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医学関係書 

生理学テキスト 第 6 版 

 

大地陸男 著 MBN：MJ10007859 ISBN：978-4-8306-0225-2 
1. 

文光堂 B5 判 580 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

医・薬学系学部生の生理学教科書の定本で

ある〔大地の生理学〕の 3 年ぶりの大改訂。人

体機能全般を体系的に扱った教科書であり、

生理学を学ぶ学生すべてに役立つ内容。 

実践行動薬理学  

実験薬理学シリーズ  

日本薬理学会 編 MBN：MJ10007856 ISBN：978-4-7653-1410-7 
2. 

金芳堂 B5 判 368 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

基礎編（行動薬理研究における実験技術）、

応用編（行動薬理研究の実際）および倫理編

（行動薬理研究と実験倫理）から成る。 

細胞工学 29 巻 3 号 Human Immunology（仮題）  

 

山本一彦 監修 MBN：MJ10003488 ISBN：978-4-7809-0104-7 
3. 

学研メディカル秀潤社 AB 判 100 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

ヒトの免疫システムの解明と各疾患の病態、治

療に関する研究の進展が不可欠である。今月

号ではその先駆けとなる研究のいくつかを紹

介することで今後の研究の方向性を展望する

特集。 

Clinical Engineering21 巻 3 号 エラーと人間工学（仮題）  

 

篠原一彦 編 MBN：MJ10003489 ISBN：978-4-7809-0204-4 
4. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 100 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

臨床工学技士業務における安全を考える際

に、航空や電力産業で取り組まれている人間

工学や安全工学の英知を参考にすることは特

に有用です。今回の特集では安全に対して

の取り組みが進んでいるこれらの業界の話し

とともに臨床工学技士の現場での話を掲載。 

日常診療のための運動指導と生活指導 ABC 健康スポーツ医からのアドバイス  

 

日本医師会 編 MBN：MJ10007855 ISBN：978-4-7583-0035-3 
5. 

メジカルビュー社 B5 判 48 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

生活習慣病予防・治療に不可欠な「運動」と

「食事」の指導法について、日本医師会認定

の健康スポーツ医が行っている指導内容を疾

患別に簡潔・明瞭に解説したコンパクトな実践

本。 

迷路にはまらない臨床検査値の読み方・考え方  

 

日本医事新報社 編 MBN：MJ10008276 ISBN：978-4-7849-4040-0 
6. 

日本医事新報社 B5 判 148 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

日々出会う症例の「検査値」のどこに悩み、そ

れを解く鍵がどこにあり、どのように対応した

か、「診療スキルアップのための検査値の読

み方のポイント」をまとめた。 

画像診断 30 巻 3 号 悪性リンパ腫－節外性リンパ腫を中心に－  

 

杉村和朗 編 MBN：MJ10003487 ISBN：978-4-7809-0004-0 
7. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 150 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

胸部の画像診断にあまり関わっていない放射

線科医や、縦隔疾患の経験が乏しい呼吸器

科医、胸部外科医など胸部の疾患に携わる

医師・研究医にお勧め。 

ご注文の際には、注文番号ならびに書誌事項をなるべく詳しくお知らせください。 
ご注文の書籍をできるだけ早く、正確にお届けするために、資料 No.、注文番号(MBN・MSN または ISBN) 

著者、書名、出版社名、価格をお知らせください。 



 

 

画像診断 30 巻 4 号（2010 臨時増刊号） 症例の比較で学ぶ画像診断 頭部 50 選  

 

青木茂樹 編 MBN：MJ10008467 ISBN：978-4-7809-0810-7 
8. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 236 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

大好評の症例の比較で学ぶシリーズ第 3

弾！2 つの症例を比較させながら、大きな写

真と視覚的にも効果的な比較一覧表で画像

診断のポイントを初学者・研修医にもわかりや

すく解説している。日常診療に役立つ 1 冊。 

所見の書き方がまねできる 頸部超音波検査レポート実例集  

 

久 直史 監 MBN：MJ10008447 ISBN：978-4-524-25036-3 
9. 

南江堂 新書判 208 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

超音波検査の所見はチェックできるが、レポ

ートのまとめ方がよく分からないという医療スタ

ッフのための大好評実例集シリーズ第 4 弾。

専門英語用語も収載した便利な一冊。 

できるゾ 読めるゾ 腹部エコー  

 

中村 滋 著 MBN：MJ10008468 ISBN：978-4-7849-4047-9 
10. 

日本医事新報社 AB 判 292 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

カラーシェーマと半透明のオリジナル立体的

ボディーマークを全画像に添付。プローブを

当てた箇所とその設定断面が二次元＆三次

元で理解可能となる腹部エコー読影の決定

版。 

Progress in MedicineVol. 30  No.1            Progress in Medicine 30(1)

特集：アトピー性皮膚炎診療ガイドライン改訂のポイント―薬剤評価・位置づけを中心に― 

 MBN：MJ10005792 ISBN：978-4-89801-340-3 
11. 

ライフ・サイエンス A4 判 290 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

『アトピー性皮膚炎診療ガイドライン』が昨年

改訂された。本特集では、各種薬剤の薬剤評

価・位置づけの解説を中心に据えた。また、

他科との整合性を念頭に、内科、小児科、眼

科領域からの提言等も網羅した。 

抗加齢医療 その最前線の実際  

 

米井嘉一 編 MBN：MJ10008272 ISBN：978-4-88002-696-1 
12. 

新興医学出版社 B5 判 228 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

科学的アプローチで健康長寿の実践をめざ

し、近年注目を集める抗加齢医療。食生活や

運動、サプリメントなどの知識から、再生医療

の最新の成果まで、その全貌を紹介する。 

重症患者と栄養管理 Q＆A <改訂版> 第 2 版 

 

東口高志 編著 MBN：MJ10006276 ISBN：978-4-88378-397-7 
13. 

総合医学社 B5 判 260 頁 定価 5,880 円 (本体5,600 円)

初版からこの 3 年間の進歩・変革をふまえ、

全国の第一線で活動されておられる先生方

に、重症患者の栄養管理の重要性やその実

際を理解しやすい Q&A 形式で執筆して頂い

た。 

重症心不全の治療～補助循環、人工心臓、再生医療の実際～  

 

澤芳樹 監修 MBN：MJ10008466 ISBN：978-4-7809-0808-4 
14. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 192 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

重症心不全に対する電気的植え込み型装

置・補助循環装置・補助人工心臓の基礎から

実際の治療までを、保守管理についても概

説。さらに、再生治療の現状と展望や、保守

管理についても概説。 

腫瘍性病変のオーダーと診断のための FDG PET/CT アトラス  

コンパクト核医学シリーズ  

内山勝弘 著 MBN：MJ09122982 ISBN：978-4-902380-59-0 
15. 

ベクトル・コア B6 判 256 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

PET 専門施設の充実した症例を惜しみなく収

めた、オーダーにも診断にも役立つパーフェ

クト・アトラス。シンプルな構成でみたい症例を

引きやすく、ポイントも一目瞭然です。 

口腔癌取扱い規約  

 

日本口腔腫瘍学会 編 MBN：MJ10003872 ISBN：978-4-307-45010-2 
16. 

金原出版 B5 判 112 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

口腔は解剖学的複雑性と多機能を有するた

め、これに対応しうる、詳細で精度の高い取

扱い規約の刊行が望まれていた。本章は口

腔癌に特化した初の取扱い規約である。 

栄養塾 症例で学ぶクリニカルパール  

 

大村健二 編 MBN：MJ10008439 ISBN：978-4-260-01014-6 
17. 

医学書院 A5 判 272 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

適切な栄養投与は医療の基本であるが、卒

前の栄養学教育は乏しい。本書では、栄養管

理のエキスパートが症例をもとに、「目からウロ

コ」のクリニカルパールを伝授する。 

－ 2 －



 

 

よくわかる 輸液療法のすべて 改訂第 2 版 

 

北岡建樹 著 MBN：MJ10000703 ISBN：978-4-8159-1853-8 
18. 

永井書店 B5 判 330 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

輸液療法の基礎をしっかりと学べ、かつわかり

やすいとの評判を受けてきた本書を、時代に

即すべく新しい項目や内容を充実させて改

訂。輸液を学ぶ決定版。 

小児疾患の身近な漢方治療 9 第 10 回日本小児漢方懇話会記録集  

 

日本小児漢方交流会 企画・編集 MBN：MJ10008459 ISBN：978-4-7583-0481-8 19. 

メジカルビュー社 B5 判 112 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

2009 年開催の第 10 回日本小児漢方懇話会

の記録集。小児診療における漢方医学の応

用～利水剤をめぐって～をメインテーマに、講

演、シンポジウム、症例検討など、懇話会をそ

のまま再現する形で収載。小児診療における

最新の漢方治療の実際、その応用に至るま

で、小児科医療現場の医師の生の声をまとめ

た極めて実践的な一冊。 

HIV 感染者の早期発見と社会復帰のポイント 

プライマリケアにおける検査と病診連携  

岡 慎一 編 MBN：MJ10008455 ISBN：978-4-7532-2424-1 
20. 

医薬ジャーナル社 A4 判 136 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

HIV 感染の事実をエイズ発病前に！診断、服

薬指導、病診連携、感染者の就労等の現状と

問題点について詳述。感染者の早期発見と

社会復帰のポイントを多角的にアプローチ。 

Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌 2010  

 

寺内康夫 他編 MBN：MJ10005596 ISBN：978-4-498-12340-3 
21. 

中外医学社 B5 判 260 頁 定価 10,080 円 (本体9,600 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

糖尿病医療スタッフのための 実践！カーボカウント  

 

坂根直樹 訳者代表 MBN：MJ10008441 ISBN：978-4-263-25506-3 
22. 

医歯薬出版 B5 変型判 210 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

医療従事者向けの「カーボカウントを教えるた

めのノウハウ本」。インスリンの使用法につい

ても具体的に記載。 

EBM 糖尿病ハンドブック  

 

寺内康夫 編著 MBN：MJ10008444 ISBN：978-4-498-12338-0 
23. 

中外医学社 B5 判 548 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

糖尿病に関する最新の知見を EBM に基づい

て解説する本領域専門書の決定版。包括的

に糖尿病を学びたい方、最新の糖尿病事情

を知りたい方にぜひ手にとって頂きたい一

冊。 

血液浄化療法ハンドブック 第 5 版 増補版 

透析療法合同専門委員会 企画・編集 

 MBN：MJ10008465 ISBN：978-4-7639-5019-2 
24. 

協同医書出版社 B5 判 428 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

“透析技術認定士認定講習会および認定試

験”テキストの改訂第 5 版の増補版。最新の

CKD 診療ガイドライン（2009）を反映させ、透

析装置についての項目を追加した。 

エキスパートのための腎臓内科学  

 

富野康日己 編著 MBN：MJ10000702 ISBN：978-4-498-12464-6 
25. 

中外医学社 B5 判 386 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

認定医・専門医に必要とされる今日の腎臓内

科学の知識をこの一冊で学ぶことができるよう

まとめたテキスト。 

Annual Review 腎臓 2010  

 

御手洗哲也 他編 MBN：MJ10006087 ISBN：978-4-498-12466-0 
26. 

中外医学社 B5 判 306 頁 定価 10,290 円 (本体9,800 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

よくわかる小児の造血細胞移植  

 

加藤俊一 監 MBN：MJ10008456 ISBN：978-4-7532-2425-8 
27. 

医薬ジャーナル社 A4 判 108 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

小児の造血細胞移植にのみ焦点をあて、基

礎から実際の方法まで、患者とドナーの両方

の立場に沿って解説。移植に対して持つ不安

や疑問を取り除きサポートする貴重な一冊。 
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Annual Review 血液 2010  

 

高久史麿 他編 MBN：MJ10005595 ISBN：978-4-498-12560-5 
28. 

中外医学社 B5 判 230 頁 定価 10,080 円 (本体9,600 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

リウマチ病セミナーXX  

リウマチ病セミナー 20  

七川歡次 監 MBN：MJ09120227 ISBN：978-4-8159-1854-5 
29. 

永井書店 B5 判 304 頁 定価 8,610 円 (本体8,200 円)

リウマチ病学の最新の研究成果・治療データ

を常に提供してきた。多彩で日進月歩の進展

をみせるリウマチ学を、一流の研究者らが思う

存分その成果を披露する。 

Geriatric Medicine（老年医学）Vol. 48  No.1 特集：老年医学の新たな展開  

Geriatric Medicine 48(1)  

 MBN：MJ10005791 ISBN：978-4-89801-337-3 
30. 

ライフ・サイエンス B5 判 154 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

本特集号では、老年医学の臨床、研究、教育

の新しい流れ、主要な老年疾患の病態、診

断・治療の進歩、さらに高齢者の医療制度の

動向など、老年医学に関する最近のトピックス

がわかりやすく解説され、新年号にふさわしい

内容となっている。 

研修医のための神経内科診療  

 

阿部康二 編著 MBN：MJ10008474 ISBN：978-4-88002-700-5 
31. 

新興医学出版社 B5 判 290 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

神経内科診療における疾患の基礎知識、診

察・検査手技、治療方法について、最新のト

ピックスを盛り込みながら研修医に必要なポイ

ントを分かりやすくまとめた充実の一冊。 

Annual Review 神経 2010  

 

鈴木則宏 他編 MBN：MJ10004719 ISBN：978-4-498-12868-2 
32. 

中外医学社 B5 判 290 頁 定価 10,080 円 (本体9,600 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

今日からはじめる統合失調症のワークブック  

 

太田順一郎 監訳 MBN：MJ10008475 ISBN：978-4-88002-703-6 
33. 

新興医学出版社 B5 判 122 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

患者本人が現在の治療の中にそのまま持ち

込める心理教育読本としてこのワークブックが

実用的で使いやすいものである。精神科作業

療法としてご利用いただきたい一冊である。 

拒食症の克服  

J.Hubert Lacey 

和田良久 訳 MBN：MJ10008476 ISBN：978-4-88002-808-8 
34. 

新興医学出版社 A5 判 111 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

本書は、摂食障害治療での患者・家族への啓

蒙書として刊行された。その簡潔さ、分かり易

さから当事者のみならず医師・看護職・臨床

心理職など医療従事者にとっての必携書。 

前頭側頭型認知症の臨床  

専門医のための精神科臨床リュミエール 12  

池田 学 編 MBN：MJ10008445 ISBN：978-4-521-73126-1 
35. 

中山書店 B5 判 216 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

前頭側頭型認知症（FTD）を包括的に理解で

きる一冊。FTD の臨床の現状、最近の知見、

専用グループホームや家族会について解

説。 

Annual Review 呼吸器 2010  

 

永井厚志 他編 MBN：MJ10006088 ISBN：978-4-498-03190-6 
36. 

中外医学社 B5 判 276 頁 定価 10,290 円 (本体9,800 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

呼吸器疾患 新の治療 2010-2012  

 

貫和敏博 他編 MBN：MJ10008449 ISBN：978-4-524-26016-4 
37. 

南江堂 B5 判 524 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

年々進歩する呼吸器領域の治療指針と最新

情報を簡潔にまとめた最新版。巻頭トピックス

では「肺腺癌の分子標的治療」や「新型（ブ

タ）インフルエンザ」などを取り上げた。 
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心臓 CT を活かした新しい冠動脈疾患診断戦略 こういう症例に活用する  

 

児玉和久 他監 MBN：MJ10008457 ISBN：978-4-7583-0197-8 
38. 

メジカルビュー社 B5 判 288 頁 定価 6,825 円 (本体6,500 円)

実際の臨床で遭遇することの多い心臓 CT 症

例を提示し、低被曝、低侵襲の MDCT による

冠動脈疾患の新しい治療戦略や心臓 CT の

活用法を、諸検査との比較や文献的考察を

交えて解説。また、融合画像という新しい臨床

応用の方法である SPECT / CT の臨床活用

についても掲載。 

Annual Review 循環器 2010  

 

山口 徹 他編 MBN：MJ10004720 ISBN：978-4-498-13410-2 
39. 

中外医学社 B5 判 332 頁 定価 10,290 円 (本体9,800 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

心臓リハビリテーション 実践マニュアル（評価・処方・患者指導）  

循環器臨床サピア 4  

長山雅俊 編 MBN：MJ10007000 ISBN：978-4-521-73164-3 
40. 

中山書店 B5 判 368 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

患者をいかに評価しリハビリテーション計画を

作成するか、注意点やリスク管理も含め詳述。

運動負荷試験についても具体的に解説し、き

め細かい患者指導についても言及。 

Annual Review 消化器 2010  

 

林 紀夫 他編 MBN：MJ10005594 ISBN：978-4-498-14024-0 
41. 

中外医学社 B5 判 310 頁 定価 10,290 円 (本体9,800 円)

注目すべきトピックを選び、その分野の第一

人者が内外の文献を踏まえて最新の進歩を

展望する。定評ある年刊書の最新版。 

胃内視鏡検診マニュアル  

日本消化器がん検診学会胃内視鏡検診標準化研究会 編 

 MBN：MJ10008268 ISBN：978-4-260-00967-6 
42. 

医学書院 A4 変型判 116 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

胃がんの内視鏡検診は標準的な検査法が確

立されていない。本書は「胃内視鏡検診標準

化研究会」による検討を元に纏められた「胃内

視鏡検診標準法」をベースに仕上げられた。 

起立性調節障害  

小児科臨床ピクシス 13  

田中英高 編 MBN：MJ10005156 ISBN：978-4-521-73185-8 
43. 

中山書店 B5 判 180 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

心身医学的アプローチを必要とする起立性調

節障害について、小児科医だけでなく神経内

科、心療内科、耳鼻科、精神医、臨床心理士

など幅広い専門家による解説を収載。 

Visual Dermatology9 巻 3 号 

HPV 感染症の多様な世界－イボ、コンジローマ、Bowen 病－  

江川清文 監修 MBN：MJ10003490 ISBN：978-4-7809-0304-1 
44. 

学研メディカル秀潤社 A4 変型判 100 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

病気の本態を知ることが治療に役立つ。ヒトパ

ピローマウイルスによってひきおこされる病気

の多様な典型像と治療法の症例提示、ウイル

スにまつわる最新トピックスの 2 本立てで構成

されている特集。 

ダーモスコピー超簡単ガイド  

ViD ミニ 4  

田中勝 著 MBN：MJ09118050 ISBN：978-4-7809-0803-9 
45. 

学研メディカル秀潤社 A5 変型判 184 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

皮膚科医必修のダーモスコピーの基本が、見

開き二頁構成で手に取るようにわかる。今まで

の類書にないハンディサイズで、初心者にと

って必要十分な事項を網羅した。実際のダー

モスコピー検査の場に、診療机のそばに置い

て活用されたい。 

皮膚外科学（仮題）  

日本皮膚外科学会教科書作成委員会 監修 

 MBN：MJ10006397 ISBN：978-4-7809-811-4 
46. 

学研メディカル秀潤社 AB 判 500 頁 定価 23,100 円 (本体22,000 円)

皮膚外科学分野、最高最大のオールカラー

テキストがついに誕生！経験豊富な皮膚外科

学会会員による懇切丁寧な解説で、外科処

置の初歩からしっかり完璧に理解できます。

皮膚外科の魅力がたっぷり詰まった一冊で

す。 

見開きナットク！ フットケア実践 Q&A  

 

松井瑞子 他編 MBN：MJ10008477 ISBN：978-4-88117-048-9 
47. 

全日本病院出版会 B5 判 202 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

見開き Q&A で分かりやすく、診療の合間にも

さっと見ることができる。“フットケア”の共通ツ

ールとして、医師だけでなく看護師など様々

なスタッフに勧めたい一書。 
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DVD でみてわかる! 頭蓋底手術スキルアップ  

 

佐藤周三 著 MBN：MJ10008462 ISBN：978-4-7583-1175-5 
48. 

メジカルビュー社 B5 判 80 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

難易度の高い頭蓋底手術のアプローチ方法

をマスターするための初心者にもわかりやす

い解説書。実際の手順や術野の解剖を解説

した DVD 付きで見てわかる手術書。 

脳神経外科学 必修講義 改訂版 

 

松谷雅生 著 MBN：MJ10008463 ISBN：978-4-7583-1185-4 
49. 

メジカルビュー社 B5 変型判 240 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

脳神経外科の基本を無理なく理解でき、臨床

に活かせる知識を随所に盛り込んだ、医学生

必携の教科書。血管内治療や脳腫瘍薬物治

療など、診断・治療技術の進歩を踏まえて改

訂。カンファランスで討議される鑑別診断が理

解できる内容までも掲載、脳神経外科専門医

を目指す若手医師にも役立つ一冊。 

食道  

みる・わかる・自信がつく！ 消化器外科手術ナビガイド  

宇田川晴司 編 MBN：MJ10006611 ISBN：978-4-521-73137-7 
50. 

中山書店 B5 判 216 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

食道外科手術のために必要な解剖から手術

手技までを詳細に解説。もっとも複雑で難しい

といわれる食道外科の手技が、食道外科の第

一人者の解説で手に取るように分かる。 

多血小板血漿(PRP)療法入門―キズ・潰瘍治療からしわの美容治療まで  

 

楠本健司 編 MBN：MJ10008478 ISBN：978-4-88117-049-6 
51. 

全日本病院出版会 B5 判 86 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

PRP の基礎的な理論や調整法から、褥瘡など

の慢性創傷、美容外科領域など多岐に亘る

実践応用までを豊富なカラー写真、図表で詳

しく解説した本邦初の PRP 入門書！ 

DVD でみる Dr.宇佐見の足手術の流儀  

 

宇佐見則夫 著 MBN：MJ08046758 ISBN：978-4-7583-1024-6 
52. 

メジカルビュー社 B5 変型判 144 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

足の外科最前線でメスを振るう宇佐見則夫先

生の流儀、テクニックが満載！音声解説付き

手術動画 DVD とともに、足関節の代表的な

障害に対する「宇佐美式」手術手技を詳説。 

整形外科医のための薬物療法 ABC  

 

宗圓 聰 編 MBN：MJ10008460 ISBN：978-4-7583-1035-2 
53. 

メジカルビュー社 A5 判 200 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

整形外科医が知っておくべき薬物療法につ

いて、効能、分類、適応から投薬法、運動療

法など他の保存療法との連携、また合併症等

についてコンパクトにまとめたマニュアル書。 

リハビリテーションレジデントマニュアル 第 3 版 

 

木村彰男 編 MBN：MJ10008435 ISBN：978-4-260-00844-0 
54. 

医学書院 B6 変型判 544 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

リハ科レジデントの卒後臨床教育のための実

践書。高次脳機能障害やがんをはじめとした

疾患・障害、転倒や廃用症候群に対する予防

リハなど、第 2 版以降のトピックスも収載。 

乳幼児の運動発達検査 AIMS アルバータ乳幼児運動発達検査法  

Motor Assessment of the Developing Infant 

上杉雅之 他監訳 MBN：MJ10008440 ISBN：978-4-263-21339-1 
55. 

医歯薬出版 B5 判 226 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

粗大運動発達検査（AIMS）についての解説

書。容易で簡便なことが特徴で、小児科医、リ

ハスタッフ、保健師、看護師の乳幼児健診な

どのリスク管理に好適な 1 冊。 

目でみる 眼鏡・コンタクトレンズの基礎と臨床の進めかた  

 

植田喜一 他著 MBN：MJ10008442 ISBN：978-4-307-35183-6 
56. 

金原出版 B5 判 154 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

近視、遠視、乱視の屈折異常や老視の矯正

に使用される眼鏡やコンタクトレンズ。これらを

処方するために必要な基本的および臨床的

知識を図を多用し平易に解説。 

動画でわかる 斜視の手術（DVD 付）  

John D.Ferris 

佐藤美保 監訳 MBN：MJ10005597 ISBN：978-4-521-73197-1 
57. 

中山書店 B5 判 224 頁 定価 14,700 円 (本体14,000 円)

術者による技量が予後に大きく反映される斜

視の手術について、グローバルスタンダードと

もいえる術式と術量補正の考え方を詳述。 
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角膜パーツ移植  

 

坪田一男 編 MBN：MJ10006643 ISBN：978-4-8306-5534-0 
58. 

文光堂 B5 判 124 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

日々技術革新が進む角膜移植手術。最新の

角膜パーツ移植手術はどうなっているのか。

適応は？手術の概要は？合併症は？─こう

したあなたの疑問に豪華執筆陣が答えます。

プライマリケアのための花粉症診療  

 

大久保公裕 編著 MBN：MJ10008454 ISBN：978-4-7532-2423-4 
59. 

医薬ジャーナル社 A4 変型判 80 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

鼻・眼などの症状から診断法、薬物療法やレ

ーザーといった特殊治療まで、図表・写真を

多用しわかりやすく解説。花粉症診療に携わ

るプライマリケア医にとって必読の一冊！ 

めまいは寝てては治らない 実践！めまいを治す 21 のリハビリ  

 

新井基洋 著 MBN：MJ10008443 ISBN：978-4-498-06250-4 
60. 

中外医学社 B5 判 90 頁 定価 1,365 円 (本体1,300 円)

めまいはリハビリで治せる！待望の書、つい

に刊行。入院によるめまい集団リハビリテーシ

ョンを実践し成果を上げる著者が、そのノウハ

ウをこの 1 冊に凝縮した。DVD 付き。 

尿路変向・再建術  

新 Urologic Surgery シリーズ 6  

中川昌之 編 MBN：MJ10008464 ISBN：978-4-7583-1255-4 
61. 

メジカルビュー社 A4 判 160 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

患者の QOL に深く関わる尿路の変向と再

建。本書では腸管手術の基本手技から尿管

の形成・再建まで、多様な術式を精緻なイラス

トにより詳解。泌尿器科臨床医必携の手術

書。 

ペインクリニック用語集 改訂第 3 版 

日本ペインクリニック学会用語委員会 編 

 MBN：MJ10007670 ISBN：978-4-88003-834-6 
62. 

真興交易医書出版部 A6 判 426 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

関連領域必携。「痛み」の表現が見えてくる！

痛み用語の定義・痛みの表現語など役立つ

付録を掲載。 

医学英語検定試験 3・4 級教本 改訂版 

 

日本医学英語教育学会 編 MBN：MJ10008458 ISBN：978-4-7583-0426-9 
63. 

メジカルビュー社 A5 判 208 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

医学・医療に特化した英語検定「医学英語検

定試験」の受験者向け教本の改訂版。3 級・4

級試験の解説に加え、実際に出題された過

去問とその解答・解説を豊富に掲載。 

Disease 人類を襲った 30 の病魔  

MARY DOBSON 

小林 力 訳 MBN：MJ10005265 ISBN：978-4-260-00946-1 
64. 

医学書院 B5 判 260 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

結核、マラリア、インフルエンザなど、人類を

脅かしてきた病気について絵と写真を豊富に

使って解説。時間と空間を移動しながら学ぶ

メディカル・ヒストリー・ツアー。 

生活習慣病の予防 健康づくりへのアプローチ 生活習慣改善マニュアル 第 4 版 

 

石川兵衞 著 MBN：MJ10004022 ISBN：978-4-8306-5154-0 
65. 

文光堂 B5 判 230 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

生活習慣の改善により健康づくりを目指すた

めに必要な知識を、健康づくりの基本である

栄養・運動・休養の 3 本柱で解説する生活習

慣改善マニュアル。大改訂の第 4 版。 

内部障害系理学療法学  

理学療法学 ゴールド・マスター・テキスト 6  

柳澤 健 編 MBN：MJ10008461 ISBN：978-4-7583-1113-7 
66. 

メジカルビュー社 B5 判 304 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

ゼロから学べる理学療法学テキストシリーズ。

本巻では、内部障害に関する一般的な知識

から各疾患のメカニズム、またその治療を根

拠と共に、豊富なイラストとわかりやすい文章

で解説。講義用にも自己学習用にも最適！ 

整形外科学 第 3 版 

標準理学療法学・作業療法学（専門基礎分野 全 12 巻）  

立野勝彦 著 MBN：MJ10008436 ISBN：978-4-260-00857-0 
67. 

医学書院 B5 判 224 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

理学療法士・作業療法士養成校向けの教科

書として版を重ねる好評書。専門基礎分野の

カリキュラムに沿って、整形外科学に関する必

要十分な内容を体系的に学ぶことができる。 
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運動療法学 総論 第 3 版 

標準理学療法学 専門分野 全 10 巻  

奈良 勲 シリーズ監修 MBN：MJ10008437 ISBN：978-4-260-00898-3 
68. 

医学書院 B5 判 336 頁 定価 4,935 円 (本体4,700 円)

理学療法士が運動療法を行ううえで求められ

る知識や技術を学生向けに解説した教科書。

「初学者がさらに学びやすく、より理解しやす

く」という視点から大幅に改訂。 

精神医学 第 3 版 

標準理学療法学・作業療法学（専門基礎分野 全 12 巻）  

奈良 勲 他シリーズ監修 MBN：MJ10008438 ISBN：978-4-260-01012-2 
69. 

医学書院 B5 判 336 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

PT・OT 養成校学生向け教科書。将来、臨床

現場で直面する精神症状や精神疾患に関す

る知識を習得できる。具体的症例・写真等を

ふんだんに取り入れるなどの工夫も満載。 

これからの公衆衛生学 社会・環境と健康  

 

田中平三 編 MBN：MJ10008446 ISBN：978-4-524-24384-6 
70. 

南江堂 B5 判 368 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

すべてのコメディカルスタッフに必須の公衆衛

生学の「学びやすい、教えやすい」新テキス

ト。管理栄養士国家試験ガイドライン（専門基

礎分野「社会・環境と健康」）準拠。 

内分泌・代謝疾患  

ケースで学ぶ栄養管理の思考プロセス 第 2 巻  

田中 清 他編 MBN：MJ10008471 ISBN：978-4-8306-6041-2 
71. 

文光堂 B5 判 200 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

症例を通して栄養管理の実際とその背景にあ

る思考プロセスを学ぶシリーズの最新刊。第 2

巻では、種々の内分泌・代謝疾患に罹患した

18 の症例を取り上げた。 

疾患・病態別栄養管理の実際 周術期とクリティカルケア  

NST のための臨床栄養ブックレット 5  

山東勤弥 他編 MBN：MJ10008472 ISBN：978-4-8306-6054-2 
72. 

文光堂 B5 判 100 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

NST のための必携シリーズ待望の第 5 弾。本

書では、消化管・消化器手術などの周術期や

救急医療において、栄養療法が必要となる背

景・理由や標準的な栄養管理法を解説。 

疾患・病態別栄養管理の実際 癌，化学療法，褥瘡，AIDS  

NST のための臨床栄養ブックレット 6  

山東勤弥 他編 MBN：MJ10008473 ISBN：978-4-8306-6055-9 
73. 

文光堂 B5 判 106 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

NST のための必携シリーズ待望の第 6 弾。本

書では、癌、化学療法、褥瘡、AIDS におい

て、栄養療法が必要となる背景・理由や標準

的な栄養管理法を解説。 

介護・看護関係書 

あったか介護・看護のための用語集  

 

水澤英洋 監修 MBN：MJ09123953 ISBN：978-4-7965-2212-0 
74. 

照林社 A5 判 396 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

高齢者の医療・介護・福祉の連携を図る実践

的用語集。第一線で働く医療職・介護職・福

祉職のほか、専門職を目指す学校の教員・学

生など、幅広い方を対象とした内容。総勢

100 名に及ぶ各分野の専門家がわかりやすく

簡潔に解説した。約 2、000 語を収載。 

循環器疾患ビジュアルブック  

 

落合滋之 監修 MBN：MJ09121479 ISBN：978-4-7809-1003-2 
75. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 260 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

写真やイラストなどのビジュアル材料を基本

に 、疾患に関する重要なエッセンスを網羅し

解説したテキスト。原因→症状・臨床所見→

検査・分類→診断→治療にいたる流れを遵守

しながら、通常の教科書では視覚的表現がな

されていないものも視覚化した。 

脳・神経・脊髄イラストレイテッド病態生理とアセスメント  

 

松谷雅生 監修 MBN：MJ10003492 ISBN：978-4-7809-1011-7 
76. 

学研メディカル秀潤社 AB 判 240 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

イラストや写真等を多用し、「脳・神経・脊髄」

の病態生理とアセスメントを解説。患者から発

せられるさまざまなサインを見逃さず、その原

因や誘因に関する情報を収集し、どのようなメ

カニズムで症状や徴候が現われるかアセスメ

ントする能力がアップする１冊。 

虚血性心疾患ケアガイド  

 

百村伸一 編 MBN：MJ10003493 ISBN：978-4-7809-2002-4 
77. 

学研メディカル秀潤社 AB 判 144 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

虚血性心疾患である狭心症や心筋梗塞の病

態から検査、診断にいたる知識を提供し、そ

れに伴う看護を解説する。また、慢性期にお

いては、発症後の生活習慣の改善に必要な

知識も提供し、急性期・慢性期の虚血性心疾

患の患者ケアに対応できるガイド。 
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がん性疼痛ケア完全ガイド  

エキスパートナースガイド  

林章敏 編著 MBN：MJ10004939 ISBN：978-4-7965-2205-2 
78. 

照林社 B5 判 312 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

シリーズ最終巻。緩和ケア専門医、がん看護

専門看護師、がん性疼痛看護認定看護師な

ど、緩和医療の最前線で活躍する多職種の

視点を立体的に構成。ケアのコツがよくわか

る。 

からだのしくみが目で見てわかる 得意になる解剖生理 オールカラー  

 

美田誠二 編著 MBN：MJ09123952 ISBN：978-4-7965-2210-6 
79. 

照林社 AＢ判 160 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

看護学生、看護師が習得しておくべき人体の

構造と機能を臨床経験豊富な専門医がわかり

やすく解説。各器官系について、解剖→生理

の順で記載。またリアリティあふれるカラーイラ

ストを多数掲載。くりかえし眺めることで、人体

各器官のイメージがつかめる。 

早わかり新版・がんの痛みケア・ノート  

早わかりシリーズ  

小早川晶 編著 MBN：MJ09123954 ISBN：978-4-7965-2213-7 
80. 

照林社 A6 変型判 168 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

がん性疼痛ケアで必要となる知識・技術をわ

かりやすくコンパクトにまためたエッセンス集。

痛みのアセスメント、薬剤の知識（オピオイド、

NSAIDS、鎮静補助薬など）をはじめ、がん患

者のケアで必要となる周辺症状（呼吸困難、

抑うつ、消化管閉塞、倦怠感）のケアも網羅。

PEG（胃瘻）ケアの 新技術  

 

岡田晋吾 監修 MBN：MJ10004940 ISBN：978-4-7965-2214-4 
81. 

照林社 B5 判 160 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

エキスパートナース好評連載の書籍化。「トラ

ブル事例と対処法」「退院指導を含む、在宅

での PEG 管理のコツ」、「31 の Q&A」などを

追加し、PEG の最新技術がすぐにわかる。 

消化器外科ケアマニュアル  

 

宇佐美眞 編著 MBN：MJ10004941 ISBN：978-4-7965-2215-1 
82. 

照林社 A5 判 272 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

消化器疾患治療は内視鏡検査・治療、消化

器癌治療の進歩で大きく様変わりしてきた！

外科編では主に「術前・後の看護」「疾患別手

術・ケア」「術後合併症のケア」を、最新の治療

法・ケアを中心に解説。 

消化器内科ケアマニュアル  

 

宇佐美眞 編著 MBN：MJ10004942 ISBN：978-4-7965-2216-8 
83. 

照林社 A5 判 336 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

消化器疾患治療は内視鏡検査・治療、消化

器癌治療の進歩で大きく様変わりしてきた！

内科編では主に「消化器徴候への対応」「内

視鏡治療・ケア」「消化器癌の化学療法」を、

最新の治療法・ケアを中心に解説。 

保健師助産師看護師法 60 年史 看護行政のあゆみと看護の発展  

保助看法 60 年史編纂委員会 編 

 MBN：MJ09115207 ISBN：978-4-8180-1449-7 
84. 

日本看護協会出版会 B5 判 424 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

看護職の法律：保助看法は還暦を迎え、記念

して「保助看法 60 年史編纂委員会」を設置、

戦後ＧＨＱから現代まで保助看法のあゆみと

歴史を概観。この一冊で、保助看法の誕生か

ら今現在までの足跡が分かります。 

ステップアップをめざす!! ナースのための大学院受験ガイド  

「ナースのための大学院受験ガイド」編集委員会 編 

 MBN：MJ10006612 ISBN：978-4-521-73196-4 
85. 

中山書店 B5 変型判 136 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

看護系大学の大学院で、より高度で専門的な

看護を学びたい、プロフェッショナルな看護師

をめざしたいという人向けのガイド本。 

ナースのための 抗菌薬 はじめの一歩  

 

三鴨廣繁 監 MBN：MJ10008451 ISBN：978-4-525-50321-5 
86. 

南山堂 AB 判 90 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

抗菌薬の使用方法について、専門用語を使

わず感染制御の専門家が丁寧に解説。四コ

マ漫画で疑問が呈され、対話しながら疑問を

解消していく形式で、わかりやすく学べる。 

ナースのための臨床試験入門  

 

新美三由紀 他著 MBN：MJ10007141 ISBN：978-4-260-00960-7 
87. 

医学書院 B5 判 160 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

臨床研究や臨床試験は特別なことではない。

被験者である患者の最もそばにいて、ケアを

行なう重要な立場にいる看護師。それを理解

するために、ぜひ手にとってほしい入門書。 
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プリセプターシップの理解と実践 第 3 版 新人ナースの教育法  

 

永井則子 著 MBN：MJ09117360 ISBN：978-4-8180-1460-2 
88. 

日本看護協会出版会 B5 判 200 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

卒後臨床研修が保助看法に明示され、プリセ

プターの実践指導者としてのあり方がますま

す重要になりました。プリセプターシップ成功

の実践的なポイントを追加しました。 

日本看護技術学会誌 第８巻第３号  

日本看護技術学会誌編集委員会 編 

 MBN：MJ09124344 ISBN：978-4-8180-1493-0 
89. 

日本看護協会出版会 A4 判 134 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

本会は、看護技術の検証と開発を追究し、看

護実践の向上への寄与を目的としている。第

８巻第３号は、総説１編、原著５編、研究報告

６編、実践報告１編を収録。 

日本クリティカルケア看護学会誌 第５巻第２号  

日本クリティカルケア看護学会編集委員会 編 

 MBN：MJ09124345 ISBN：978-4-8180-1495-4 
90. 

日本看護協会出版会 A4 判 108 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

第５回日本クリティカルケア看護学会学術集

会報告として会長講演、また、投稿論文は原

著３本、研究報告５本を掲載しています。 

老年看護学 Vol.14 No.1  

日本老年看護学会学会誌編集委員会 編 

 MBN：MJ10006104 ISBN：978-4-260-01038-2 
91. 

医学書院 B5 判 100 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

日本老年看護学会発行の老年看護の学術

誌。 

がん看護研修マニュアル ＜がん看護 BOOKS＞  

 

静岡県立静岡がんセンター 編 MBN：MJ10008448 ISBN：978-4-524-25091-2 
92. 

南江堂 B5 判 336 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

静岡がんセンターにおける新人・若手看護師

に対する研修実績をベースに、臨床現場で必

要とされる知識・情報を吟味・精選した、これ

までにない実践的な研修マニュアル。 

お役立ち 新生児・小児看護カード  

 

エキスパートナース編集部 編集 MBN：MJ10004943 ISBN：978-4-7965-7003-9 
93. 

照林社 A6 変型判 20 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

大ヒット「お役立ち看護カード」の領域別編。

新生児・小児看護分野の情報をコンパクトに

集約。全 20 枚入。 

助産概論  

助産師基礎教育テキスト 1 巻  

山本あい子 責任編集 MBN：MJ09117361 ISBN：978-4-8180-1461-9 
94. 

日本看護協会出版会 B5 判 240 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

助産や助産師の定義、対象者理解やケア提

供の概念、倫理や権利、歴史や文化、日本と

世界の母子保健など、助産ケアの基盤となる

考え方や基礎知識をまとめてあります。 

女性の健康とケア  

助産師基礎教育テキスト 2 巻  

吉沢豊予子 責任編集 MBN：MJ09116211 ISBN：978-4-8180-1462-6 
95. 

日本看護協会出版会 B5 判 320 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

女性の健康にかかわる専門家として必要な知

識を網羅し、リプロダクティブヘルスの視点を

中心に、独立した一巻としてまとめました。 

周産期における医療の質と安全  

助産師基礎教育テキスト 3 巻  

成田伸 責任編集 MBN：MJ09117362 ISBN：978-4-8180-1463-3 
96. 

日本看護協会出版会 B5 判 224 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

周産期医療システムやそのリスクマネジメン

ト、助産サービスの質管理の実際など、助産

管理を質と安全の視点から深め、助産師の役

割を展開するための基礎知識を示しました。 

分娩期の診断とケア  

助産師基礎教育テキスト 5 巻  

町浦美智子 責任編集 MBN：MJ09116212 ISBN：978-4-8180-1465-7 
97. 

日本看護協会出版会 B5 判 236 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

分娩期の診断とケアに必要な知識、分娩経過

に伴う診断・アセスメントの視点とケア、具体的

な分娩介助技術、正常経過逸脱の予測と予

防についてまとめています。 
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産褥期のケア 新生児期・乳幼児期のケア  

助産師基礎教育テキスト 6 巻  

横尾京子 責任編集 MBN：MJ09116213 ISBN：978-4-8180-1466-4 
98. 

日本看護協会出版会 B5 判 248 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

前半では、産後の女性とパートナーを支える

過程で必要な考え方や知識・技術を、後半で

は、新生児の適応生理やニーズに基づく健

康診査・ケア等について示しました。 

ナースのための図解脳卒中リハビリの話  

 

武田克彦 著 MBN：MJ10003491 ISBN：978-4-7809-1004-9 
99. 

学研メディカル秀潤社 B6 判 180 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

ナースのための図解シリーズ第８弾。脳リハビ

リテーションの素朴な疑問に答えるＱ＆Ａ方

式。脳神経の「なぜ・何」がわかります。 

薬学関係書 

日英対訳 日本における医薬品のリスクマネジメント  

財団法人日本公定書協会 企画・編集 

 MBN：MJ10005784 ISBN：978-4-8407-4068-5 
100. 

じほう B5 判 250 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

本書は、国内の医薬品マネジメント（PMS 制

度等）について、解釈の難しいわが国の薬事

法や、制度等を理解しやすく解説するととも

に、英語に翻訳する際にも、適切な Word を

選択し纏めた。 

薬事関係法規・制度  

ＣＢＴ対策と演習  

薬学研究会 編 MBN：MJ09115600 ISBN：978-4-567-71270-5 
101. 

廣川書店 A5 判 216 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

薬剤師となるための前段階である CBT を意

識し、基礎学力の養成をめざした五者択一方

式の問題集である。最初にチェックポイントの

表に要点を示してから演習問題を掲載。この

分野の勉強を苦手としている学生にも役立

つ。 

治療薬マニュアル 2010  

 

高久史麿 他監 MBN：MJ09112776 ISBN：978-4-260-00930-0 
102. 

医学書院 B6 判 2628 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

全医療関係者必携の薬剤データブック。別冊

付録『重要薬手帳』には新たに「処方例」（本

書より移動）を掲載し、内容の拡充を図る。 

薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2010 年版  

一般社団法人 薬学教育協議会 病院・薬局実務実習近畿地区調整機構 監修 

 MBN：MJ10005785 ISBN：978-4-8407-4070-8 
103. 

じほう A4 判 320 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

6 年制薬学モデルコア・カリキュラムに対応し

た新版として、「病院実習」・「薬局実習」を 1

冊にまとめ、実務実習に役立つツールをおさ

めた CD-ROM を収載し、内容をさらに充実。

薬学生の実習テキストとしての利用だけでな

く、病院および薬局の指導薬剤師が指導に使

いやすいよう編集。 

Drugs-NOTE2010 くすりノート  

 

医薬情報研究所  MBN：MJ10005786 ISBN：978-4-8407-4071-5 104. 

じほう ポケット 450 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

ノート手帳と情報集が一体化した書き込み

型、通称“くすりノート”。医薬品の商品名を 50

音順 1 度引きで、忙しい時でもポケットからサ

ッと取り出し、片手でパッと調べられる医薬品

情報集。必要な情報を自分の手で書き込める

スペースがページごとに設けてあるのが特徴

で、“世界で一冊しかない自分だけの情報集”

を作り上げられる。 

わかりやすい薬事関係法規・制度  

 

木方 正 他編集 MBN：MJ09118284 ISBN：978-4-567-01649-0 
105. 

廣川書店 B5 判 400 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

薬学 6 年制薬学教育モデル・コアカリキュラム

の到達目標（SBO）を示し、節こどに要点とな

る事項を記したチェックポイント表や演習問題

を設け、学習すべきポイントを明らかにした理

解しやすい教科書。 

薬学領域の病原微生物学・感染症学・化学療法学 第 2 版  

 

西島正弘 他編集 MBN：MJ09115598 ISBN：978-4-567-52131-4 
106. 

廣川書店 B5 判 432 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

病原微生物学、感染症学、化学療法学の連

携をはかり総合知識を得られ、薬学教育モデ

ル・コアカリキュラムの到達目標（SBO）を網羅

することを目標に、徹底的なブラッシュアップ

と新しい治療薬の追加などのアップデートを

行なった。 

微生物学・免疫学  

ＣＢＴ対策と演習  

薬学研究会 編 MBN：MJ09115599 ISBN：978-4-567-71250-7 
107. 

廣川書店 A5 判 240 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

薬剤師となるための前段階である CBT を意

識した、五者択一方式の問題集である。基本

的な問題で構成し、CBT に対応できる最低限

の基礎学力の養成をめざした。「確認問題」を

用意し、SBO で必要となる知識の幅を広めら

れる。 
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コンパス物理化学  

 

遠藤和豊 他編 MBN：MJ10008450 ISBN：978-4-524-40252-6 
108. 

南江堂 B5 判 272 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

薬学部向けの物理化学の教科書。コンセプト

は「CBT 対応・わかりやすい・ミニマムエッセン

ス」。薬学教育モデル・コアカリキュラム［C1 

物質の物理的性質］を網羅。 

日本薬局方技術情報 2010 JPTI2010 追補  

 

財団法人日本公定書協会 編 MBN：MJ10005783 ISBN：978-4-8407-4065-4 
109. 

じほう B5 判 210 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

本書は、第十五改正日本薬局方にあわせ発刊した
「日本薬局方技術情報 2006」の追補の位置付けとし
て、第十五改正第一追補、第二追補に関連する技
術情報を収載。記載にあたっては、①技術情報とし
て必要な教科書的な原理、解説等は簡潔な記載に
とどめる、②薬局方国際調和の動向の記載、③色調
で判定を行う場合、文章記述ではわかり難いもので
重要度の高い試験においてはカラーで掲載する―
―などに留意し編集。 

薬剤学２ －製剤学－  

ＣＢＴ対策と演習  

薬学研究会 編 MBN：MJ09116635 ISBN：978-4-567-71221-7 
110. 

廣川書店 A5 判 164 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

薬剤師となるための前段階である CBT を意

識した、五者択一方式の問題集である。基本

的な問題で構成し、CBT に対応できる最低限

の基礎学力の養成をめざした。また「1 問 1

答」の問題を配置し、より応用が利く実力を身

に付けることができる。 

薬価基準点数早見表 平成 22 年 4 月版  

 

 MBN：MJ10005780 ISBN：978-4-8407-4049-4 
111. 

じほう A5 判 900 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

薬価基準収載医薬品を商品名の５０音順に

配列し、点数早見表、薬効別分類表を収録し

た医療事務必携の書籍。官報告示されない

統一名収載品目も収録。診療報酬上の後発

医薬品にマークを付記、「注射薬」などを省い

たブランド名から直接引ける”裏読み”にも対

応した、使いやすい一冊。 

保険薬事典 平成 22 年 4 月版  

 

 MBN：MJ10005781 ISBN：978-4-8407-4050-0 
112. 

じほう A5 判 850 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

同一成分、同一規格によるまとめに加え、薬価ごと

のくくりを行い、いわゆる銘柄間薬価差がひと目でわ

かる。また、診療報酬上の後発医薬品にはマークを

付し、変更できる品目もひと目でわかる。配合剤のく

くりと配列を大幅に見直し、配合比の違う類似医薬

品がすぐに参照できるほか、生物由来製品および特

定生物由来製品の区別も可能な薬剤選択の一助と

なる信頼の一冊。 

保険薬事典 Plus+ 平成 22 年 4 月版  

 

 MBN：MJ10005782 ISBN：978-4-8407-4051-7 
113. 

じほう A5 判 950 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

薬価基準収載医薬品を薬効ごと一般名順に

掲載した保険薬事典の使いやすさはそのまま

に、適応・用法違いが確認できるようになり、

ジェネリック医薬品使用の際にもフル活用でき

る。２色刷り。 

もう迷わない！ 抗菌薬 Navi  

 

三鴨廣繁 監 MBN：MJ10008452 ISBN：978-4-525-77441-7 
114. 

南山堂 A5 判 264 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

抗菌薬についてこれから勉強したいと考える

医療従事者向けに、平易な文章でわかりやす

く解説。PK-PD 理論の概説、抗菌薬の解説

のほか、微生物の情報も掲載。 
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雑誌 

コミュニティケア 137 号 

今年はチャレンジ！ 開業ナース 

 MBN：MJ09124343 ISBN：978-4-8180-1479-4 
115. 

日本看護協会出版会 A4 変型判 80 頁 定価 1,155 円 (本体1,100 円)

制度に縛られない自由な可能性に富む開業

ナースに 2010 年こそチャレンジ！ 全国の先

駆者からの報告などを通して、開業ナースの

意義・役割などを紹介します。 

月刊ナーシング 30 巻 3 月号  

ナースが知っておきたい薬のリスク 

   
116. 

学研メディカル秀潤社 AB 判 160 頁 定価 1,200 円 (本体1,143 円)

薬のかかえているリスクを具体的に示すととも

に、用いる際の注意点を薬ごとに解説します。

また、病院やメーカーの取り組みを紹介するこ

とで、看護師としての薬に対してどのようにか

かわるべきかの情報を提供します。 

看護技術２０１０年３月号  

特集：もう迷わない！褥瘡の正しい知識と実践 

   
117. 

メヂカルフレンド社 B5 判 104 頁 定価 1,155 円 (本体1,100 円)

褥瘡ケアのエキスパートが正しい知識・情報・

ケアを“根拠に基づいて”解説します。看護師

がよく遭遇する褥瘡ケアのギモンをズバッと解

決！ 

看護展望２０１０年３月号  

特集：看護の基礎を築く コミュニケーション教育 

   
118. 

メヂカルフレンド社 B5 判 96 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

若者のコミュニケーション能力は確実に低下してい
る！学生時代から、より効率的・効果的なコミュニケ
ーション教育を提供する各校の取り組みを紹介しま
す。○臨地実習につながる模擬患者を用いたコミュ
ニケーション演習 ○ＯＳＣＥにおけるコミュニケーシ
ョンスキルの評価 ○地域との交流から身につけるコ
ミュニケーション能力 ○看護教育におけるコミュニ
ケーション力育成のポイント；5 つの視点と教員のリ
ーダーシップ 

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年３月号  

特集：女子看護学生が知っておきたい 男子看護学生のホンネ 

   
119. 

メヂカルフレンド社 B5 判 96 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

●疾患と看護がわかる看護過程 ナーシング

プロセス：正常な妊娠・分娩・産褥の看護過程

●病態とケアがわかる！症状ナビ plus：不安

他 

看護実践の科学 2010 年 2 月号  

特集：個性を活かしたチームワークの可能性 

   
120. 

看護の科学社 B5 判 104 頁 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

多様な人材の力を引き出すチームとは／多

様な働きを尊重し、個の目標達成を支えるチ

ーム作り／個を活かしチームの力を高める病

棟課長の関わり／チーム活動がもたらす看護

の力－チームワークづくりのための新人看護

師研修／多職種連携の中でのチームワーク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－ 13 － 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


