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医学関係書 

マンガでわかる生理学 2  

 

小山富康 著 MBN：MJ10036879 ISBN：978-4-521-73210-7 
1. 

中山書店 B5 判 200 頁 定価 3,255 円 (本体3,100 円)

学生の間で好評の猫マンガ第 2 巻。内呼吸、

腎臓の機能、内分泌、神経と脳といった学生

を悩ませる難解な分野をとりあげ、イラスト・マ

ンガで説き明かす。 

婦人科病理診断トレーニング What is your diagnosis?  

 

清水道生 編 MBN：MJ10038476 ISBN：978-4-260-00734-4 
2. 

医学書院 B5 判 364 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

近年、婦人科領域の病理においては新しい

概念が次々と提唱されている。本書では、婦

人科臨床においてよく遭遇する疾患を中心

に、その病理所見をわかりやすく解説する。 

肝癌  

腫瘍病理鑑別診断アトラス  

中沼安二 他編 MBN：MJ10039132 ISBN：978-4-8306-2227-4 
3. 

文光堂 B5 変型判 250 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

規約では分かりづらい肝腫瘍の病理診断に

ついて、診断ポイント・コツをはじめ、レポート

の書き方から画像・臨床との対比までを盛り込

んだ、実践に即役立つカラーアトラス。 

改訂 細胞培養入門ノート 2 

 

井出利憲 著 MBN：MJ10037985 ISBN：978-4-89706-929-6 
4. 

羊土社 A4 判 180 頁 予定価4,410円 (本体4,200 円)

８度の増刷を重ねた大好評書がついに改

訂！豊富な写真と細胞培養のスペシャリスト

による丁寧な解説で、操作の意味をきちんと

理解しながら培養の基本技術がマスターでき

ます。 

MRI データブック 最新用語辞典 改訂版 

 

土屋一洋 監 MBN：MJ10039118 ISBN：978-4-7583-0846-5 
5. 

メジカルビュー社 A5 判 464 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

2006 年以降の MRI とその周辺の最新専門用

語 154 語を追加収載。見出語、同義語・類義

語、語、解説中参照項目を即座に見つけ出

せる検索用 CD-ROM（Windows）を添付し、よ

り使いやすくなった改訂版！ 

全ての診療科で役立つ皮膚診療のコツ これだけは知っておきたい症例 60  

 

山嵜雄一郎 監 MBN：MJ10037944 ISBN：978-4-7581-0689-4 
6. 

羊土社 A5 判 151 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

日常診療で出会う皮膚疾患の診かたを皮膚

科医が伝授！一般臨床医のアプローチに対

して、治療やコンサルテーションのタイミングな

どを解説。日頃の疑問に答える 1 冊！ 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 Vol.1 症候から原因を探る‐  

 

船曳知弘 著 MBN：MJ10026642 ISBN：978-4-902380-62-0 
7. 

ベクトル・コア A4 判 224 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

連続 CT 写真から診断を読み解く、本当の“診

断力”を磨くことのできる、問題解決型のテキ

ストです!掲載画像は、本文 1,000 枚以上、付

録 DVD5,000 枚以上！ 

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。 



 

 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 Vol.2 痛みから原因を探る‐  

 

船曳知弘 著 MBN：MJ10026643 ISBN：978-4-902380-63-7 
8. 

ベクトル・コア A4 判 256 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

連続 CT 写真から診断を読み解く、本当の“診

断力”を磨くことのできる問題解決型のテキス

トです！掲載画像は、本文 1,400 枚以上、付

録 DVD7,000 枚以上! 

新・医用放射線科学講座 放射線画像技術学  

 

小水 満 編 MBN：MJ10038477 ISBN：978-4-263-20644-7 
9. 

医歯薬出版 B5 判 352 頁 定価 7,560 円 (本体7,200 円)

機器の基礎的内容から実践的なスキルまで、

診療放射線技師として必須な知識を完全網

羅。養成校の教科書としてはもちろん、現場

の技師にも有用なテキスト！ 

抗悪性腫瘍薬 分子標的治療薬  

インフォームドコンセントのための図説シリーズ  

西條長宏 編 MBN：MJ10039115 ISBN：978-4-7532-2415-9 
10. 

医薬ジャーナル社 A4 変型判 124 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

分子標的治療薬各種を、作用機序から適応、

使用上の注意、副作用とその対策までわかり

やすく解説！臨床試験中の薬剤や、バイオマ

ーカー、個別化治療などについても言及。 

がん診療ハンドブック 改訂第 2 版 

 

千葉県がんセンター 監 MBN：MJ10035787 ISBN：978-4-8159-1857-6 
11. 

永井書店 B5 判 136 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

がんセンターの診療ならびに連携拠点病院と

しての役割とそれに対する千葉県がんセンタ

ーの取り組みを詳解。“がん診療のガイドブッ

ク”として持っていただきたい一冊。 

消化器がん化学療法 即戦マニュアル第 2 版 

食道・胃・大腸・膵・胆嚢・胆管・悪性リンパ腫・GIST  

竜田正晴 他監 MBN：MJ10036637 ISBN：978-4-7653-1428-2 
12. 

金芳堂 B5 判 303 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

治療薬・処方・ガイドライン・内容構成を一

新！臓器毎に処方の選択順・実施方法・処方

例・前投薬や溶解液・効果判定基準等を詳

述。臨床データが豊富で、副作用対策も万

全。 

Dr.大津の世界一簡単な 緩和医療の本 がん患者を苦痛から救う 10 ステップ  

 

大津秀一 著 MBN：MJ10039139 ISBN：978-4-88378-804-0 
13. 

総合医学社 A5 判 150 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

「死ぬときに後悔すること 25」の著者、Dr。大

津がおくる「やさしい専門書」！医師とスタッフ

と患者が共有するべき「医学知識」がここにあ

る！ 

11 日間マスター 輸液処方の実践に活かす水・電解質・酸塩基平衡の基本  

 

大平整爾 他編 MBN：MJ10039119 ISBN：978-4-7878-1714-3 
14. 

診断と治療社 B5 判 188 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

研修医・若手医師が困る体液異常への対応、

輸液処方に役立つ、体液の基礎から治療ま

で解説、鑑別の手順のフローチャート掲載、

学習内容ごとに症例・演習問題を掲載。 

MS のための漢方ハンドブック 医療用漢方製剤の基礎知識  

 

 MBN：MJ10031708 ISBN：978-4-89801-339-7 
15. 

ライフ・サイエンス B7 変 123 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

本書は、漢方医学が進展している今日におい

て、MS（医薬品卸販売担当者）諸氏において

も必須となった適正使用のための情報を、漢

方独特の用語を極力避け、簡潔にまとめた必

携の書である。 

実践行動医学 実地医療のための基本的スキル  

Mitchell D. Feldman・John F. Christensen 

林野泰明 監訳 MBN：MJ10035332 ISBN：978-4-89592-637-9 
16. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 判 532 頁 定価 6,930 円 (本体6,600 円)

幅広い臨床分野において、医師と患者それ

ぞれの行動とコミュニケーションを軸に据え、

実地医家として身につけるべき診療のスキル

や対処法を、具体的な症例を提示して解説。

循環器の基本薬を使いこなす 腎機能保護を考慮した選び方・使い方のコツ  

BEAM（Bunkodo Essential & Advanced Mook）  

服部隆一 他編 MBN：MJ10039133 ISBN：978-4-8306-8140-0 
17. 

文光堂 B5 判 132 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

卒後 5～6 年までの若手医師・研修医を対象

にしたムックシリーズの第 1 弾。本書では、循

環器領域でよく使われる基本薬の薬理・処方

のエッセンスを解説した。 
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食べて治す食物アレルギー 特異的経口耐性誘導(SOTI)  

 

栗原和幸 著 MBN：MJ10039120 ISBN：978-4-7878-1768-6 
18. 

診断と治療社 B5 判 108 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

食物アレルギーの根本治療として、経口免疫

療法が着目されている特異的経口耐性誘導

（SOTI）について、著者の実施経験・その方法

について紹介した。 

内分泌性高血圧診療マニュアル  

 

成瀬光栄 他編 MBN：MJ10028889 ISBN：978-4-7878-1764-8 
19. 

診断と治療社 B5 判 200 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

「高血圧治療ガイドライン 2009」に沿って、基

礎編では内分泌性高血圧の原因となるホル

モン等の基礎知識、臨床編では主要な疾患

の所見、診断と治療が解説されてい。 

石井先生に聞いてみよう患者の気持ち 糖尿病診療よろづ相談  

 

石井 均 著 MBN：MJ10039117 ISBN：978-4-7583-0165-7 
20. 

メジカルビュー社 B5 判 232 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

「患者さんのためを思って治療しているのに、

どうして患者さんは治療をやめてしまうのか」。

石井均先生が糖尿病治療継続のためのコミュ

ニケーションを明快に解説する。 

かかりつけ医・患者・家族のための 見逃しやすい保存期患者の腎性貧血診療ガイド 

 

椿原美治 著 MBN：MJ10039116 ISBN：978-4-7532-2441-8 
21. 

医薬ジャーナル社 A4 判 68 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

保存期患者の腎性貧血発症のしくみ、治療方

法、薬剤の効果など、図表を多用し、ガイドラ

インに沿って分かりやすく解説。医療者や患

者、その家族に贈る意義ある一冊！ 

初めて学ぶ血液透析の手技と看護  

 

西 慎一 編著 MBN：MJ10039138 ISBN：978-4-88002-813-2 
22. 

新興医学出版社 A5 判 150 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

透析室に勤める新人スタッフの方々に是非読

んでいただきたい。透析医療の基礎的知識を

解説し、加えて実践的な看護知識、医学的知

識が学べるよう纏めた必携の書である。 

腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第 5 版 

 

今井圓裕 編著 MBN：MJ10032858 ISBN：978-4-7878-1762-4 
23. 

診断と治療社 B6 変型判 576 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

今版では、ウイルス関連腎症、腎硬化症、腎

血管性高血圧、原発性アルドステロン症など

を追加し、診療指針や治療薬剤の情報も充

実。全面改訂。 

急性腎不全・AKI ハンドブック  

 

菱田 明 編著 MBN：MJ10034316 ISBN：978-4-498-12468-4 
24. 

中外医学社 B5 判 162 頁 定価 4,515 円 (本体4,300 円)

AKI・急性腎不全に対する理解を深めて的確

な診療を行うためにその病態、診断、治療に

ついて実践的にまとめた新しいハンドブック。

今日からできる！誰でもできる！ リウマチ医のための関節超音波検査  

 

石ヶ坪良明 監 MBN：MJ10039818 ISBN：978-4-525-23831-5 
25. 

南山堂 B5 判 92 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

関節リウマチの早期診断などに、関節超音波

検査は非常に有用だが、日本での実施率は

まだまだ低い。関節超音波検査の手技が誰

にでも習得できるようツボをおさえた入門書。 

EBM に基づく 脳神経疾患の基本治療指針 改訂第 3 版 

 

田村 晃 他編 MBN：MJ10039824 ISBN：978-4-7583-1176-2 
26. 

メジカルビュー社 B5 変型判 672 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

脳神経外科、神経内科で扱う疾患を網羅し、

その治療指針をエビデンスに基づきコンパクト

にまとめ、脳神経疾患の臨床に即役立つ一

冊。ガイドラインの改訂など最新情報を盛り込

み，内容を一新した改訂第 3 版。 

視覚性認知の神経心理学  

神経心理学コレクション  

山鳥 重 他編 MBN：MJ10039799 ISBN：978-4-260-00829-7 
27. 

医学書院 A5 判 184 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

ヒトの高次視覚機能とその障害に関して、臨

床例を呈示しながら分かりやすく紹介。視覚

性認知の最先端が 1 冊にまとまった好著。 
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芸術的才能と脳の不思議 神経心理学からの考察  

 

河内十郎 監訳 MBN：MJ10039801 ISBN：978-4-260-01000-9 
28. 

医学書院 A5 判 324 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

脳が芸術に与える影響とは？ 誰もが知る世

界的に高名な画家、音楽家の損傷した脳を

分析し、あふれ出る芸術的創造性・才能の源

を、神経科学と脳科学の視点からひもとく。 

SCU ルールブック 脳卒中ケアユニットルールブック 第 2 版 

 

峰松一夫 監 MBN：MJ10035330 ISBN：978-4-498-12825-5 
29. 

中外医学社 B6 判 296 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

脳卒中集中治療に携わるスタッフとして知っ

ておくべき知識や情報をポケットにも入るサイ

ズに凝縮。「脳卒中診療ガイドライン 2009」に

準拠させた待望の改訂第 2 版。 

精神薬理学エセンシャルズ 神経科学的基礎と応用 第 3 版 

Stephen M.Stahl 

仙波純一 監訳 MBN：MJ10037983 ISBN：978-4-89592-640-9 
30. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 判 912 頁 定価 14,700 円 (本体14,000 円)

精神薬理学の基本原理をオールカラーの図

譜と、明快かつ簡潔な解説文により、見事に

解き明かした大好評テキストの最新版。増頁

かつ各章とも全面更新され、充実度が増し

た。 

早期精神病の診断と治療  

 

水野雅文 他監訳 MBN：MJ10039803 ISBN：978-4-260-01059-7 
31. 

医学書院 B5 判 432 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

注目を集めている早期精神病、あるいは統合

失調症の早期発見・早期介入について、基本

的概念から具体的な診療技法までを網羅的

に解説。1冊で早期精神病概念の全貌がわか

る。 

POCKET 精神科  

 

武田雅俊 他編 MBN：MJ10039829 ISBN：978-4-7653-1431-2 
32. 

金芳堂 B6 変型判 432 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

初期研修から後期研修、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。日本の精神医学界をリードする強力執筆

陣がそれぞれの専門分野をコンパクトにまと

めた。 

社交不安障害  

新現代精神医学文庫  

樋口輝彦 監 MBN：MJ10039849 ISBN：978-4-88002-812-5 
33. 

新興医学出版社 A5 判 124 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

薬物療法の普及により、社交不安障害に対す

る考え方、治療への注目はますます高まって

いる。本書では、症状の正しい診断と薬物・心

理療法を中心に分かりやすく解説した。 

精神科臨床ベストアドヴァイス  

 

浅野 誠 編 MBN：MJ10039534 ISBN：978-4-7878-1717-4 
34. 

診断と治療社 A5 判 342 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

症例を呈示して疾患と患者の両面の問題点

の全体を具体的にイメージできるように配慮

し、マニュアルにはない、現場での的確な対

応策をクリアカットに詳述。 

慢性咳嗽を診る 症例から学ぶ 改訂版 

 

藤村政樹 編 MBN：MJ10039821 ISBN：978-4-7532-2438-8 
35. 

医薬ジャーナル社 B5 判 272 頁 定価 5,145 円 (本体4,900 円)

咳喘息やアトピー咳嗽など、慢性咳嗽の原因

疾患の病態・診断・治療について、具体的な

症例を挙げて解説。咳漱の早期治療のため

に、プライマリケア医にも有用な一冊。 

症例から学ぶ NPPV チーム医療の役割分担  

 

蝶名林直彦 編著 MBN：MJ10039831 ISBN：978-4-7719-0368-5 
36. 

克誠堂出版 B5 判 220 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

NPPV のチーム医療の具体的治療指針を職

種ごとに解説。NPPV導入から離脱、ICU 入室

から退院までを分析した、技術的スキルアップ

のための実践書！ 

かかりつけ医の患者ケアガイド COPD （慢性閉塞性肺疾患）編  

 

木田厚瑞 他編著 MBN：MJ10039850 ISBN：978-4-88003-837-7 
37. 

真興交易医書出版部 A5 判 184 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

「かかりつけ医の患者ケアガイド 認知症編」

に続く第二弾 「COPD 編」。 
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縦隔腫瘍の画像診断と病理  

 

櫛橋民生 編著 MBN：MJ10032856 ISBN：978-4-498-03192-0 
38. 

中外医学社 B5 判 150 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

縦隔腫瘍の画像診断を病理所見と対比させ

て深い理解が得られるよう解説したハンドブッ

ク。この領域の画像読影・診療に関わる医師

にとって必携の書である。 

ガイドラインを活かす！ 気管支喘息「診療のコツ」  

 

灰田美知子 著 MBN：MJ10039817 ISBN：978-4-525-23541-3 
39. 

南山堂 B5 判 223 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

本書はガイドラインを参照しながら、臨床の場

で頻繁に遭遇する「喘息診療の迷える部分」

にスポットライトを当て、その解決策としての

「診療のコツ」を記載。 

とことん症例から学ぶ呼吸器疾患  

Emma H.Baker 

八重樫牧人 監訳 MBN：MJ10037982 ISBN：978-4-89592-639-3 
40. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 変型判 284 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

症例ごとに診察から検査、治療に至る診療の

流れを経過を追いつつ具体的に解説。指導

医から提起された質問に解答しつつ読み進

める形式。呼吸器疾患をこれから学ぶ若手必

読。 

循環器研修ノート  

 

永井良三 監 MBN：MJ10028888 ISBN：978-4-7878-1598-9 
41. 

診断と治療社 A5 判 968 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

診察の進め方・検査・治療手技、各疾患の診

断・治療はもちろん、心構えやコミュニケーシ

ョンの取り方、社会的知識と制度等、269 項目

を収録。 

循環器・救急医のための 心電図の症例集  

手にとるようにわかる  

大柳光正 著 MBN：MJ10021711 ISBN：978-4-902380-61-3 
42. 

ベクトル・コア B5 判 232 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

・コンセプトは、珍しい症例や知っておいて欲

しい症例を豊富に掲載！・関連事項には参考

文献も豊富に紹介されているので、多くの知

識を得たい方に役立つこと間違いなし 

P 波が判れば，心電図は読める！  

 

新 博次 著 MBN：MJ10039855 ISBN：978-4-88378-805-7 
43. 

総合医学社 B5 判 120 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

PQRST 波の基礎的意味から始まり、P 波さえ

判れば、心電図は読めてしまうという画期的な

本！図版と判りやすい文章で、苦手な心電図

をこれ一冊で完全マスター！ 

静脈血栓塞栓症ガイドブック 第 2 版 

 

小林隆夫 編著 MBN：MJ10033780 ISBN：978-4-498-03517-1 
44. 

中外医学社 A5 判 252 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

深部静脈血栓症および肺血栓塞栓症の最新

の現況を紹介し、それぞれの診断・治療・予

防対策と問題点を解説したハンドブックの改

訂版。 

脳卒中レジデントマニュアル  

 

峰松一夫 監 MBN：MJ10035788 ISBN：978-4-498-12872-9 
45. 

中外医学社 B6 判 424 頁 定価 7,560 円 (本体7,200 円)

急性期診療から慢性期患者の対応まで、脳

卒中診療に必要な知識とノウハウを国立循環

器病センターのスタッフと OB がコンパクトに凝

縮、最新の知見も盛込んだ実用マニュアル。 

抗血栓療法のノウハウとピットフォール  

 

井上 博 他編 MBN：MJ10037931 ISBN：978-4-524-26022-5 
46. 

南江堂 A5 判 336 頁 定価 4,935 円 (本体4,700 円)

凝固薬、抗血小板薬、血栓溶解薬の種類が

増え適応も拡大しているなか、病態に応じた

抗血栓療法の実際を各領域のエキスパートが

わかりやすく解説。 

肝硬変診療ガイドライン  

 

日本消化器病学会 編 MBN：MJ10035334 ISBN：978-4-524-26223-6 
47. 

南江堂 B5 判 236 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

日本消化器病学会編集による、エビデンスに

基づいたオフィシャルな診療ガイドライン。肝

硬変を診療する上で問題となるクリニカルクエ

スチョン（CQ）の診療の指針を示す。 
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クローン病診療ガイドライン  

 

日本消化器病学会 編 MBN：MJ10035336 ISBN：978-4-524-26222-9 
48. 

南江堂 B5 判 160 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

エビデンスに基づいたオフィシャルな診療ガ

イドライン。問題となるクリニカルクエスチョンの

診療指針を示す。クローン病の疫学、病態、

診断、予後、合併症がわかる一冊。 

ESD のための胃癌術前診断  

 

小山恒男 編 MBN：MJ10037930 ISBN：978-4-524-25096-7 
49. 

南江堂 B5 判 224 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

目の前の早期胃癌病変は ESD の施行が可能

なのか？ 深達度は？ 側方伸展は？ …… 

ESD 指導の第一人者が編集。佐久総合病院

の診断ノウハウがここでわかる！ 

カラー写真で必ずわかる！ 消化器内視鏡 改訂版  

適切な検査・治療のための手技とコツ 

中島寛隆 他著 MBN：MJ10027902 ISBN：978-4-89706-348-5 
50. 

羊土社 A4 判 247 頁 定価 6,510 円 (本体6,200 円)

豊富なカラー写真とイラストで好評の書籍が

改訂！付録の動画も多数追加され、より実用

的になりました。内視鏡の手技を身につけた

い初心者の方にオススメの一冊です。 

スキルアップ大腸内視鏡 治療編  

 

田中信治 編 MBN：MJ10038336 ISBN：978-4-498-04174-5 
51. 

中外医学社 B5 判 206 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

大腸内視鏡を理解し使いこなすための入門

書。二分冊構成であり、本書では大腸内視鏡

を用いた治療の実際を中心に、実践的な知

識を広く解説する。 

スキルアップ大腸内視鏡 診断編  

 

田中信治 編 MBN：MJ10038337 ISBN：978-4-498-04172-1 
52. 

中外医学社 B5 判 270 頁 定価 13,650 円 (本体13,000 円)

大腸内視鏡を理解し使いこなすための入門

書。二分冊構成であり、本書では診断の基本

やそれぞれの疾患を診断するための知識を

解説する。 

肝疾患クリニカルスタンダード  

必携 ベッドサイドで必ず役立つ臨床肝臓病学のエッセンス 

田中榮司 他編 MBN：MJ10039844 ISBN：978-4-8306-1872-7 
53. 

文光堂 A5 判 370 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

肝疾患診療に携わる若手医員や研修医に向

けて、肝疾患の臨床に必要なエッセンスをコ

ンパクトにまとめた一歩踏み込んだマニュア

ル。臨床肝臓病学の新たなスタンダード。 

小児アトピー性皮膚炎 実践的治療と Q & A  

 

岡部貴裕 著 MBN：MJ10032857 ISBN：978-4-521-73205-3 
54. 

中山書店 A5 判 128 頁 定価 1,000 円 (本体952 円)

小児アトピー性皮膚炎について、簡潔・明瞭

に記述。巻末の 36 項目にわたる Q & A 集は、

実地医家はもとより、一般読者にとってもきわ

めて有用。 

魅力ある乳幼児健診 クリニックだからできること  

小児科 Wisdom Books  

後藤洋一 編著 MBN：MJ10033778 ISBN：978-4-521-73206-0 
55. 

中山書店 A5 判 104 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

小児科医が提供できる魅力ある乳幼児健診と

は？ 小さなクリニックや病院でも対応できる

育みへの工夫が盛り込まれている。 

新生児医療  

小児科ピクシス 16  

渡辺とよ子 編 MBN：MJ10035790 ISBN：978-4-521-73188-9 
56. 

中山書店 B5 判 340 頁 定価 9,240 円 (本体8,800 円)

新生児医療のもつ特殊性、家族支援、子ども

の成長発達など小児科医が必要とされる全て

の知見、技術、最新の情報を一冊に収載。 

これから出会う物語 小児科症例集 40 話  

 

市川光太郎 編 MBN：MJ10036439 ISBN：978-4-521-73208-4 
57. 

中山書店 A5 判 224 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

common disease のはずが、教科書からは類推

できない症例に遭遇することがある。そんなと

きインスピレーションを与えるのは、40 人の小

児科医が語る実例集。 
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年代別 子どもの皮膚疾患  

小児科臨床ピクシス 17  

馬場直子 編 MBN：MJ10037395 ISBN：978-4-521-73189-6 
58. 

中山書店 B5 判 224 頁 定価 8,190 円 (本体7,800 円)

診断に必須のカテゴリー（年代別カテゴリー、

うつる皮膚疾患か、最後に悪性度の高い皮膚

疾患か）にまとめた。きめ細かいアドバイスが

随所に語られている。 

新生児ポケットマニュアル  

自治医科大学総合周産期母子医療センター新生児集中治療部 編 

 MBN：MJ10039536 ISBN：978-4-7878-1765-5 
59. 

診断と治療社 B6 変型判 336 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

自治医科大学総合周産期母子医療センター

新生児集中治療部のマニュアルをポケットサ

イズに書籍化。新生児の疾患・治療・管理・ケ

アを具体的に簡潔にまとめた。 

標準皮膚科学 第 9 版 

 

瀧川雅浩 監 MBN：MJ10040226 ISBN：978-4-260-00796-2 
60. 

医学書院 B5 判 768 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

900 点を超える図版。毎版進化を続ける皮膚

科教科書の決定版。巻末付録として医師国

家試験出題基準対照表、医学教育モデル・コ

ア・カリキュラム対照表を新たに掲載。 

美容のヒフ科学 第 9 版 

 

安田利顕 著 MBN：MJ10034854 ISBN：978-4-525-78229-0 
61. 

南山堂 A5 判 258 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

美容関係者にとってのバイブルである本書

が、2 色刷りとなって生まれ変わった。図表も

すべて書き換え、日々新しくなっている治療

法や成分も含め、最新の情報も取り入れた。 

イラストレイテッド外科手術 膜の解剖からみた術式のポイント 第 3 版 

 

篠原 尚 他著 MBN：MJ10032322 ISBN：978-4-260-01023-8 
62. 

医学書院 A4 判 500 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

外科を志す研修医の必読書・定本となった手

術アトラスの全面改訂。オリジナルの新イラス

トは知りたいことを的確に示し、すべての臨床

外科医に成功する手術への道筋を示す。 

どうする！？ 痔疾患 外来で役立つ診療の実際  

 

平田雅彦 編著 MBN：MJ10038994 ISBN：978-4-8159-1858-3 
63. 

永井書店 B5 判 118 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

肛門部の症状を訴える患者に対し、的確な診

療を進める手助けとして、痔疾患の基本的理

解と実際的な内容で明日からの日常診療に

すぐ役立つよう企画された実践書。 

乳癌診療 こんなときどうする Q&A  

 

伊藤良則 他編著 MBN：MJ10039816 ISBN：978-4-498-06054-8 
64. 

中外医学社 B5 判 270 頁 定価 9,240 円 (本体8,800 円)

乳癌診療にあたり日常しばしば遭遇する様々

な臨床的疑問について、各領域のエキスパー

トが回答する Q&A 形式のハンドブック。 

静脈血栓塞栓症予防ガイドブック エキスパートオピニオン  

 

冨士武史 他編 MBN：MJ10035335 ISBN：978-4-524-26045-4 
65. 

南江堂 B5 判 252 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

近年増加傾向にある術後静脈血栓塞栓症に

対し、予防対策・疫学・最近の動向・病態・診

断を概説。各論ではガイドラインに沿った症例

ごとの予防法と管理の実際を解説。 

人工心肺 その原理と実際  

Glenn P.Gravlee 

新見能成 監訳 MBN：MJ10039856 ISBN：978-4-89592-642-3 
66. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A4 変型判 800 頁 定価 25,200 円 (本体24,000 円)

標準的リファレンスとして定評ある書、初の邦

訳。手技の解説のみならず背景となる基礎医

学的な知識もカバー。心臓手術に関わる麻酔

科医、心臓外科医、ME 必須。 

一般外科医のための 血管外科の要点と盲点 第 2 版 

Knack & Pitfalls  

宮田哲郎 編 MBN：MJ10039845 ISBN：978-4-8306-2327-1 
67. 

文光堂 B5 判 400 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

初版発刊以降 9 年間での進歩、特に血管内

治療に関する項目を大幅に追加し、［血管外

科］にとどまらず、内科も含めた［脈管診療］の

テキストとなることを目指した。 

－ 7 －



 

 

使える皮弁術―適応から挙上法まで― 下巻  

 

百束比古 編 MBN：MJ10039851 ISBN：978-4-88117-052-6 
68. 

全日本病院出版会 B5 判 192 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

適応選択から術式解説まで、第一線で活躍

するエキスパートが本当に「使える」ことに焦

点を絞って詳しく解説！下巻は「遊離皮弁

術」と「特殊な概念の皮弁術・新しい方法」を

収載！ 

エキスパート 形成再建外科手術 ひと目でわかる術式選択とテクニック  

 

光嶋 勲 編 MBN：MJ10033779 ISBN：978-4-521-73207-7 
69. 

中山書店 B5 判 392 頁 定価 25,200 円 (本体24,000 円)

エキスパートの思考と技術が手に取るようにわ

かる。術者が何を選択肢として考え、何を採

用したかを示した Expert Choice は必見。 

図説 足の臨床 改訂第 3 版 

 

高倉義典 監 MBN：MJ10039823 ISBN：978-4-7583-1036-9 
70. 

メジカルビュー社 B5 変型判 512 頁 定価 23,100 円 (本体22,000 円)

イラスト・写真を一新し、新規に 6 項目追加し

て更なる情報の充実を図った改訂第 3 版。最

新知見を揃え、足の診断・治療のあらゆる場

面に対応できる、足の診療に携わる医師必携

の書。 

超音波でわかる運動器疾患 診断のテクニック  

 

皆川洋至 著 MBN：MJ10040227 ISBN：978-4-7583-1032-1 
71. 

メジカルビュー社 B5 変型判 350 頁 定価 8,190 円 (本体7,800 円)

器械の進歩で格段に鮮明になり、運動器分

野の特徴が十二分に理解できるようになった

超音波検査を、外来やスポーツ現場で活用・

応用するために、検査体位・ 手順から部位別

読影テクニックまでをわかりやすく詳述したマ

ニュアル書。 

日本整形外科学会専門医試験 筆答試験問題の解説 第 1 集 2005-2006  

 

山下敏彦 監 MBN：MJ10024521 ISBN：978-4-307-25145-7 
72. 

金原出版 B5 判 300 頁 定価 6,930 円 (本体6,600 円)

日本整形外科学会専門医試験筆答試験問

題 120 題、2 年分計 240 題の解説集。各設問

の選択肢ごとに豊富な図と解説を加えてい

る。問題検索用キーワード目次付き。 

脊椎脊髄病学  

 

岩崎幹季 著 MBN：MJ10024522 ISBN：978-4-307-25146-4 
73. 

金原出版 B5 判 408 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

豊富な研究結果・症例により、総論では脊椎

脊髄病の普遍的な要点を把握でき、各論で

は疾患毎の理解が深まる。脊椎脊髄病学専

攻を考える整形外科専門医の必携書。 

手 その機能と解剖 改訂第 5 版 

 

上羽康夫 著 MBN：MJ10036636 ISBN：978-4-7653-1427-5 
74. 

金芳堂 B5 判 337 頁 定価 17,850 円 (本体17,000 円)

基本的な知識から治療の実践上知っておくべ

き手の機能と解剖の要点を包括し、幅広い読

者層に対応した内容。多数の色刷りシェーマ

とカラー写真でビジュアル的に展開。 

リウマチ診療の要点と盲点  

整形外科 Knack & Pitfalls  

木村友厚 編 MBN：MJ10039846 ISBN：978-4-8306-2764-4 
75. 

文光堂 B5 判 300 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

好評シリーズの最新刊。リウマチ専門医を目

指す整形外科医が知っておかねばならないリ

ウマチ診療全体、診断、薬物療法から、手術

手技までを網羅した 1 冊。 

スポーツ医学テキスト  

 

前田如矢 編著 MBN：MJ10039828 ISBN：978-4-7653-1429-9 
76. 

金芳堂 A5 判 281 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

からだの構造と働きから、筋力トレーニング、

スポーツ障害・救急処置法まで、広範囲にわ

たるスポーツ医学の内容を一冊に凝縮。豊富

な図解でスポーツ医学を学ぶ学生にもお薦。

スポーツ外傷・障害からみた テーピングの実技と理論 第 5 版 

［テーピング手技実演 DVD 付］  

山本郁榮 他著 MBN：MJ10016189 ISBN：978-4-8306-5155-7 
77. 

文光堂 A4 判 276 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

日本人の体型に合った実践的テーピング技

法の集大成。カラー写真と動画を用いて詳

説。テーピングに必要な機能解剖、スポーツ

外傷・障害の基礎知識についても解説。 
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高次脳機能障害のリハビリテーション 実践的アプローチ 第 2 版 

 

本田哲三 編 MBN：MJ10039802 ISBN：978-4-260-01024-5 
78. 

医学書院 B5 判 272 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

高次脳機能障害のリハビリテーションの基礎

知識から、すぐに実践できるアプローチ方法

まで扱った総合的テキスト。関係職種にとって

今後益々必要とされる情報も新たに収載。 

マンガ家が描いた 失語症体験記  

 

渡邉/ 修 解説・監修 MBN：MJ10038478 ISBN：978-4-263-21353-7 
79. 

医歯薬出版 A5 判 184 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

脳梗塞を発症し、失語症になった漫画家が描

く発症からリハビリまで。高次脳機能障害者の

心情や障害への理解ができる。監修者によ

る、医学的なコメント・解説・参考資料付き。 

認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 第 2 版 

快一徹！脳活性化リハビリテーションで進行を防ごう  

山口晴保 編著 MBN：MJ10033777 ISBN：978-4-7639-6021-4 
80. 

協同医書出版社 B5 判 350 頁 定価 3,465 円 (本体3,300 円)

認知症の病態や症状をよく理解し、高齢者の

抱える心の問題を共有し、適切な医療・ケア・

リハを提供するための具体的方法を示す。初

版刊行からの進化を取込んだ大増補改訂。 

脳を学ぶ（2） 写真家，古谷千佳子さんとの対話  

 

森岡 周 他著 MBN：MJ10039825 ISBN：978-4-7639-1061-5 
81. 

協同医書出版社 A4 変型判 116 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

脳のわかりやすい解説が好評の『脳を学ぶ』

シリーズ第 2 弾。写真家、古谷千佳子さんの

作品を読み解きながら、自然と人、人間同士

の繋がりをつくりだしている脳機能を解説。 

冷え外来  

 

川嶋 朗 編著 MBN：MJ10038481 ISBN：978-4-263-24257-5 
82. 

医歯薬出版 A4 判 184 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

最新の冷え研究を総括し、さまざまな医療現

場で行える治療方法を紹介すると同時に、患

者への生活アドバイスも含めた総合的な「冷

え」対策を提案した初めての専門書。 

イラストで見る 産婦人科手術の実際 改訂第 2 版 

 

永田一郎 著 MBN：MJ10037959 ISBN：978-4-8159-1860-6 
83. 

永井書店 A4 判 306 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

現代産婦人科手術の大きな柱となる術式を加

え、実地臨床上主要な手術術式について、著

者自身が描いたイラストを主体に解説。術者

の目線で実感できる実践手術書。 

目でみる 臨床視覚電気生理学検査の進め方  

 

小口芳久 著 MBN：MJ10024523 ISBN：978-4-307-35139-3 
84. 

金原出版 B5 判 66 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

イラストを見ながら電気生理学的検査が理解

できるように編集。実際の記録例や検査時の

注意点やコツについても記載。 

動画でわかる 緑内障手術（DVD 付）  

 

谷原秀信 監訳 MBN：MJ10031811 ISBN：978-4-521-73202-2 
85. 

中山書店 B5 判 320 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

線維柱帯切除術から各種レーザー手術まで、

手術による緑内障治療が、器具の準備から術

後管理までの流れに沿った解説と動画により

網羅されている。 

眼のサイエンス 視覚の不思議  

 

根木 昭 他編 MBN：MJ10036647 ISBN：978-4-8306-5535-7 
86. 

文光堂 B5 判 264 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

眼に関わる様々な疑問に、基礎医学の立場

から豊富な図表を交えて解説。身近な疑問か

ら最新の知見を楽しく学ぶことができ、眼のサ

イエンスに触れる端緒となる。 

腎泌尿器 術者のための困難症例から学ぶ実践手術手技  

腹腔鏡スキルアップ・シリーズ  

川端岳、竹中篤、田中一志 編 MBN：MJ10039857 ISBN：978-4-902380-66-8 
87. 

ベクトル・コア B5 判    予定 240 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

術者として基礎的な力はあるが､まだ迷う事､

困る事が多く､様々な症例に対して技術力と

応用力不足にお困りの方に最適！手術の流

れを写真と解説の｢Step by Step｣で明示して

おり､実践に役立つ主義のコツがよくわかりま

す。 
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〔解剖を実践に生かす〕図解 泌尿器科手術  

 

影山幸雄 著 MBN：MJ10033891 ISBN：978-4-260-01021-4 
88. 

医学書院 A4 判 312 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

著者が 20 数年かけて積み上げてきた泌尿器

科手術の知識・技術を 1000 枚近いオリジナル

イラストに結実！ 泌尿器科手術のスキルアッ

プに必須となる待望の手術書！ 

MGH 麻酔の手引 第 6 版 

Peter F. Dunn 

稲田英一 監訳 MBN：MJ10037981 ISBN：978-4-89592-638-6 
89. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A5 変型判 880 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

マサチューセッツ総合病院（MGH）における

長年の臨床経験に基づいた実地書として世

界中で信頼を得る麻酔科医のバイブル、待望

の改版。内容更新を徹底しより洗練された。 

日本麻酔科学史の新研究  

 

松木明知 著 MBN：MJ10039830 ISBN：978-4-7719-0367-8 
90. 

克誠堂出版 A5 判 204 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

日本麻酔科学史の基本的な課題“時代区分”

や麻酔科学発達遅延の問題などを収載した。

将来の“通史”執筆の基礎となる各論の新研

究を纏めた麻酔科医必読の 1 冊。 

麻酔科学レビュー2010 最新主要文献集  

 

天羽敬祐 監 MBN：MJ10039854 ISBN：978-4-88378-801-9 
91. 

総合医学社 AB 判 280 頁 定価 10,290 円 (本体9,800 円)

直近の一年間の最新文献（約 1,000 編）を渉

猟し、麻酔科領域における進歩と論点を、第

一人者がわかりやすく解説したレビューです。

特定保険医療材料及びその材料価格 材料価格基準早見表 平成 22 年 4 月版 

 

メディカルデータ 編 MBN：MJ10020869 ISBN：978-4-8407-4055-5 
92. 

じほう A4 判 1800 頁 定価 21,000 円 (本体20,000 円)

特定保険医療材料（償還価格の定められて

いる材料）を、分類項目順に区分して商品名

の 50 音順に配列し、商品名及び薬事法承認

番号、販売元、告示価格を明記しています。 

医科診療報酬・調剤報酬 点数ハンドブック 平成 22 年 4 月版  

算定の要点・早見表と点数表 

社会保険研究所 編 MBN：MJ10036592 ISBN：978-4-8407-4104-0 
93. 

じほう B5 判 650 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

医科診療報酬および調剤報酬について、全

点数早見表を中心に、その算定の要点をわ

かりやすく解説。「算定の要点・早見表」と「点

数表」からなる２部構成で、全編２色刷りで、

視覚的にもわかりやすい編集です。点数表に

５０音索引を追加し、通常業務に役立つ実用

書としてご活用いただける 1 冊。 

個人診療所／一人医療法人【税務・労務・会計】Q＆A  

 

松田 力 著 MBN：MJ10039842 ISBN：978-4-7849-5445-2 
94. 

日本医事新報社 B5 判 232 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

経営者として知っておきたい事項を端的・明

瞭にまとめており、税務・労務・会計の仕組み

がスッキリと納得出来ます。新規開業をお考え

の方にもオススメの一冊です。 

やさしいエビデンスの読み方・使い方 臨床統計学から EBM の真実を読む  

 

能登 洋 著 MBN：MJ10037933 ISBN：978-4-524-26208-3 
95. 

南江堂 A5 判 204 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

臨床統計学の知識を活用し、エビデンスの意

味するところを正しく読み取り、実地医療に活

用するための実践書。専門的知識がなくても

臨床統計学の要点がわかる。 

その論文は著作権侵害？ 基礎知識から Q&A  

 

服部 誠 著 MBN：MJ10039533 ISBN：978-4-521-73209-1 
96. 

中山書店 A5 判 200 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

医師・医療関係者に向けて、研究、論文・学

会発表で利用する時の注意点や自分自身が

著作者であるときの著作物をめぐる法律問題

をやさしく解説。 

プラクティカル医学英語辞典  

 

羽白 清 著 MBN：MJ10030632 ISBN：978-4-7653-1423-7 
97. 

金芳堂 B6 変型判 849 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

和英・英和医学用語辞典、略語集、冠名用語

集、診療録記載法、診療会話・プレゼンテー

ション・紹介状の英語表現集、実用医薬品集

を兼ねる盛りだくさん・活用度満点の一冊。 
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運動療法学各論 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：MJ10029738 ISBN：978-4-260-00899-0 
98. 

医学書院 B5 判 504 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 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。

座学はもちろん臨床実習の場面などでクイッ

クリファレンスとしても使用できる。 

臨床実践！虎の巻 呼吸ケア・リハビリテーション mini  

 

塩谷隆信 他編著 MBN：MJ10038989 ISBN：978-4-498-07644-0 
99. 

中外医学社 B6 変型判 212 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

呼吸ケア・リハビリテーションの現場で求めら

れるデータ・手順・テクニックをポケットサイズ

にまとめ、どこへでも持ち運べるメモとなるよう

構成した。 

理学療法評価学テキスト〈CD-ROM 付〉  

シンプル理学療法学シリーズ 6  

伊藤俊一 他編 MBN：MJ10037926 ISBN：978-4-524-24308-2 
100. 

南江堂 B5 判 608 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

専門科目の中でも主要な科目である評価学

を、臨床的意義の解釈のもとに習得できるテ

キスト。動画には動作分析・歩行分析を収載

し、自主的に学習できるよう工夫した。 

DVD で学ぶ脳血管障害の理学療法テクニック  

病巣・病型別アプローチがわかる動画 73 

山口武典 監 MBN：MJ10037927 ISBN：978-4-524-24315-0 
101. 

南江堂 B5 判 224 頁 定価 6,825 円 (本体6,500 円)

病態評価・機能評価、リハの計画と実行、効

果の評価にいたる流れを示した実際書。120

分に及ぶ DVD を通して、治療について視覚

的、具体的に理解できる。 

理学療法士のための 6 ステップ式 臨床動作分析マニュアル 第 2 版 

 

黒川幸雄 他編 MBN：MJ10016722 ISBN：978-4-8306-4380-4 
102. 

文光堂 A5 判 430 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

熟練した理学療法士が行っている動作分析

の方法を 6 ステップにわけて、段階的にその

分析過程とポイントをわかりやすく解説した好

評マニュアルの最新版。 

理学療法臨床診断学への志向 ARIMA の問題解決モデル  

 

有馬慶美 著 MBN：MJ10036646 ISBN：978-4-8306-4383-5 
103. 

文光堂 B5 判 154 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

理学療法の対象者が有する問題の解決のヒ

ントとなる多くの情報を分類・整理し、解決の

ための思考を円滑にする“問題解決モデル”

を用いて、理学療法診断能力を高める 1 冊。

骨・関節系理学療法クイックリファレンス 第 2 版 

 

岡西哲夫 他編 MBN：MJ10039847 ISBN：978-4-8306-4382-8 
104. 

文光堂 四六倍判 460 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

高齢者人口の増加に伴い、増え続ける骨・関

節疾患に迅速・適切に対応するための好評

書の最新版。「熟練した理学療法」を構築して

いくために必須の知識、技術を詳解。 

臨床経穴局所解剖学カラーアトラス 五面展開図での解説  

 

白石尚基 他著 MBN：MJ10039843 ISBN：978-4-8306-0031-9 
105. 

文光堂 B5 変型判 200 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

頻用 48 経穴について、1 センチ四方の領域

の深部構造を五面展開の写真で解説。数ミリ

単位で段階的に示されており、刺入深度によ

って遭遇する構造の相違を理解できる内容。

保健科教育 3 版 

 

家田重晴 編著 MBN：MJ10039826 ISBN：978-4-7644-0529-5 
106. 

杏林書院 A5 判 224 頁 定価 2,205 円 (本体2,100 円)

初学者のための「保健科教育法」のテキストで

す。今改訂では、保健授業の実施方法を検

討する際の助けとなるよう「分野別の教育内容

の要点」を入れました。 

学校保健の世界  

 

大澤清二 著 MBN：MJ10039827 ISBN：978-4-7644-0530-1 
107. 

杏林書院 B5 判 208 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

本書は、教員養成系大学で必須科目として位

置づけられている「学校保健」の教科書とし

て、学校保健の基礎から現代的な問題などを

できるだけ簡潔に紹介しました。 
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社会・環境と健康 改訂第 3 版 

健康・栄養科学シリーズ 1  

田中平三 他編 MBN：MJ10032862 ISBN：978-4-524-26026-3 
108. 

南江堂 B5 判 350 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

従来の「公衆衛生学」、「健康管理概論」に相

当する内容から管理栄養士にとって重要な事

項を整理。近年の統計数値を掲載し法規改

正にも対応した最新改訂版。 

公衆栄養学 改訂第 3 版 

健康・栄養科学シリーズ 12  

田中平三 他編 MBN：MJ10037932 ISBN：978-4-524-26095-9 
109. 

南江堂 B5 判 400 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

管理栄養士が担う公衆栄養活動で必要な知

識を学べるテキスト。今改訂では、日本人の

食事摂取基準 2010 年度版への更新を中心

に、内容を詳細にブラッシュアップした。 

疾患・病態別栄養管理の実際 ライフステージ①（新生児，乳児，学童，思春期，妊産婦）  

NST のための臨床栄養ブックレット 7  

山東勤弥 他編 MBN：MJ10039848 ISBN：978-4-8306-6056-6 
110. 

文光堂 B5 判 106 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

本書では、新生児、乳児、学童、思春期、妊

産婦の時期における栄養療法について、栄

養療法が必要となる病態生理学的な背景・理

由や標準的な栄養管理法の実際を詳述。 
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介護・看護関係書 
栄養学 第 2 版 

よくわかる専門基礎講座  

津田  とみ 著者 MBN：MJ10038485 ISBN：978-4-307-70214-0 
111. 

金原出版 B5 判 320 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

 

関係法規 第 3 版 

よくわかる専門基礎講座  

春日  斉 編集 MBN：MJ10038487 ISBN：978-4-307-70216-4 
112. 

金原出版 B5 判 304 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

 

看護師の実践力と課題解決力を実現する！ ポートフォリオとプロジェクト学習  

 

鈴木敏恵 著 MBN：MJ10039798 ISBN：978-4-260-00730-6 
113. 

医学書院 B5 判 308 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

看護教育の分野でも、ポートフォリオやプロジ

ェクト学習について、興味が高まっている。本

書はこの道のパイオニアである著者によるい

わば決定版。関係者必読の書。 

リハビリテーション看護 障害をもつ人の可能性とともに歩む  

看護学テキストシリーズ NiCE 12  

酒井郁子 他編 MBN：MJ10037929 ISBN：978-4-524-25081-3 
114. 

南江堂 B5 判 374 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

基礎知識から最新の知見、また今後のリハ看

護の展望までを包括的に網羅したテキスト。

具体的な実践方法についても、イラスト・写真

を交えながら丁寧に解説。 

アトラス 細胞診と病理診断  

 

亀井敏昭 他編 MBN：MJ10039800 ISBN：978-4-260-00941-6 
115. 

医学書院 A4 判 200 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

細胞診と病理診断を比較しながら、疾患概念

の整理と実際の診断に役立つアトラス。細胞

診専門医研修ガイドライン（細胞診専門医資

格認定ガイドライン）に準拠した内容。 

日本腎不全看護学会誌 第 12 巻第 1 号  

 

日本腎不全看護学会 編 MBN：MJ10039804 ISBN：978-4-260-01060-3 
116. 

医学書院 A4 判 68 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

腎不全看護の質の向上を目的とした『日本腎

不全看護学会誌』の通巻23 号目。本号では、

学術集会の講演録を中心に掲載する。 

根拠がわかる疾患別看護過程 病態生理と実践がみえる関連図と事例展開  

 

新見明子 編 MBN：MJ10037928 ISBN：978-4-524-24365-5 
117. 

南江堂 B5 判 898 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

『根拠がわかる症状別看護過程』姉妹編。看

護学生の臨地実習時の看護計画の立案や実

習記録作成時の参考書として便利な一冊。病

態・治療・ケア関連図を掲載。 

院内助産システムガイドブック 産科医と助産師の連携・協働の実際  

 

遠藤俊子 他編著 MBN：MJ10037148 ISBN：978-4-263-23539-3 
118. 

医歯薬出版 A4 判 170 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

院内助産・助産外来の開設、地域での助産

実践に必要な知識をまとめた。先行実践して

いる病院・診療所の事例を収載。安心・安全

な出産環境の実現に向けて必読！ 

公衆衛生 第 2 版 

よくわかる専門基礎講座  

松木  秀明 編集 MBN：MJ10038486 ISBN：978-4-307-70215-7 
119. 

金原出版 B5 判 352 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)
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薬学関係書 
指導ポイントを捉えた 薬学生病院実務実習指導書 2010  

 

神奈川県病院薬剤師会 編 MBN：MJ10039819 ISBN：978-4-7532-2436-4 
120. 

医薬ジャーナル社 A4 判 224 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

薬学 6 年制で初の病院実務実習に最適の指

導書刊行！実習病院に関わらず、習得できる

実務内容は高レベル！指導すべき内容を網

羅し、モデル・コアカリキュラムへも準拠。 

実習ポイントを捉えた 薬学生病院実務実習ノート 2010  

 

神奈川県病院薬剤師会 編 MBN：MJ10039820 ISBN：978-4-7532-2437-1 
121. 

医薬ジャーナル社 A4 判 216 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

病院実務実習に最適の学生用テキスト！実

習病院に関わらず、高レベルの実務内容が

習得可能！各章の「実習ポイント」で到達目

標を知り、「実務の習得」で実際の業務を学

習！ 

確認テストと症例解析で身につける 薬物速度論入門  

 

久保田隆廣 編著 MBN：MJ10039822 ISBN：978-4-7532-2440-1 
122. 

医薬ジャーナル社 B5 判 88 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

確認テスト・症例解析を取り入れたユニークな

構成で、10の項目を講義形式で学ぶ「薬物速

度論」。薬剤師を目指す学生の薬物速度論入

門書として、最適の一冊！ 

POS を活用するすべての医療者のための SOAP パーフェクト・トレーニング  

 

岡村祐聡 著 MBN：MJ10029443 ISBN：978-4-7878-1763-1 
123. 

診断と治療社 B5 判 96 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

患者さんと向き合う医療者・医療系学生に不

可欠な POS、なかでも SOAP を正しく理解して

身につけるためのノウハウをこの一冊に凝縮。

これで実務に自信がつく。 

処方がわかる医療薬理学 2010-2011  

 

中原保裕  MBN：MJ10036185 ISBN：978-4-7809-1018-6 
124. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 272 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

薬学・処方 

図解で学ぶ DDS  

 

橋田 充／高倉喜信 編 MBN：MJ10036590 ISBN：978-4-8407-4099-9 
125. 

じほう B5 判 120 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

DDS（Drug Delivery System）開発に利用され

る技術や材料は年々進化しており、またこれら

の DDS 技術を利用して実用化された医薬品

製剤の種類も非常に増えています。本書で

は、これらの治療薬を DDS 技術の観点から整

理していきます。 

薬学を学ぶための やさしい生物学  

 

高野行夫 他編 MBN：MJ10037934 ISBN：978-4-524-40266-3 
126. 

南江堂 B5 判 160 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

高校において生物を未履修の薬学部 1 年

生、薬学部に合格した入学前の学生のため

の生物学の教科書。薬学で必要となる生物学

のミニマムエッセンスをわかりやすく解説。 

救急治療・薬剤ハンドブック 第６版  

 

山本保博、横田裕行 総合監修 MBN：MJ10036591 ISBN：978-4-8407-4101-9 
127. 

じほう B6 変型判 300 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

救急治療と医薬品を臨床で役立つようにコン

パクトに編集。治療編は、主要疾患の治療方

針と薬物治療を研修医にもわかりやすいよう

簡潔にまとめ、薬剤編は、救急治療で汎用さ

れる薬剤の特性がわかるよう、規制、保存方

法などをマークで表示し、警告・禁忌、適応外

使用などもコンパクトに掲載。 

雑誌 
画像診断 Vol.30 No.7（2010 年 6 月号）  

MRI 基礎再訪－シーケンスの特徴を生かした臨床応用のために－ 

似鳥俊明  MBN：MJ10036180 ISBN：978-4-7809-0007-1 
128. 

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

月刊誌・臨床医学、画像診断 

細胞工学 Vol.29 No.6 細菌感染癌としての胃癌・発癌の新たなパラダイム（仮題）  

 

畠山昌則  MBN：MJ10036181 ISBN：978-4-7809-0107-8 
129. 

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

月刊誌・基礎医学、分子生物学 
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Clinical EngineeringVol.21No.6  

植込み型補助人工心臓：在宅治療（仮題） 

磨田裕  MBN：MJ10036182 ISBN：978-4-7809-0207-5 
130. 

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

月刊誌・臨床医学、臨床工学 

Visual Dermatology Vol.9 No.6  

知らないとはずかしい皮膚疾患⑤ 

Visual Dermatology 編集委員会  MBN：MJ10036183 ISBN：978-4-7809-0307-2 
131. 

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)

月刊誌・臨床医学、皮膚科学 

医療安全２４号 “チーム力”で成果を上げる医療安全対策  

 

日本医療マネジメント学会  MBN：MJ10036186 ISBN：978-4-7809-2202-X
132. 

学研メディカル秀潤社 AB 判 128 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

国内唯一のリスクマネジメント情報専門誌とし

て、毎号、医療安全に関する最新情報・知見

を満載した院内のリスクマネジャー必読書。特

集とＦＯＵＣＵＳの二本立てでトピックを扱うとと

もに、多彩な連載で日常業務をさまざまな角

度からサポート。 

月刊ナーシング Vol.30 No.7（6 月号）  

患者さんの訴えに自信をもって対応できる！症状別フィジカルアセスメント 

畑尾正彦    
133. 

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

月刊誌・看護学 

看護実践の科学 2010 年 5 月号  

特集：事例に見る高齢患者の自立への支援 

   
134. 

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

自立を目指した看護の役割／排泄障害を持
った高齢患者の退院調整－脊髄損傷患者へ
の支援を通して／複数の病気を併せ持つ高
齢患者への支援－多職種との協働・連携によ
る在宅療養への支援から／高齢患者の口腔
ケアを通して自立を支える／スタッフのケア統
一による高齢患者の褥瘡予防に向けた取り組
み 

Geriatric Medicine（老年医学）Vol. 48  No.4  

特集：高齢者の旅行医学―安全・快適な旅行のために― 

 MBN：MJ10037492 ISBN：978-4-89801-349-6 
135. 

ライフ・サイエンス B5 判 146 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

本特集では、「年だから旅行は控えなさい」と

いって高齢者から生きがいや活力の源を奪う

のではなく、高齢者を支援して安全かつ快適

に旅行するにはどのような準備やアドバイスが

必要かについて、各分野の先生方に言及し

ていただく構成となっている。 

Progress in MedicineVol. 30  No.4  

特集：内科医のための耳鼻科疾患の診かたと治療 

 MBN：MJ10037493 ISBN：978-4-89801-350-2 
136. 

ライフ・サイエンス A4 判 260 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

耳鼻科領域の問題で内科を受診する患者は

多く、主訴は多彩である。重大疾患との関連、

QOL に直結している点からも正確な診断、重

症度評価、治療が求められる。本特集はそう

したニーズに応えるものである。 

実験医学 2010 年 6 月号 代謝制御の鍵を握る膵β細胞  

VOL.28 NO.9  

清野進 企画 MBN：MJ10037942 ISBN：978-4-7581-0060-1 
137. 

羊土社 B5 判 133 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

膵β細胞における、インスリン分泌の分子機

構から最新のイメージング解析、それらの知

見を元に展開する再生・移植医療まで、基礎

と臨床をつなぐ最先端のシーンを紹介。 

レジデントノート 2010 年 6 月号 不明熱を診断する！  

VOL.12 NO.4  

清田雅智 編 MBN：MJ10037943 ISBN：978-4-7581-0499-9 
138. 

羊土社 B5 判 158 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

“不明熱とは何か？”という定義から、診断に

重要となる病歴や身体所見、鑑別疾患の想

起のしかたまでしっかり解説。診断のためにど

のように考えていけばよいかがわかる！ 
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