
新書・210頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1309-4

近年「日和見感染」が増加するなか，常から感染症に対する正
確な知識を持ち，注意すべき観察のポイントや介護上の留意点
について熟知しておく必要がある．本書は，高齢者によくみら
れる感染症について，疾患別にポケットサイズにまとめた．
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▶

膠原病・リウマチ／老人医学／総合診療

「これって自己炎症性疾患？」と思ったら

膠原病・
リウマチ

――疑い，捉え，実践する
［著］國松淳和

新刊 A5・271 頁／定価（3,800円＋税）／ISBN978-4-7653-1753-5
自己炎症性疾患のひとつである家族性地中海熱の診療を徹底的
に掘り下げることで，自己炎症性疾患全般を診療する自信を与
える実践的診療ガイドブックである．
（2018.04）

［著］三﨑義堅

B

B5・124頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1702-3

明日から使える膠原病・リウマチ診療の勘どころをクイズ形式
で伝授．リウマチ専門医を目指す研修医はもちろん，一般内科
にも臨床に必要なエッセンスをコンパクトにまとめた．
（2016.12）

老人医学 症例から学ぶ

高齢者疾患の特徴とその対応
［編著］寮

隆吉

B5・120頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1485-5

C

老健施設という高齢者特有の疾患を有する多数の高齢者を日常
的に診療している著者による，専門家や一般医家とは違った観
点から高齢者の特徴を踏まえた治療学書である．専門医学会の
ガイドラインが触れていない，臨床的に有用な治療を詳述．

膠原病・リウマチ／老人医学／総合診療

膠原病・リウマチ力
腕試し

臨床医学

A

（2011.06）

認知症のとらえ方・対応の仕方
改訂 4 版
［著］森

敏

A5・170頁／定価
（1,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1457-2

D

今までは認知症を専門とはしていなかったけれども，新たに認
知症の老人と取り組まなければならなくなった医師・看護師・
コメディカルの方々に「認知症老人のとらえ方，対応の仕方」
を伝授するため，最新の知識をわかりやすく解説した．

（2010.11）

根拠にもとづく

高齢者施設ケア
［編集］田宮菜奈子・阿部芳道・山本秀樹
A5・349頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1438-1

E

本書は，アメリカの長期ケア施設管理認定医制度に感銘を受け
企画された．力学的理論を用いた移乗のケアや，認知症への介
入の仕方，終末期ケアなど，介護者の負担を軽くし，高齢者の
QOL 向上につながるケアの質を高めるエッセンスを凝縮．

（2010.06）

総合診療 総合診療ライブラリー
今すぐ総合診療のエキスパ−トになれる

総合内科診療のススメ 人間ドックから終末医療まで
新刊 ［監］木之下正彦 ［編著］宮田 學

F

2019̲本文.indd 071

B5・144 頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1772-6

病院総合内科医に求められる，人間ドックから終末期医療まで
の知識と診療の心構えを経験豊かな医師が執筆．高齢者診療で
見落とされがちなミネラルについても充実している．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2018.12）
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▶

総合診療

「これって自己炎症性疾患？」と思ったら

新刊

――疑い，捉え，実践する
［著］國松淳和
A5・271 頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1753-5

A

臨床医学

自己炎症性疾患のひとつである家族性地中海熱の診療を徹底的
に掘り下げることで，自己炎症性疾患全般を診療する自信を与
える実践的診療ガイドブックである．
（2018.04）

内科病棟・ER トラブルシューティング
総合診療

［監］上田剛士 ［著］高岸勝繁

2019̲本文.indd 072

B5・352頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1741-2

どこに注目し，どのように判断しているか，
そしてその根拠はなにか
病棟での急変や救急外来でのトラブルの対応に自信をもって接
することができる研修医がどれほどいるであろうか？ 自分自
身を含め研修医も皆，不安を抱えながら対応しているのではな
いだろうか
（監修のことばより）．
本書は，膨大なエビデンスを収集整理し，救急外来・病棟患者
のトラブルに対する対策をクリアに明示した．症候（トラブル）
ごとにフローチャート形式で，検査・対応・治療についての診
療の流れを把握できるようにしているので，研修医や非専門分
野の症状に遭遇した当直医にとって大きな助けになる．

B

（2018.01）

C

薬のデギュスタシオン 2
製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために
［編著］岩田健太郎
A5・416頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1719-1

製薬メーカーの勧める薬を漫然とお気に入りにしている薬だけ
ではなく，
「あれ」と「これ」はどのように使い分けられるのか
差別化することにより医薬品の正しい選び方を学べる！医師，
薬剤師さん他すべての医療従事者にお薦めの一冊．

D

（2017.07）

総合診療ライブラリー

Generalist 血液内科診療のススメ
［著］大野辰治
B5・160頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1661-3

血液疾患は難解，苦手，できれば診たくないと思っている医師
が多いと思われる．現場モードの，わかりやすい実践指南書を
制作．総合医を目指す医師に向けて，現場実践仕様の素早いメ
ッセージを送り，血液疾患の基本的な診療のコツを伝授する．

E

（2015.12）

総合診療ライブラリー

Generalist 糖尿病診療のススメ
［著］荒木

厚

B5・160頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1663-7

糖尿病は生活指導が最も重要であり，総合診療医にとって扱う
疾患のなかでも大きなウエートを占める．糖尿病のセルフケア
の向上のために，外来の診察における話し方を症例描写の一部
にもりこみ，心理アプローチの一助になるようにもした．
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▶

総合診療

総合診療ライブラリー

Generalist 神経診療力腕試し
［監］秋口一郎［著］浅沼光太郎
B5・120頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1662-0

神経学的診察や神経症候学の重要度は循環器と双璧をなす．身
体所見をとるうえで避けて通れない．また神経変性疾患は難関
中の難関であるが，的確に診断し，早く専門医に送るのが総合
医の役目．本書も欠かせない一冊になるだろう．

（2015.12）

臨床医学

A

薬のデギュスタシオン
総合診療

製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために
［編著］岩田健太郎
A5・407頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1656-9

B

C

Amazon にて全書籍中 1 位を獲得！「あれ」と「これ」を比
較検討．臨床的に意味のある違いを探る！
医薬品の価値は「他者との比較」によってなされる．単にある
医薬品の効能や副作用を勉強するだけではだめで，その薬が他
との相対的な関係からどの位置にいるか，そのポジショニング
が重要になる．それが分からなければ A という薬と B という
薬の使い分けはできない．本書は「あれ」のみを単独で学ぶの
ではなく，
「あれ」と「これ」の違いを臨床的に吟味し，どのよ
うに使い分けるか（あるいは差別化するのか）を検討するもので
ある．大事なことは「臨床的に意味のある違い」である．些細
な構造式の違いや臨床的にはどうでもよい薬理学上の属性には
本書は拘泥しない．あくまで現場で役に立つ差別化が本書の目
的である．

（2015.11）

診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 2
［編著］岩田健太郎
A5・314頁／定価
（3,300円＋税）
／ISBN978-4-7653-1616-3

D

2013 年発行，好評発売中『診断のゲシュタルトとデギュスタ
シオン』の第二弾．新たな執筆者を加え，前回にもまして良い
出来上がりになっている．臨床診断の洞察的な目を追体験しな
がら，診断の困難と楽しみ，再発見を味わっていただきたい．
（2014.10）

診断のゲシュタルトとデギュスタシオン
［編著］岩田健太郎
A5・296頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1566-1

E

F
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本書『診断のゲシュタルト』をかなりの自信を持ってお送りし
ます．診療現場で役に立つことはまず間違いありません．
――岩田健太郎「はじめに」より
ゲシュタルト診断とは「見た目診断」である．診断を各要素（所
見など）の構造物（ゲシュタルト）として捉え，かつ診断のプロ
セスをブラインドテスト（デギュスタシオン）になぞらえて，日
常診療で出会う病気を疾患ごとに，その診断に使われる材料は
どんなものがあるか，診断はその材料でどのように組み立てら
れるかがよくわかるように解説されている．初学者の診断方法
の確立や思考プロセスでの新しい指針となり，さらに若い医師
の基本的スキルの向上，ジェネラリスト的医療センスの向上に
大いに役立つ書である．

※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2013.05）
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▶

総合診療／地域医療学・家庭医療学

General Physician

循環器診察力腕試し
達人の極意，マスター！
卓

［著］室生

臨床医学

身体所見の達人の極意をつめ込んだ 1 冊．
明日からベッドサイドが楽しみになる！
（2012.09）

日常の診察で要となる循環器領域の視診・触診・聴診について
「あなたならどう診る？」「どうする？」形式で学ぶクイズ本．
ジョークを交えながら，気軽に楽しみながら知識の吸収・チェ
ックができるよう構成しており，診察の腕を上げるには絶好の
1 冊．巻末に「日常診療で使える一言集」のオマケ付き．
視ただけで「CVP 20 cm H2O 以上！」
，触っただけで「AS の
Ope 適！」
，聴いただけで「大動脈二尖弁！」とカッコよく言
ってみたい方，ぜひ一読を！

総合診療／地域医療学・家庭医療学
2019̲本文.indd 074

A

B5・115頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1533-3

B

総合診療マニュアル
［編集］上原譽志夫・大林完二・隅谷護人・益子邦洋・松岡博昭
B6・1,082頁／定価
（12,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1440-4

大きく症候編と疾患編とに分け，特に主訴・症状を含めた症候
編には多くのページを割いている．患者の主訴を多く取り上げ，
かつ内科系のみならずほとんどすべての診療科にわたり網羅し
つつも，稀な疾病の解説は簡潔にした実践的マニュアル．

C

（2010.07）

地域医療
学・家庭
医療学

膠原病・リウマチ力
腕試し
［著］三﨑義堅
B5・124頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1702-3

D

明日から使える膠原病・リウマチ診療の勘どころをクイズ形式
で伝授．リウマチ専門医を目指す研修医はもちろん，一般内科
にも臨床に必要なエッセンスをコンパクトにまとめた．
（2016.12）

チームドクターファイブの在宅医療
［著］チームドクターファイブ

（横林文子・馬本郁男・森本英夫・斉ノ内良平・梅山

信）

B5・140頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1589-0

在宅療養支援診療所の制度発足を契機に結成した 5 名の医師
チーム「チームドクターファイブ」が「近隣の開業医同士のチ
ーム連携」をテーマに，7 年間で積み上げた在宅医療の連携ス
タイルを紹介．チーム結成の経緯からの成功例を綴った．

E

（2014.03）

研修医・指導医のための

地域医療・地域保健
［編］河野公一・福井次矢・倉本

秋・米田 博

A5・356頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1551-7

地域医療を必要とする患者とその家族への全人的な対応のため，
患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療を理解
し実践するための書籍．地域医療は研修医には必須科目だが書
籍は数少なく，初期臨床研修医には有用と言えるだろう．
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臨床医学

▶

心身医学／東洋医学

心身医学 浜松医大流

エビデンスに基づく精神療法実践集
［編著］森

則夫・杉山登志郎・和久田智靖

A5・273頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1635-4

浜松医科大学での実際におこなわれた精神療法の実践を紹介し
た．臨床心理士が精神療法について述べ，主治医が精神医学的
立場から解説する，というスタイルをとっており，すぐにでも
臨床現場にて活用できる実地書として有用といえる．

（2015.04）

臨床医学

A

実践ワークブック

健康に生きるための 18 の秘訣

B5・247頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1452-7

B

ホリスティック・ヘルスの考え方に基づいたワークブック．毎
日 30 分ほどで行える 18 の練習を通して，不安や怒りといった
マイナスの感情を解き放ち，自己への気づきを深め，こころと
体を癒し，自分自身の成長を促すことができる．
心の学習（サイコエデュケーション）

（2010.10）

心身医学／東洋医学

新しい認知行動療法

［日本語版監修］竹林直紀 ［訳・改編］六浦裕美

DVD 付き

怒りとうまくつき合うために
キレないためのコツを理解しよう
！

［編著］中村道彦

B5・102頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1264-6

C

学校現場における危機的状況（不登校，いじめと暴力，引きこも
り，自傷や自殺など）を防止するための児童・生徒に対する心
の学習プログラムである．怒りとうまくつき合う対処方法の理
解を深めることを目的としている．付録 DVD 付き．

（2006.10）

プラクティカル医療心理学
［編著］飯田紀彦 ［著］寺嶋繁典・岡田弘司・井上澄江
A5・235頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1251-6

D

医療における心理職が法制化されようとしている潮流を踏まえ，
優れた医療心理職の養成に役立つことを目的に現場の第一線で
活躍する精神科医，医療心理師，臨床心理士らが書き下ろした．
医学と心理学が統合した実践のテキストとしてお薦め．
（2006.07）

東洋医学 内科医のための漢方診療

正直なところ「漢方って本当に効くの？」
と内心思っているあなたへ
新刊 ［著］岩﨑 鋼・野上達也・吉澤和希

E

A5・144 頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1769-6

内科医が本当に知りたいコモンディジーズに対する漢方の処方
をエビデンスと古典をもとにさらりと解説．
（2018.11）

国家試験徹底分析

柔道整復学

第3版

［編］荒木誠一・加藤明雄・野々村聡子・古東司朗
B5・482頁／定価
（6,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1732-0

F
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1 回〜 25 回の柔道整復学領域の問題全てを掲載．項目ごとに
どの問題が出題されたかを徹底分析した．来年度の問題が予測
でき，問題を解くことにより実力がアップ．試験対策は万全！
（2017.11）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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臨床医学

▶

東洋医学／公衆衛生学・産業医学／内分泌・代謝

補完・代替医療

アーユルヴェーダとヨーガ

第3版

［著］上馬塲和夫
A5・280頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1678-1

A

臨床医学

東洋医学を代表するアーユルヴェーダとヨーガを医学的見地か
ら解説．今回の改訂では健康で幸せな長生き 健幸長寿 を目指
す統合医療の未来についての提言を盛り込んだ．
（2016.06）

補完・代替医療

東洋医学／公衆衛生学・産業医学／内分泌・代謝

鍼灸

2019̲本文.indd 076

改訂 2 版

［著］篠原昭二
A5・246頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1608-8

近年の日本で行われている鍼灸事情とともに，東洋医学をベー
スとした鍼灸治療の診断，治療法，東洋医学理論などについて
わかりやすく解説．鍼灸治療で主流を占めている現代的鍼灸，
中医鍼灸，経絡治療の診断・治療方式について説明した．

➡ シリーズ

補完・代替医療

B

（2014.06）

☞P.006

C

公衆衛生 研修医・指導医のための
学・産業
医学
［編］河野公一・福井次矢・倉本

地域医療・地域保健
秋・米田 博

A5・356頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1551-7

地域医療を必要とする患者とその家族への全人的な対応のため，
患者が営む日常生活や居住する地域の特性に即した医療を理解
し実践するための書籍．地域医療は研修医には必須科目だが書
籍は数少なく，初期臨床研修医には有用と言えるだろう．

D

（2013.02）

動物由来感染症マニュアル
［編集代表］河野公一
A5・270頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1397-1

比較的よくみられる動物由来感染症について，医師，コメディ
カル向けに，分かりやすい解説を行い，観察のポイント，宿主
（ベクター）
や感染にいたる接触環境，さらに感染症予防を視野
に入れた対策方法の留意点について，箇条書きでまとめた．

E

（2009.11）

内分泌・ こんな時どうすれば !?
代謝

内分泌・脂質・尿酸コンサルタント

［監］深川雅史 ［編集］鈴木敦詞

新刊 A5・360 頁／定価（6,200円＋税）／ISBN978-4-7653-1744-3

F

わかりにくいイメージのある内分泌疾患のエッセンスを抽出し，
臨床現場のクエスチョンをまとめた．身近なコンサルタントと
して，患者の質問への回答として，活用してほしい．
（2018.05）
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臨床医学

▶

内分泌・代謝／糖尿病・生活習慣病

内分泌代謝学入門

改訂 6 版

［著］大野恭裕・青木矩彦
A5・504頁／定価
（6,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1618-7

（2014.11）

甲状腺・頸部の超音波診断

改訂 3 版

B5・182頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1543-2

本書では，日常臨床検査で頻度の高い甲状腺疾患を中心として，
著者の経験や多くの文献を参考にして執筆した．症例のバラン
スにも配慮した．
本書 1 冊で頸部領域の超音波像については，日常臨床の即戦力
になる本を目指した．
糖尿病・ バーンスタイン医師の
生活習慣病

糖尿病の解決

（2012.10）

第 4 版 日本語版

［著］リチャード・K・バーンスタイン ［訳］柴田寿彦
A5・482頁／定価
（5,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1674-3

C

内分泌・代謝／糖尿病・生活習慣病

［監］小西淳二 ［著］岩田政広・笠木寛治・河合直之

B

臨床医学

A

「基本用語」
，
「基本的事項」，
「問題」から成る本書は，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，著
者によって練られた問題を解く「問題解答方式」を採用してい
る．内分泌代謝学の基本知識の解説も充実させた．

12 歳で糖尿病と診断されたバーンスタイン医師は自らを実験
台にし，糖質制限食と血糖値の正常化により糖尿病をコントロ
ール．人生をかけた糖尿病ガイド第 4 版日本語版．
（2016.05）

総合診療ライブラリー

Generalist 糖尿病診療のススメ
［著］荒木

厚

B5・160頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1663-7

D

糖尿病は生活指導が最も重要であり，総合診療医にとって扱う
疾患のなかでも大きなウエートを占める．糖尿病のセルフケア
の向上のために，外来の診察における話し方を症例描写の一部
にもりこみ，心理アプローチの一助になるようにもした．

（2015.12）

こんな時どうすれば！
？

糖尿病・血糖管理コンサルタント
［監］深川雅史 ［編］貴田岡正史・豊田雅夫
A5・370頁／定価
（5,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1643-9

E

糖尿病診療に関して糖尿病専門医や熟練したスタッフへのコン
サルトは，問題の解決に有効に機能する．本書は，そういう疑
問に答えてくれる存在として大いに役立ち，専門家のいない環
境下でも適切な対応をとり診療を進めるための手引書である．

（2015.08）

「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス
［編著］難波光義・杉山

隆

B5・305頁／定価
（7,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1567-8

F
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糖尿病の増加に伴う妊産婦の耐糖能異常の早期検出とその是正，
また次世代を見据えた継続的支援の重要性を，内科・産婦人
科・小児科のトップランナーの執筆者が多数参加し，新知見を
盛り込んだ．
（2013.06）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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臨床医学

▶

糖尿病・生活習慣病／栄養・輸液・輸血

品切 次世代の医学・医療がわかる

未病医学 入門
［編集］日本未病システム学会
B5・215頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1276-9

臨床医学

最新の基礎医学から臨床医学さらに検査，栄養，予防医学の分
野までを「未病」という視点から再編集したオリジナルの未病
医学書．本書はその入門編である . 健康と病気の間の医学 を
未病として再認識，その研究者たちがトピックスを執筆した．

A

（2006.12）

次世代の医学・医療がわかる

糖尿病・生活習慣病／栄養・輸液・輸血

未病医学 臨床

2019̲本文.indd 078

［編集］日本未病システム学会
B5・274頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1277-6

未病医学の理論と実践，その臨床を 2 分冊にまとめた．本書は
その臨床篇である . 病気にしない未病医学を，予防医学として
いかに未病のうちに察知・診断して介入するか，そのポイント
と治療法，対策法を広範囲な分野にわたって解説した．

B

（2006.12）

「妊娠と糖尿病」診療スタンダード
［編著］藤田富雄・豊田長康
B5・280頁／定価
（7,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1085-7

わずかな代謝異常が母体や胎児に与える影響が大きく，早期発
見・治療が必要な妊娠糖尿病が抱える問題点とその対応を記述．
診療の上でのスタンダードなガイドラインと最近のトピックス
の二部構成．内科医と産婦人科医を対象にした画期的な書．

C

（2002.12）

栄養・
輸液・
輸血

マンガでわかる亜鉛の基礎と臨床
［著］小野靜一
B5・80頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1764-1

新刊 人は生まれてからいろいろな障害や病気に罹り，治療・療養し病など
を治します．その治療・療養また予防に不可欠な元素は亜鉛に他な
らない．本書はこの亜鉛の神髄に迫る．

D

（2018.11）

POCT を活用した実践的治療

輸血による止血戦略とそのエビデンス
［著］山本晃士
B5・96頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1701-6

外科系医師や麻酔科医をターゲットにした輸血学のテキスト．
輸血血不足が目前に迫った今，血液製剤を適正使用するために
制限輸血のエビデンスと，POCT を使った使用プロトコルを伝
える．

E

（2016.12）

こどもの心と体の成長・発達によい食事
Ⅱ 幼児期
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ
［監］大阪府立母子保健総合医療センター

F

B5・120頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1683-5

インターネットなどの情報に迷いがちのご両親に贈ります．子
育て中のお母さん必見！こども病院の医師と栄養士による食育
レシピ，幼児期編！
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▶

栄養・輸液・輸血

こどもの心と体の成長・発達によい食事
Ⅲ 学童期・思春期
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ
［監］大阪府立母子保健総合医療センター
B5・135頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1684-2

インターネットなどの情報に迷いがちのご両親に贈ります．子
育て中のお母さん必見！こども病院の医師と栄養士による食育
レシピ，学童期・思春期編！

（2016.08）

臨床医学

A

こどもの心と体の成長・発達によい食事

B

栄養・輸液・輸血

Ⅰ 妊娠期・乳児期
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ
［監］大阪府立母子保健総合医療センター
B5・128頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1668-2

インターネットなどの情報に迷いがちのご両親に贈ります．こ
れからお母さんになる方，子育て中のお母さん必見！こども病
院の医師と栄養士による食育レシピ，妊娠期・乳児期編！

（2016.04）

臨床輸液の知識と実践
［著］河野克彬
B5・280頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1204-2

C

全診療科にわたり必須 ･ 共通の治療法である輸液療法について，
簡潔な要点の記述文章とともにポイントを押さえたカラフルな
図表，チャート，写真やヘッドラインなどで印象的にまとめた．
講義を積み重ね試行錯誤してきた著者による渾身の 1 冊．
（2005.11）

輸血ミスを防ぐ

輸血実践マニュアル
［監］澤田

淳 ［著］横野

諭

B5・128頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1059-8

D

輸血実施手順と合併症対策についての実践マニュアルである．
時間内外の対応の違い，伝票による諸手続き，ベッドサイドの
輸血実施から終了までの運用など，現場に即したすぐに役立つ
内容とした．

（2002.05）

MINOR TEXTBOOK

輸血医学
［編］全国国立大学附属病院輸血部会議

輸血医学カリキュラム委員会

A5・196頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-0989-9

E

重要な治療手技である輸血医療は，教科書では断片的に取り上
げられる傾向にあった．本書は医学部学生の輸血医学教育に携
わる教官によって作成された決定版教科書．血液製剤の種類・
造血幹細胞移植・輸血副作用などについて言及した．

（2000.03）

memo

F

2019̲本文.indd 079

※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

医学一般

医学一般
医学一般／医療制度

A

医学一般

医学一般 医学生・若手医師のための
誰も教えてくれなかった

おカネの話
新刊 ［著］Dr.K

医学一般

A5・230 頁／定価
（2,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1775-7

2019̲本文.indd 080

誰が何と言おうと，「お金は大事！」．医業のかたわら株式投資
もバリバリこなすスーパー勤務医 Dr.K が，医学生・若手医師
に知っておいてほしいお金の話を書き綴ります．

B

（2019.01）

新刊 すべての臨床医そして指導医にも捧ぐ超現場型の臨床研究体験書

臨床研究立ち上げから英語論文発表まで
最速最短で行うための極意

実践対談編

［編］原

正彦

C

A5・340 頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1754-2

知識を経験に落とし込め！ 極意を実践した 8 人のストーリー．本書は極意本の「実践対
談編」として，実際に極意を実践して論文を発表した 8 名の先生との対談を通して，臨床
研究を行って英語論文を発表するまでの過程を疑似体験していただくためにまとめました．

（2018.04）

臨床研究立ち上げから英語論文発表まで
最速最短で行うための極意
すべての臨床医に捧ぐ超現場重視型の臨床研究指南書
正彦

［著］原

D

A5・196頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1734-4

臨床研究を立ち上げて，論文作成・アクセプトまでを最速最短
で完遂するためにはどうすればよいか，その極意を説く．
（2017.12）

補完・代替医療

補完・代替医療

音楽療法

第3版

［著］高橋多喜子
A5・112頁／定価
（2,100円＋税）
／ISBN978-4-7653-1708-5

E

音楽療法のエビデンスが構築されてき，認知症高齢者領域で
BPSD に関しての効果や自閉症の社会的相互交渉や親子関係に
ついて，さらに疼痛緩和に関しての効果がわかってきた．
（2017.03）

人体の成り立ちと働き，さらに！健康と病気がよくわかる！
！

生命科学ただいま講義中
［著］岡田安弘
B5・260頁／定価
（3,900 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1677-4

F

「生命とは何か」
「体の成り立ちと働き」
「病気とは何か」を脳科
学者が生命のからくり，体の各器官の構造や働き，その機能が
障害された時に起こる病気をわかりやすくまとめた．
（2016.09）
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医学一般

▶

医学一般

補完・代替医療

アーユルヴェーダとヨーガ

第3版

［著］上馬塲和夫
A5・280頁／定価
（3,200 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1678-1

A

東洋医学を代表するアーユルヴェーダとヨーガを医学的見地か
ら解説．今回の改訂では健康で幸せな長生き 健幸長寿 を目指
す統合医療の未来についての提言を盛り込んだ．

ヘイスティングス・センターガイドライン

生命維持治療と終末期ケアに関する方針決定

医学一般

（2016.06）

［原著］Nancy Berlinger, 他 ［監訳］前田正一
A5・320頁／定価
（4,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1666-8

倫理・法律・医学といった専門領域だけでなく，患者や家族介
護者の経験，患者の権利擁護を組み込んだヘイスティングスセ
ンター終末期ケアガイドライン 2013 年版の全訳．

医学一般

B

（2016.02）

知らなければ損をする！ 翻訳者がガッチリ教える！

英語医学論文の書き方がわかる本
［著］飯田宗一郎
A5・168頁／定価
（2,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1689-7

C

英語論文の執筆に悩む学生，臨床医に向けて翻訳者の立場から，
論文の基礎から効率のよい学習方法，英文校正会社への依頼方
法など知らなければいけないテクニックを伝授する．
（2016.01）

補完・代替医療

メディカル・アロマセラピー

改訂 3 版

［著］今西二郎
A5・231頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1664-4

D

メディカル・アロマセラピーの標準書として，医師・看護師な
どの医療従事者やアロマセラピストに役立つ書である．改訂版
では不眠症について大幅な改訂をおこない，認知症に対するア
ロマセラピーの効果についても最新の情報を追加した．

（2015.12）

補完・代替医療

統合医療

改訂 2 版

［著］今西二郎
A5・140頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1647-7

E

統合医療は，現代西洋医学と補完・代替医療を組み合わせ，両
者の長所を強調し，短所をカバーする理想的な医療である．改
訂版では新しい統合医療として，健康維持・増進，健康寿命の
延伸を図る健康創生型統合医療についても解説した．

生命倫理と医療倫理
［編］伏木信次・樫

（2015.09）

改訂 3 版

則章・霜田 求

A5・260頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1598-2

F
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医療に関わろうする方々は，本書を開けば明日の生命倫理と医
療倫理が読める！今改訂では新章（救急医療・災害医療・脳神
経病理・公衆衛生）を増やし，広い視野から生命倫理・医療倫
理を考えるべく多様なニーズに応えられるよう充実を計った．
（2014.03）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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医学一般

▶

医学一般／医療制度

ジキル博士の変身薬
［著］岡部

進

四六変・227頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1421-3

昼間は人格高潔な医師として知られるジキル博士．夜になると
自家製の薬を飲んでハイドに変身し，殺人鬼となる．この小説
の変身薬に著者は薬学的な考察を加える．その他 20 余の薬の
誕生の物語，周辺の人間模様をエピソードを交えて描く．

A

医学一般

（2010.04）

医療従事者のための

補完・代替医療

改訂 2 版

［編］今西二郎
A5・478頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1375-9

医学一般／医療制度

現在日本で実施されている補完・代替医療のほとんどを網羅し
た決定版．西洋医学を否定するのではなく，肯定しつつ西洋医
学を補う医療として補完・代替医療への指針を示している．補
完・代替医療の健全な展開，正しい知識と理解を深める書．

2019̲本文.indd 082

B

（2009.05）

緊急対処ガイドブック
病態・検査値から院内トラブルまで！
典之

［監修］巽

B6・248頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1348-3

医療現場では病態の急変や非常事態・緊急事態が日々発生し，
どれだけ注意を払っていてもミスが起こりうるのが現状である．
本書は，緊急事態の際に慌てふためき判断を誤らない為に，検
査値から事務対応まで幅広い内容をまとめたものである．

C

（2008.06）

医療文化への誘い
よき医療者のために
［著］的場恒孝
A5・134頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1255-4

三大項目，12 のテーマに分けて医療・看護の本質まで深く掘
り下げ言及．テーマは多様であるが根底には，よき医療のため
に医療者・看護師が目指すべき心のあり方が示されており，
知 と 情 をバランスよくもつことの必要性を述べた．

D

（2006.08）

医療制度 医療従事者のための

これだけは知っておきたい 61 の法律
［編集代表］河野公一
B5・384頁／定価
（4,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1512-8

医療従事者と関わりの深い医療や保健・福祉，環境に関する法
律を，一冊にまとめ通覧できるようにした．学生にとっては日
頃の学習や試験準備に，従事者にとっては手元において日常業
務の参考にするための有効な書となっている．

E

（2012.01）

医事紛争実務ハンドブック
［著］大城

孟・福田 弘・高岡正幸

A5・476頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1144-1

過去の判例，最近の主な医療事故事例を紹介し，重大事例をピ
ックアップしてさらに詳しい解説を加えた．医事紛争，医療事
故，裁判に遭遇した場合に当該医師はどう対応するか，同時に
病院当局・院長・部長医師等はどう対処するかを詳述．

F

（2004.07）
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医療統計学

医療統計学
A

新刊

親切な医療統計学

（第 2 版）

医療統計学

［著］奥田千恵子
A5・242 頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1774-0

B

医療分野研究者，病院実務従業者，学生など初学者向きの統計
テキスト．第 2 版では EZR の解析法を併記し，全般的に見直
した．直近の薬剤師国家試験の出題範囲もカバーした .
（2019.02）

なぜベイズを使わないのか !?
臨床試験デザインのために
［著］手良向聡
A5・170頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1723-8

C

ベイズの定理（ベイズ統計学）を利用して柔軟な臨床試験デザイ
ンを行うための画期的な入門書．FDA の臨床試験ガイダンス
の翻訳も含んでいる．
（2017.09）

たったこれだけ！医療統計学

改訂 2 版

［訳］奥田千恵子
A5・123頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1630-9

D

E

統計学を熟知する必要はない！読むために必要な知識は
「たったこれだけ！」でいいんです！
統計手法を使った臨床論文を読みこなすために「これだけ必
要」な概念や手法の解説に特化した解説書．統計手法を「使っ
て」論文を作成する目的ではなく，臨床論文で使われている統
計結果を「読む」目的の読者にお勧めする余分な情報をそぎ落
とし，
「引き算」の考え方で書かれた類を見ない解説本である．
本文の構成としては，統計手法を重要度・難易度ランキングで
分類，それぞれ☆ 1 つから 5 つで表現した．また，用途，意味，
例，注意点，等の項目を挙げて解説をしている．改訂版では，
統計手法の使用頻度によるランク付けなどを変更，より使いや
すいものを目指した．

（2015.06）

医療系 はじめまして！統計学
［著］奥田千恵子
A5・199頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1629-3

F
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医療職を目指す学生，コメディカルのための統計学ファースト
ステップ！初めて統計を学ぶことを想定して書かれた教科書．
「数式はほとんど出てこない」「身近な具体例を日常用語で説
明」「統計学的な表現方法も身に付く」をコンセプトに編集．
（2015.04）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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医療統計学

親切な医療統計学
［著］奥田千恵子
A5・216頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1596-8

医療統計学を苦手とする方が理解に苦しむ部分を懇切丁寧にわ
かりやすく書き上げた，これでもか！というほど「親切な」医
療統計学書．必要十分な統計学的知識を身につけて，論文を読
んだり医療研究を行うことを目指した，初学者向けテキスト．

A

（2014.04）

医薬研究者の視点からみた

医療統計学

道具としての統計学

2019̲本文.indd 084

改訂 2 版

［著］奥田千恵子
A5・258頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1501-2

統計ソフトを使うためのマニュアル部分，解析手法に関連した
基礎的概念の解説部分の二部構成．具体例を用い，実用的な知
識が身につくよう解説した．医学論文を「読む」だけでなく
「書ける」ようになるための初級〜中級レベルのテキスト．

B

（2011.11）

医薬研究者のための

統計記述の英文表現

改訂 3 版

［著］奥田千恵子
A5・180頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1451-0

英語論文などに使われている，統計の英文表現を系統的にまと
めた参考書．今改訂では統計手法の新傾向を踏まえ，例文を
2005 年以降の海外主要論文に一新した．欧文投稿で困ったと
きに！医薬分野の英語論文を投稿する研究者必携である．

C

（2010.10）

医薬研究者のための

研究デザインに合わせた統計手法の選び方
［著］奥田千恵子
A5・142頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1376-6

問題のある研究デザインでデータを集めてから統計手法を選択
するという困難な状況に陥らないように，研究デザインに合わ
せた統計手法の選択方法を系統的に学べる解説書．1 つの研究
テーマを見つけてから論文にまとめるまでを具体的に示した．

D

（2009.05）

医薬研究者のための

評価スケールの使い方と統計処理
［著］奥田千恵子
A5・172頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1303-2

数値に表れないデータを統計処理が可能な数値に変換し，また，
そのような評価スケールを計量心理学的に検定する手法・統計
解析法を，収集したデータの統計解析法に関して，医薬研究者
の視点からわかりやすく解説した．

E

（2007.06）

統計なんてこわくない
［著］柳

修平

A5・160頁／定価
（1,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-0974-5

本書は，統計を学ばなければどうしても困るが，取り掛かりと
取り扱いに戸惑っている人を対象に編集した．できる限り統計
のイメージを理解してもらうように努めた，わかりやすい統計
入門書である．

F

（1999.10）
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語学・辞典

語学・辞典
A

知らなければ損をする！ 翻訳者がガッチリ教える！

英語医学論文の書き方がわかる本
［著］飯田宗一郎
A5・168頁／定価
（2,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1689-7

英語論文の執筆に悩む学生，臨床医に向けて翻訳者の立場から，
論文の基礎から効率のよい学習方法，英文校正会社への依頼方
法など知らなければいけないテクニックを伝授する．
（2016.01）

語学・辞典

B

ベーシック 歯科医学英語ワークブック
Basic Dental Vocabulary For Use
［著］藤田淳一・岡村友玄・Bernard MacMugen・Eric Schoenbrunn
B5・80頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1636-1

C

歯科医およびスタッフが通訳を介さず直接英語で対応できるこ
とを目指して制作．一般用語と専門用語を織り交ぜながら初学
者が無理なく単語やフレーズを覚えられるようワークブック形
式になっている．Native Speaker による CD 付．

英語で診療〈内科系〉

（2015.05）

CD 付き

［著］坂尾福光・Robert Conroy
A5・190頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1576-0

D

E

受診場面を 25 のスキットと役立つフレーズで再現した実践
医療英会話テキスト．ロールプレイングの練習に．ミニドラ
マやイラストも魅力．
英語圏の患者が，一般病院・診療所や歯科医院を受診する場面
を想定し，応対する医療関係者との英語のやり取りを再現し，
簡単な医療用語の解説や英語表現の注意点をきめ細かく解説し
た医療英会話テキスト．医療者がなじんだ英語の医学専門用語
ではなく，患者の「日常使う英語による訴え」を再現するため，
英国出身の著者が徹底チェックをした．また，ロールプレイン
グの練習などに役立つよう，native の英語と日本語による音声
CD を添付した．
< 内科系 >…受付・内科・小児科・皮膚科・精神科・薬局・か
らだの部位の呼び方

（2013.10）

memo

F
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英語で診療〈外科系〉

CD 付き

［著］坂尾福光・Robert Conroy
A5・192頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1577-7

受診場面を 25 のスキットと役立つフレーズで再現した実践
医療英会話テキスト．ロールプレイングの練習に．ミニドラ
マやイラストも魅力．

語学・辞典

英語圏の患者が，一般病院・診療所や歯科医院を受診する場面
を想定し，応対する医療関係者との英語のやり取りを再現し，
memomemo
簡単な医療用語の解説や英語表現の注意点をきめ細かく解説し
た医療英会話テキスト．医療者がなじんだ英語の医学専門用語
ではなく，患者の「日常使う英語による訴え」を再現するため，
英国出身の著者が徹底チェックをした．また，ロールプレイン
グの練習などに役立つよう，native の英語と日本語による音声
CD を添付した．
< 外科系 >…受付・消化器科・整形外科・産婦人科・眼科・耳
鼻科・歯科・脳外科・泌尿器科・からだの部位の呼び方

2019̲本文.indd 086

A

（2013.10）

B

医学英語 Communication & Writing
CD 付き
能力アップ！
［著］土居

治・西村真澄・David Chart

B5・170頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1519-7

本書は，英語に苦手意識がある医学生，医師に向け，英語で意
思疎通を図ることは難しいことではないということを伝え，学
び，練習してもらおうと製作された．付属 CD2 枚付き．読ん
で，聞いて，書いて集中トレーニングで身につける医学英語！

C

（2012.04）

医薬品開発部員のための

和英 / 英和・翻訳辞典

改訂 2 版

［著］内田たけみ
A5・322頁／定価
（5,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1500-5

承認申請，承認，製造販売後に至るまでの医薬品開発に必須の
和／英単語を約 3,500 語収載した，医薬品の研究開発・関連文
書の翻訳実務に特化した辞書．製薬会社医薬品開発部員，医薬
関連の翻訳に携わる人は日常業務が円滑に進むだろう．

続々・英語で診療

D

（2011.11）

CD 付き

患者に伝える症状の訴え方
［著］坂尾福光・Robert Conroy
A5・194頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1488-6

好評書『英語で診療』の第 3 弾．海外のクリニックで受診する
際の，医師との対話を学ぶ目的でまとめた．症状の訴え方や，
よくある疾患の医学知識を症状ごとにまとめ，具体的な対話例
54 の場面で表現している．ネイティブによる対話 CD 付．

続・英語で診療

E

（2011.06）

CD 付き

海外でクリニックに行く前に
［著］坂尾福光・Robert Conroy
A5・162頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1487-9

好評書『英語で診療』の第 2 弾．渡航前に海外の医療情報を収
集・準備をすることを目的にまとめた．問診票の書き方，外来
予約の電話のかけ方，薬局での薬の買い方，医師との対話など
57 の場面で表現している．ネイティブによる対話 CD 付き．
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語学・辞典

医学略語辞典

改訂 4 版

［編集］医学略語編集委員会
A5・664頁／定価
（6,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1461-9

A

定評ある医学略語辞典の第 4 版．医学・医療の発展・細分化
に対応し，頻用されている基本的なものから専門領域に特化し
たもの，また最新のものまで約 22,000 語を網羅的に収録した．
原語・日本語訳に加えて適宜解説を記載．
（2011.02）

プラクティカル医学英語辞典
［著］羽白

清

B6変・846頁／定価
（4,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1423-7

医師・看護師，すべての医療関係者と学生が病院や学校で遭遇
する医学英語を正しく理解し実地で利用できるよう編集した活
用辞典．見出し語総数 10,900 項目，実用例文（診療英会話・
症例提示・紹介状）総数 1,154 例，略語総数 3,159 語．
（2010.05）

医学論文英訳のテクニック

語学・辞典

B

改訂 4 版

［著］横井川泰弘
A5・684頁／定価
（5,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1415-2

C

論文で実際に使われた文を何通りも挙げて解説．臨床論文が中
心の構成から，改訂 4 版では基礎論文の実例を加え，文例を書
き改めた．また，間違いやすい表現，タイトルのつけ方などに
も触れた．英語論文を書く医師，論文を英訳する翻訳者必携．
（2010.03）

臨床英文の正しい書き方
［著］羽白

改訂 4 版

清

CD-ROM 付き

A5・548頁／定価
（5,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1365-0

D

四十余年の実績が物語る臨床英文表現集の最高峰
初版以来 40 年の歴史を持つ，英語で診療録を書くための参考
書として定評のある臨床英文表現集である．
7 年ぶりの改訂では，新しい医療の展開を如実に反映する略語
について，改訂前のほぼ 3 倍にあたる 1,000 語を収録して充実
させた．
また，今改訂から CD-ROM が付録され，従来の索引に加えて，
専門用語や医療関係の表現を自在に検索でき，臨床英文活用表
現集としての利便性をさらに高めている．

（2008.12）

E

memo

F
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看護学

▶

看護学一般

看護学
看護学一般／基礎看護・理論／臨床看護・技術／看護学生向け

看護学
一般

A

緊急対処ガイドブック
病態・検査値から院内トラブルまで！
典之

［監修］巽

B6・248頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1348-3

看護学

医療現場では病態の急変や非常事態・緊急事態が日々発生し，
どれだけ注意を払っていてもミスが起こりうるのが現状である．
本書は，緊急事態の際に慌てふためき判断を誤らない為に，検
査値から事務対応まで幅広い内容をまとめたものである．

B

（2008.06）

看護師「医学力」腕だめし
医療現場必須の新常識
［著］上原譽志夫・川邊隆夫・鈴木順一・永田泰自
A5・218頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1310-0

看護学一般
2019̲本文.indd 088

「あなたならどうする？どう思う？」4 択形式，全 100 問のク
イズ本．楽しみながら気軽に知識のチェック・習得を！医療現
場必須の医学の知識・常識から最近のトピックまで幅広く収録．
カンファレンスや患者さんへの指導・助言にも役立つ．

C

（2007.09）

難しい患者さんとのコミュニケーション・スキル
心を通わせる 27 の方法
［原著］ジョイ・ダクスベリー ［訳］羽白

清

四六・290頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1092-5

患者とのコミュニケーション改善を望む看護職員・臨床医・臨
床心理士・カウンセラー・医学生・看護学生に．カウンセリン
グと心理療法的手法の理論と実践の両面から，引きこもる患者，
攻撃する患者にどうかかわるか，備えと対処法を解説．

看護研究への招待

D

（2003.03）

改訂 6 版

［著］緒方

昭・森田敏子・河村圭子・
但馬まり子・井上加奈子・吉野拓未

A5・211頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1601-9

看護研究とは何か，今日どのようなテーマがあるか，さらに研
究のすすめ方から論文の書き方，口述発表の仕方まで，簡素で
明瞭，かつ具体的に記述．初心者のために看護研究の精髄とそ
の手法をわかりやすく解説している．

E

（2014.03）

memo

F
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看護学
基礎看護
・理論

▶

基礎看護・理論

看護における危機理論・危機介入 （第 4 版）
フィンク／コーン／アグィレラ／ムース／家族の危機モデルから学ぶ
［著］小島操子

新刊 A5・179 頁／定価（2,500円＋税）／ISBN978-4-7653-1746-7

A

待望の改訂版．危機理論の教育や学習に，また理論と実践との
結びつきや事例研究などが，5 つのモデルごとの事例分析を通
して理解しやすく，活用しやすい内容にまとめた．
（2018.01）

人体生理学ノート

第8版

［著］岡田隆夫
B5・224頁／定価
（2,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1745-0

B

定番の人体生理学入門書が待望の改訂．デザインを一新し，重
要キーワードには解説を加え，さらに読みやすく，わかりやす
くなった．生理学を短期間で効率よく学習できる．

看護学臨地実習ハンドブック

第5版

看護学

（2018.01）

基本的考え方とすすめ方
［監］松木光子
B5・228頁／定価
（3,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1724-5

臨地実習についての基本的な考え方，実際の進め方を把握する
ことができる，指導者必携の書．
（2017.09）

基礎看護・理論

C

看護師に役立つ

コーチングの知恵
［著］髙谷

修

A5・155頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1722-1

D

「看護のコーチングとは何なのか」に対する答えが得られる一
冊．身近なシチュエーションを例にして，考え方についても解
説しており，現場で起こる様々な状況に応用できる．
（2017.07）

危機状況にある患者・家族の
危機の分析と看護介入−事例集
E

第2版

フィンク／コーン／アグィレラ／ムース／家族の危機モデルより
［編著］小島操子・佐藤禮子
B5・298頁／定価
（3,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1718-4

事例で学ぶ危機看護介入！ 多くの読者の声を受け，この
度，待望の改訂版が発行

F
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（2017.07）

フィンク，コーン，アグィレラ，ムース，二重 ABC-X の危機モデルを
応用して，患者の背景・経過から危機モデルによる分析，危機モデル
にそって危機介入を展開，介入→支援・援助→患者・家族の危機回
避までの一連のプロセスが女性の視点で丁寧に記録されている．
臨床の場で患者の危機的状況に遭遇するベテラン看護師の人たち
はもとより，看護学生，新人ナース，これからがん看護専門看護師
を目指す方々には，危機状況にある患者・家族の危機を適切にア
セスメントし，危機モデルに基づいて危機看護介入に対応・応用に
役立書．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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看護学

▶

基礎看護・理論

看護師に役立つ

レポート・論文の書き方
［著］髙谷

第4版

修

A5・152頁／定価
（2,200 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1687-3

A

レポートや論文，看護記録，申し送り状，ケーススタディ等を
書く機会の多い看護師のために結論から述べる文章校正方法
「三分節法」の基本的ルールをわかりやすく解説した．
（2016.09）

助産学生のための

助産婦ケアの教育方法
［監］新道幸恵
B5・136頁／定価
（3,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1669-9

B

産婦ケアにおける助産学生の実践能力を育成するためには，ど
のような教育方法が効果的なのか？ 研究で得られた成果をエ
ビデンスとして，教育方法の工夫を解説．

看護学

（2016.03）

明解看護学双書③

精神看護学

改訂 3 版

［編著］野嶋佐由美
B5・277頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1573-9

基礎看護・理論
2019̲本文.indd 090

精神看護学の基礎から臨床までの知識の全てが網羅された定番
の教科書．精神の健康〜不健康を理解したうえで，対象者の立
場に立って専門的な援助関係を形成し，その人らしい生活に注
目した看護過程を展開していくことが出来るだろう．

看護統計学への招待
［著］緒方

C

（2013.10）

改訂 4 版

昭

A5・249頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1557-9

統計に関する知識と考え方は，調査研究や統計的研究はもちろ
ん，事例研究や文献研究にも必要になる．本書はこの統計学に
ついて，基礎的手法から，思考法，さらに応用力まで会得でき
るよう色刷りシェーマを用いて簡潔に記した．

D

（2013.04）

教える技術がよくわかる

髙谷流
［著］髙谷

看護教育方法
修

A5・155頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1542-5

看護学校で論理学の教鞭をとってきた著者が，看護教育に携わ
る人々を対象に，教授者が学習者に既有知識と新知識を整合的
に関連付ける教育方法を紹介している．高谷流独自の一味ちが
った方法は実践に大いに役立つであろう．

新体系の看護理論

看護学矛盾論

E

（2012.10）

改訂 2 版

unification
［著］三瓶眞貴子
A5・283頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1520-3

論理学などで伝統的な考え方である「矛盾論」を看護に導入．
看護実践を通して実証し，構造化した成果をまとめた理論書．
改訂版では補章を追加し，未解明事例が看護学矛盾論でどのよ
うに解き明かされるのか事例を掲げて一連のプロセスを説いた．
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看護学

▶

基礎看護・理論

アクティブ・ラーニング

IBL で進める成人看護学演習法
［著］赤澤千春・西薗貞子
B5・97頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1463-3

A

PBL とともに浸透し始めている IBL を用いた講義を詳しく解
説している．授業の進め方や評価方法を紹介し，最後に急性期
における 10 の事例を掲載して実際の講義で役立たせられるよ
う工夫した．看護学校の教官や新人看護師の指導者にお薦め．

（2010.12）

実践能力を磨く看護研究
精神看護学対応
［編著］松田光信 ［著］当目雅代・杉本吉恵・河野あゆみ
B5・154頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1404-6

B

（2009.12）

がん患者 グループ療法の実際

看護学

用語，研究テーマの絞り込み，研究デザイン，データ収集と分
析方法，研究における倫理など，看護研究に必要な知識を初学
者向けに簡潔に解説した．また，精神看護学領域から多くの具
体例を提示．精神科看護研究に十分に対応できる内容である．

［編著］河瀬雅紀 ［著］中村千珠
A5・166頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1402-2

地域で暮らす通院がん患者を心理的な面からサポートするサポ
ートグループを取り上げ，グループ療法やグループを扱うこと
が初めての方でも安心して始められるよう，基本から応用まで，
開始前の準備から実施中の手順まで具体的に解説した．
（2009.12）

基礎看護・理論

C

パノラマ精神医学

映画にみる心の世界
CINE-PSYCHOPATHOLOGY
［編著］中村道彦

D

A5・232頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1317-9

映画のストーリーを例に挙げ，精神医学の世界を紹介する

E

現代社会が抱える諸問題を心の健康障害として捉えた精神科医
である著者は，映画解説を随所にまじえながら，映画の中で描
かれている心の健康障害を精神医学の視点から解説する（たと
えば，ストレス対処法では『ポーラー・エクスプレス』
（ロバー
ト・ゼメキス監督）を紹介）．映画を楽しみながら健康障害を理
解できる，とっつきやすく読みやすい精神医学の手引書である．
映画は古くは 1940 年代から 2007 年のものまで，約 100 点を
セレクトした．
心の健康障害を理解するための入門書として，堅苦しい医学書
とは一味ちがったユニークな精神医学書．

（2007.11）

memo

F
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※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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▶

臨床看護・技術

障がい児・者の手術室看護マニュアル
［編著］重見研司
B5・183頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1743-6

一般の病院とは違った対応を必要とする症例に対して，臨機応
変に対応できるよう，障害および疾病によって起こりうる問題
やその解決方法などをまとめた．

A

（2018.01）

大圃組はやっている！
！

消化器内視鏡の機器・器具・デバイスは
こう使え！
［編］大圃

研

B

A5・330頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1726-9

看護学

NG 例と OK 例の対比で，どこがポイントなのかよくわかる！
認定試験の疾患コードに合わせた厳選 41 症例の報告書を収録．

（2017.10）

血管エコーはその簡便性，無侵襲性から今まさに脚光を浴びて
いる領域です．その対象となる部位は，頭蓋から下肢まで，全
身をカバーするため，エコーの撮り方のみならず，その検査報
告書の書き方も簡単ではありません．本書では，血管エコー領
域における超音波検査報告書の書き方について解説しています．

臨床看護・技術
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C

NICU ナースのための必修知識

第4版

［著］河井昌彦
B5・222頁／定価
（3,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1694-1

NICU で，新生児病棟で，実際に「赤ちゃんに接するナースの
みなさん」に知っておいてほしい知識や考え方をまとめた実用
的な 1 冊．人気シリーズ待望の改訂版．

D

（2016.12）

子どもたちの笑顔を支える

小児緩和ケア
［著］多田羅竜平
A5・218頁／定価
（3,600 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1705-4

E

34 のストーリーを通して小児緩和ケアへの理解を深めること
ができる入門書．緩和ケアの現場で日々，模索しながら子ども
たちやその家族に向き合っている方へのヒントとなる 1 冊．
（2016.12）

スマホ・PC で聴ける！ 一番最初に読みたい

ナースのための肺の聴診
［著］長坂行雄
A5・96頁／定価
（2,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1699-6

F

どうやって聴くの ? どうして音が発生するの ? どんな音が
あるの ? 病気との関係は？ 肺の聴診をやさしく丁寧に解説．
スマホ・PC で音を聴きながら学習できる！
（2016.12）
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臨床看護・技術

手術室の安全医学講座 Part2
［編著］横野

諭

A5・300頁／定価
（3,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1697-2

A

手術室の安全と安心とは何か，現在の考え方を再定義し，手術
室医療に関する基礎知識から実践手順までのさまざまなテーマ
を取り上げ，内外の情報も加えて丁寧に解説した．手術室で働
く全員に．
（2017.01）

ナースのための世界一わかりやすい

呼吸器診断学
［著］倉原

優

A5・224頁／定価
（2,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1692-7

B

呼吸器疾患に触れるナースのために，数多くの呼吸器疾患の中
から重要呼吸器疾患だけを厳選．医師がどのように診断をし，
治療しているか，疾患別に分かりやすく解説した．

手にとるようにぐんぐんわかる！

看護学

（2016.01）

消化器内視鏡 EMR/ESD 看護
［監］竜田正晴・笹田友恵
B5・192頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1652-1

消化器内視鏡の手技の中でも特に頻度の多い EMR/ESD に対す
る看護を食道・胃・大腸・下咽頭に分けて丁寧に解説．看護内
容を時間軸に沿って手順ごとに記載し，重要箇所には詳しい解
説を掲載．手元にぜひとも置いておきたい実践マニュアル！

（2015.10）

臨床看護・技術

C

手術室の安全医学講座
［編著］横野

諭

A5・272頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1645-3

D

安全で快適な手術 & 手術室を実現するための最先端の情報，周
辺知識，理論的裏付けなど，高度な内容から軽い話題まで「語
り口はやわらかに，しかし内容は理論的に」全 133 項目を，1
項目は基本 2 頁読み切りで平易な文章で伝える．
（2015.09）

救急看護

電話でトリアージ

改訂 2 版

すぐに使える問診票 31
［監］白川洋一 ［編］山崎誠士・乙宗佳奈子
B5・143頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1607-1

E

患者・家族から救急の電話を受けた時，顔の見えないパニック
状態の相手から診療に有効な情報を得るには質問力が要求され
る．質問の優先順位，必須項目，緊急性の判断などを考えて作
られたオリジナルの問診票が症状別に 31 例掲載されている．

（2014.06）

運動器 Nursing Update

ナースに役立つ整形外科とリハビリテーション
［編著］平澤泰介
B5・261頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1604-0

F

2019̲本文.indd 093

幅広い整形外科看護の医療知識・看護技術に最新の診断法・治
療法を加え，医療がスムーズになされるために必要な知識を多
数の図を用いてコンパクトにまとめた．また，リハビリテーシ
ョン領域を強化．外来・病棟で特に役立つ内容となっている．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2014.04）
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ICU のせん妄
［監訳］鶴田良介・古賀雄二
A5・219頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1583-8

集中治療・救急領域に焦点化した最新のせん妄専門書
『 Delirium in Critical Care 』待望の日本語版！

看護学

せん妄は集中治療・救急領域においては，医療の質を反映する
Quality Indicator（QI）として最近特に注目されている．2013 年
1 月に米国集中治療医学会から『成人 ICU 患者の疼痛，不穏お
よびせん妄の管理に関する臨床ガイドライン』が出版され，
「ICU 患者のせん妄」が広く認知され始めた．本書は，このこ
とを踏まえ米国にて出版された『Delirium in Critical Care』の日
本語版で，専門家の間では待望の訳本といえる．せん妄の基と
なる臨床科学やニューロバイオロジーにも言及しながら，せん
妄の実用性と確かな臨床的認識力を説いている．せん妄に気づ
き，分類し，定量化し，せん妄を予防，治療するという一連の
過程を学びとることができる．

A

（2013.10）

B

手にとるように流れがつかめる！

消化器内視鏡看護
検査・治療の開始前から終了・退院まで
［監修］竜田正晴・若林榮子・戸根妙子

臨床看護・技術
2019̲本文.indd 094

C

B5・327頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1494-7

消化器内視鏡の検査・治療の基本と，術前から退院指導ま
での看護を，疾患・手技別に解説
（2011.08）

機器や手法の急速な発展で高度化・複雑化している消化器内視
鏡の検査と治療．その基本と看護をわかりやすく解説．
疾患別・手技別の章立てで，その章のみを読めば必要な事項を
把握できる．クリニカルパスに従った時系列に沿った解説で，
複雑な業務の流れがつかみやすい．
偶発症・感染症予防・安全管理についても記載し，用語解説や
薬剤一覧など知っておきたい情報も掲載した．
内視鏡技師の方にもオススメしたい，現場で即活用できる実践
的なマニュアル．

D

絵でみるリンパ浮腫ケアのテクニック
［編著］赤澤千春
A4・82頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1481-7

わからない から 楽しい へ！現場の看護師が患者さんに指導
しやすいように，また，患者さんだけでも実行できるように，
簡潔さとわかりやすさを心がけた．200 点以上のイラストを
使用したリンパ浮腫セルフケアのための最良の導き書！

E

（2011.06）

看護・介護のための

基本から学ぶ高齢者ケア

改訂 3 版

［編集］生野繁子
A5・272頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1482-4

看護と介護・福祉など総合的な視野から高齢者ケアを明快に解
説．基礎からケアの実際まで体系的に習得できる入門書．高齢
者と高齢社会の理解，日常的なケア，生活機能からのアセスメ
ントなど，カリキュラムを考慮しながらコンパクトにまとめた．
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臨床看護・技術

認知症のとらえ方・対応の仕方
改訂 4 版
［著］森

敏

A5・170頁／定価
（1,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1457-2

A

B

高齢社会により増え続ける認知症との付き合い方を詳述
今までは認知症を専門とはしていなかったけれども，新たに認
知症の老人と取り組まなければならなくなった医師・看護師・
コメディカルの方々に「認知症老人のとらえ方，対応の仕方」
を伝授するため，最新の知識をわかりやすく解説した．
また，認知症老人の新しい治療戦略を示しており，抗認知症薬
とメンタルケアを併用することにより，さらに有効な対応がで
きるようになった点を詳細に記述した．
これにより従来から認知症老人の治療に取り組んできた専門医
の方々にも役立つものと考える．

（2010.11）

看護学

ナースのための

イラストで学ぶ脳卒中
［編著］木村和美
A5・250頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1407-7

急性期から回復期までの脳卒中診療において看護師の役割は大
である．本書は，川崎医大の医療スタッフによる脳卒中患者の
診療について，イラストを多く取り入れ具体的なノウハウを記
述した，ナースのための脳卒中の分かり易い教科書である．

（2010.01）

臨床看護・技術

C

看護の技 Update
［編］林

優子

B5・155頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1372-8

D

看護技術のうち新しいものやこれから行われるであろうものを
収録．概念やメカニズムを記し，手技を多数の写真・イラスト
で説明．看護の最前線で活かす技を平易に理解できる．患者支
援
（セルフケア）マニュアルという観点からも活用できる．
（2009.03）

看護師版［統合失調症患者］心理教育プログラムの基礎・実践・理論
看護実践研究，質的・量的研究の成果
［著］松田光信
A5・235頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1363-6

E

看護師版心理教育プログラムは，特にマンパワー不足を理由と
して，多職種のチームによる標準的な心理教育が導入できずに
葛藤している看護師向けに開発したものである．基礎編・実践
編・理論編からなり，それぞれを簡潔に，具体的に示した．

（2008.12）

看護ナビ

がん化学療法
［監］竜田正晴 ［編］若林榮子・松尾茂子・田口賀子・桝

喜恵

新書・117頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1358-2

F
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患者へのオリエンテーション，抗がん剤の準備，副作用のモニ
タリングと対策，さらに患者の自己決定等への支援，治療の全
経過におけるマネジメント，患者への情報提供など，がん化学
療法下の広範・膨大な看護業務を 1 冊で支える現場即応手帳．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2008.11）
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臨床看護・技術／看護学生向け

透析室に置きたい

かゆみ治療パーフェクトガイド
［著］段野貴一郎
B5・202頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1347-6

かゆみ，フットトラブル等の皮膚合併症に悩まされることが多
い透析患者の皮膚トラブルについて，皮膚科医が教える，治療
と対策のノウハウ満載のガイド．患者から繰り返される訴えに
どう対応するか，迷ったときのヒントが散りばめられている．

A

（2008.06）

高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典
［編］阿部芳江
B5・272頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1266-0

高齢者ケアの疑問を分類・整理し，基本から実践技術まで，実
用知識を Q&A 方式で解説．
「知っておきたい知識・確認事項」
「ケアの流れと根拠」
「予防対策」などとして，関連事項・周辺
事項にも触れながら，現場で活かせる知識を提供する．

B

看護学

（2006.10）

高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典
在宅編
［責編］阿部芳江
B5・144頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1267-7

臨床看護・技術／看護学生向け
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在宅高齢者ケアの疑問を分類・整理し，基本から実践技術まで，
実用知識を Q&A 方式で解説．「知っておきたい知識・確認事
項」「ケアの流れと根拠」「予防対策」などとして，関連事項・
周辺事項にも触れながら，現場で活かせる知識を提供する．
看護学生 看護学生のための
向け

よくわかる大学での学び方

C

（2006.10）

第2版

［監］前原澄子・遠藤俊子

新刊 B5・226 頁／定価（2,400円＋税）／ISBN978-4-7653-1768-9

D

看護職を目指す学生が，まず主体的な学習ができる基礎能力を
身につけ，楽しい学びを実現して，やがて卒後のキャリアをデ
ザインできるよう導いていく教科書．
（2018.11）

新刊 看護学生のための

教育学

第4版

―自己の再発見のために―
［著］髙谷 修

E

A5・179 頁／定価
（1,900円＋税）
／ISBN978-4-7653-1767-2

看護設計を習得して看護計画を立てる．「看護設計」を実践して問題を改
善，解決する能力を身に付けよう！ 一味違った著者流の看護教育学が
満載．今回の改訂ではデジタル依存症や認知障害についても記載を追加．
新刊

生物と生命倫理の基本ノート

（2018.11）

第3版

「いのち」への問いかけ
［著］西沢いづみ
B5・142 頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1749-8

生物に関する基礎知識から現在の医療分野における生命倫理と
医療倫理の諸問題まで深く考え，学ぶことができる．全章で質
問形式，さらに Discussion の頁を設け，実際に使える討論課題
を中心とした．
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看護学生向け

看護学生のためのレポート・論文の書き方

第6版

正しく学ぼう「書く基本」
「文章の組み立て」
［著］髙谷 修
A5・193頁／定価
（2,000 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1713-9

A

レポート・論文を書く際の基本的な法則を解説．今回の改訂で
は，漢字を覚える秘訣，引用文献の使用，レポート課題に「要
約」「あとがき」を書くことを重要課題として追記した．
（2016.12）

「ジョハリの窓」理論

看護グループワークは楽しい，おもしろい
［著］髙谷

修

A5・146頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1613-2

B

（2014.08）

看護学生のためのよくわかる大学での学び方

看護学

コミュニケーション心理学や臨床心理学の分野でよく知られて
いる「ジョハリの窓」をベースとして，グループワークを成功
させる方法を著者独自の視点で書き下ろした．グループ学習を
成功させるヒントと秘訣が満載の書である．

スタディ・スキル／キャリア・デザイン／プロフェッショナル・スキル
［監修］前原澄子・遠藤俊子
B5・184頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1602-6

看護系大学の学生が大学生活において必要とされるスキルを，
「スタディ・スキル」「キャリア・デザイン」「プロフェッショ
ナル・スキル」の三つに分け丁寧に解説した．看護系大学生活
を前に不安を一掃するために読んでおきたい一冊．

（2014.04）

看護学生向け

C

看護学生のための自己学習ガイドブック
改訂 2 版
［著］髙谷

修

A5・146頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1597-5

D

課せられた問題を解くだけの「させられ学習」から，自分で計
画を立てて学習する「する学習」へ．本書は，目標を持ち，計
画を立て，予習と復習をするといったノウハウを詰め込んだ，
努力を惜しまない学生のための自己学習ガイドブックである．

（2014.03）

看護学生のための倫理学 改訂 3 版
黄金律による愛の実践
修

［著］髙谷

A5・183頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1591-3

E

人間関係の黄金律を軸として，黄金律による愛の実践をテーマ
に述べ，人間の物件化，疎外，差別，自己中心性の克服の問題
を取り上げた．看護学生の人格形成に役立つ内容で，看護学生
の倫理観を養い教育する高谷流独自の倫理学テキストである．

（2014.02）

明解看護学双書③

精神看護学

改訂 3 版

［編著］野嶋佐由美
B5・277頁／定価
（3,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1573-9

F
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精神看護学の基礎から臨床までの知識の全てが網羅された定番
の教科書．精神の健康〜不健康を理解したうえで，対象者の立
場に立って専門的な援助関係を形成し，その人らしい生活に注
目した看護過程を展開していくことが出来るだろう．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2013.10）
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看護学

▶

看護学生向け

超カラー図解

看護自己学習

解剖生理学
［著］渡辺正仁・森

禎章

B5・329頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1572-2

著者の長年にわたる教育ノウハウを詰め込んだ 1 冊．穴埋め
式の短文設問とカラー図（解剖用語は読み仮名付）で効率よく学
習できる．解剖生理学は教科書だけで理解するのは難しい．予
習・復習・試験対策の個人教授代わりに．

A

（2013.06）

看護学生のための

教育学
［著］髙谷

改訂 3 版 自己の再発見のために
修

A5・179頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1563-0

看護学

「看護設計」を看護の場で実践できるようになることを目的と
した書．一味違った著者流の看護教育学が満載である．今改訂
では，特に看護学生の実習での看護設計の参考になるように
「1 章 看護設計」と「2 章 看護実践」を追加した．

B

（2013.04）

看護学生のための

戦略的学習法
［著］籔本恭明
A5・100頁／定価
（1,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1212-7

看護学生向け
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着任時は 60％であった高等看護学院の国家試験の合格率を 3
年目には 100％とした著者が，学生に伝え続けてきた学習の方
法，ノウハウを「戦略的学習法」として 1 冊にまとめた．学校
現場の講師による効率的・効果的・戦略的な学習法を紹介．

C

（2006.02）

memo

D

E

F
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介護・福祉

介護・福祉
A

➡ シリーズ

介護福祉テキスト

☞P.021

医療福祉学総論
［監］日野原重明
B5・112頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1737-5

B

医療・保健・福祉に関わる様々な制度や専門知識がどのように
社会のなかで活かされていくのかを研究する医療福祉学のテキ
スト．
（2017.12）

介護・福祉

子ども家庭のウェルビーイング
［編集代表］星野政明
B5・130頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1489-3

C

子育ての基盤である家庭とそれを取り巻く今日的状況・環境，
子ども家庭の福祉に関わる法制度・施策の現状と課題，海外の
子ども家庭の福祉をめぐる動向についての情報を渉猟．時代や
社会の変化に対応した子ども福祉を考える視点を身につける．
（2011.03）

医療福祉学の道標
［監］日野原重明・西

三郎・前原澄子・秋山智久

B5・200頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1469-5

D

「健康と病気」，この問題に社会科学の側面からアプローチ．健
康は医学だけでは守れない．学際科学的，統合的，総合的視野
から，
「医療福祉学」という新しい学問の礎となるべく，その取
り組みの現時点での集大成として本書を示す．
（2011.01）

根拠にもとづく

高齢者施設ケア
［編集］田宮菜奈子・阿部芳道・山本秀樹
A5・349頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1438-1

E

本書は，アメリカの長期ケア施設管理認定医制度に感銘を受け
企画された．力学的理論を用いた移乗のケアや，認知症への介
入の仕方，終末期ケアなど，介護者の負担を軽くし，高齢者の
QOL 向上につながるケアの質を高めるエッセンスを凝縮．

（2010.06）

症状別対応

高齢者介護の緊急事態マニュアル

改訂 3 版

［著］橋本篤孝
新書・214頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1396-4

F
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高齢者介護に携わるすべてのスタッフが医療的緊急場面でどこ
まで，どのように対応すればよいかを症状別にランク化して明
示．緊急度 0，1，2，3 という判断基準に従って，次に何をす
べきかを示している．介護現場の行動指針として関係者必携．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2009.11）
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介護・福祉
保育・児童福祉・幼児教育必携

子どもと保護者への効果的な
「声かけ・応答」
［編集］横井一之・吉弘淳一
A5・218頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1326-1

子どもや保護者とかかわる際の声かけ・応答について，現場体
験をもとにわかりやすくまとめた．子どもの発達段階・場面，
その時々にあった声かけ・応答が学べる．保育・福祉系学科の
講義・演習・実習に，また現場での実践に好適．

A

（2008.03）

症状からみた

高齢者感染症介護マニュアル
［編著］河野公一・島原政司・佐野浩一
新書・210頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1308-7

近年「日和見感染」が増加するなか，常から感染症に対する正
確な知識を持ち，注意すべき観察のポイントや介護上の留意点
について熟知しておく必要がある．本書は，高齢者によくみら
れる感染症について，症状別にポケットサイズにまとめた．

B

（2007.07）

病気からみた

介護・福祉
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高齢者感染症ケアマニュアル
［編著］河野公一・島原政司・佐野浩一
新書・210頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1309-4

近年「日和見感染」が増加するなか，常から感染症に対する正
確な知識を持ち，注意すべき観察のポイントや介護上の留意点
について熟知しておく必要がある．本書は，高齢者によくみら
れる感染症について，疾患別にポケットサイズにまとめた．

C

（2007.07）

コンパクト福祉系講義

医学一般
［監修］日野原重明 ［編集］巽

典之・星野政明

B5・220頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1282-0

こころとからだのしくみ・働き・病気から，保健・医療制度・
倫理まで，福祉に求められる医学関連の幅広い領域をカバーし
つつ，授業時間数内でこなせるようコンパクトにまとめた．現
代社会の福祉に直接リンクする医学関連知識を無駄なく収録．

D

（2007.03）

介護認定

この問診票があれば主治医意見書が書ける
［監］上原従正 ［編］乙訓医師会
B5・80頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1229-5

2006 年 4 月に新介護保険制度が始まった．新制度では主治医
意見書作成にさらに時間と労力を要することになった．本書は，
巻末付録のオリジナル問診票を有効に活用することで，主治医
意見書が短時間で正確に記載できるよう工夫されている．

E

（2006.04）

memo

F
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保健・体育

保健・体育
A

新刊

走る，泳ぐ，ダマす
アスリートがハマるドーピングの知られざる科学
［訳］西 勝英 ［原著］Chris Cooper
四六・412 頁／定価
（2,700円＋税）
／ISBN978-4-7653-1757-3

B

健全なスポーツの精神を歪めるドーピングの裏にはどのような
科学があるのか，なぜアスリートはドーピングに手を出してし
まうのかを解き明かす．
（2018.08）

新刊

これからの健康科学

（第 5 版）

［著］森下玲児
A5・298 頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1747-4

本書は短期大学生や一般大学生を対象とし，従来の公衆衛生学
や予防医学の範疇から，より広く健康の問題を考える教科書．

（2018.02）

保健・体育

C

健康づくり・介護予防のための

体力測定評価法

改訂 2 版

［編著］田中喜代次・木塚朝博・大藏倫博
A5・209頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1554-8

D

個々人が自らの生活習慣を振り返るために必要な「体力および
身体の状態の評価・測定」について包括的な入門的知識を提供
し，個々の測定方法の基礎を解説．高齢者などの低体力者でも，
特別な器具や設備を要さない簡単な体力評価法を紹介した．

（2013.02）

スポーツ医学テキスト
［編著］前田如矢 ［著］藤本繁夫・大久保

衞・大槻伸吾

A5・281頁／定価
（3,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1429-9

E

からだの構造と働き，運動と健康にかかせない栄養についての
知識，筋力トレーニング，肥満・糖尿病といった疾患と運動の
関係，スポーツ選手の健康管理など，広範囲にわたるスポーツ
医学の内容を豊富で詳細な記述により一冊に凝縮した．
（2010.05）

入門 救急処置法

改訂 3 版

［著］前田如矢
A5・146頁／定価
（2,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1412-1

F
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医療従事者教育のカリキュラムや一般の社会人を対象とした
「救急処置法」のテキストとして書き下ろした．健康常識とし
ての必須のテーマと医療情報を収載した救急処置の入門書であ
る．今改訂では「AED による心肺蘇生法」の項目を加筆した．
（2010.03）
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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保健・体育／栄養学
保育・児童福祉・幼児教育必携

子どもと保護者への効果的な
「声かけ・応答」
［編集］横井一之・吉弘淳一
A5・218頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1326-1

子どもや保護者とかかわる際の声かけ・応答について，現場体
験をもとにわかりやすくまとめた．子どもの発達段階・場面，
その時々にあった声かけ・応答が学べる．保育・福祉系学科の
講義・演習・実習に，また現場での実践に好適．

A

（2008.03）

Quack-Quack 博士の

健康・スポーツ講座
［著］朝井

均

A5・239頁／定価
（2,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1330-8

2002 年 11 月より大阪日日新聞にて 100 回にわたり連載した
「Quack-Quack 博士の健康・スポーツ講座」を基に，手を加え
て単行本化．健康とスポーツ（運動）との関連性についての事柄
を判りやすく解説してある．

健康と運動の生理学
［著］堀

B

（2008.02）

改訂 5 版

清記・中田健次郎・小野桂市・河野節子

A5・246頁／定価
（2,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1269-1

保健・体育／栄養学
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解剖学や生化学などの専門的知識がない人にも健康の保持，増
進をはかるために，人体の基礎知識から健康と運動，栄養と健
康など，運動に関わる人体生理学の知識を理解できるよう，平
易にわかりやすく解説した．

C

（2006.11）

栄養学
D

国家試験徹底分析

管理栄養士 医学系集中講義
［編］松田

覚

B5・458頁／定価
（4,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1279-0

管理栄養士コースの国家試験出題基準・教育カリキュラムのう
ち，基礎医学・臨床医学・社会医学などの医学領域項目を抽出
し，国家試験過去問を徹底分析，全 40 回の講義にまとめた．
各回，講義と試験対策が一体化できるようテーマを厳選した．

E

（2006.12）

memo

F
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薬学・処方・薬局

薬学・処方・薬局
A

薬のデギュスタシオン 2
製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために
［編著］岩田健太郎
A5・416頁／定価
（4,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1719-1

B

製薬メーカーの勧める薬を漫然とお気に入りにしている薬だけ
ではなく，
「あれ」と「これ」はどのように使い分けられるのか
差別化することにより医薬品の正しい選び方を学べる！医師，
薬剤師さん他すべての医療従事者にお薦めの一冊．

（2017.07）

薬のデギュスタシオン
製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために
［編］岩田健太郎
A5・407頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1656-9

C

医薬品の価値は「他者との比較」によってなされる．単にある
医薬品の効能や副作用を勉強するだけではだめで，その薬が他
との相対的な関係からどの位置にいるか，そのポジショニング
が重要になる．それが分からなければ A という薬と B という
薬の使い分けはできない．本書は「あれ」のみを単独で学ぶの
ではなく，
「あれ」と「これ」の違いを臨床的に吟味し，どのよ
うに使い分けるか（あるいは差別化するのか）を検討するもので
ある．大事なことは「臨床的に意味のある違い」である．些細
な構造式の違いや臨床的にはどうでもよい薬理学上の属性には
本書は拘泥しない．あくまで現場で役に立つ差別化が本書の目
的である．

（2015.11）

薬学・処方・薬局

D

Amazon にて全書籍中 1 位を獲得！「あれ」と「これ」を比
較検討．臨床的に意味のある違いを探る！

よくある副作用症例に学ぶ

降圧薬の使い方

改訂 4 版

高血圧治療ガイドライン 2014 対応
［著］後藤敏和・鈴木恵綾

E

A5・250頁／定価
（3,200円＋税）
／ISBN978-4-7653-1649-1

降圧薬による副作用症例を提示し，降圧薬の処方について解説した本書は，降圧
薬に関する書籍のベストチョイスとして長年多くの方々に選ばれてきた．「高血
圧治療ガイドライン 2014」が発表され，今回はそれに沿った内容に改訂した．

（2015.10）

ここがツボ！患者に伝える皮膚外用剤の使い方
改訂 2 版
［著］段野貴一郎
B5・148頁／定価
（3,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1569-2

F
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調剤薬局の薬剤師が服薬指導を行う際に，処方箋を通じて皮膚
科医の意図を理解し，それを患者に分かりやすく説明するため
のガイド．よくある処方箋を 30 例あげ，患者に正しく，分か
りやすく薬剤情報の提供・服薬指導を行うためのツボを伝授．
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．

（2013.05）
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薬学・処方・薬局／歯科学・口腔外科
医薬品開発部員のための

和英 / 英和・翻訳辞典

改訂 2 版

［著］内田たけみ
A5・322頁／定価
（5,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1500-5

承認申請，承認，製造販売後に至るまでの医薬品開発に必須の
和／英単語を約 3,500 語収載した，医薬品の研究開発・関連文
書の翻訳実務に特化した辞書．製薬会社医薬品開発部員，医薬
関連の翻訳に携わる人は日常業務が円滑に進むだろう．

A

（2011.11）

ジキル博士の変身薬
［著］岡部

進

四六変・227頁／定価
（2,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1421-3

昼間は人格高潔な医師として知られるジキル博士．夜になると
自家製の薬を飲んでハイドに変身し，殺人鬼となる．この小説
の変身薬に著者は薬学的な考察を加える．その他 20 余の薬の
誕生の物語，周辺の人間模様をエピソードを交えて描く．

B

（2010.04）

新人薬剤師・研修医

薬と臨床コミュニケーション
［編］村上元庸・芝田信人・横出正之
A5・158頁／定価
（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1314-8

医療現場での薬に関するさまざまな対応の正否を問う「あなた
ならどうする？」形式のクイズ本．楽しみながら知識のチェッ
ク・習得ができる．実際の場面を想定し，服薬指導やスタッフ
間のコミュニケーションの上達に役立つだろう．

薬学・処方・薬局／歯科学・口腔外科
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C

（2007.10）

歯科学・口腔外科
D

ベーシック 歯科医学英語ワークブック
Basic Dental Vocabulary For Use
［著］藤田淳一・岡村友玄・Bernard MacMugen・Eric Schoenbrunn
B5・80頁／定価
（2,600円＋税）
／ISBN978-4-7653-1636-1

歯科医およびスタッフが通訳を介さず直接英語で対応できるこ
とを目指して制作．一般用語と専門用語を織り交ぜながら初学
者が無理なく単語やフレーズを覚えられるようワークブック形
式になっている．Native Speaker による CD 付．

E

（2015.05）

4 疾病のオーラルマネジメント
がん／脳卒中／糖尿病／急性心筋梗塞／周術期の口腔機能管理
［編］足立了平
B5・216頁／定価
（5,600円）
／ISBN978-4-7653-1529-6

4 疾病（がん・脳卒中・糖尿病・急性心筋梗塞）とオーラルマネ
ジメントの連携に特化し，急性期・回復期・維持期，すべての
病期にわたる口腔管理方法を網羅．平成 24 年度診療報酬改定
を受け「周術期口腔機能管理」新設の背景や内容なども解説．

104

F

（2012.07）
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歯科学・口腔外科

POS に基づく歯科診療と POMR
［監］福井次矢
B5・334頁／定価
（8,000円＋税）
／ISBN978-4-7653-1442-8

A

歯科用 POMR は，単に論理的な診療記録であるばかりでなく，
臨床医，チーム医療スタッフそれぞれの間で検討・監査される
に適したシステムである．歯科用 POMR を考案し実践してき
た著者が，経験を踏まえ図写真を多く用いて解説した．
（2011.04）

一歩進んだ口腔ケア
［編集］足立了平
B5・200頁／定価
（3,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1448-0

B

歯科の専門知識を持たない「口腔ケアの担い手」のため口腔の
見方，ケアの手順などを解説．口腔ケアの基礎知識から主な疾
病との関連や災害時口腔ケア，さらにチーム医療として地域連
携パスなど様々なテーマをまとめた 1 冊である．
（2010.09）

MINOR TEXTBOOK

口腔外科学

改訂 7 版

［編集］飯塚忠彦・吉武一貞
A5・424頁／定価
（5,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1416-9

C

医学学生の口腔疾患に対する理解を容易にするために随所に今
日の新知見・技法を紹介．はじめに総論的な記述を，次に各種
の口腔疾患を系統的に章別に記述．臨床研修の手引きとして口
腔病変の診断の章をおき，診断の進め方，診断法を解説した．

（2010.04）

歯科医師臨床研修ハンドブック
［編］島原政司・藤田茂之・河野公一・花房俊昭・金銅英二
A5・624頁／定価
（7,400円＋税）
／ISBN978-4-7653-1366-7

平成 18 年度より始まった歯科医師臨床研修制度により，研修
医は 1 年間という短い期間において，多くの事柄を学ばなけれ
ばならない．そこで本書は，歯科医師臨床研修に必要となる項
目を簡潔に 1 冊にまとめ，教科書・参考書とした．
（2008.12）

memo

歯科学・口腔外科
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E
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※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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雑誌

▶

脳 21

脳 21

A

A4変・約100頁・巻頭カラー／定価
（2,500円＋税）
／年4回発行

脳と神経の総合学術誌．
神経
（脳）
科学に関する最新の知見を解説．

季刊誌『脳 21』休刊のお知らせ
皆様にご支援を頂戴してまいりました季刊誌『脳 21』ですが，諸般の事情により
B
2016 年 10 月号をもちまして休刊させていただきますこととなりましたので，お
知らせいたします．発行から 20 年近くもの間，絶大なご支援をいただきましたこ
とを，この場を借りまして厚く御礼申し上げます．

Vol. 19 No. 4
定価（2,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1690-3

2016年10月

特集 1

パーキンソン病の基礎と臨床の最先端
パーキンソン病の病態と治療，パーキンソン病臨床の新展開，他
特集 2 こころと脳の発達
自閉症脳におけるミクログリアの活性化，発達障害と非行，他

C

Vol. 19 No. 3
定価（2,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1685-9

2016年7月

特集 1

ミトコンドリアダイナミクスとその破綻による神経疾患
ミトコンドリアのダイナミクスとその生理機能，他
特集 2 アルツハイマー病研究の最前線と予防・治療へのチャレンジ
アルツハイマー病の後天的危険因子，他

D

Vol. 19 No. 2
定価（2,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1670-5

2016年3月

特集 1

切っても切れない細胞同士の縁─プロテアーゼが細胞ネットワークをつくる
カリクレイン関連プロテアーゼとグリア細胞，他
特集 2 レビー小体型認知症（DLB）─診断と治療の最前線
DLB 診療と研究へのいざない，他

E

雑誌

Vol. 19 No. 1
定価（2,500 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1665-1

2016年1月

特集 1

脳

依存症の分子病態解析
F
報酬系にかかわる受容体と薬物依存，GIRK チャネルと薬物依存，他
特集 2 成人の統合失調症
対話重視でのぞむ統合失調症薬物療法の展望，リカバリーを目指す治療戦略，他

21
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Vol. 18 No. 4
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1654-5

2015年10月

特集 1

漢方薬の臨床応用
治療抵抗性統合失調症に対する抑肝散の有用性に G
関する臨床研究，広汎性発達障害／焦燥，易刺激性，他
特集 2 漢方薬の薬理作用
抑肝散加陳皮半夏，酸棗仁湯，六君子湯，柴胡加竜
骨牡蛎湯の薬理作用，他

Vol. 18 No. 3
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1641-5

2015年7月

脳卒中の臨床病態−最近の話題
TIA の新しい定義と診断，脳梗塞と間 H
違えやすい「非痙攣性てんかん重積状態」，他
特集 2 脳卒中の予防と治療−最近の話題
未破裂脳動脈瘤とくも膜下出血
−予防と治療の科学的根拠，他

特集 1

106

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．

2019/03/18 17:00

雑誌

▶

脳 21

Vol. 18 No. 2
2015年4月

定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1637-8

A

特集 1 摂食障害の基礎と臨床
摂食障害の脳内機構，摂食障害の疫学，摂食障
害の遺伝子研究，他
特集 2 睡眠障害のあたらしい治療薬
オレキシンと睡眠覚醒制御機構 オレ
キシン受容体拮抗薬による不眠症治療

Vol. 18 No. 1
2015年1月

定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1624-8

B

特集 1 電気刺激による神経・精神疾患治療
特集 2 磁気刺激による神経・精神疾患治療
特集 3 電気信号を用いた神経機能再建

不随意運動に対する脳深部刺激療法，他
パーキンソン病に対する rTMS，他
人工内耳（Cochlear implant），他

Vol. 17 No. 4
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1620-0

C

2014年10月

特集 1 失明原因第一の緑内障アップデート
緑内障の疫学，緑内障と眼圧上
昇，緑内障と非眼圧依存性因子としての眼循環，他
特集 2 視覚を用いた脳科学研究
視覚を用いた脳科学研究，網膜における慢
性炎症，小胞体（ER）
ストレスと緑内障，他

Vol. 17 No. 3
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1610-1

D

2014年7月

特集 1 難聴研究の新展開
聴覚受容の分子機構と数理モデル，内リンパ嚢の
水・イオン輸送の分子機構，他
特集 2 めまい研究の新展開
メニエール病の分子生物学と手術，他
特集 3 神経耳科検査の進歩
聴覚検査の最近の進歩，他

Vol.17 No.2
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1600-2

E

2014年4月

特集 1 疼痛研究の新展開：基礎研究者の視点
optogenetics の痛み研究への
応用，痛みによる epigenetic 修飾，他
特集 2 疼痛ガイドライン後の疼痛対策
非がん性慢性疼痛でのオピオイド治
療，診療ガイドラインと NSAIDs 以外の鎮痛薬，他

雑誌

Vol. 17 No. 1
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1590-6

F

2014年1月

特集

悪性脳腫瘍治療の現状と展望
Ⅰ 成人悪性神経膠腫 Ⅱ 小児悪性腫瘍
Ⅲ グリオーマ幹細胞 Ⅳ 腫瘍血管の正常化によるがん悪性度の抑制

脳

21

Vol. 16 No. 4
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1585-2

G

2013年10月

特集 1 脱髄の病態生理
Cuprizone 誘発性脱髄モデル動物における脱髄と再
ミエリン化，脱髄における髄鞘と軸索の形態変化，他
特集 2 多発性硬化症の新展開
多発性硬化症の新展開，B 細胞からみた多発
性硬化症の病態，他

Vol. 16 No. 3
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1574-6

H
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2013年7月

特集 1 トランスポートソーム：トランスポーター・チャネル群の相互作用に基づく神
経系の機能構築
リアノジン受容体を介するチャネル共役による神経機能，他
特集 2 中枢神経のトランスポーター・チャネル：新たな創薬標的として
抗うつ
薬の作用メカニズム：最近の知見，他
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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雑誌

▶

脳 21

Vol. 16 No. 2
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1568-5

2013年4月

特集 1 マイクログリアの新展開 精神疾患とマイクログリア，他
特集 2 自閉症スペクトラム障害の脳画像研究の進歩
自閉症スペクトラム障害の fMRI 研究，他
特集 3 成人期 ADHD の Update 成人期 ADHD の疫学調査，他

A

Vol. 15 No. 3
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1534-0

2012年7月

特集 1 てんかん学の新展開
B
焦点の病理の標準化，てんかん焦点の電気生理（wide-band EEG），他
特集 2 新しい抗てんかん薬レベチラセタム
新規抗てんかん薬レベチラセタムの概要，小児科領域におけるレベチラセタム，他

Vol. 15 No. 1
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1515-9

2012年1月

特集 1 筋萎縮性側索硬化症（ALS）の基礎研究
C
変異 SOD1 タンパク質による ALS の病態機序，新たな原因遺伝子 Optineurin，他
特集 2 筋萎縮性側索硬化症の診断と治療
ALS 臨床診断のトピックス：Split hand，他

Vol. 13 No. 2
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1426-8

2010年4月

特集 1 多分野連携と子どものこころの解明への試み
子どものこころの解明
について，他者のこころを知る―赤ちゃんがみせる他者理解のきざし―，他
特集 2 子どものこころの薬物治療
子どものこころの問題への理解と対応，他

D

Vol. 11 No. 4
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1359-9

2008年10月

特集 1 睡眠・リズム障害の分子機構
睡眠物質による睡眠覚醒中枢の調節機
構，オレキシンの生理機能：睡眠・覚醒ステージの安定化機構，他
特集 2 睡眠・リズム障害の臨床
睡眠・リズム障害の概念と病態，ナルコレプシーの臨床，他

雑誌

Vol. 10 No. 2
定価（2,500円＋税）
／ISBN978-4-7653-1298-1

2007年4月

脳

特集 1 損傷脊髄の機能修復への展望 脊髄損傷の治療ヘ向けてのストラテジー F
「特集にあたって」，脊髄損傷修復における反応性アストロサイトの役割，他
特集 2 関節リウマチおよびその脊髄病変
関節リウマチとは，関節リウマチの薬物療法，他

21
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雑誌

▶

子どものこころと脳の発達

子どものこころと脳の発達
A ［発行］大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・
千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科
A4変・約100頁／定価（1,800円＋税）

子どものこころへの早急な危機の救済や援助に向けて

第7巻1号
2016年9月

定価（1,800 円＋税）
／ISBN978-4-7653-1682-8

B

特集 弘前大学子どものこころの発達研究センター設置記念シンポジウム
発達障がいを取り巻く現状と課題，子どものこころの発達研究センターのこれま
での活動について，弘前大学子どものこころの発達研究センターの活動報告，他

第6巻1号
2015年5月

定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1638-5

C

自閉症スペクトラム障害研究における Vineland 適応行動尺度の有用性につ
いて，他
原著論文 青年期のメンタルヘルスに関する調査
症例報告 レット症候群における合目的的な手の使用の形成
総説

第5巻1号
2014年6月

定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1612-5

D

特集 子どもの脳画像
自閉症スペクトラム障害における structural MRI study ─ volumetry と拡散テンソ
ルイメージングを中心として─，脳機能の発達に関する fMRI 研究，幼児用 MEG
からみる，自閉症スペクトラム障害幼児の脳機能の特徴，他

第4巻2号
A4変／定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1587-6

E

2013年12月

特集

子どもと診察室や相談室で会う 発達外来で子どもと向き合うこと─アメ
リカでの経験から─，児童青年期外来における初診の要点，他
特別講演 子どもの発達と教育システム
原著論文 被虐待経験を持つ青少年の認知傾向

雑誌

第4巻1号
2013年9月

定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1580-7

F

特集

第3巻2号
定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1550-0

G

2012年12月

連合大学院 5 大学化記念特集 特集 1 福井校キックオフシンポジウム
「自閉症のきょうだいにも目を向けよう」きょうだい会のはじまり，他
特集 2 千葉校キックオフシンポジウム
「こどものメンタルヘルス」発達障害児の支援，他

第3巻1号
定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1522-7

H

2019̲本文.indd 109

子どものこころと脳の発達

発達研究センターの活動紹介 大阪大学子どものこころの発達研究センタ
ーの活動について／金沢センターにおいて成し遂げようとしていること，他
総説 ビスフェノール A の周産期曝露動物は発達障害および精神疾患のモデルに
なりうるか？

2012年5月

特集 東日本大震災―被災地の子どもの支援
東日本大震災にかかる支援活動を通して─今，自分にできること─ / 福島県にお
ける震災後の子どものこころのケア支援
解説 高機能自閉症スペクトラム障害者における脳内コリン系の異常
※内容・執筆者の詳細等は弊社HP（http://www.kinpodo-pub.co.jp）をご覧ください．
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雑誌

▶

子どものこころと脳の発達

第2巻1号
定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1496-1

2011年9月

特集 子どもの虐待と脳の発達
A
子ども虐待と子どもの発達／子ども虐待の脳科学／性的虐待を防ぐ，治す〜STOP
ザ 性虐待〜／子ども虐待の政策評価―子どもの視点から―／無限の可能性を秘
めた育ち行く心
絶版

第1巻1号
定価（1,800円＋税）
／ISBN978-4-7653-1435-0

2010年6月

特集 連合小児発達学研究科開設記念特集
広汎性発達障害の現在／高機能自閉症スペクトラム障害の語用障害と補償―伝え
合えない哀しみと共生の作法／対人関係の構築を目指した支援の模索／など

B

memo
C

D

E

雑誌
F

子どものこころと脳の発達
2019̲本文.indd 110

G

お断り
『子どものこころと脳の発達』は不定期の発行につき，年間購読のお申し込
みは受け付けておりません．何卒ご了承下さい．
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書名索引

◉備考
3 桁の数字は頁番号を，その次の A 〜 F は段番号を表します．
準書名・シリーズ名など省略して読んだ部分は，〔●●●●〕と表記
しています．
シリーズ書籍はシリーズ名でもまとめ，――と表記しました．
2018 年 1 月以降に刊行した新刊・改訂版は，太字で表記しました．

あ

〔補完・代替医療〕 アーユルヴェーダとヨーガ

い

〔介護福祉テキスト 10 学びやすい〕 医学一般

第3版

ICU のせん妄
愛知県がんセンター 頸部郭清術
アクティブ・ラーニング IBL で進める成人看護学演習法
〔諏訪塾ダイナマイトカンファレンス〕 明日あなたの臨床は変わる
あたらしい検案・解剖マニュアル
新しいリンパ学 微小循環・免疫・腫瘍とリンパ系
Advanced Psychiatry 脳と心の精神医学

基礎医学
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006 F, 076 A, 081 A
060 F, 094 A
058 B
091 A
030 D
028 F
024 B
045 B

022 F
086 C
〔プラクティカル〕 医学英語辞典
087 B
医学生・若手医師のための 誰も教えてくれなかったおカネの話
080 B
医学要点双書 発生学 改訂 6 版
025 F
医学略語辞典 改訂 4 版
087 A
医学論文英訳のテクニック 改訂 4 版
087 C
医事紛争実務ハンドブック
082 F
048 E
1 週間で学ぶ新生児学 改訂 3 版
一歩進んだ口腔ケア
105 B
〔早期胃癌がみえる！見落とさない！〕 胃内視鏡検査・診断に自信がつく本
053 B
医薬研究者の視点からみた 道具としての統計学 改訂 2 版
084 B
医薬研究者のための 研究デザインに合わせた統計手法の選び方
084 D
医薬研究者のための 統計記述の英文表現 改訂 3 版
084 C
医薬研究者のための 評価スケールの使い方と統計処理
084 E
医薬品開発部員のための 和英 / 英和・翻訳辞典 改訂 2 版
086 D, 104 A
イラストと写真でわかる実践装具療法 装具の選択と疾患別使用例
036 D, 039 E
医療系 はじめまして！統計学
083 F
医療従事者のための これだけは知っておきたい 61 の法律
082 E
医療従事者のための 補完・代替医療 改訂 2 版
007 B, 082 B
〔プラクティカル〕 医療心理学
075D
〔親切な〕 医療統計学
084 A
〔たったこれだけ！〕 医療統計学 改訂 2 版
083 D
医療福祉学総論
099 B
医療福祉学の道標
099 D
医療・福祉系学生のための 専門基礎科目 改訂 2 版
024 C
医療文化への誘い よき医療者のために
082 D
038 B
INSALL & SCOTT 膝の外科 Surgery of the Knee 原著 4 版
改訂 2 版

医学英語 Communication & Writing 能力アップ！

ウイルスってなに？

う

028 E
029 D, 033 D
うつ病―知る・治す・防ぐ
044 E
〔整形外科学 Update〕 運動器の疾患と外傷
037 D
運動器 Nursing Update ナースに役立つ整形外科とリハビリテーション
093 F

え

〔パノラマ精神医学〕 映画にみる心の世界 CINE-PSYCHOPATHOLOGY

動くシナプスと神経ネットワーク

英語で診療〈内科系〉
英語で診療〈外科系〉
〔続・〕 英語で診療

海外でクリニックに行く前に

045 A, 091 D
085 D
086 A
086 F

vii
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〔続々・〕 英語で診療

患者に伝える症状の訴え方

〔介護福祉テキスト 9 学びやすい〕 栄養・調理
〔補完・代替医療〕 栄養補助食品
シリーズ

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text

――

① 腹部 改訂 2 版

――

② 心臓 改訂 2 版

――

③ 乳腺・甲状腺・唾液腺

――

④ 頚動脈

――

⑤ 下肢動静脈

絵でみるリンパ浮腫ケアのテクニック
不育症・習慣流産の診療
NICU 厳選！ 50 症例の診断と治療
NICU ナースのための必修知識 第 4 版
NICU のギ・モ・ン 98 ＋ 2
NICU ベッドサイドの診断と治療 第 4 版

エビデンスに基づいた

お

大圃組はやっている !! 消化器内視鏡の機器・器具・デバイスはこう使え！
教える技術がよくわかる 髙谷流
〔補完・代替医療〕 音楽療法

看護教育方法

第3版

〔補完・代替医療〕 温泉療法

か

086 E
022 E
008 B

〔介護福祉テキスト 12 学びやすい〕 介護概論
〔介護福祉テキスト 13 学びやすい〕 介護技術

改訂 3 版

010 B, 054 F
010 C, 056 F
010 D
010 E
010 F
094 E
045 E
049 B
047 C, 092 D
047 F
047 D
053 C, 092 B
090 E
007 A, 080 E
008 D
023 B
023 C
065 C
031 C, 100 E

IVR の知恵 第 2 版
この問診票があれば主治医意見書が書ける
シリーズ 介護福祉テキスト
―― 1 学びやすい
社会福祉概論 改訂 3 版
021 C
―― 2 学びやすい
老人福祉論 改訂 2 版
021 D
―― 3 学びやすい
障害者福祉論 改訂 2 版
021 E
―― 4 学びやすい
リハビリテーション論 改訂 2 版
021 F
―― 5 学びやすい
社会福祉援助技術
022 A
―― 6 学びやすい
レクリエーション援助 改訂 3 版
022 B
―― 7 学びやすい
老人・障害者の心理 改訂 2 版
022 C
―― 8 学びやすい
家政学概論 改訂 3 版 含 栄養・調理
022 D
―― 9 学びやすい
栄養・調理
022 E
―― 10 学びやすい
医学一般 改訂 2 版
022 F
―― 11 学びやすい
精神保健 改訂 2 版
023 A
―― 12 学びやすい
介護概論 改訂 3 版
023 B
―― 13 学びやすい
介護技術
023 C
―― 14 学びやすい
形態別介護技術 改訂 2 版
023 D
―― 15 学びやすい
社会福祉法制度 改訂 3 版
023 E
ガイドラインに基づく 胎児心エコーテキスト スクリーニング編
047 E, 065 E
〔PT・OT 自己学習〕 解剖学
039 F
〔MINOR TEXTBOOK〕 解剖学 第 11 版
002 B, 024 E
〔看護学生のための自己学習 1〕 解剖生理学 改訂 4 版
019 B
〔超カラー図解 看護自己学習〕 解剖生理学
098 A
〔補完・代替医療〕 カイロプラクティック
008 A
隠された真相を暴け！ クイズなるほど the 法医学
029 A
〔放射線医学〕 核医学・PET・SPECT
012 E
〔エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text ⑤〕 下肢動静脈
010 F
〔介護福祉テキスト 8 学びやすい〕 家政学概論 改訂 3 版 含 栄養・調理
022 D
画像検査診断用語事典 サイン・画像所見・症候群・検査用語
067 E
〔透析室に置きたい〕 かゆみ治療パーフェクトガイド
052 E, 063 F, 096 A
皆伝！

介護認定

viii
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カラー図解

神経解剖学講義ノート

カラー図解

人体発生学講義ノート 第２版

025 E
024 F
カラー図解 PEG 完全攻略 胃ろうの適応・禁忌から造設・管理・偶発症対策まで
054 D
からだの動きの解剖生理学
027 A
〔図解〕 眼科
005 A, 062 D
眼科インフォームド・コンセント ダウンロードして渡せる説明シート
061 F
〔看護ナビ〕 がん化学療法
095 F
〔Q&A〕 眼科診療のピットフォール
061 F
がん患者 グループ療法の実際
091 C
看護・介護のための 基本から学ぶ高齢者ケア 改訂 3 版
094 F
看護学生のための 教育学 第 4 版 自己の再発見のために
096 E
看護学生のための 自己学習ガイドブック 改訂 2 版
097 D
シリーズ 看護学生のための自己学習
―― 1
解剖生理学 改訂 4 版
019 B
―― 2
生化学・栄養学 改訂 5 版
019 C
―― 3
薬理学 改訂 4 版
019 D
―― 4
病理学 改訂 4 版
019 E
―― 5
微生物学・公衆衛生学 改訂 4 版
019 F
―― 6
社会福祉・関係法規・精神保健 改訂 4 版
020 A
―― 7
基礎看護学 改訂 4 版
020 B
―― 8
成人看護学 改訂 4 版
020 C
―― 9
老年看護学 改訂 3 版
020 D
―― 10
小児看護学 改訂 4 版
020 E
―― 12
地域〔在宅〕看護学・精神看護学
021 A
看護学生のための 戦略的学習法
098 C
看護学生のための よくわかる大学での学び方
097 C
看護学生のための よくわかる大学での学び方 第 2 版
096 D
看護学生のための 倫理学 改訂 3 版 黄金律による愛の実践
097 E
看護学生のための レポート・論文の書き方 第 6 版
正しく学ぼう「書く基本」
「文章の組み立て」
097 A
〔
「ジョハリの窓」理論〕 看護グループワークは楽しい，おもしろい
097 B
看護学臨地実習ハンドブック 第 5 版 基本的考え方とすすめ方
089 C
〔教える技術がよくわかる 髙谷流〕 看護教育方法
090 E
看護研究への招待 改訂 6 版
088 E
看護師「医学力」腕だめし 医療現場必須の新常識
088 C
〔超カラー図解 看護自己学習〕 解剖生理学
098 A
看護師に役立つ コーチングの知恵
089 D
看護師に役立つ レポート・論文の書き方 第 4 版
090 A
看護師版
［統合失調症患者］心理教育プログラムの基礎・実践・理論
看護実践研究，質的・量的研究の成果
095 E
看護統計学への招待 改訂 4 版
090 D
看護ナビ がん化学療法
095 F
看護における危機理論・危機介入 改訂 4 版
フィンク／コーン／アグィレラ／ムース／家族の危機モデルから学ぶ
089 A
看護の技 Update
095 D
眼疾患 改訂 3 版 説明の仕方と解説
062 A
〔こういうときはこうする！〕 感染症クリスタルエビデンス 治療編
070 F
肝胆膵脾の CT・MRI 診断
054 B, 066 D
癌治療における放射線診療の展開 放射線治療・IVR・RI 内用療法
068 D, 069 F
〔心エコーハンドブック〕 冠動脈疾患
015 F
〔知っておきたい〕 がんの知識
070 A
がん分子標的治療研究 実践マニュアル
069 E
〔主要症候からみた〕 鑑別診断学 改訂 2 版
031 A

基礎医学

2019̲索引.indd ix

書名索引

ix

2019/03/18 16:59

2019̲索引.indd x
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〔補完・代替医療〕 漢方

007 F
102 E

〔国家試験徹底分析〕 管理栄養士 医学系集中講義

き

危機状況にある患者・家族の

危機の分析と看護介入―事例集 第 2 版

フィンク／コーン／アグィレラ／ムース／家族の危機モデルより
〔補完・代替医療〕 気功・太極拳
〔明解看護学双書

1〕 基礎看護学Ⅰ 改訂 2 版

〔明解看護学双書

2〕 基礎看護学Ⅱ 改訂 2 版

〔看護学生のための自己学習 7〕 基礎看護学
〔心エコーハンドブック〕 基礎と撮り方

改訂 4 版

第2版

015 B,

055 F,

基本的聴覚検査マニュアル 改訂 3 版

Q ＆ A 眼科診療のピットフォール
Q ＆ A 耳鼻科診療のピットフォール
Q ＆ A 皮膚科診療ケースファイル
〔コア・ローテイション〕 救急
救急看護 電話でトリアージ 改訂 2 版 すぐに使える問診票 31
救急患者の診かた考え方 改訂 3 版 救急医療に携わる人のために
〔看護学生のための〕 教育学 第 4 版 自己の再発見のために
胸部 CT の立体解剖
〔なに？これ！〕 胸部 X 線写真
〔めざせ ！ 基本的読影力の向上〕 胸部 X 線写真 改訂 2 版
〔肺癌を見逃さないための〕 胸部 X 線写真の読影
胸部の異常陰影 X 線による鑑別診断
〔DVD 3D 画像を動かして学ぶ〕 胸部の解剖と X 線写真の読影 改訂 2 版
〔精神科医もできる！〕 拒食症身体治療マニュアル
緊急対処ガイドブック 病態・検査値から院内トラブルまで！
筋電図バイオフィードバック療法

く

Quack-Quack 博士の 健康・スポーツ講座
クイズあなたならどう診る !? ジェネラリストのための精神症状
〔新人薬剤師・研修医〕 薬と臨床コミュニケーション
薬のデギュスタシオン 製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために
薬のデギュスタシオン 2 製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために
グリーンバーグ 脳神経外科ハンドブック 原著 6 版

け

〔補完・代替医療〕 芸術療法
〔介護福祉テキスト

061 B,

041 F,
041 D,
042 E,
042 B,
042 C,
042 D,
082 C,

102 B
043 B
104 C
073 B，103 C
072 D，103 B
035 B

14 学びやすい〕 形態別介護技術 改訂 2 版

〔エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text ④〕 頚動脈

外科周術期マニュアル
外科病理診断学

原理とプラクティス

〔総合診療ライブラリー Generalist〕 血液内科診療のススメ

014 B, 064 A,
016 B, 056 E,
〔超音波検査士認定試験対策にも使える！これで OK！〕 血管エコー報告書の書き方
〔新・〕 血栓止血血管学 血管と血小板
013 B,
〔新・〕 血栓止血血管学 凝固と炎症
013 C,
〔新・〕 血栓止血血管学 検査と診療
013 E,
〔新・〕 血栓止血血管学 抗凝固と線溶
013 D,
〔医薬研究者のための〕 研究デザインに合わせた統計手法の選び方
健康づくり・介護予防のための体力測定評価法 改訂 2 版
健康と運動の生理学 改訂 5 版
027 B,
健康と病気にまつわる体の仕組み
研修医・指導医のための 地域医療・地域保健
074 F,
元素からみた生化学 改訂 4 版
血管エコーハンドブック

x

089 E
007 D
018 B
018 C
020 B
065 A
058 E
061 F
058 C
052 C
061 D
093 E
061 A
096 E
067 C
066 E
068 C
067 D
067 E
068 A
044 A
088 B
040 A

008 C
023 D
010 E
031 E
027 C
072 E
066 B
066 A
064 E
064 D
064 B
064 C
084 D
101 D
102 C
026 B
076 D
026 F

※価格は定価（5％税込）
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コア・カリキュラム対応
医学一般 改訂 2 版

005 F
005 D
005 E
005 C

――

医学・医療と社会

――

基本事項

――

診療の基本 改訂 2 版

――

シリーズ

コア・ローテイション
救急

061 D
051 D

――

小児科

――

〔よくある副作用症例に学ぶ〕 降圧薬の使い方

改訂 4 版

056 D, 103 E
070 D
〔一歩進んだ〕 口腔ケア
105 B
〔MINOR TEXTBOOK〕 口腔外科学 改訂 7 版
003 A, 105 C
〔症例から考える〕 高血圧の診かた 二次性高血圧を見逃さないために
057 B
膠原病・リウマチ力 腕試し
071 B, 074 D
高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 1
039 D
高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 2
039 C
高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 3
039 B
甲状腺・頸部の超音波診断 改訂 3 版
067 A, 077 B
〔看護師に役立つ〕 コーチングの知恵
089 D
〔症状別対応〕 高齢者介護の緊急事態マニュアル 改訂 3 版
099 F
〔症状からみた〕 高齢者感染症介護マニュアル
070 E, 100 B
〔病気からみた〕 高齢者感染症ケアマニュアル
070 F, 100 C
高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典
096 B
高齢者ケア「疑問すっきり」便利事典 在宅編
096 C
〔根拠にもとづく〕 高齢者施設ケア
071 E, 099 E
〔症例から学ぶ〕 高齢者疾患の特徴とその対応
071 C
股関節学
037 A
呼吸器カンファレンス
041 C
呼吸器外科手術書 改訂 6 版
041 B
呼吸器 CT 診断 正常構造と病巣の立体的把握
042 F, 069 A
〔ナースのための世界一わかりやすい〕 呼吸器診断学
041 A, 093 B
〔非呼吸器科医へささげる〕 呼吸器診療に恐怖を感じなくなる本
030 C
〔Dr. 長尾プロデュース〕 呼吸器腹落ちカンファレンス 呼吸の果てまでカンファ Q！
040 E
ここがツボ！ 患者に伝える皮膚外用剤の使い方 改訂 2 版
052 E, 103 F
心の学習
（サイコエデュケーション） 怒りとうまくつき合うために
キレないためのコツを理解しよう！
075 C
〔放射線医学〕 骨格系 画像診断
012 C, 037 B
国家試験徹底分析 管理栄養士 医学系集中講義
102 E
国家試験徹底分析 柔道整復学 第 3 版
075 F
〔整形外科 Reference〕 骨折と外傷 改訂 2 版
038 D
子ども家庭のウェルビーイング
099 C
子どもたちの笑顔を支える 小児緩和ケア
049 C, 092 E
こどもの心と体の成長・発達によい食事 Ⅰ 妊娠期・乳児期
050 A, 079 B
こどもの心と体の成長・発達によい食事 Ⅱ 幼児期
049 E, 078 F
こどもの心と体の成長・発達によい食事 Ⅲ 学童期・思春期
049 F, 079 A
雑誌 子どものこころと脳の発達
109
子どものこころの医学
043 F, 050 D
子どもの精神医学
044 F, 051 B
コメディカルの やさしい組織学
026 C
これからの健康科学 改訂 5 版
101 C
〔医療従事者のための〕 これだけは知っておきたい 61 の法律
082 E
高血圧治療ガイドライン 2014 対応

こういうときはこうする！

感染症クリスタルエビデンス

治療編

xi
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「これって自己炎症性疾患？」と思ったら――疑い，捉え，実践する

PT・OT・ST 臨床実習まるごとガイド
根拠にもとづく 高齢者施設ケア
こんな時どうすれば !? 腎移植コンサルタント
こんな時どうすれば !? 腎臓・水電解質コンサルタント 第 2 版
こんな時どうすれば !? 透析患者の内科管理コンサルタント
こんな時どうすれば !? 糖尿病・血糖管理コンサルタント
こんな時どうすれば !? 内分泌・脂質・尿酸コンサルタント
コンパクト内科学
コンパクト福祉系講義 医学一般
これで解決！

さ

071 A, 072 A
038 E
071 E, 099 E
063 D
063 C
063 B
077 E
076 F
031 B
100 D

ザ・テキスト 大腸 ESD
最新神経病学 改訂 4 版
〔チームドクターファイブの〕 在宅医療
〔プライマリケア〕 産婦人科

ベッドサイドで役立つ 30 症例

産婦人科手術書 改訂 3 版 基本・応用・進歩

し

xii

CT と PET の融合画像診断 効率的な腫瘍病巣発見のために
068 E,
057 C,
General Physician 循環器診察力腕試し 達人の極意，マスター！
〔ベーシック〕 歯科医学英語ワークブック Basic Dental Vocabulary For Use
085 C,
歯科医師臨床研修ハンドブック
〔看護学生のための〕 自己学習ガイドブック 改訂 2 版
視覚・聴覚・言語障害児の 医療・療育・教育 改訂 2 版
ジキル博士の変身薬
082 A,
次世代の医学・医療がわかる 未病医学 臨床
死体検案ハンドブック 改訂 3 版
肢体不自由児の 医療・療育・教育 改訂 3 版
036 E,
シリーズ 実験薬理学
――実践行動薬理学
――実践創薬薬理学
――実践治療薬
――創薬研究のストラテジー
上
――創薬研究のストラテジー
下
実習にも役立つ 人体の構造と体表解剖
実践対談編 臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意
実践能力を磨く看護研究 精神看護学対応
実践ワークブック 新しい認知行動療法 健康に生きるための 18 の秘訣
知っておきたい がんの知識
〔図解〕 耳鼻咽喉科
004 C,
〔日常診療にすぐ役立つ〕 耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科学用語解説集
耳鼻咽喉科学用語集
〔Q ＆ A〕 耳鼻科診療のピットフォール
〔新版〕 自閉スペクトラム症の医療・療育・教育
043 D,
〔介護福祉テキスト 5 学びやすい〕 社会福祉援助技術
〔看護学生のための自己学習 6〕 社会福祉・関係法規・精神保健 改訂 4 版
〔介護福祉テキスト 1 学びやすい〕 社会福祉概論 改訂 3 版
〔介護福祉テキスト 15 学びやすい〕 社会福祉法制度 改訂 3 版
シャルコー・マリー・トゥース病診療マニュアル 改訂 2 版
032 C,
周産期・新生児 ステロイドを使いこなそう！
周術期麻酔管理ハンドブック 理論から実践まで／救急から緩和まで
〔国家試験徹底分析〕 柔道整復学 第 3 版
手術室の安全医学講座
059 E,

053 A
033 C
074 E
046 D
046 E
070 B
074 A
104 E
105 D
097 D
050 F
104 B
078 A
029 B
050 B
009 F
009 C
009 B
009 D
009 E
025 C
080 C
091 D
075 B
070 A
058 D
059 A
058 F
059 B
058 C
049 D
022 A
020 A
021 C
023 E
039 A
047 B
059 F
075 F
093 D

※価格は定価（5％税込）
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手術室の安全医学講座 Part2
主要症候からみた

鑑別診断学 改訂 2 版

〔General Physician〕 循環器診察力腕試し

達人の極意，マスター！

障がい児・者の手術室看護マニュアル
〔介護福祉テキスト 3 学びやすい〕 障害者福祉論
〔放射線医学〕 消化器

改訂 2 版

画像診断・IVR

消化器がん ESD 即戦マニュアル

059 D, 093 A
031 A
057 C, 074 A
092 E
021 E
012 A, 054 E
055 C

基礎医学
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消化器がん化学療法 即戦マニュアル 改訂 2 版

055 B, 069 D
054 C

食道・胃・大腸・膵・胆嚢・胆管・肝・悪性リンパ腫・GIST

消化器疾患治療マニュアル 改訂 2 版
〔手にとるように流れがつかめる！〕 消化器内視鏡看護
検査・治療の開始前から終了・退院まで
〔大圃組はやっている !!〕 消化器内視鏡の機器・器具・デバイスはこう使え！
〔手にとるようにぐんぐんわかる！〕 消化器内視鏡 EMR/ESD 看護

症状からみた
症状別対応

高齢者感染症介護マニュアル

055 A,
053 C,
053 F,
070 E,

高齢者介護の緊急事態マニュアル 改訂 3 版

〔コア・ローテイション〕 小児科
〔図解〕 小児科
〔MINOR TEXTBOOK〕 小児科学
〔看護学生のための自己学習

004 D,
003 B,

改訂 2 版

10〕 小児看護学 改訂 4 版

小児脳神経外科学 改訂 2 版
症例から考える

高血圧の診かた 二次性高血圧を見逃さないために

症例から学ぶ

高齢者疾患の特徴とその対応

症例でたどる

頭部 MRI・CT 時間経過で画像はこう変わる

031 F,

助産学生のための産婦ケアの教育方法
「ジョハリの窓」理論

看護グループワークは楽しい，おもしろい

知らなければ損をする！ 翻訳者がガッチリ教える！ 英語医学論文の書き方がわかる本
〔こんな時どうすれば！？〕 腎移植コンサルタント
シリーズ

081 C,

094 C
092 B
094 C
100 B
099 F
051 D
051 A
051 C
020 E
034 B
057 B
071 C
065 B
090 B
097 B
085 B
063 D

心エコーハンドブック
冠動脈疾患

――

基礎と撮り方 第 2 版

――

心筋・心膜疾患

――

心臓弁膜症

――

心不全

――

先天性心疾患

――

別巻

――

心臓聴診エッセンシャルズ

血管エコーハンドブック
〔動画を見て学べる！〕 心エコーレポート実例集 50
〔補完・代替医療〕 鍼灸

改訂 2 版

〔心エコーハンドブック〕 心筋・心膜疾患
〔カラー図解〕 神経解剖学講義ノート

神経筋の検査と症例診断
〔総合診療ライブラリー Generalist〕 神経診療力腕試し

新・血栓止血血管学

血管と血小板

新・血栓止血血管学

凝固と炎症

新・血栓止血血管学

検査と診療

新・血栓止血血管学

抗凝固と線溶

人工股関節全置換術 改訂 2 版
〔パーフェクト〕 人工膝関節置換術

新・心エコー図読影のポイント 改訂 3 版
新人薬剤師・研修医

薬と臨床コミュニケーション

新生児医学
新生児医療

治療に役立つ論文レビュー 2011-2013

015 F
015 B, 055 F, 065 A
016 A
015 C
016 C
015 D
016 D
016 B, 056 E, 066 B
056 C, 065 F
007 E, 076 B
016 A
025 E
032 E, 036 F
014 D, 032 D, 073 A
013 B, 064 E
013 C, 064 D
013 E, 064 B
013 D, 064 C
036 C
036 B
057 E, 068 B
104 C
048 A
048 B

xiii
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新生児医療

治療方針選択に役立つ論文 245

049 A
048 D
親切な医療統計学 第 2 版
083 B
〔エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text ②〕 心臓
010 C, 056 F
〔心エコーハンドブック 別巻〕 心臓聴診エッセンシャルズ
016 D
〔心エコーハンドブック〕 心臓弁膜症
015 C
〔こんな時どうすれば !?〕 腎臓・水電解質コンサルタント 第 2 版
063 C
人体解剖学ノート 改訂 8 版
025 D
新体系の看護理論 看護学矛盾論 unification 改訂 2 版
090 F
〔放射線医学〕 心・大血管、乳腺 画像診断・IVR
011 E, 057 A
人体生理学ノート 第 8 版
026 D, 089 B
人体の解剖生理学 第 2 版
025 A
人体の成り立ちと働き，さらに！ 健康と病気がよくわかる！！ 生命科学ただいま講義中
080 F
〔カラー図解〕 人体発生学講義ノート
024 F
診断のゲシュタルトとデギュスタシオン
073 E
診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 2
073 D
心房細動 ホットバルーンカテーテルアブレーション
056 A
〔心エコーハンドブック〕 心不全
016 C
診療放射線技師 国家試験対策全科 改訂 13 版
064 F
新生児医療 2008-2010 治療方針選択に役立つ論文 207

す

シリーズ

図解

――

眼科

――

耳鼻咽喉科

――

小児科

整形外科

第3版

――
――

005 A,
004 C,
004 D,
004 B,
004 F,
004 E,

整形外科問題集

脳神経外科

――

スタディメイト泌尿器科学
頭痛外来専門医が教える！ 頭痛の診かた
〔周産期・新生児〕 ステロイドを使いこなそう！

スポーツ医学テキスト
諏訪塾ダイナマイトカンファレンス 明日あなたの臨床は変わる

スマホ・PC で聴ける！ 一番最初に読みたい ナースのための肺の聴診

3D プリンター×テーラーメイド医療 実践股関節手術

せ

xiv

062 D
058 D
051 A
035 E
038 A
035 A
063 A
032 A
047 B
101 E
030 D
040 F, 092 F
036 A

〔看護学生のための自己学習 2〕 生化学・栄養学 改訂 5 版

019 C
004 B, 035 E
〔図解〕 整形外科問題集
004 F, 038 A
整形外科学 Update 運動器の疾患と外傷
037 D
整形外科 Reference 骨折と外傷 改訂 2 版
038 D
〔MINOR TEXTBOOK〕 精神医学 改訂 12 版
002 C, 044 D
精神医学 マイテキスト 改訂 2 版
044 C
〔POCKET〕 精神科 改訂 2 版
044 B
精神科医もできる！ 拒食症身体治療マニュアル
044 A
〔明解看護学双書 3〕 精神看護学 改訂 3 版
018 D, 090 C, 097 F
〔看護学生のための自己学習 8〕 成人看護学 改訂 4 版
020 C
〔明解看護学双書 5〕 成人看護学
018 E
〔介護福祉テキスト 11 学びやすい〕 精神保健 改訂 2 版
023 A
〔浜松医大流 エビデンスに基づく〕 精神療法実践集
043 E
生体電気・物理刺激による骨・軟部組織修復法
037 C
生物と生命倫理の基本ノート 第 3 版 「いのち」への問いかけ
096 F
〔ヘイスティングス・センターガイドライン〕生命維持治療と終末期ケアに関する方針決定
081 B
生命倫理と医療倫理 改訂 3 版
081 F
〔図解〕 整形外科

第3版

※価格は定価（5％税込）
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〔MINOR TEXTBOOK〕 生理学

改訂 8 版

〔ナースのための〕 世界一わかりやすい呼吸器診断学
〔Rothman-Simeone The Spine〕 脊椎・脊髄外科

原著 5 版

〔心エコーハンドブック〕 先天性心疾患
〔看護学生のための〕 戦略的学習法

そ

早期胃癌の診断 X 線像と内視鏡像の対比

002 E, 026 E
041 A, 093 B
034 F, 037 F
015 D
098 C

基礎医学
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055 D, 070 C
074 C

総合診療マニュアル
総合診療ライブラリー

Generalist 血液内科診療のススメ
014 C,
Generalist 神経診療力腕試し
014 E,
――Generalist
今すぐ総合診療のエキスパ−トになれる
総合内科診療のススメ 人間ドックから終末医療まで
――Generalist
糖尿病診療のススメ
014 D,
創傷治癒の臨床 治りにくいキズのマネージメント
続・英語で診療 海外でクリニックに行く前に
続々・英語で診療 患者に伝える症状の訴え方

064 A, 072 E
032 D, 073 A

胎児期水頭症 改訂 2 版 診断と治療ガイドライン

034 E, 048 F
047 E, 065 E
046 B, 048 C
053 A
054 A
101 D
083 D
080 B

――
――

た

〔ガイドラインに基づく〕 胎児心エコーテキスト

スクリーニング編

胎児診断・管理の ABC 改訂 5 版
〔ザ・テキスト〕 大腸 ESD

大腸外科学書
〔健康づくり・介護予防のための〕 体力測定評価法

改訂 2 版

たったこれだけ！医療統計学 改訂 2 版
医学生・若手医師のための 誰も教えてくれなかったおカネの話

ち

12〕 地域
〔在宅〕看護学・精神看護学

021 A
074 F, 076 D
チームドクターファイブの在宅医療
074 E
超音波検査士認定試験対策にも使える！ これで OK！血管エコー報告書の書き方
066 A
超カラー図解 看護自己学習 解剖生理学
098 A

〔看護学生のための自己学習

〔研修医・指導医のための〕 地域医療・地域保健

つ

通じる力

て

手

医師のためのコミュニケーションスキル入門

その機能と解剖 第 6 版
DVD 3D 画像を動かして学ぶ 胸部の解剖と X 線写真の読影 改訂 2 版
シリーズ DVD 完全鏡視下肺葉切除術
――右下葉切除術
――右上葉切除術
付．胸腔内外の映像
――右全葉切除術 左全葉切除術
――左下葉切除術
――左上葉切除術
――中葉切除術 中下葉切除術
――リンパ節郭清術
DVD でトレーニング デジタル心音図との対比で学ぶ心臓の聴診
徹底攻略！ 病理解剖カラー図解
手にとるようにぐんぐんわかる ！ 消化器内視鏡 EMR/ESD 看護
手にとるように流れがつかめる ！ 消化器内視鏡看護

解いて身につく PET・SPECT 120 症例

030 E
025 B, 035 F
042 D, 068 A
017 C
017 F
017 A
017 E
017 D
017 B
016 F
057 D
027 F
053 F, 093 C
055 A, 094 C

検査・治療の開始前から終了・退院まで

と

014 B, 071 F
072 F, 077 D
060 C
086 F
086 E

専門医認定試験に役立つ

動画を見て学べる！心エコーレポート実例集 50

066 C
056 C, 065 F
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書名索引
〔医薬研究者の視点からみた〕 道具としての統計学 改訂 2 版
〔医療系

はじめまして！〕 統計学

〔医薬研究者のための〕 統計記述の英文表現

改訂 3 版

統計なんてこわくない
〔放射線医学〕 頭頸部

画像診断

〔補完・代替医療〕 統合医療

011 D,
007 C,

改訂 2 版

透析患者の病態へのアプローチ 改訂 2 版
透析室に置きたい かゆみ治療パーフェクトガイド

052 E, 063 F,

〔こんな時どうすれば !?〕 糖尿病・血糖管理コンサルタント
〔こんな時どうすれば !?〕 透析患者の内科管理コンサルタント
〔総合診療ライブラリー

Generalist〕 糖尿病診療のススメ

014 C, 072 F,

動物由来感染症マニュアル

Dr. 塩尻の神経所見とり方トレーニング
Dr. 長尾プロデュース 呼吸器腹落ちカンファレンス 呼吸の果てまでカンファ Q！
Dr. レイの病理学講義 第 3 版
特発性正常圧水頭症の診療
032 F,
特発性大腿骨頭壊死症
トコトンわかる てんかん発作の聞き出し方と薬の使い方

な

内科医のための漢方診療 正直なところ「漢方って本当に効くの？」と内心思っているあなたへ

内科病棟・ER・トラブルシューティング
ナースのための

イラストで学ぶ脳卒中

ナースのための世界一わかりやすい呼吸器診断学
〔スマホ・PC で聴ける！一番最初に読みたい〕 ナースのための肺の聴診

内視鏡下脊椎後方手術の実際
クイズ消化管診療

内視鏡力をあげろ！

〔こんな時どうすれば !?〕 内分泌・脂質・尿酸コンサルタント

内分泌代謝学入門 改訂 6 版
なぜベイズを使わないのか !?

なに？これ！

に

臨床試験デザインのために

胸部 X 線写真

日常診療にすぐ役立つ

耳鼻咽喉科

入門 救急処置法 改訂 3 版

061 C,
046 F,
046 A,
071 D,

「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス
認知症のとらえ方・対応の仕方 改訂 4 版
認知療法への招待 改訂 4 版

の

雑誌

脳 21

〔放射線医学〕 脳

脳腫瘍治療学

画像診断

腫瘍自然史と治療成績の分析から

〔図解〕 脳神経外科

脳神経外科学 第 12 版
〔グリーンバーグ〕 脳神経外科ハンドブック

原著 6 版

脳・脊髄の MRI と CT 診断
脳卒中のリハビリテーションと在宅ケア
〔Advanced Psychiatry〕 脳と心の精神医学

は

パーフェクト人工膝関節置換術
パーフェクト疲労骨折
〔補完・代替医療〕 ハーブ療法

改訂 2 版

バーンスタイン医師の糖尿病の解決 第 4 版 日本語版

xvi

030 D, 075 E
072 B
095 C
041 A, 093 B
040 F, 092 F
038 C
053 E
076 F
077 A
083 C
041 D, 066 E

〔エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text ③〕 乳腺・甲状腺・唾液腺

「妊娠と糖尿病」診療スタンダード

084 B
083 F
084 C
084 F
033 A
081 E
063 E
096 A
077 E
063 B
077 D
076 E
032 B
040 E
027 E
034 C
037 E
043 C

059 A
010 D
101 F
078 C
077 F
095 A
045 C

106
011 C, 033 B
033 F
004 E, 035 A
034 A
035 B
068 F
040 C
045 B
036 B
035 C
006 B
077 C

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．
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〔補完・代替医療〕 バイオフィードバックとリラクセーション法

肺癌を見逃さないための
〔放射線医学〕 肺・縦隔

胸部 X 線写真の読影
画像診断

走る，泳ぐ，ダマす アスリートがハマるドーピングの知られざる科学
〔医学要点双書〕 発生学

改訂 6 版

発達障害児の医療・療育・教育 改訂 3 版
パノラマ精神医学
浜松医大流

映画にみる心の世界 CINE-PSYCHOPATHOLOGY

エビデンスに基づく精神療法実践集

HANDBOOK 臨床産婦人科

ひ

ふ

POS に基づく歯科診療と POMR
POCT を活用した実践的治療 輸血による止血戦略とそのエビデンス
PT・OT 学生の文章力を育てる！レポートの書き方
正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」
非呼吸器科医へささげる 呼吸器診療に恐怖を感じなくなる本
PT・OT 自己学習 解剖学
〔INSALL & SCOTT〕 膝の外科 Surgery of the Knee 原著 4 版
〔看護学生のための自己学習 5〕 微生物学・公衆衛生学 改訂 4 版
微生物学 250 ポイント 改訂 7 版
ヒト発生の不思議
泌尿器科診療ガイド
〔放射線医学〕 泌尿生殖器 画像診断・IVR
皮膚科学 第 10 版
〔Q ＆ A〕 皮膚科診療ケースファイル
肥満患者の麻酔
びまん性肺疾患の臨床 改訂 4 版 診断・管理・治療と症例
〔医薬研究者のための〕 評価スケールの使い方と統計処理
病気からみた 高齢者感染症ケアマニュアル
病弱・虚弱児の医療・療育・教育 改訂 3 版
〔徹底攻略！〕 病理解剖カラー図解
〔看護学生のための自己学習 4〕 病理学 改訂 4 版
〔Dr. レイの〕 病理学講義 第 3 版
病理診断を極める 60 のクルー
［パーフェクト］ 疲労骨折

105 A
031 D, 078 E

〔エビデンスに基づいた〕 不育症・習慣流産の診療

045 E
010 B, 054 F
003 D, 047 A
046 D
087 B
075 D
006 E
029 C

〔エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断 Handy Text ①〕 腹部
〔MINOR TEXTBOOK〕 婦人科学

改訂 2 版

改訂 10 版

プライマリケア産婦人科 ベッドサイドで役立つ 30 症例
プラクティカル医学英語辞典
プラクティカル医療心理学
〔補完・代替医療〕 プロバイオティクス

分子脳・神経機能解剖学

へ

ほ

006 C
042 B, 067 D
011 F, 042 A
101 B
025 F
050 E
045 A 091 D
043 E, 075 A
046 C

ベーシック 歯科医学英語ワークブック

基礎医学
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書名索引

038 F
030 C
039 F
038 B
019 F
028 D
026 A
062 F
012 B, 062 E
002 F, 052 B
052 C
059 C
041 E
084 E
070 F, 100 C
050 C
027 F
019 E
027 E
028 A
035 C

085 C, 104 E
081 B
〔カラー図解〕 PEG 完全攻略 胃ろうの適応・禁忌から造設・管理・偶発症対策まで
054 D
〔解いて身につく〕 PET・SPECT 120 症例 専門医認定試験に役立つ
066 C
Basic Dental Vocabulary For Use

ヘイスティングス・センターガイドライン 生命維持治療と終末期ケアに関する方針決定

保育・児童福祉・幼児教育必携
シリーズ

子どもと保護者への効果的な「声かけ・応答」

100A, 102 A

放射線医学

――

核医学・PET・SPECT

――

骨格系 画像診断

012 E
012 C, 037 B

xvii
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書名索引
消化器

画像診断・IVR

――

心・大血管、乳腺
頭頸部

画像診断

――

脳

012 A,
011 E,
011 D,
011 C,
011 F,
012 B,

画像診断・IVR

――

画像診断

――

肺・縦隔

画像診断

――

泌尿生殖器

画像診断・IVR

――

放射線医学総論

――

放射線腫瘍学

――

〔MINOR TEXTBOOK〕 放射線基礎医学 改訂 12 版
〔放射線医学〕 放射線医学総論
〔放射線医学〕 放射線腫瘍学
シリーズ

補完・代替医療

〔医療従事者のための〕 補完・代替医療

改訂 2 版

アーユルヴェーダとヨーガ 第 3 版

――

栄養補助食品

――

音楽療法

――

第3版

温泉療法

――

カイロプラクティック

――

漢方

――

気功・太極拳

――

芸術療法

――

鍼灸

――

改訂 2 版

統合医療

――

改訂 2 版

ハーブ療法

――

改訂 2 版

バイオフィードバックとリラクセーション法

――

プロバイオティクス

――

メディカル・アロマセラピー 改訂 3 版

――

〔まずはココから！〕 Point-of-Care 超音波

POCKET 精神科 改訂 2 版

ま

MINOR TEXTBOOK
解剖学 第 11 版
――口腔外科学
改訂 7 版
――小児科学
改訂 2 版
――精神医学
改訂 12 版
――生理学
改訂 8 版
――婦人科学
改訂 10 版
――放射線基礎医学
改訂 12 版
――麻酔科学
改訂 11 版
〔MINOR TEXTBOOK〕 麻酔科学 改訂 11 版
麻酔の研修ハンドブック 改訂 3 版
まずはココから！ Point-of-Care 超音波
マンガでわかる亜鉛の基礎と臨床
万年研修医のための外来循環器診療エッセンス
未破裂脳動脈瘤の手術
〔次世代の医学・医療がわかる〕 未病医学 臨床

未来を拓く糖鎖科学

む

xviii

007 B, 082 B
006 F, 076 A, 081 A
008 B
007 A, 080 E
008 D
008 A
007 F
007 D
008 C
007 E, 076 B
007 C, 081 E
006 B
006 C
006 E
006 D, 081 D
060 E, 065 D
044 B

シリーズ

――

み

054 E
057 A
033 A
033 B
042 A
062 E
011 B
012 D, 069 D
002 D, 066 F
011 B
012 D, 069 D

002 B,
003 A,
003 B,
002 C,
002 E,
003 D,
002 D,
003 C,
003 C,

024 E
105 C
051 D
044 D
026 E
047 A
066 F
060 A
060 A
060 B
060 E, 065 D
078 D
055 E
034 D
078 A
024 D

難しい患者さんとのコミュニケーション・スキル
心を通わせる 27 の方法

030 F, 088 D

※価格は定価（5％税込）
，
カッコ内は本体価格です．
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明解看護学双書

――

基礎看護学Ⅰ

改訂 2 版

――

基礎看護学Ⅱ

改訂 2 版

1
2
―― 3
―― 5
―― 6

免疫学の入門 改訂 8 版

018 B
018 C
097 F
018 E
018 F
052 A
068 C
081 D
062 C
058 A
028 C

萌える！ 心力学

056 B

精神看護学 改訂 3 版

018 D, 090 C,

成人看護学
老人看護学

〔皮膚科医のための病理学講義〕 目からウロコ の病理学総論 「生命」からみた病気の成り立ち

めざせ！

基本的読影力の向上

胸部 X 線写真 改訂 2 版

〔補完・代替医療〕 メディカル・アロマセラピー 改訂 3 版

027 D,
042 E,
006 D,

眼の感染症
めまいを診る

も
や

心機能がやさしくわかる 58 のエピソード

〔看護学生のための自己学習

3〕 薬理学 改訂 4 版

ゆ

輸血ミスを防ぐ

よ

よくある副作用症例に学ぶ

019 D

輸血実践マニュアル

079 D

降圧薬の使い方 改訂 4 版

056 D, 103 E
096 D

高血圧治療ガイドライン 2014 対応
第2版

〔看護学生のための〕 よくわかる大学での学び方

4 疾病のオーラルマネジメント
104 F

がん／脳卒中／糖尿病／急性心筋梗塞／周術期の口腔機能管理

り

〔介護福祉テキスト

4 学びやすい〕 リハビリテーション論 改訂 2 版

021 E
040 B
087 D
080 D

リハビリテーション医療 Rehabilitation Medicine Update
臨床英文の正しい書き方 改訂 4 版
臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意
〔すべての臨床医そして指導医にも捧ぐ超現場型の臨床研究体験書〕
〔実践対談編〕 臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短で行うための極意
〔HANDBOOK〕 臨床産婦人科

臨床胎盤学
臨床輸液の知識と実践
〔絵でみる〕 リンパ浮腫ケアのテクニック
〔看護学生のための〕 倫理学

れ

〔介護福祉テキスト

改訂 3 版

黄金律による愛の実践

6 学びやすい〕 レクリエーション援助

改訂 3 版

〔看護師に役立つ〕 レポート・論文の書き方 第 4 版
〔看護学生のための〕 レポート・論文の書き方

080 C
046 C
045 F
079 C
094 E
097 E
022 B
090 A

第6版

正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」

097 A

〔PT・OT 学生の文章力を育てる！〕 レポートの書き方

正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」

ろ

038 F

〔明解看護学双書〕 老人看護学
〔介護福祉テキスト 7 学びやすい〕 老人・障害者の心理
〔介護福祉テキスト 2 学びやすい〕 老人福祉論
〔看護学生のための自己学習

改訂 2 版

改訂 2 版

9〕 老年看護学 改訂 3 版

Rothman-Simeone The Spine 脊椎・脊髄外科 原著 5 版

わ

〔医薬品開発部員のための〕 和英 / 英和・翻訳辞典

改訂 2 版

わかりやすいアトピー性皮膚炎 生活指導と治療のコツ
わかりやすい小児のアレルギー疾患

018 F
022 C
021 D
020 D
034 F, 037 F
086 D, 104 A
052 F
051 E

xix
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金芳堂書籍取扱書店
北海道
コーチャンフォー 新川通り店

札幌市北区新川三条 18

011-769-4000

三省堂書店

札幌市中央区北五条西 2-5
（JRタワー札幌ステラプレイス5F）

011-209-5600

札幌店

札幌市中央区北五条西 5-7（sapporo55）

011-231-2131

MARUZEN＆ジュンク堂書店
札幌店

札幌市中央区南一条西 1-8-2
（高桑ビル B2〜4F）

011-223-1911

コーチャンフォー
ミュンヘン大橋店

札幌市豊平区中の島一条 13

011-817-4000

コーチャンフォー 美しが丘店

札幌市清田区美しが丘一条 5

011-889-2000

ジュンク堂書店

旭川市一条通 8-108（フィール旭川 4・5F）

0166-26-1120

コーチャンフォー 旭川店

旭川市宮前 1 条 2-4-1
（北彩都あさひかわ）

0166-76-4000

コーチャンフォー 釧路店

釧路市春採 7-1-24

0154-46-7777

帯広市稲田町南 8 線西 10-1
（イトーヨーカドー帯広店 2F）

0155-49-6211

函館市本町 7-24

0138-54-3316

紀伊國屋書店

宮脇書店

札幌本店

旭川店

帯広店

昭和書房
函館

函館市石川町 85-1

0138-47-2600

北見市並木町 521

0157-26-1122

弘前中三店

弘前市土手町 49-1（中三百貨店 6F）

0172-34-3131

盛岡店

盛岡市大通 2-8-14（MOSSビル 3・4F）

019-601-6161

蔦屋書店

コーチャンフォー 北見店

青森県
ジュンク堂書店

岩手県
ジュンク堂書店

丸善雄松堂 岩手医科大学売店 盛岡市内丸 19-1（岩手医科大学内）
エムズエクスポ 盛岡店

盛岡市みたけ 3-36-1

東山堂

北日本医学書センター 盛岡市三本柳 7-18-2（東山堂 都南店内）

東山堂

北上店

019-651-7452
019-648-7100
019-637-3831

北上市町分 2-525-1

0197-61-0666

仙台市太白区長町 6-5-2

022-738-8670

取扱書店
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金芳堂書籍取扱書店

宮城県
アイエ書店
丸善

仙台アエル店

蔦屋書店

仙台泉店

仙台市青葉区中央 1-3-1（AER 1F）

022-264-0151

仙台市泉区大沢 2-12-4

022-772-2011

秋田市千秋久保田町 4-2（秋田オーパ 6F）

018-884-1370

山形市大野目 3-1-17

023-631-6001

秋田県
ジュンク堂書店

秋田店

山形県
高陽堂書店
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福島県
紀伊國屋書店 福島県立
医科大学ブックセンター

福島市光が丘 1
（福島県立医科大学 7 号館光が丘会館 1F）

024-548-2533

ジュンク堂書店

郡山市中町 13-1（うすい百貨店 9F）

024-927-0440

岩瀬書店
富久山店プラスゲオ

郡山市富久山町八山田字大森新田 36-1

024-936-2220

鹿島ブックセンター

いわき市鹿島町走熊字小神山 18-8

024-628-2222

つくば市天王台 1-1-1（筑波大学医学学群内）

029-858-0424

郡山店

茨城県
丸善雄松堂
筑波大学医学学群書籍部

ACADEMIA イーアスつくば店 つくば市研究学園 5-19（イーアスつくば3F）

029-868-7407

栃木県
廣川書店

獨協医大店

下都賀郡壬生町北小林 880（獨協医科大学内） 0282-86-2960

大学書房

獨協医大店

下都賀郡壬生町北小林 880
（獨協医科大学食堂棟 2F）

0282-86-2850

大学書房 自治医大店

下野市薬師寺 3311-1（自治医科大学内）

0285-44-8061

落合書店

宇都宮市宝木町 1-3-135

028-650-2211

大田原市北金丸 2600-1

0287-22-2553

前橋市昭和町 3-7-31

027-231-3077

宝木店

国際医療福祉大学

購買部

群馬県
廣川書店

前橋店

ブックマンズアカデミー 前橋店 前橋市大渡町 2-3-1
廣川書店

高崎店

高崎市宮元町 238

027-280-3322
027-322-4804

ブックマンズアカデミー 高崎店 高崎市飯塚町 1150-5（ウニクス高崎 2F）

027-370-6166

ブックマンズアカデミー 太田店 太田市新井町 502-2

0276-40-1900

埼玉県

取扱書店
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文光堂書店

埼玉医大店

入間郡毛呂山町毛呂本郷 38-2
（埼玉医科大学内）

049-295-2170

三省堂書店

大宮店

さいたま市大宮区桜木町 1-6-2
（そごう大宮店 8F）

048-646-2600

紀伊國屋書店
さいたま新都心店

さいたま市大宮区吉敷町 4-267-2
（コクーンシティ 1F）

048-600-0830

BookDepot 書楽

さいたま市中央区上落合 2-3-5（アルーサB 館） 048-852-6581

戸田書店

熊谷市肥塚 4-131

048-599-3232

久喜市菖蒲町菖蒲 6006-1（フォレオ菖蒲内）

0480-87-0800

千葉市中央区亥鼻 3-1-22

043-224-7111

三省堂書店 そごう千葉店

千葉市中央区新町 1000（そごう千葉店 9F）

043-245-8331

丸善

習志野市谷津 7-7-1（Loharu 津田沼 B 棟 2・3F） 047-470-8311

熊谷店

蔦屋書店 フォレオ菖蒲店

千葉県
志学書店

津田沼店

KaBoS ららぽーと柏の葉店

柏市若柴 175（ららぽーと柏の葉 3F）

04-7168-1760
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東京都
千代田区丸の内 1-6-4
（丸の内オアゾショップ＆レストラン1 〜 4F）

03-5288-8881

丸善 お茶の水店

千代田区神田駿河台 2-8（瀬川ビル 1F・2F）

03-3295-5581

三省堂書店

神保町本店

千代田区神田神保町 1-1

03-3233-3312

三省堂書店

有楽町店

千代田区有楽町 2-10-1（東京交通会館 1・2F） 03-5222-1200

丸善

丸の内本店

八重洲ブックセンター 本店

中央区八重洲 2-5-1

03-3281-1811

丸善 日本橋店

中央区日本橋 2-3-10

03-6214-2001

明文館書店

港区西新橋 3-19-18
（慈恵医科大学本館 B 棟 1F）

03-3431-6671

文京区本郷 5-23-13

03-3815-3521

品川区旗の台 1-9-22

03-3783-9774

文光堂書店

本郷店

医学堂書店

大田区大森西 5-21-20

03-3766-0068

大田区大森西 5-21-16
（東邦大学医学部 1 号館 1F）

03-5753-1466

MARUZEN＆ジュンク堂書店
渋谷店

渋谷区道玄坂 2-24-1（東急百貨店本店 7F）

03-5456-2111

紀伊國屋書店

新宿区新宿 3-17-7

03-3354-0131

ブックファースト 新宿店

新宿区西新宿 1-7-3
（モード学園コクーンタワー B1・B2F）

03-5339-7611

三省堂書店
東京女子医科大学店

新宿区若松町 10-1（YSビル）

03-3203-8346

ジュンク堂書店

豊島区南池袋 2-15-5

03-5956-6111

豊島区南池袋 1-28-1
（西武池袋本店別館 B1F・書籍館 B1〜4F）

03-6864-8900

文進堂書店
帝京ブックセンター

板橋区加賀 2-11-1
（帝京大学板橋キャンパス新棟 1F）

03-6912-4081

文光堂書店

板橋区大谷口上町 30
（日本大学医学部本館 B1F）

03-3958-5224

ブックファースト 中野店

中野区中野 4-3-1（中野サンクォーレ1・2F）

03-3319-5161

ジュンク堂書店

武蔵野市吉祥寺本町 1-11-5
（コピス吉祥寺 B 館 6・7F）

0422-28-5333

三鷹市新川 6-20-2（杏林大学医学部内）

0422-48-0335

コーチャンフォー 若葉台店

稲城市若葉台 2-9-2

042-350-2800

オリオン書房 ノルテ店

立川市曙町 2-42-1（パークアベニュー 3F）

042-522-1231

東邦稲垣書店
丸善雄松堂

三省堂書店

文光堂書店

東邦大学大森店

新宿本店

池袋本店

池袋本店

板橋日大店

吉祥寺店

杏林大医学部店

オリオン書房 ルミネ立川店

立川市曙町 2-1-1（立川ルミネ8F）

042-527-2311

ジュンク堂書店
立川高島屋店

立川市曙町 2-39-3（立川高島屋 6F）

042-512-9910

MARUZEN 多摩センター店

多摩市落合 1-46-1（ココリア多摩センター 5F）

042-355-3220

横浜市中区伊勢佐木町 1-4-1
（伊勢佐木町本店 4F）

045-261-1231

取扱書店
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神奈川県
有隣堂 伊勢佐木町本店
医学書センター
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横浜市西区高島 2-18-1（そごう横浜店 7F）

045-450-5901

有隣堂 横浜西口店
医学書センター

横浜市西区北幸 1-1-8（エキニア横浜 B1F）

045-311-6265

ブックファースト 青葉台店

横浜市青葉区青葉台 2-1-1
（青葉台東急スクエアSouth-1 別館 3・4F）

045-989-1781

ACADEMIA 港北店

横浜市都筑区中川中央 1-25-1
（ノースポートモール 3F）

045-914-3320

三省堂書店

横浜市港北区新横浜 2-100-45
（キュービックプラザ新横浜 8F）

045-478-5520

丸善 ラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町 72-1
（ラゾーナ川崎プラザ1F）

044-520-1869

紀伊國屋書店 聖マリアンナ
医科大学ブックセンター

川崎市宮前区菅生 2-16-1
（聖マリアンナ医科大学教育棟 1F）

044-977-8721

丸善雄松堂
東海大学伊勢原売店

伊勢原市下糟屋 143
（東海大学伊勢原キャンパス3 号館 B1F）

0463-91-0460

有隣堂 北里大学病院店
医学書センター

相模原市南区北里 1-15-1（北里大学医学部内） 042-778-5201

オオヌマ 北里大学売店

相模原市南区北里 2-8-16

042-778-4290

横須賀市若松町 2-30（横須賀 MORE'Sシティ
7F）

046-822-2655

藤沢市藤沢 559（ビックカメラ藤沢店 7・8F）

0466-52-1211

紀伊國屋書店

文教堂

横浜店

新横浜店

MORE S 横須賀店

ジュンク堂書店

藤沢店

新潟県
新潟市中央区古町通四番町 563

025-229-4050

新潟市中央区旭町通一番町 754
（新潟大学医歯学総合病院協和会売店内）

025-223-6185

新潟市中央区旭町通一番町 754-39
（新潟大学医学部前）

025-223-2388

新潟市中央区笹口 1-1（プラーカ1 B1・1F）

025-374-4411

新潟市中央区万代 1-5-1（Love La 万代 6F）

025-241-5281

BOOKSなかだ 本店

富山市掛尾町 180-1

076-492-1197

BOOKSなかだ 富山大学
杉谷キャンパス売店

富山市杉谷 2630（富山大学杉谷キャンパス内） 076-434-0929

紀伊國屋書店

富山市総曲輪 3-8-6（総曲輪フェリオ7F）

考古堂書店
考古堂書店

西村書店

新潟大学病院店

新潟本店

ジュンク堂書店
紀伊國屋書店

取扱書店
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新潟店
新潟店

富山県

富山店

076-491-7031

石川県
金沢市石引 1-14-4

076-261-0055

うつのみや 金沢香林坊店

金沢市香林坊 2-1-1（東急スクエアB1F）

076-234-8111

金沢ビーンズ 明文堂書店

金沢市鞍月 5-158

076-239-4400

紀伊國屋書店
金沢医科大学ブックセンター

河北郡内灘町大学 1-1
（金沢医科大学臨床研究棟 1F）

076-286-1874

前田書店
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福井県
福井市中央 1-4-18

0776-24-0428

SuperKaBoS 新二の宮店

福井市二の宮 5-18-8

0776-27-4678

勝木書店
福井大学医学部売店

吉田郡永平寺町松岡下合月 23
（福井大学医学部内）

0776-61-3300

勝木書店

吉田郡永平寺町松岡兼定島 4-1-1
（福井県立大学内）

0776-61-6000

勝木書店

本店

福井県立大学売店

山梨県
明倫堂書店
戸田書店

甲府店
山梨中央店

ジュンク堂書店

岡島甲府店

中央市若宮 29-1

055-274-4331

中央市下河東 3053-1
（イオンタウン山梨中央内）

055-278-6811

甲府市丸の内 1-21-15（岡島百貨店 6F）

055-231-0606

長野県
明倫堂書店

松本店

MARUZEN 松本店

松本市旭 2-10-10

0263-35-4312

松本市深志 1-3-11（コングロM B1 〜 2F）

0263-31-8171

岐阜県
岐阜市正木中 1-2-1（マーサ21 3F）

058-297-7008

岐阜市日ノ出町 2-25（岐阜タカシマヤ9F）

058-262-5661

大垣市三塚町丹瀬 463-1
（イオンタウン大垣ショッピングセンター 2F）

0584-77-1717

MARUZEN＆ジュンク堂書店
新静岡店

静岡市葵区鷹匠 1-1-1（新静岡セノバ 5F）

054-275-2777

戸田書店

静岡市葵区紺屋町 17-1（葵タワー BF 〜 2F）

054-205-6111

ガリバー 浜松店

浜松市東区半田山 5-11-11

053-433-6632

谷島屋

浜松医大福利棟売店

浜松市東区半田山 1-20-1（浜松医科大学内）

053-433-7837

谷島屋

浜松本店

浜松市中区砂山町 6-1（浜松駅ビル メイワン8F） 053-457-4165

谷島屋

三方原店

丸善

岐阜店

自由書房

EX 高島屋店

喜久屋書店

大垣店

静岡県

静岡本店

浜松市北区三方原町 759-1

053-438-2141

沼津市大手町 5-3-13

055-963-0350

大竹書店

名古屋市中区千代田 5-15-18

052-262-3828

MARUZEN 名古屋本店

名古屋市中区栄 3-8-14

052-238-0320

ジュンク堂書店
ロフト名古屋店

名古屋市中区栄 3-18-1
（ナディアパークB1・7F）

052-249-5592

三省堂書店

名古屋市中村区名駅 1-1-3
（タカシマヤゲートタワーモール 8F）

052-566-6801

名古屋市中村区名駅 3-25-9（堀内ビル 1F）

052-589-6321

豊明市沓掛町田楽ケ窪 1-98
（藤田保健衛生大学医学部内）

0562-93-2582

マルサン書店

仲見世本店

取扱書店
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愛知県

名古屋本店

ジュンク堂書店

名古屋店

丸善雄松堂
藤田医科大学売店
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精文館書店

本店

宮脇書店
丸善

尾西店

愛知医科大学売店

豊橋市広小路 1-6

0532-54-2345

一宮市開明流 58-1

0586-47-7111

長久手市大字岩作雁又 1-1（愛知医科大学内） 0561-62-3311

三重県
ワニコ書店

津市江戸橋 1-84-1

059-231-3000

紀伊國屋書店 鈴鹿医療科学
大学千代崎ブックセンター

鈴鹿市岸岡町 1001-1

059-383-9799

コメリ書房

松阪市大黒田町 515-1

0598-25-2533

松阪店

宮脇書店

四日市本店

四日市市安島 1-3-31（ララスクエア四日市 4F） 059-359-5910

滋賀県
大垣書店
フォレオ大津一里山店

大津市一里山 7-1-1（フォレオ大津一里山 1F）

077-547-1020

喜久屋書店

草津市新浜町 300（イオンモール草津 2F）

077-516-1118

草津店

京都府
神陵文庫

京都営業所

京都市左京区田中関田町 2-7（思文閣会館 1F） 075-761-2181

ガリバー 京都店

京都市左京区聖護院川原町 2-2

075-751-7151

辻井書院

京都市左京区下鴨西高木町 47

075-791-3863

丸善
京都本店

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町 251
（京都 BAL B1・B2F）

075-253-1599

ジュンク堂書店

京都店

京都市下京区四条通柳馬場東入ル立売東町 20-1 075-252-0101
（ステラ四条ビル 1〜5F）

大垣書店
イオンモール KYOTO 店

京都市南区八条通西洞院下ル
（イオンモール KYOTO Kaede 館 2F）

075-692-3331

ACADEMIA けいはんな店

相楽郡精華町精華台 9-2-4（アピタウン1F）

0774-98-4053

大阪市中央区今橋 1-7-3
（三井住友銀行大阪中央支店北隣）

06-6223-5511

大阪府

取扱書店
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神陵文庫

大阪支店

神陵文庫 大阪サービスセンター 大阪市中央区今橋 1-7-3（神陵文庫 大阪支店内）06-6206-5551
辻井書院

天満橋病院売店

大阪市中央区大手前 1-5-17
（大阪歯科大学附属病院内）

06-6910-1500

大阪市北区堂島 1-6-20（堂島アバンザ2〜3F）

06-4799-1090

MARUZEN＆ジュンク堂書店
梅田店

大阪市北区茶屋町 7-20
（チャスカ茶屋町 B1F〜7F）

06-6292-7383

紀伊國屋書店

大阪市北区芝田 1-1-3（阪急三番街）

06-6372-5821

ジュンク堂書店

大阪本店

梅田本店

紀伊國屋書店
グランフロント大阪店

06-7730-8451
大阪市北区大深町 4-20
（グランフロント大阪ショップ＆レストラン南館6F）

ジュンク堂書店
近鉄あべのハルカス店

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43
（あべのハルカス近鉄本店ウイング館 7F）

ジュンク堂書店

大阪市浪速区湊町 1-2-3（マルイト難波ビル 3F） 06-4396-4771

神陵文庫

難波店

大阪医科大学店

高槻市大学町 2-7（大阪医科大学 PA 会館 2F）

06-6626-2151

072-683-1161
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神陵文庫
大阪大学医学部病院店

吹田市山田丘 2-15
（大阪大学医学部附属病院 1F）

06-6879-6581

神陵文庫 大阪府立大学
羽曳野キャンパス店

羽曳野市はびきの 3-7-30
（大阪府立大学羽曳野キャンパス内）

0729-58-8661

枚方市新町 2-1-50

072-841-5444

枚方市楠葉花園 8-1
（大阪歯科大学厚生棟 4 号館 2F）

072-856-4337

ワニコ書店
辻井書院

枚方店
楠葉売店

紀伊國屋書店
近大大阪狭山ブックセンター

大阪狭山市大野東 377-2（近畿大学医学部内） 072-368-6190

兵庫県
神陵文庫

神戸市兵庫区荒田町 1-1-14
（神戸大学医学部南）

078-511-5551

ジュンク堂書店

三宮店

神戸市中央区三宮町 1-6-18

078-392-1001

ジュンク堂書店

三宮駅前店

神戸市中央区雲井通 6-1-15
（サンシティビル 7F）

078-252-0777

西宮市池開町 4-23（兵庫医科大学前）

0798-45-2427

神陵文庫

西宮店

ジュンク堂書店

西宮店

西宮市北口町 1-1（アクタ西宮西館 4F）

0798-68-6300

ジュンク堂書店

姫路店

姫路市豆腐町 222（ピオレ姫路 2

079-221-8280

ジュンク堂書店

明石店

明石市大明石町 1-6-1（パピオスあかし2F）

078-918-6670

加西市北条町横尾 285-1

0790-42-5008

奈良栗田書店

橿原市四条町 840
（奈良県立医科大学附属病院 C 病棟 2F）

0744-22-8657

奈良栗田書店（外商部）

橿原市兵部町 7-19

0744-24-3225

喜久屋書店

橿原市曲川町 7-20-1（イオンモール橿原 3F）

0744-20-3151

和歌山市紀三井寺 840-39（メゾン山水 2-1F）
（和歌山県立医科大学南）

073-444-7766

出雲市塩冶神前 3-8-19

0853-22-6577

岡山市北区大学町 2-15（岡山大学医学部前）

086-223-8387

岡山市北区鹿田町 1-6-12
（岡山大学医学部正門前）

086-226-3211

岡山市北区表町 1-5-1
（岡山シンフォニービル B1・1F）

086-233-4640

紀伊國屋書店 クレド岡山店

岡山市北区中山下 1-8-45
（NTTクレド岡山ビル 5F）

086-212-2551

泰山堂書店

川崎医大店

倉敷市松島 577（川崎医科大学 8F）

086-462-2822

喜久屋書店

倉敷店

倉敷市水江 1（イオンモール倉敷 2F）

086-430-5450

西村書店

2F）

奈良県

橿原店

和歌山県
神陵文庫

和歌山営業所

取扱書店
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島根県
島根井上書店

岡山県
神陵文庫
泰山堂書店

丸善

岡山営業所
鹿田本店

岡山シンフォニービル店
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広島県
神陵文庫

広島営業所

井上書店
ジュンク堂書店

広島駅前店

MARUZEN 広島店

紀伊國屋書店

広島店

広島市西区観音本町 1-10-5
（広島県医師会館西門前）

082-232-6007

広島市南区出汐 1-4-10

082-254-5252

広島市南区松原町 9-1（福屋広島駅前店 10F）

082-568-3000

広島市中区胡町 5-22
（天満屋八丁堀ビル 7・8F）

082-504-6210

広島市中区基町 6-27（アクア広島センター街 6F） 082-225-3232

フタバ図書 アルティ福山本店

福山市明神町 1-14-20

084-973-8780

啓文社

東広島市西条土与丸 1-5-7
（ゆめタウン東広島店別館 2F）

082-423-1251

西条店

フタバ図書

TERA 広島府中店 安芸郡府中町大須 2-1-1-3022
（イオンモール広島府中 3F）

082-561-0770

山口県
井上書店

宇部店

宇部市南小串 2-3-1（山口大学医学部横）

0836-34-3424

徳島市通町 3-12

088-623-1334

徳島大前店

徳島市蔵本町 2-21

088-632-2663

徳島県
久米書店
久米書店

徳島市寺島本町西 1-5（そごう徳島店 8F）

088-602-1611

徳島本店

徳島市西新浜町 1-6-1（マルナカ徳島店 2F）

088-663-6621

宮脇書店

高松本店

高松市丸亀町 4-8

087-851-3733

宮脇書店

総本店

高松市朝日新町 3-4

087-823-3152

宮脇書店

南本店

高松市伏石町 2139-11

087-869-9361

宮脇書店

香川大学医学部店

木田郡三木町池戸 1750-1（香川大学医学部内） 087-898-4654

紀伊國屋書店
宮脇書店

徳島店

香川県

取扱書店
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愛媛県
新丸三書店

本店

ジュンク堂書店
新丸三書店
宮脇書店

松山店

医学部店
新居浜本店

松山市南久米町 525-1

089-955-7381

松山市千舟町 5-7-1（エスパス松山ビル内）

089-915-0075

東温市志津川（愛媛大学医学部内）

089-964-1652

新居浜市前田町 8-8（イオンモール新居浜内）

0897-31-0586

南国市岡豊町小蓮
（高知大学医学部大学会館内）

088-866-1461

福岡市博多区千代 4-29-29
（九州大学医学部前）

092-641-5555

福岡市博多区博多駅中央街 2-1
（博多バスターミナル 6F）

092-434-3100

高知県
金高堂

高知大医学部店

福岡県
九州神陵文庫

紀伊國屋書店

福岡本店

118

2019/03/18 17:01

丸善

福岡市博多区博多駅中央街 1-1
（JR 博多シティ 8F）

博多店

092-413-5401

九州神陵文庫
福岡大学医学部店

福岡市城南区七隅 7-45-1（福岡大学医学部内） 092-801-1011
（内 4473）

ジュンク堂書店

福岡市中央区天神 1-10-13
（メディアモール天神 B1 〜 4F）

福岡店

092-738-3322

九州神陵文庫 九州歯科大学店 北九州市小倉北区真鶴 2-6-1（九州歯科大学内）093-571-5453
井上書店

小倉店

喜久屋書店

小倉店

北九州市小倉北区馬借 2-1-29

093-533-5005

北九州市小倉北区京町 3-1-1（COLET/I'm 9F） 093-514-1400
北九州市八幡西区医生ケ丘 1-1
（産業医科大学 3 号館）

093-693-8300

九州神陵文庫
久留米大学医学部店

久留米市旭町 67（久留米大学本館 1F）

0942-34-8660

紀伊國屋書店

久留米市新合川 1-2-1（ゆめタウン久留米 2F）

0942-45-7170

紀伊國屋書店 佐賀大学
医学部ブックセンター

佐賀市鍋島 5-1-1（佐賀大学医学部内）

0952-30-0652

紀伊國屋書店

佐賀市兵庫北 5-14-1（ゆめタウン佐賀 2F）

0952-36-8171

白石書店

産業医大売店

久留米店

佐賀県

佐賀店

長崎県
長崎市尾上町 1-1（アミュプラザ長崎 3F）

095-821-5400

長崎店

長崎市元船町 10-1（ゆめタウン夢彩都 4F）

095-811-4919

熊本出張所

熊本市中央区本荘 4-1-2

096-372-5522

熊本市中央区本荘 1-1-1
（熊本大学医学部附属病院内）

096-373-5884

金龍堂 まるぶん店

熊本市中央区上通町 5-1

096-356-4733

蔦屋書店

熊本市中央区安政町 1-2（カリーノ下通 1・2F） 096-212-9111

メトロ書店

本店

紀伊國屋書店

熊本県
九州神陵文庫

九州神陵文庫
熊本大学医学部病院店

熊本三年坂店

大分県
九州神陵文庫

大分営業所

九州神陵文庫
大分大学医学部店

大分市東野台 1-17-6（大分大学医学部前）

097-549-3133

取扱書店
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由布市挾間町医大ケ丘 1-1（大分大学医学部内）097-549-4881

宮崎県
蔦屋書店

宮崎高千穂通り店

田中書店 メディカルタナカ

宮崎市橘通東 4-8-1

0985-61-6711

宮崎郡清武町大字木原 5200
（宮崎大学医学部内）

0985-85-2976

鹿児島県
九州神陵文庫
ジュンク堂書店

鹿児島営業所
鹿児島店

ブックスミスミ オプシア

鹿児島市加治屋町 2-22（鹿児島市医師会館前） 099-225-6668
鹿児島市呉服町 6-5（マルヤガーデンズ 5F・6F） 099-216-8838
鹿児島市宇宿 2-3-5

099-813-7012
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沖縄県
ジュンク堂書店
琉球光和考文堂

那覇店

那覇市牧志 1-19-29（D-nahaB1 〜 3F）

098-860-7175

中頭郡西原町棚原 100

098-945-5050

取扱書店
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大学生協
北海道大学生協

書籍部北部店

札幌市北区北十七条西 8 丁目
（福利厚生会館 2F）

011-747-2182
017-235-3275

弘前大学生協

医学部 FERIO 店

弘前市大字南塘町 1-1

東北大学生協

星陵購買・書籍店

仙台市青葉区星陵町 2-1（星陵厚生会館内） 022-275-1093

秋田大学生協

本道店

秋田市本道 1-1（本道会館）

018-831-5806

山形大学生協

飯田店

山形市飯田西 2-2-2

023-642-4590

群馬大学生協

昭和店購買書籍部 前橋市昭和町 3-39-22

027-233-9558

千葉大学生協

亥鼻 SB 部

千葉市中央区亥鼻 1-8-1

043-222-4912

東京大学生協

本郷書籍部

文京区本郷 7-3-1（第 2 食堂 1F）

03-3811-5481

東京医科歯科大学生協
書籍購買部

文京区湯島 1-5-45

03-3818-5233

慶應義塾大学生協

新宿区信濃町 35

03-3341-6355

昭和大学生協

書籍店

品川区旗の台 1-5-8

03-3788-2322

東京大学生協

医科研

港区白金台 4-6-1

03-3449-8946

信濃町店

東京薬科大学生協

書籍店

八王子市堀之内 1432-1

042-676-6368

横浜市立大学生協

福浦店

横浜市金沢区福浦 3-9

045-785-0601

新潟市中央区旭町通 1-757

025-223-2565

金沢大学生協
医学購買・書籍 たからマート

金沢市宝町 13-1

076-264-0583

金沢大学生協
保健購買・書籍 つるまーと

金沢市小立野 5-11-80
（鶴間キャンパス福利施設 2F）

076-222-0425

信州大学生協

松本購買書籍部

松本市旭 3-1-1

0263-37-2983

岐阜大学生協

書籍部医学部店

岐阜市柳戸 1-1（医学部教育・福利棟 1F）

058-230-1164

名古屋市昭和区鶴舞町 65

052-731-6815

名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄 1

052-852-7346

津市栗真町屋町 1577

059-232-9531

大津市瀬田月輪町

077-548-2091

新潟大学生協

池原購買書籍店

名古屋大学生協

医学部書籍店

名古屋市立大学生協
三重大学生協

川澄店

第 2 購買書籍店

滋賀医科大学生協

書籍部

京都府立医科大学生協

医学部店 京都市上京区河原町広小路梶井町 465

075-251-5964

京都市左京区吉田近衛町

075-752-1586

大阪市立大学生協
書籍部医学部店

大阪市阿倍野区旭町 1-4-3

06-6645-3642

大阪大学生協

書籍部医学部店

吹田市山田丘 2-2

06-6878-7062

神戸大学生協

書籍部医学部店

神戸市中央区楠町 7-12-1

078-371-1435

和歌山県立医科大学生協
紀三井寺キャンパス店

和歌山市紀三井寺 811-1

073-448-1161

鳥取大学生協

医学部ショップ

米子市西町 86（大学会館）

0859-31-6030

島根大学生協

医学部ショップ

出雲市塩冶町 89-1（大学会館出雲 2F）

0853-31-6322

岡山市北区鹿田町 2-5-1（記念会館 1F）

086-235-7047

広島市南区霞 1-2-3

082-257-5943

京都大学生協

南部 SHOP

岡山大学生協 コジカショップ
広島大学生協

霞コープショップ

取扱書店
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宇部市南小串 1-1-1

0836-22-5067

蔵本店

徳島市庄町 1-78-1

088-631-6545

医系書籍部

福岡市東区馬出 3-1-1

092-651-7134

医学部店

長崎市坂本 1-12-4

095-849-7159

山口大学生協

医心館ショップ

徳島大学生協
九州大学生協
長崎大学生協
熊本大学生協

医学部店

熊本市中央区九品寺 4-24-1（楷樹会館 2F） 096-373-5433

宮崎大学生協

書籍購買店

宮崎市学園木花台西 1-1

0985-58-0612

鹿児島市桜ヶ丘 8-35-1

099-265-4339

中頭郡西原町字千原 1

098-895-6085

鹿児島大学生協
琉球大学生協

桜ヶ丘店
中央店

取扱書店
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