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医学関係書 

Ross 組織学 原書第 5 版 
Michael H.Ross & Wojciech Pawlina

内山安男 他監訳 
1. 

南江堂 A4 変型判 

新生理学 第 5 版 
Q シリーズ  

竹内昭博 著 
2. 

日本医事新報社 B5 判 

子宮頸部細胞診ベセスダシステ

 

坂本穆彦 編 
3. 

医学書院 B5 判 

拡大・進展を続ける RNA 研究の

長鎖 noncoding RNA・small RNA から

塩見春彦 編 
4. 

羊土社 B5 判 

在宅医療 午後から地域へ  
日本医師会生涯教育シリーズ  

林 泰史 他監・編 
5. 

医学書院 B5 判 

当直医実戦マニュアル 改訂第 5

 

実戦マニュアル編集委員会 監 
6. 

南江堂 B6 変型判 

感染症専門医がいなくても学べる

レジデントノート増刊 VOL.12 NO.6

青木眞 編 
7. 

羊土社 B5 判 

営業部・支店
 金沢・京都・
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MBN：MJ10043443 ISBN：978-4-524-24367-9 

934 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

欧米のベストセラー『HISTOLOGY』（Ross・

Pawlina 著）の日本語版。図や組織写真が正

確かつ大きくて見やすい、これからの組織学

テキストの決定版。 

MBN：MJ10047176 ISBN：978-4-7849-1169-1 

232 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

要点が一目でわかるフルカラー参考書。臓器

レベル・細胞レベルの仕組みを徹底図解。記

憶すべきキーワードを色刷りで強調。問題の

着眼点を「ポイント」として掲示。 

ム運用の実際  

MBN：MJ10047261 ISBN：978-4-260-01051-1 

208 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

子宮頸部細胞診の新しい報告様式である“ベ

セスダシステム 2001”の解説書。日本の実情

に合わせ、細胞診に携わる方々の疑問点を

捉え、分かりやすく解説している。 

先端        実験医学増刊 VOL.28 NO.10

RNA 修飾・編集・品質管理まで 

MBN：MJ10047297 ISBN：978-4-7581-0307-7 

208 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

「RNA 研究は非常に進展が速く、なかなかフ

ォローしきれない」そんな声を多く聞きます。そ

こで、本書では日進月歩の RNA 研究の 新

知見を１冊に凝縮しました。 

MBN：MJ10047262 ISBN：978-4-260-01052-8 

352 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

在宅医療の考え方から、制度を含めた実践的

な知識、効率的な連携の方法など、第一線で

活躍する医師が、自らの経験をもとにした本

物の知識と技術をわかりやすく解説。 

版 

MBN：MJ10047268 ISBN：978-4-524-25346-3 

446 頁 定価 5,145 円 (本体4,900 円)

当直医のバイブル／当直医向けマニュアル

の元祖として好評の「当直医実戦マニュアル」

新改訂版。入院させるか、他院に搬送すべ

きかといったノウハウを凝縮させた一冊。 

、身につく 感染症診療の基本  
  

MBN：MJ10047298 ISBN：978-4-7581-0501-9 

約 240 頁 定価 4,095 円 (本体3,900 円)

専門医がいない環境でも正しい感染症診療

ができる！多くの症例や先輩医師たちの経験

談による実践的な解説で感染症診療に悩む

若手医師をサポートする、必読の一冊！ 

・営業所＝横浜・千葉・八王子・大宮・筑波／札幌・盛岡・仙台・名古屋・岐阜・浜松・
大阪・神戸・岡山・松山・広島・福岡・長崎・熊本・沖縄／ニュージャージー・ロンドン 



 

むくみの診かた 症例で読み解く浮腫診療  
 

松尾 汎 編 MBN：MJ10047317 ISBN：978-4-8306-1012-7 
8. 

文光堂 B5 判 192 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

「むくみ」の正しい理解と実践のための指南

書。浮腫診療のエキスパートが、25 の典型症

例で、実際の診断と治療の流れに沿ってわか

りやすく解説した。 

基本的聴覚検査マニュアル 改訂第 3 版 
 

服部 浩 著 MBN：MJ10040712 ISBN：978-4-7653-1432-9 
9. 

金芳堂 A5 判 120 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

聴覚検査においてどのような点に注意すべき

かを現場での実例をもとにわかりやすく解説し

た。今回の改訂では、マスキングを正しく理解

するために大幅に書き改めた。 

頸動脈エコー法の臨床 撮り方と読み方  
 

山崎義光 編 MBN：MJ10047323 ISBN：978-4-88002-697-8 
10. 

新興医学出版社 B5 判 144 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

頸動脈エコー検査実施上で必要な検査手

技、計測方法、エコー所見の意義など、この

検査を行う医師や検査技師向けに 新のエ

ビデンスに基づいて詳細に解説。 

動機づけ面接法 実践入門 「あらゆる医療現場で応用するために」  
S・ロルニック／W・R・ミラー／C・C・バトラー 著、後藤 恵 監訳、荒井 まゆみ 訳 

 MBN：MJ10039121 ISBN：978-4-7911-0737-7 
11. 

星和書店 A5 判 324 頁 定価 3,045 円 (本体2,900 円)

①臨床本②アルコール依存や糖尿病、生活

習慣病など、患者の行動変化が回復の鍵とな

る病気に効果的な、“動機づけ面接法”の実

践的解説書。 

かゆいところに手が届く 小児プライマリ・ケアガイド  
 

森田潤 編 MBN：MJ10016703 ISBN：978-4-7581-0684-9 
12. 

羊土社 B5 判 216 頁 予定価4,725円 (本体4,500 円)

レジデントノート大好評連載「小児診療なぜ？

なに？指南」が単行本化！子どもに特有の事

例から診療のコツ、よくある疑問の解決法を通

して小児診療のポイントがわかる！ 

トロント小児病院救急マニュアル  
Amina Lalani・Suzan Schneeweiss 

清水直樹 他監訳 MBN：MJ10043469 ISBN：978-4-89592-645-4 
13. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 変型判 496 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

高名かつ歴史あるトロント小児病院の救急診

療のエッセンスを凝縮した、本邦唯一の包括

的な臨床マニュアル。記述は簡潔な箇条書き

であるが、充実した内容をもつ。 

急性血液浄化法 徹底ガイド 改訂版 
 

篠崎正博 編著 MBN：MJ10046298 ISBN：978-4-88378-807-1 
14. 

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

理解しやすい Q＆A 形式！急性血液浄化法

を正しく理解し、施行するための 新情報が

満載！基礎的・臨床的な解説、 近注目され

る 新しい血液浄化法についての徹底ガイ

ド！ 

リトル ICU ブック  
Paul L. Marino・Kenneth M. Sutin 

稲田英一 監訳 MBN：MJ10043468 ISBN：978-4-89592-643-0 
15. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A5 変型判 640 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

集中治療医学のベストセラーにしてロングセラ

ー「ICU ブック」の縮約版。各章は完全に書き

直され、ベッドサイドのコンパクトなクイックリフ

ァレンスとして内容を精選。 

新化学療法レジメン－肺癌－ 改訂第 2 版 
 

宝来 威 編 MBN：MJ10047303 ISBN：978-4-7583-0345-3 
16. 

メジカルビュー社 B5 判 96 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

癌研有明病院で行われている肺癌治療の化

学療法レジメンのファーストラインとセカンドラ

インを紹介。 新のEBMに応じた抗癌剤の使

用法と副作用対策を解説。 

膀胱がん  
インフォームドコンセントのための図説シリーズ  

吉田 修 監 MBN：MJ10047291 ISBN：978-4-7532-2439-5 
17. 

医薬ジャーナル社 A4 変型判 112 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

膀胱がんの症状・診断をはじめ、多岐にわた

る治療法を、豊富な図表と写真で視覚的に解

説。膀胱温存療法や全身化学療法の 新知

見など、今後期待される治療法も紹介。 
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医師と患者のための緩和医療  
 

江口研二 他編 MBN：MJ10047292 ISBN：978-4-7532-2442-5 
18. 

医薬ジャーナル社 A4 判 112 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

身体的・精神的苦痛など、緩和医療の場で直

面するさまざまな問題をサポートするための対

処法を詳述。患者さんのQOL向上のために、

医療スタッフと患者さん必読の 1 冊！ 

小児腫瘍組織カラーアトラス 第 5 巻 肝臓・胆嚢・膵臓腫瘍  
日本病理学会小児腫瘍組織分類委員会 編 

 MBN：MJ10036141 ISBN：978-4-307-17060-4 
19. 

金原出版 B5 判 112 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

WHO や AFIP などの国際的な組織分類に基

づき、近年の免疫組織学的・分子生物学的手

法の進歩による肝芽腫や膵腫瘍の新しい知

見を取り入れて解説したカラー図譜。 

臨床・病理 脳腫瘍取扱い規約 臨床と病理カラーアトラス 第 3 版 
癌取扱い規約  

日本脳神経外科学会 編集 MBN：MJ10045345 ISBN：978-4-307-20276-3 
20. 

金原出版 B5 判 300 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

2007 年の脳腫瘍の WHO 分類の改訂に対応

し、診断・治療に関する 近の進歩を織り込

み、現時点でエビデンスとして認められている

内容を記載。 

これからの乳癌診療 2010-2011 第 1 版 
これからの乳癌診療  

園尾  博司 監修 MBN：MJ10045346 ISBN：978-4-307-20278-7 
21. 

金原出版 B5 判 178 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

乳癌に関する 1 年間の内外新知見の中から、

知っておくべき研究の進歩やトピックスを、エ

キスパートが整理し集約。年鑑的よりどころと

なるよう理解しやすく簡潔に記述した。 

腫瘍内科ゴールデンハンドブック  
 

畠 清彦 編 MBN：MJ10043444 ISBN：978-4-524-25387-6 
22. 

南江堂 新書判 434 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

好評の「ゴールデンハンドブック」の腫瘍内科

版。日頃の実臨床に必要な知識を余すところ

無く網羅。ハンディなポケットサイズで、関連

のコメディカルスタッフにもおすすめ。 

輸液ができる、好きになる 考え方がわかる Q&A と処方計算ツールで実践力アップ  
 

今井裕一 著 MBN：MJ10047299 ISBN：978-4-7581-0691-7 
23. 

羊土社 A5 判 253 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

即戦力の知識とツールを凝縮！Q&A、無料で

使える自動計算ソフト、応用力を磨く演習問

題で、複雑な計算式を覚えなくとも適切な輸

液処方を行えるようになります。 

今日のジェネリック医薬品 2010-2011  
 

増原慶壮 他編 MBN：MJ10047272 ISBN：978-4-524-26389-9 
24. 

南江堂 B6 判 766 頁 定価 3,045 円 (本体2,900 円)

『今日の治療薬』に準拠した便覧形式で薬効

分類や一般名・先発品名から対応するジェネ

リック品、薬価、会社名等が一目でわかる。

2010 年 5 月薬価収載新薬まで掲載。 

実践 漢方ガイド 日常診療に活かすエキス製剤の使い方  
 

中野 哲 他監 MBN：MJ10047260 ISBN：978-4-260-01045-0 
25. 

医学書院 B5 判 416 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

漢方薬に関心をもつ医師・薬剤師のためのプ

ラクティカルな漢方製剤ガイド。症状・疾患チ

ャートでエビデンスのある漢方薬をひき、方剤

関連図で薬性を確認。 

補完・代替医療 アーユルヴエーダとヨーガ 改訂第 2 版 
 

上馬塲和夫 著 MBN：MJ10046400 ISBN：978-4-7653-1437-4 
26. 

金芳堂 A5 判 211 頁 定価 3,045 円 (本体2,900 円)

インド医学を代表するアーユルヴェーダとヨー

ガを西洋医学の見地から解説。改訂版では

新の研究成果や人工知能つきのシローダ

ーラーロボットの情報などを盛り込んだ。 

困りがちなあんな場面こんな場面での身体診察のコツ  
 

大西弘高 編 MBN：MJ10037945 ISBN：978-4-7581-0690-0 
27. 

羊土社 A5 判 173 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

普段、見よう見まねで行っている身体診察、で

も実は困ってしまうことがある…そんな事例が

満載！上級医ならではのコツを学んで、一歩

先を目指したい若手医師にオススメ！ 
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MRSA－基礎・臨床・対策－ 改訂版 
 

河野 茂 編 MBN：MJ10047294 ISBN：978-4-7532-2444-9 
28. 

医薬ジャーナル社 B5 判 320 頁 定価 5,145 円 (本体4,900 円)

MRSA の薬剤耐性、疫学、診断・治療など

新情報に改訂！ 院内感染対策では、各部

署で発生する疑問とその対策の項を追加。感

染症専門医及び専門医を志す医師必携の

書！ 

金沢大学附属病院 Team DiET 糖尿病チーム医療  
 

篁 俊成 編著 MBN：MJ10047301 ISBN：978-4-7583-0166-4 
29. 

メジカルビュー社 A5 判 160 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

生活習慣病としての糖尿病の診療には“チー

ム医療の実践”が効果的。これまでに実績を

積んできた Team DiET がその具体的方法と

外来ですぐ使えるメソッドを紹介。 

病棟血糖管理マニュアル 理論と実践 第 1 版増補 
 

松田  昌文 著者 MBN：MJ10045344 ISBN：978-4-307-10151-6 
30. 

金原出版 B6 変型判 176 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

病棟での血糖管理の理論と実践についての

マニュアルで、2008 年刊行の好評書の増補

版。診断基準の改訂などの糖尿病診療の変

化に対応し、参考資料についても大幅に充

実。 

新しい糖尿病の治療 完全なる目標達成を目指したこれからの管理・治療のあり方  
 

加来浩平 編著 MBN：MJ10047322 ISBN：978-4-88002-682-4 
31. 

新興医学出版社 B5 判 179 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

ライフスタイルへの介入から新規抗糖尿病

薬、再生医療、合併症管理のあり方まで糖尿

病の管理と 新の知見を網羅。糖尿病の根

本的な治療を目指して企画された。 

アフェレシス療法ポケットマニュアル  
 

野入英世 他編著 MBN：MJ10047263 ISBN：978-4-263-20669-0 
32. 

医歯薬出版 新書判 296 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

実践にすぐに使える便利なコンパクト・マニュ

アル。東大病院血液浄化療法部の治療プロト

コルを分かりやすく解説。 

これでわかる腎性貧血の診かたと治療 ガイドライン活用の手びき  
 

栗山 哲 著 MBN：MJ10047271 ISBN：978-4-524-26374-5 
33. 

南江堂 A5 判 122 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

好評の“これでわかる”シリーズに腎性貧血を

解説する 新版登場。腎性貧血の専門家で

ある著者がその疫学・診断・治療について

新のガイドラインを基にわかりやすく解説。 

ぶらなび 血液疾患診療ナビ あなたが診ても，ここまでわかる！  
 

宮崎 仁 編 MBN：MJ10047273 ISBN：978-4-525-23291-7 
34. 

南山堂 B5 判 207 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

外来で毎日診ている血液疾患と検査異常値

のみに焦点をあて、自分の診察室でできる臨

床検査だけで適切なアセスメントやマネジメン

トにたどりつけるようナビゲート。 

老年医学 update 2010-11  
日本老年医学会雑誌編集委員会 編 

 MBN：MJ10047304 ISBN：978-4-7583-0482-5 
35. 

メジカルビュー社 B5 判 224 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

老年医学とその関連領域の 新情報を盛り

込んだ year book。2009 年の日本老年医学会

雑誌に掲載された「総説」と「老年医学の展

望」に加え、特集「生活習慣病－新薬と高齢

者医療」、「脳卒中治療ガイドラインに基づく

高齢者診療」を掲載。 

根拠にもとづく 高齢者施設ケア  
 

田宮菜奈子 他編著 MBN：MJ10047305 ISBN：978-4-7653-1438-1 
36. 

金芳堂 A5 判 349 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

転倒、院内感染、褥創の対処から終末期ケ

ア、リスクマネジメント、医療廃棄物管理まで、

高齢者施設入所者の QOL 向上につながるケ

アの質を高めるためのエッセンスを凝縮。 

エッセンシャル神経精神医学と臨床神経科学  
スチュアート・ユドフスキー ロバート・ヘイルス 編 ／兼子直 総監訳 

 MBN：MJ10038510 ISBN：978-4-89013-390-1 
37. 

西村書店 B5 判 440 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

1）臨床本 ２） 新の神経科学に基づき、脳
部位や脳システムとの関連性から神経精神疾
患を詳述した。主要な精神疾患の病態の記
載は精神科医にとって、また神経疾患に併発
する精神症状の記載は神経内科医・脳外科
医にとっても役立つ。 新の成果を図表で解
説しているため、診断・治療への応用が容
易。より複雑化する神経精神医学分野におけ
る必携の書。 
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バナナ・レディ 前頭側頭型認知症をめぐる 19 のエピソード  
 

河村 満 監訳 MBN：MJ10047259 ISBN：978-4-260-00961-4 
38. 

医学書院 A5 判 224 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

前頭側頭型認知症（FTD）は罹患による著し

い性格変化や行動異常が特徴的で、本邦で

も注目されている。本書は海外における FTD

の貴重な症例集を翻訳したもの。 

レビー小体型認知症の臨床  
神経心理学コレクション  

山鳥 重 他編 MBN：MJ10046272 ISBN：978-4-260-01022-1 
39. 

医学書院 A5 判 192 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

レビー小体型認知症の発見者が、病理学的

発見の経緯から臨床上の特徴である行動心

理学的症状をはじめとした症状、診断、治療、

介護に至るまで語り尽くす。 

Charcot-Marie-Tooth disease(CMT) シャルコー・マリー・トゥース病診療マニュアル 

CMT 診療マニュアル編集委員会 編 

 MBN：MJ10045826 ISBN：978-4-7653-1418-3 
40. 

金芳堂 B5 判 162 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

CMT の診断、治療（薬物治療、理学・作業療

法、手術療法）、療養環境、 新医療技術を

神経内科、整形外科、リハビリテーション領域

及び患者の立場からわかりやすく解説。 

アルツハイマー病の謎を解く  
 

岩田修永 他著 MBN：MJ10046087 ISBN：978-4-498-12870-5 
41. 

中外医学社 A5 判 314 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

アルツハイマー病研究の 前線をダイナミック

に解説した書。複合的なアプローチによる研

究成果を鮮やかにまとめている。 

カラーアトラス末梢神経の病理  
 

秋口一郎 監 MBN：MJ10046668 ISBN：978-4-498-12874-3 
42. 

中外医学社 A4 判 176 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

神経内科専門医のために、末梢神経疾患の

病理のすべてをビジュアルに解説した決定

版。 

神経内科ポケットリファレンス  
 

桑原 聡 監 MBN：MJ10046669 ISBN：978-4-498-12876-7 
43. 

中外医学社 B6 変型判 306 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

ベッドサイドや診察室の臨床の現場で役立つ

神経解剖、臨床評価スケール、診断基準、治

療ガイドラインなどをコンパクトにまとめたポケ

ットブック。 

これでわかる頭痛診療 頭痛外来でのノウハウとコツ  
 

鈴木則宏 他著 MBN：MJ10047270 ISBN：978-4-524-26252-6 
44. 

南江堂 A5 判 158 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

日本人の多くが悩まされている頭痛につい

て、「頭痛外来」を有する慶應義塾大学病院

の担当医が、「専門外来」ならではの経験をも

とに診療の実際をわかりやすく解説。 

エキスパートによる強迫性障害（ＯＣＤ）治療ブック  
 

上島国利 編集代表  MBN：MJ10047307 ISBN：978-4-7911-0736-0 
45. 

星和書店 A5 判 252 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

①臨床本②強迫性障害（ＯＣＤ）治療のエキ

スパート達による治療ガイドブック。画像診断

や薬物療法、認知療法など 新情報を紹介。

統合失調症回復への糸口  
 

菊池 慎一 著  MBN：MJ10039122 ISBN：978-4-7911-0738-4 
46. 

星和書店 A5 判 288 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

①臨床本②患者と接する中での素朴な疑問

や些細な気づきを丹念に検討しながら、きめ

細かな支援をし、回復につなげていくためのヒ

ント集。 

〈特集〉統合失調症の現在（仮）  
 

 MBN：MJ10047310 ISBN：978-4-7911-6058-7 
47. 

星和書店 B5 判 約 150 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

①臨床本②“統合失調症”回復へのプロセス

について、 新情報を交えて解説。認知行動

療法などの効果的な治療、地域支援などをわ

かりやすくＱ＆Ａ形式で紹介。 
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精神科薬物相互作用ハンドブック  
 

上島国利 他監訳 MBN：MJ10046270 ISBN：978-4-260-00959-1 
48. 

医学書院 A5 判 416 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

精神科臨床に必須の相互作用の知識をケー

ススタディ形式で学べるハンドブック。薬剤名

からひける相互作用索引付き。 

摂食障害のセルフヘルプ援助 患者の力を生かすアプローチ  
 

西園マーハ 文 著 MBN：MJ10046273 ISBN：978-4-260-01044-3 
49. 

医学書院 B5 判 200 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

摂食障害の治療を効果的に進めるその理論

と臨床での使い方を、9 つの創作症例をベー

スに、資料編の「患者の力を生かす 12 のツー

ル」も交えながら、具体的に解説。 

摂食障害の認知行動療法  
 

切池信夫 監訳 MBN：MJ10047169 ISBN：978-4-260-01056-6 
50. 

医学書院 A5 判 392 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

摂食障害患者に関わる医師、臨床心理士に

対して、「摂食障害患者への認知行動療法」

の実施法やテクニックについて、詳しく具体的

に説明している。 

双極性障害の診断・治療と気分安定薬の作用機序  
 

寺尾 岳 他著 MBN：MJ10047324 ISBN：978-4-88002-811-8 
51. 

新興医学出版社 A5 判 148 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

うつ病患者の中には双極性障害であることが

見逃され、そのため薬が有効でなかったり、悪

化したりするケースも多い。本書では、双極性

障害の 新の知識をわかりやすく提供。 

広汎性発達障害 自閉症へのアプローチ  
専門医のための精神科臨床リュミエール 19  

市川宏伸 編 MBN：MJ10046089 ISBN：978-4-521-73133-9 
52. 

中山書店 B5 判 256 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

自閉症やアスペルガー障害を含む広汎性発

達障害を的確に理解し、適切な支援を行うた

めに役立つ一冊。発達障害の検査や診断、

福祉や教育における対応や支援について解

説。 

子どもの身体表現性障害と摂食障害  
子どもの心の診療シリーズ 3  

宮本信也 他編 MBN：MJ10046088 ISBN：978-4-521-73148-3 
53. 

中山書店 A5 判 270 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

子どもの身体表現性障害と摂食障害、そして

心身症について、心身両面からの治療可能

性を追求した。心の問題を背景として身体の

訴えを呈する子どもの理解に必携の書。 

精神科診療データブック  
 

松下正明 編 MBN：MJ10047174 ISBN：978-4-521-73221-3 
54. 

中山書店 B5 判 860 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

《臨床精神医学講座》別巻に、その後の 新

の内容を追加して、『精神科診療データブッ

ク』として再編集。精神科医療において不可

欠な知識と技術のエッセンスをまとめた書。 

記述的精神病理学の黎明 エスキロールとその時代  
精神医学の知と技  

濱中淑彦 著 MBN：MJ10047266 ISBN：978-4-521-73222-0 
55. 

中山書店 四六判 320 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

「 初の本格的精神科医」エスキロールは現

代の記述的精神病理学にどのような影響を与

えたかを一冊に凝縮。巻末にエスキロール関

連 584 文献の総覧を記載。 

精神療法入門  
西園精神療法ゼミナール 1  

西園昌久 著 MBN：MJ10047267 ISBN：978-4-521-73223-7 
56. 

中山書店 A5 判 140 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

精神分析療法の第一人者である著者が 11 年

来開催している「精神療法講座」の内容を書

籍化。1 冊目となる本書では 初の 4 回分を

精神療法の「入門編」としてまとめた。 

EBM による呼吸器領域の漢方の使い方  
 

巽 浩一郎  MBN：MJ10042783 ISBN：978-4-89801-348-9 
57. 

ライフ・サイエンス B6 判 50 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

本冊子は、呼吸器領域において漢方医学に

馴染みの少ない先生方を対象に、漢方治療

をより身近なものにしていただくことに主眼を

置き、呼吸器領域における頻用漢方薬の基

礎的・臨床的エビデンスを整理し、使用時の

ポイントなどを簡潔に解説した。 
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結核 Up to Date（CD-ROM 付） 
結核症＋非結核性抗酸菌症＋肺アスペルギルス症 改訂第 3 版 

四元秀毅 他編 MBN：MJ10047269 ISBN：978-4-524-25355-5 
58. 

南江堂 B5 判 318 頁 定価 9,660 円 (本体9,200 円)

多彩な症状・所見を示す結核症について、そ

の基礎から 新知見までをわかりやすく解説

した好評書・ 新改訂版。本書の画像を自由

に使える CD-ROM 付。 

見逃しなく読める！ 胸部 X 線画像診断 Q&A 「人の肺」読影法と症例演習  
 

山口哲生 著 MBN：MJ10047300 ISBN：978-4-7581-1171-3 
59. 

羊土社 A5 判 222 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

レジデントノートの連載を単行本化！迅速か

つ確実な読影ができる著者考案の「人の肺」

読影法を伝授！さらに、厳選症例を Q&A 形

式にて読影する症例演習で読影力を鍛え

る！ 

心不全の急性期対応  
循環器臨床サピア 8  

北風政史 他編 MBN：MJ10047265 ISBN：978-4-521-73168-1 
60. 

中山書店 B5 判 300 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

症状を取るための急性期対応に加えて、その

心臓が次に戻るべきレベルをいかに改善され

た高い状態にするかを主眼に編集。現時点に

おける心不全治療の必携書。 

PCI（経皮的冠動脈インターベンション）診療・管理のテクニック  
 

佐々木達哉 著 MBN：MJ10047293 ISBN：978-4-7532-2443-2 
61. 

医薬ジャーナル社 B6 変型判 240 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

虚血性心疾患の主要な治療手段となっている

PCI（経皮的冠動脈インターベンション）。その

診療・管理の要点を簡潔にまとめ、著者の経

験と見識が詰まった充実の実践書！ 

MDCT による冠動脈プラーク診断  
心 CT 5  

小林芳樹 他編 MBN：MJ10047318 ISBN：978-4-8306-1954-0 
62. 

文光堂 B5 判 124 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

心血管イベントは死因の主要な原因を占めて

いるが、急性冠症候群を発症前に診断・予防

するための問題解決法として期待されている

MDCT での冠動脈プラーク評価を紹介。 

今さら聞けない心電図  
 

池田隆徳 編 MBN：MJ10047302 ISBN：978-4-7583-0198-5 
63. 

メジカルビュー社 A5 判 294 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

若手の循環器科医や研修医、関連スタッフ

が、日常診療において、今さら聞けない心電

図に関する疑問を余すことなく取り上げ、臨床

に沿ってわかりやすく Q&A 形式で解説。 

これから始める腎高血圧内科ハンドブック CKD の診断と治療  
【監修】檜垣實男 【編集】大蔵隆文 

 MBN：MJ10050558 ISBN：978-4-88003-840-7 
64. 

真興交易医書出版部 A5 判 208 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

①臨床本②日常遭遇する機会の多い高血圧

と腎臓病を “CKD” をキーワードに、いわば

新データに基づく腎高血圧内科入門書とし

て編集。これから高血圧や腎臓病を勉強した

いと考えている若手医師、専門領域の幅を広

げたいと考えている実地医家やアップデート

な知識の整理を行いたいと考えている専門医

の先生方にお薦めの１冊。 

小児てんかん診療マニュアル 改訂第 2 版 
 

藤原建樹 監 MBN：MJ10039535 ISBN：978-4-7878-1767-9 
65. 

診断と治療社 B5 判 360 頁 定価 6,195 円 (本体5,900 円)

新項目 を加 え大幅刷 新 。ケトン食療 法、

ACTH療法、脳梁離断から迷走神経刺激まで

網羅し、抗てんかん薬治療のポイントを分かり

やすく解説。 

小児アレルギー診療ブラッシュアップ  
 

末廣 豊 編 MBN：MJ10042910 ISBN：978-4-7878-1772-3 
66. 

診断と治療社 B5 判 152 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

小児アレルギー診療ですぐに実践できるコツ

とポイントを各項 2 頁構成で読みやすくわかり

やすく解説。教科書やガイドラインの一歩先

の診療を目指す医師へ向けた 1 冊。 

小児神経学用語集 改訂第 3 版 
日本小児神経学会用語委員会 編 

 MBN：MJ10047636 ISBN：978-4-7878-1775-4 
67. 

診断と治療社 A5 判 192 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

レイアウトを刷新し、進歩の著しい分子遺伝学

領域や神経放射線分野の用語を追加したほ

か、略語の見直しを図り、新たに「抗てんかん

薬の略語表」を収載。 
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特異的発達障害診断・治療のための実践ガイドライン わかりやすい診断手順と支援の実際  

特異的発達障害の臨床診断と治療指針作成に関する研究チーム 編 

 MBN：MJ10047635 ISBN：978-4-7878-1781-5 
68. 

診断と治療社 B5 判 148 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

特異的読字障害・特異的算数障害の診断用

検査シートと詳細な解説から成るガイドライ

ン。特異的発達障害を的確に判断・支援でき

る。 

下痢・便秘  
小児科臨床ピクシス 18  

清水俊明 編 MBN：MJ10047175 ISBN：978-4-521-73190-2 
69. 

中山書店 B5 判 208 頁 定価 8,190 円 (本体7,800 円)

成長を考慮した栄養法と下痢治療、食事内容

を見直すことで実践できる便秘の改善、有効

な薬物の使い方など、日常診療で遭遇する

“おなかの不具合”をまとめた。 

ウイリアムズ症候群ガイドブック  
 

大澤真木子 他監 MBN：MJ10037409 ISBN：978-4-521-73203-9 
70. 

中山書店 A5 判 188 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

染色体欠失による疾患は未解明な部分も多

く、一般の理解も十分には得られてない。本

書ではプライマリケア医、さらには患者・家族

にも理解できるよう解説。 

22q11.2 欠失症候群ガイドブック  
 

大澤真木子 他監 MBN：MJ10037410 ISBN：978-4-521-73204-6 
71. 

中山書店 A5 判 159 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

染色体欠失による疾患は未解明な部分も多

く、一般の理解も十分には得られていない。

本書ではプライマリケア医、さらには患者・家

族にも理解できるよう解説。 

整容性からみた乳房温存治療ハンドブック  
 

矢形 寛 他編 MBN：MJ10043467 ISBN：978-4-89592-641-6 
72. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A4 変型判 304 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

整容性を重視した乳房温存治療に求められる

新の知識と手技を集約した国内初の成書。

形成外科の視点を取り入れ温存手術の手技

を豊富なカラー写真・図を用いて詳しく解説。

外科周術期マニュアル  
 

岩井直躬 他編 MBN：MJ10045828 ISBN：978-4-7653-1436-7 
73. 

金芳堂 B5 判 282 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

外科ディビジョン制に対応し、ディビジョンの

専門家で各分野の周術期管理を執筆した。

特にベッドサイドの実際の事例、ピットフォー

ルについても解説した。 

脳神経外科バイブル VI 脊椎・脊髄疾患を究める  
 

窪田 惺 著 MBN：MJ10037958 ISBN：978-4-8159-1859-0 
74. 

永井書店 B5 判 662 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

脳神経外科バイブルシリーズ 新刊。 脳神

経外科医が経験することは少ないが、守備範

囲でもある脊椎・脊髄疾患を取り上げ、深く掘

り下げ、かつわかりやすく解説する。 

脳動脈瘤コイル塞栓術ハンドブック  
 

滝 和郎 編 MBN：MJ10042911 ISBN：978-4-7878-1769-3 
75. 

診断と治療社 B5 判 208 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

脳動脈瘤コイル塞栓術の基礎知識をはじめ、

写真・図表を多用し、手技から困難症例にい

たるまでを分かりやすく解説した。 

DVD 完全鏡視下肺葉切除術 左上葉切除術  
 

宮本好博 著 MBN：MJ10040711 ISBN：978-4-7653-1430-5 
76. 

金芳堂 DVD  定価 14,700 円 (本体14,000 円)

この DVD は、ともに考えながら手術を追体験

していただけるようノーカットです。No1 には解

説の音声が、No2 には術者と助手のディスカ

ッションの音声が入っている。 

専門医のための呼吸器外科の要点と盲点【I】  
呼吸器外科 Knack & Pitfalls  

土屋了介 監 MBN：MJ10043459 ISBN：978-4-8306-2328-8 
77. 

文光堂 B5 判 310 頁 定価 18,900 円 (本体18,000 円)

呼吸器外科専門医の質的要望に応える待望

の新シリーズ。第 I 巻では、原発性肺癌を中

心に取り上げ、解剖から手技、術後管理まで

網羅した。肺癌の外科治療のキモをまとめた。
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専門医のための呼吸器外科の要点と盲点【II】  
呼吸器外科 Knack & Pitfalls  

土屋了介 監 MBN：MJ10043460 ISBN：978-4-8306-2329-5 
78. 

文光堂 B5 判 270 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

呼吸器外科専門医の質的要望に応える待望

の新シリーズ。第 II 巻では、転移性肺腫瘍、

気胸・肺嚢胞、縦隔疾患、胸膜・胸壁疾患な

どといったさまざまな疾患を取り上げた。 

食道癌と肥満の鏡視下手術  
DS NOW 10  

上西紀夫 編 MBN：MJ10047891 ISBN：978-4-7583-1155-7 
79. 

メジカルビュー社 A4 判 152 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

「食道癌」と「肥満」の鏡視下手術を取り上げ、

安全かつ確実に手術を行うためのコツや工夫

を豊富なイラストを用いて、第一線の医師がわ

かりやすく解説。 

イラストレイテッド大腸癌手術 膜解剖にもとづく剥離のベストテクニック  
 

松木盛行 他著 MBN：MJ10047860 ISBN：978-4-260-00711-5 
80. 

医学書院 A4 判 184 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

消化器外科手術において も時間を費やし、

かつ慎重に丁寧に行わなければならない剥

離操作、その極意を膜構造の解明により説き

起こす。 

胆・膵  
みる・わかる・自信がつく！消化器外科手術ナビガイド  

中尾昭公 編 MBN：MJ10047877 ISBN：978-4-521-73139-1 
81. 

中山書店 B5 判 225 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

専門医修練カリキュラムを踏まえた内容で、豊

富な写真とイラストによって手術が体感できる

構成。手順が細かく理解でき、ポイントや

pitfall を解説。 

AO 法骨折治療［英語版 DVD－ROM 付］ 第 2 版 
 

糸満盛憲 日本語版総編集 MBN：MJ10047861 ISBN：978-4-260-00762-7 
82. 

医学書院 A4 判 800 頁 定価 39,900 円 (本体38,000 円)

世界中で翻訳され、骨折治療のバイブルとな

った『AO 法骨折治療』の翻訳第 2 版。近年飛

躍的に進歩を遂げた骨折治療の 前線を鮮

やかなシェーマや動画教材を用いて解説。 

外来整形外科のための 退行変性疾患の理学療法  
 

小関博久 編著 MBN：MJ10047866 ISBN：978-4-263-21355-1 
83. 

医歯薬出版 B5 判 228 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

外来整形外科疾患の理学療法のうち、運動

連鎖に注目して四肢・体幹全体の alignment

を改善する理学療法技術について解説。 

橈骨遠位端骨折 －進歩と治療法の選択－ 第 1 版 
 

斎藤  英彦 編者 MBN：MJ10045347 ISBN：978-4-307-25147-1 
84. 

金原出版 B5 判 296 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

橈骨遠位端骨折に対する種々の治療法のう

ち、発展の可能性があり今後も使い続けられ

るであろう治療法について、それぞれの第一

人者が紹介、解説。治療者が知りたい情報を

網羅した。 

老いを内包する膝 早期診断と早期治療  
 

井原秀俊 編 MBN：MJ10047923 ISBN：978-4-88117-053-3 
85. 

全日本病院出版会 B5 判 192 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

高齢社会で増加の一途の変形性膝関節症に

対する早期診断と早期治療を目的として、第

一線の医師・理学療法士が解りやすく解説す

る。 

カラーアトラス膝・足の外科  
 

越智光夫 編著 MBN：MJ10047875 ISBN：978-4-498-05454-7 
86. 

中外医学社 A4 判 590 頁 定価 37,800 円 (本体36,000 円)

既刊書『カラーアトラス手・肘の外科』に続くシ

リーズ第二弾として、膝と足の外科の実際を

多数の写真・イラストを用いて解説するビジュ

アルテキスト。 

腰痛クリニカルプラクティス  
整形外科臨床パサージュ 1  

山下敏彦 編 MBN：MJ10035033 ISBN：978-4-521-73211-4 
87. 

中山書店 B5 判 320 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

腰痛患者の外来にあたり整形外科医がすぐ

に活用できる診療実践マニュアル。患者の年

齢やニーズに応じて問診・診断・鑑別から保

存的治療まで具体的かつ分かりやすく解説。
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膝の痛みクリニカルプラクティス  
整形外科臨床パサージュ 2  

宗田 大 編 MBN：MJ10035034 ISBN：978-4-521-73212-1 
88. 

中山書店 B5 判 350 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

外来診療の実際を、年代別に、身体所見のと

り方、診断、鑑別診断、保存療法の流れに沿

って、フローチャートを用いながら分かりやす

く解説。 

整形外科専門医テキスト  
 

長野 昭 他編 MBN：MJ10037925 ISBN：978-4-524-24231-3 
89. 

南江堂 B5 判 1,038 頁 定価 25,200 円 (本体24,000 円)

日本整形外科学会認定の整形外科専門医に

必須な高水準の知識と技術の全体像を、運

動器疾患各分野の第一人者が分担して執

筆。整形外科の新たなスタンダードとなる一

冊。 

骨・関節術後感染対策ハンドブック 予防・診断・治療  
 

勝呂 徹 他編 MBN：MJ10047879 ISBN：978-4-524-25009-7 
90. 

南江堂 B5 判 168 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

周術期の感染防止対策と感染を起こした場合

の早期診断法、治療法について、日整会診

療ガイドラインのエビデンスに基づいて術前

準備から術中・術後の対策まで詳細に解説。

変形性股関節症 基本と UP TO DATE  
 

久保俊一 他編 MBN：MJ10047880 ISBN：978-4-524-25099-8 
91. 

南江堂 B5 判 256 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

変形性股関節症診療のベーシックな内容と新

しい知見・エビデンスなど、要点を押さえたコ

ンパクトなテキスト。股関節外科の基本とトピッ

クスの要覧としても役立つ一冊。 

肩関節鏡下手術  
スキル関節鏡下手術アトラス  

米田 稔 編 MBN：MJ10047908 ISBN：978-4-8306-2765-1 
92. 

文光堂 B5 判 464 頁 定価 18,900 円 (本体18,000 円)

整形外科診療の重要かつ必須領域となった

肩関節鏡下手術の基礎から応用までを網羅。

わりやすいカラー写真と手術術式全体の流

れ・ポイントを示したシェーマを多用して解

説。 

膝関節鏡下手術  
スキル関節鏡下手術アトラス  

吉矢晋一 編 MBN：MJ10047909 ISBN：978-4-8306-2766-8 
93. 

文光堂 B5 判 384 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

整形外科診療の重要かつ必須領域となった

膝関節鏡下手術の基礎から応用までを網羅。

わりやすいカラー写真と手術術式全体の流

れ・ポイントを示したシェーマを多用して解

説。 

スポーツ医学常識のうそ  
 

横江清司 著 MBN：MJ10047924 ISBN：978-4-88117-054-0 
94. 

全日本病院出版会 B5 判 80 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

スポーツ医学第一人者の著者が、世の中で

常識と思われているスポーツ医学にまつわる

43 項目の「うそ」を解りやすく紐解く。 

片麻痺回復のための運動療法 DVD 付  
促通反復療法「川平法」の理論と実際 第 2 版 

川平和美 著 MBN：MJ10045623 ISBN：978-4-260-01033-7 
95. 

医学書院 B5 判 224 頁 定価 6,510 円 (本体6,200 円)

主に脳卒中後の片麻痺に対して、著者が“川

平法”として提唱している促通反復療法の理

論的な背景と実際についてまとめた 1 冊。

DVD に収録した動画で、著者本人が解説。 

マニュアルセラピーに対するクリニカルリーズニングのすべて  
Mark A. Jones , Darren A. Rivett 編著 

藤縄 理 他監訳 MBN：MJ10046398 ISBN：978-4-7639-1054-7 
96. 

協同医書出版社 B5 判 500 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

マニュアルセラピーにおける 新理論と、世

界的に著名なセラピストによる 23 編のケース

スタディにより、技術と知識を融合し、臨床に

おける推論と意思決定の過程を明示する。 

作業治療学 2 精神障害 改訂第 3 版 
作業療法学全書 改訂第 3 版 第 5 巻  

日本作業療法士協会 監 MBN：MJ10047893 ISBN：978-4-7639-2122-2 
97. 

協同医書出版社 B5 判 380 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

日本作業療法士協会監修の定評あるテキスト

の改訂第 3 版。第 5 巻は、今後の精神保健医

療福祉の方向を見据えた作業療法の役割と

機能、作業療法の基礎から応用までを学ぶ一

冊。 
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生殖医療の未来学 生まれてくる子のために  
 

吉村泰典 著 MBN：MJ10040135 ISBN：978-4-7878-1771-6 
98. 

診断と治療社 B5 判 180 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

代理懐胎、体外受精、クローン、着床前診

断、子どもの権利など、生殖補助医療の進歩

と生命倫理のあり方への提言を集大成した書

籍。 

これだけは知っておきたい眼科領域のくすりとケア Q&A  
三宅養三／監修，東京医療センター薬剤部／編 

 MBN：MJ10045637 ISBN：978-4-8407-4083-8 
99. 

じほう A5 判 130 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

眼科領域のチーム医療にかかわる医療スタッ

フが、職種間のコミュニケーションと患者対応

の際に身に付けておくべき薬物療法や検査

および日常のケアの基礎知識を、わかりやす

いＱ＆Ａ形式にて解説しています。 

すぐに役立つ 臨床で学ぶ眼鏡処方の実際  
 

所 敬 他編著 MBN：MJ10036142 ISBN：978-4-307-35140-9 
100. 

金原出版 B5 判 144 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

眼鏡処方に必要な眼光学や屈折検査の基本

知識から、眼鏡処方時の注意点やコツ、処方

後のフォローアップまで、実践ですぐに役立

つ方法を具体的な症例を交えて解説。 

よくわかる 聴覚障害 難聴と耳鳴のすべて  
 

小川 郁 編著 MBN：MJ10045636 ISBN：978-4-8159-1862-0 
101. 

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

聴覚障害 とくに難聴と耳鳴の基礎から臨床

の実際までをわかりやすく解説する。 

急性中耳炎の治療のコツ 診療ガイドラインの使い方  
ATOMS ブック 2  

山中 昇 編 MBN：MJ10045348 ISBN：978-4-307-37101-8 
102. 

金原出版 B5 判 180 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

シリーズ第 2 弾となる本書では、診療ガイドラ

インの具体的な使い方を解説。個々の症例を

提示し、ガイドラインでは触れていない具体的

な治療の実際とコツを述べている。 

EBM 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の治療 2010-2011  
 

池田勝久 他編 MBN：MJ10046090 ISBN：978-4-498-06252-8 
103. 

中外医学社 B5 判 526 頁 定価 12,075 円 (本体11,500 円)

今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科の治療で問

題となる様々なテーマや判断に迷う事項につ

いて近年の代表的な文献、各種トライアルな

どからのエビデンスを基に指針を示す実践

書。 

JSA リフレッシャーコース 2008  
日本麻酔科学会 教育委員会・安全委員会 編 

 MBN：MJ10040721 ISBN：978-4-89592-644-7 
104. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A4 変型判 192 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

日本麻酔科学会学術集会において毎年開催

される「リフレッシャーコース」の講義録。「2002

～2004」、「2005」、「2006」、「2007」に続く第 5

弾。 

第 48 回（2009 年度） 麻酔科専門医認定筆記試験問題解説集  
麻酔科専門医試験対策研究会 編 

 MBN：MJ10044372 ISBN：978-4-7719-0369-2 
105. 

克誠堂出版 B5 判 284 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

（社）日本麻酔科学会主催の第 48 回麻酔科

専門医認定筆記試験の問題とその解答を“解

説”“要点チェック”“関連過去問題”などの項

目に分けて、簡潔・明解にまとめた。 

レボブピバカインの基礎と臨床  
 

浅田 章 他編 MBN：MJ10046670 ISBN：978-4-7719-0370-8 
106. 

克誠堂出版 A5 判 192 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

新局所麻酔薬レボブピバカインの生理学的・

臨床薬理学的な作用を明確にするとともに、

臨床的に他の局所麻酔薬とどのようにことなる

のかを具体的に解説する。 

For Professional 癌性疼痛  
For Professional Anesthesiologists  

花岡一雄 編 MBN：MJ10046671 ISBN：978-4-7719-0371-5 
107. 

克誠堂出版 B5 判 340 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

癌の痛みを理解する知識を全て網羅。癌性

疼痛の発症機序、使用する薬物、オピオイド

の使用法と副作用、鎮痛補助薬、在宅医療な

どの各項目を専門家が平易に解説する。 
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整形外科ペインクリニック  
 

小川節郎 編 MBN：MJ10047895 ISBN：978-4-7719-0372-2 
108. 

克誠堂出版 B5 判 262 頁 定価 7,980 円 (本体7,600 円)

整形外科疾患による痛みに対するペインクリ

ニック的診断と治療の実践的な書。ペインクリ

ニック診療上遭遇することが多い疾患につい

て、原因、診断、治療、予後経過を解説。 

エキスパートの気管挿管  
 

車 武丸 編著 MBN：MJ10047876 ISBN：978-4-498-05514-8 
109. 

中外医学社 B5 判 210 頁 定価 9,030 円 (本体8,600 円)

安全な気管挿管のために、困難気道にも対

応できる上質の挿管法から分離肺換気・小児

の困難気道といった発展的内容までをエキス

パートが解説する決定版。 

難治性疼痛の薬物療法  
 

樋口比登実 編 MBN：MJ10047886 ISBN：978-4-525-30871-1 
110. 

南山堂 B5 判 256 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

難治性疼痛に対し、様々な治療法が行われ

ている中、薬物治療に焦点をあて疾患ごとに

症例を切り口とし、薬剤の使用法をわかりやす

く解説。 

麻酔科薬剤ノート 周術期の麻酔・救急対応薬の使用のポイント  
 

讃岐美智義 編 MBN：MJ10047890 ISBN：978-4-7581-1101-0 
111. 

羊土社 B6 変型判 287 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

麻酔科で使う薬剤がまとまったコンパクトな 1

冊！麻酔のプロの実践的かつ専門的な使い

方が学べます。周術期によく使う、新しい薬剤

を中心に厳選してポイントを解説。 

稼ぐ大学病院 教育研究と経営のはざまで  
 

【著】高崎眞弓  MBN：MJ10050557 ISBN：978-4-88003-229-0 
112. 

真興交易医書出版部 四六判 200 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

医学教育および医学研究と経営のはざまで

揺れる大学病院の現状を知ってもらい、大学

病院の今後を考える。 

オトコのうつ イライラし、キレやすく、黙り込む男性のうつを支える女性のためのガイド  
Ｄａｖｉｄ Ｂ．Ｗｅｘｌｅｒ 著、山藤奈穂子 監訳、山藤奈穂子 荒井まゆみ 訳 

 MBN：MJ10047308 ISBN：978-4-7911-0739-1 
113. 

星和書店 四六判 372 頁 定価 2,310 円

①臨床本②あなたの男性パートナーがうつ病

になったら？ 男性特有のうつ病とは？ 会話

のコツ、治療につなげるコツなどを学べるガイ

ドブック。 

基礎から学ぶ 医師事務作業補助者研修テキスト 改訂第 2 版 
 

中村雅彦 著 MBN：MJ10037960 ISBN：978-4-8159-1861-3 
114. 

永井書店 B5 判 200 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

平成 22 年度の診療報酬改定で評価が引き上

げられた医師事務作業補助者。病院内での

研修テキストとして、また仕事内容を理解する

うえで病院に常備・採用してほしい一冊。 

医の倫理と法 その基礎知識 改訂第 2 版 
 

森岡恭彦 著 MBN：MJ10047885 ISBN：978-4-524-26327-1 
115. 

南江堂 A5 判 126 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

医療者が身に着けておくべき医療倫理を平

易かつ明快に解説した好評書の改訂版。複

雑難解な倫理問題が 近の身近な事例を基

にした解説で分かりやすい。 

患者さんと共有できる 診療所外来点数マニュアル 2010 年 4 月版  
 

診療報酬研究会／編著  MBN：MJ10021823 ISBN：978-4-8407-4058-6 
116. 

じほう A4 判 350 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

患者さんに も身近な診療所の外来にフォー

カスを絞り、点数早見表と算定ルールの要点

を理解し、外来の患者さんへの会計の疑問へ

「アカウンタビリティー（説明責任）」を十分に

果たすことに焦点を当てた構成。診療報酬に

関わる情報を患者さんと共有できることをめざ

して編集された書籍です。 

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック  
 

落合滋之 監修 MBN：MJ10045385 ISBN：978-4-7809-1015-5 
117. 

学研メディカル秀潤社 B5 判 240 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。 

(本体2200 円)
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耳鼻咽喉科学用語解説集  
 

日本耳鼻咽喉科学会 編 MBN：MJ10045827 ISBN：978-4-7653-1433-6 
118. 

金芳堂 A5 判 631 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

耳鼻咽喉科・頭頸部外科、関連領域において

使用頻度の高い重要な用語を約 3000 語選び

出し、解説を付けた。 

50 音順・商品名でひける 治療薬事典  
 

黒川 清 監 MBN：MJ10046299 ISBN：978-4-88378-810-1 
119. 

総合医学社 B6 判 2,000 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

約 3,500 種の薬剤が、商品名（アイウエオ順）

でひけ、第一人者による実践的な解説がつい

た事典です。ナースやスタッフの他、患者や

家族のための事典でもあります。 

解体新書の謎  
 

大城 孟  MBN：MJ10042782 ISBN：978-4-89801-341-0 
120. 

ライフ・サイエンス B5 判 211 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

今から約 230 年前の江戸時代、オランダ語解

剖書を翻訳して出版された『解体新書』。本書

では、医師の立場から分かりやすく解説すると

ともに、『解体新書』刊行にまつわる数々の謎

に迫っている。十数年にわたる研究成果を集

大成した著者渾身の書。 

職場のうつ－対策実践マニュアル－  
松原六郎 五十川早苗 齊藤忍 著  

 MBN：MJ10047309 ISBN：978-4-7911-0740-7 
121. 

星和書店 四六判 220 頁 定価 1,890 円 (本体1800 円)

①臨床本②職場におけるうつ病のメンタルヘ

ルス対策マニュアル。復職トレーニングなど図

表や文例、Q&A、事例を示し、わかりやすく解

説。 

疫学 医学的研究と実践のサイエンス  
Leon Gordis 

木原正博 他訳 MBN：MJ10043471 ISBN：978-4-89592-647-8 
122. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 判 400 頁 定価 5,880 円 (本体5,600 円)

ジョンスホプキンス大学公衆衛生大学院の疫

学教育のノウハウを凝縮したフルカラーの教

科書。好評「医学的研究のデザイン」姉妹書

である日本語版は読みやすくわかりやすい。 

臨床検査技師国家試験問題集 2011 年版 CD-ROM 付  
 

日本臨床検査学教育協議会 編 MBN：MJ10047867 ISBN：978-4-263-22176-1 
123. 

医歯薬出版 B5 判 690 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

2010 年 2 月実施の第 56 回国家試験問題・解

答を収載。第 47～56 回に出題された問題の

出題傾向を分析・整理。国試科目に沿って系

統別に実力養成ができる。 

臨床検査技師国家試験注解 2011 版 2011 版 
臨床検査技師国家試験問題注解編集委員会 編者 

 MBN：MJ10045350 ISBN：978-4-307-77163-4 
124. 

金原出版 B5 判 840 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

「臨床検査技師国家試験出題基準(ガイドライ

ン)」に対応して、各問題に出題基準分類を記

載。既出問題にはないが知っておくべき例題

も多数掲載。巻末に出題基準と出題傾向一

覧を掲載した。 

診療放射線技師国家試験問題注解 2011 年版 2011 年版 
 

放射線技師試験研究会 編集 MBN：MJ10045351 ISBN：978-4-307-77164-1 
125. 

金原出版 B5 判 500 頁 定価 7,245 円 (本体6,900 円)

H15～22 年の既出問題および平成 22 年国試

の全問題を簡潔に解説、さらに、多くの受験

生が苦手とする計算問題対策として科目ごと

に予想問題をあげて説明した。 

動画で学ぶ脊髄損傷のリハビリテーション［DVD－ROM 付］  
 

田中宏太佳 他編 MBN：MJ10046269 ISBN：978-4-260-00778-8 
126. 

医学書院 B5 判 152 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

110 を超える豊富な動画により、脊髄損傷患

者へのリハビリテーション実施に必要な全ての

技術を紹介。医師だけでなく、療法士、看護

師にも必要な情報を網羅。 

失名辞 失語症モデルの現在と治療の新地平  
 

佐藤ひとみ 訳 MBN：MJ10046271 ISBN：978-4-260-00992-8 
127. 

医学書院 A5 判 224 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

本書は、脳損傷により名指す行為が障害され

た“失名辞 anomia”という症状を考察し、失名

辞の臨床的評価法の提案と治療（呼称セラピ

ー）研究を論評している。 
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摂食・嚥下障害への作業療法アプローチ 基礎理解から疾患別対応まで  
 

東嶋美佐子 編 MBN：MJ10038479 ISBN：978-4-263-21354-4 
128. 

医歯薬出版 B5 判 330 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

作業療法士のために摂食嚥下の基礎知識か

ら、疾患別における具体的対応のアプローチ

についてを、わかりやすく解説。 

なるほど！失語症の評価と治療 -検査結果の解釈から訓練法の立案まで－ 第 1 版 
 

小嶋  知幸 編著 MBN：MJ10045349 ISBN：978-4-307-75023-3 
129. 

金原出版 B5 判 180 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

検査結果の分析方法や訓練法立案の考え方

をできるだけわかりやすく具体的に記載。シン

プルかつ明解な基礎理論で、訓練のアイデア

が満載。 

筋電図バイオフィードバック療法  
 

エリックペパー 監 MBN：MJ10046399 ISBN：978-4-7653-1434-3 
130. 

金芳堂 B5 判 146 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

リハビリテーション医療現場において理学療

法士が治療手段に使う筋電図バイオフィード

バック（BF）療法を解説した。 

理学療法士のための コンディショニング入門 運動療法の効果を引き出すアプローチ 

 

高橋仁美 他編 MBN：MJ10047878 ISBN：978-4-521-73224-4 
131. 

中山書店 AB 判 176 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

運動療法の効果をより高めることができるコン

ディショニング。その定義と具体的な方法を明

確にした本邦初の入門書。 

リハビリスタッフに求められる 薬・栄養・運動の知識 内部障害のケアのために  
 

上月正博 編 MBN：MJ10047881 ISBN：978-4-524-25392-0 
132. 

南江堂 B5 判 294 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

理学療法士・作業療法士・看護師などがリハ

ビリテーションを行う際に 低限知っておくべ

き薬物療法、栄養指導、生活習慣の改善など

の基本的事項を具体的にまとめた実際書。 

理学療法スーパーバイズマニュアル 臨床実習生・新人理学療法士指導のために  
 

新田 收 他編 MBN：MJ10047634 ISBN：978-4-524-25398-2 
133. 

南江堂 B5 判 342 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

臨床実習生・新人理学療法士の指導法を実

際の流れに即して示し、経験の浅い施設・指

導者が計画を作成するのにすぐに役立つ。社

団法人 日本理学療法士協会 推薦。 

はじめての臨床 脳血管障害  
理学療法スタートライン  

新田 收 他編 MBN：MJ10047882 ISBN：978-4-524-26011-9 
134. 

南江堂 A5 判 238 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

若手理学療法士、臨床実習生が誰もが遭遇

する疑問やつまずきに対処する力を養うため

の 初の入門書。理学療法の流れを理解す

るためにも、知識の確認にも使える座右の書。

運動器リハビリテーションシラバス セラピストのための実践マニュアル 改訂第 2 版 
日本運動器リハビリテーション学会 他監 

 MBN：MJ10047883 ISBN：978-4-524-26075-1 
135. 

南江堂 B5 判 222 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

認定「運動器リハビリテーションセラピスト」を

目指す人のための必携書。講習会に沿った

教科書的内容と臨床実地ですぐに役立つ実

際書の性格を併せ持った学会公認テキスト。 

誰でもわかる動作分析 II これでますます理解できました  
 

村井貞夫 監 MBN：MJ10047884 ISBN：978-4-524-26256-4 
136. 

南江堂 A5 判 190 頁 定価 2,415 円 (本体2,300 円)

身近な事象を例にとった「わかりやすい」解説

で動作分析の勉強のアレルギーを解消した好

評書の第 2 弾。誰でも「わかる」から「誰でもで

きる」にバージョンアップ。 

リスク管理 その解釈と統合～積極的な理学療法を目指して  
実践 MOOK・理学療法プラクティス  

嶋田智明 他編 MBN：MJ10047910 ISBN：978-4-8306-4370-5 
137. 

文光堂 B5 判 210 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

リスク管理を患者の安全確保を目的としたあら

ゆる個人的、組織的取組みとして捉え、押え

るべきリスクはしっかり押えた上で積極的な理

学療法を展開する具体的方法を探った。 
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運動療法学各論 高齢者の機能障害に対する運動療法  
 

市橋則明 編 MBN：MJ10047911 ISBN：978-4-8306-4384-2 
138. 

文光堂 B5 判 190 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

高齢者の機能障害に対する運動療法に必要

な知識と実践技術を記載。日本の「高齢者の

機能障害」に対する運動療法学の今日的到

達点が簡潔か平易に理解できる。 

2011 管理栄養士国家試験 必修ポイント ファーストステージ  
人体の構造と機能および疾病の成り立ち，基礎栄養学，臨床栄養学 

医歯薬出版 編 MBN：MJ10047871 ISBN：978-4-263-70835-4 
139. 

医歯薬出版 B5 判 400 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

ガイドライン完全準拠！2010 年実施の第 24

回国試問題も収録。精選されたテーマごとに

必修ポイントを学習できる。姉妹書「セカンドス

テージ」と共に管栄国試を攻略！ 

2011 管理栄養士国家試験 必修ポイント セカンドステージ  
社会・環境と健康，公衆栄養学，食べ物と健康，給食経営管理論，応用栄養学，栄養教育論 

医歯薬出版 編 MBN：MJ10047872 ISBN：978-4-263-70836-1 
140. 

医歯薬出版 B5 判 472 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

ガイドライン完全準拠！2010 年実施の第 24

回国試問題も収録。精選されたテーマごとに

必修ポイントを学習可能。姉妹書「ファースト

ステージ」と共に管栄国試を攻略！ 

いざ実践！慢性腎臓病（CKD）の栄養管理 具体的アプローチとそのコツ  
 

加藤明彦 監 MBN：MJ10047912 ISBN：978-4-8306-6038-2 
141. 

文光堂 B5 判 180 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

主に若手の栄養管理士や看護師を読者対象

に、CKD の基礎知識や栄養管理（生活指導

や食事指導、薬物指導など）について分かり

やすく解説したテキストブック。 

介護・看護関係書 

ナーシングムック 59 足病変ケアマニュアル  
 

上村哲司 編 MBN：MJ10045387 ISBN：978-4-7809-2004-8 
142. 

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

専門的知識や治療技術が確立されていない

足病変であるが、積極的に取り組んでいる施

設のノウハウから、どう患者をケアしていけば

よいかを、病態生理、治療、 新のフットケア

の知識まで解説。また、院内・院外の連携の

実際も紹介する。 

早わかり観察計画・記録ノート  
早わかりシリーズ  

大島敏子 監修 MBN：MJ10048846 ISBN：978-4-7965-2226-7 
143. 

照林社 A6 変型判 160 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

観察計画を、診療科別（臓器別）に遭遇しや

すい状況・問題に統合・整理した本。実習中

の学生や新人看護師が使用しやすく、「観察・

記録」の簡便なマニュアルとして使える。 

2011 年版 保健師国家試験問題 解答・解説 ２０１１年版 
 

メヂカルフレンド社編集部 編 MBN：MJ10037057 ISBN：9784839214289 
144. 

メヂカルフレンド社 B5 判 372 頁 定価 2,835 円 (本体2,700 円)

◎パーフェクトな解説とプラスαの知識で自

信をもって答ができる ◎保健師国家試出題

基準に沿った問題配列 ◎解答重視で根拠

のある解答ができる ◎過去問題は、過去５

年分の問題から重要度の高い問題を精選し

て掲載 ◎過去問題は内容本位で分類し、解

説をまとめているので効率的な学習ができる 

看護成果分類（NOC） 看護ケアを評価するための指標・測定尺度 第 4 版 
 

江本愛子 監訳 MBN：MJ10047862 ISBN：978-4-260-01031-3 
145. 

医学書院 A5 判 1,104 頁 定価 7,560 円 (本体7,200 円)

NANDA－I 看護診断、NIC（看護介入分類）と

並んで、看護の標準言語体系の 1 つ。新しい

成果を 58 項目追加し、また定義、測定尺度、

指標にも改訂が加えられた。 

ケースブック患者相談  
 

瀧本禎之 他編 MBN：MJ10047863 ISBN：978-4-260-01040-5 
146. 

医学書院 A5 判 268 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

編者らが蓄積した患者相談のケースを参考に

した 50 ケースを収載。相談やクレームは、医

療の質向上につながる貴重な指摘であるとい

うことが伝わる内容となっている。 

 

 

－ 15 －

 



 

NANDA－NIC－NOC の理解 看護記録の電子カルテ化に向けて 第 4 版 
 

黒田裕子 著 MBN：MJ10047864 ISBN：978-4-260-01079-5 
147. 

医学書院 B5 判 220 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

NANDA－NIC－NOC の院内の電子カルテシ

ステムに導入する際の基本的事項を網羅した

定本。 

これなら使える看護診断 厳選 84 NANDA－I 看護診断ラベル 第 4 版 
 

江川隆子 編 MBN：MJ10047865 ISBN：978-4-260-01098-6 
148. 

医学書院 A5 判 408 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

改訂 新版「NANDA－I 看護診断 定義と分

類 2009－2011」に合わせて内容を刷新。 

ひとりで学べる看護研究  
 

山口瑞穂子 編著 MBN：MJ10048845 ISBN：978-4-7965-2222-9 
149. 

照林社 B5 判 144 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

看護研究の進め方を自主学習できる、わかり

やすい入門書。解説と図解の見開きの構成

で、要点が簡潔にまとまっており、理解しやす

い。豊富な図表に加えて、用語の解説も充

実。 

質的研究のメタスタディ実践ガイド  
 

石垣和子 他監訳 MBN：MJ10047859 ISBN：978-4-260-00629-3 
150. 

医学書院 A5 判 192 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

看護系大学院などにおいて看護研究に取り

組もうとする学生や研究者にとって必須の方

法論であるメタスタディの唯一の実践ガイドの

邦訳。 

2011 年版 准看護師試験問題集 付 模範解答（別冊）  
 

医学書院看護出版部 編 MBN：MJ10045624 ISBN：978-4-260-01046-7 
151. 

医学書院 B5 判 584 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

2011 年の准看護師資格試験受験者対象の

問題集。2009 年度の全問題を地域別に収載

し、2006 年－2009 年度試験問題から精選し

た 600 問も教科別に収載。 

2011 年版 保健師国家試験問題 解答と解説 付「別冊 直前チェック BOOK」  
 

「標準保健師講座」編集室 編 MBN：MJ10046274 ISBN：978-4-260-01069-6 
152. 

医学書院 B5 判 708 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

過去 6 回の保健師国家試験問題を、国家試

験出題基準にそって分類、詳細な解答・解説

を加えた。2011 年版より、新出題形式に対応

した、模擬問題を掲載。 

仲間とみがく 看護技術 イメージ＆ビルド＆アクション  
 

大森武子 他著 MBN：MJ10047868 ISBN：978-4-263-23540-9 
153. 

医歯薬出版 A4 判 158 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

「看護技術をみがく」みちすじを脳行動の視点

から組み立て展開。「あたま」と「からだ」を使っ

て情報を吸収した後、それを分析・総合して

自主的に行動できるよう導く書。 

固定チームナーシング用語集  
 

著：西元勝子  MBN：MJ10041559 ISBN：978-4-87804-045-0 
154. 

看護の科学社   予定価1,050円 (本体1,000 円)

固定チームナーシング方式のもつ 23 の用語

と用例をわかりやすく解説。固定チームナー

シングの導入､活用に役立つ一冊。 

進化する慢性病看護 不確かさの中にある病のプロセスをともに歩む  
 

編集：東めぐみ   ISBN：978-4-87804-046-7 
155. 

看護の科学社   予定価2,100円 (本体2,000 円)

慢性疾患看護専門看護師である編者が､実

践事例を紹介しながら､実践の基盤となる知

識や考え方などを示しています。 

実践！災害看護 看護者はどう対応するのか  
 

野中廣志 著 MBN：MJ10039265 ISBN：978-4-7965-2221-2 
156. 

照林社 B5 判 144 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

新潟病院における中越沖地震の体験、災害

医療センターでの災害看護の実践のある著

者ならではの視点で具体的に解説。簡潔に

表記しているので、院内研修や看護基礎教育

のテキストにも。 
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2011 年版 准看護師試験問題・解答集 ２０１１年版 
 

メヂカルフレンド社編集部 編 MBN：MJ10034910 ISBN：9784839214258 
157. 

メヂカルフレンド社 B5 判 520 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

◎2010 年 2 月に行われた全都道府県(８ブロック）の
准看護師試験問題全 1200 題を一挙掲載！ ◎「傾
向と対策」で今年の問題を徹底分析！問題を解くだ
けでない試験対策ができる！ ◎科目ごとの「Point 
check」と「Keyword」で重要ポイントを簡単チェック！  
◎2008 年・2009 年に出題された問題を精選して掲
載！弱点の補強に 適！ ◎「おさえておきたい！
受験の基本テクニック」でマークシート方式の解答の
コツまでわかる！ 

2011 年版 全国看護学校進学コース入学試験問題・解答集 ２０１１年版 
 

メヂカルフレンド社編集部 編 MBN：MJ10034911 ISBN：9784839214265 
158. 

メヂカルフレンド社 B5 判 508 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

◎2010 年春に行われた全国看護学校〈進学コー
ス〉の入試問題を科目ごとに精選して掲載！ ◎科
目ごとの「Point」と「Keyword」で重要ポイントがひとめ
でわかる！ ◎2008 年・2009 年に出題された過去
問題も精選して掲載！弱点の補強に 適！ ◎学
校選びの指針「２年課程( 進学コース）へ Step up」、
面接対策「たかが面接されど面接」のコーナーで疑
問解決 

2011 年版 看護師国家試験問題 解答・解説 ２０１１年版 
 

メヂカルフレンド社編集部 編 MBN：MJ10034912 ISBN：9784839214272 
159. 

メヂカルフレンド社 B5 判 1,348 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

◎ 2010 年版で大反響！同テーマの問題を集合さ
せたユニット型問題配列！ ◎ 掲載問題総数は前
代未聞の 2070 題! 圧倒的な過去問題数＆予想問
題数！ ◎ 第 100 回国試に対応させて改変された
過去問題で「解いてもムダ」がない！ ◎ カラーの
視覚素材問題や五肢問題対策もこの１冊で大丈
夫！ ◎ 正解の根拠，誤りの理由を明快に記した充
実の解説！ ◎ ２大とじ込み付録『数値 Check 
Book ！』 『 第 99 回看護師国家試験問題解答・
解説』がついてくる！ 

看護師国家試験 パーフェクト！ 必修問題対策２０１１ ２０１１年版 
 

メヂカルフレンド社編集部 編 MBN：MJ10034913 ISBN：9784839214296 
160. 

メヂカルフレンド社 B5 判 292 頁 定価 2,415 円 (本体2,300 円)

◎『 2011 年版 看護師国家試験問題 解答・解説』と一緒に

使ってさらにパワーアップ！ 必修だけの第１００回国試対応

問題集！ ◎ 出題基準 300 の必修小項目を全部ドリル化！

ドリルを解けばポイントがわかるから、問題がおもしろいくらい

ずんずん解ける！必修対策が楽しくなる！ ◎ カラー視覚素

材問題にも対応の予想問題は 347 題、過去問題は 200 題

収載！圧倒的な問題数で、傾向と対策が自然につかめる！ 

◎ とじ込み別冊付録『パーフェクト！必修模擬試験』で２回

分（計 100 題）の力試しができる！ 

IVR 看護ナビゲーション  
 

栗林幸夫 監 MBN：MJ10047168 ISBN：978-4-260-00999-7 
161. 

医学書院 B5 判 288 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

各施設で独自のマニュアルを作って対応して

いる IVR 看護。その現状を打破するために編

集された本書は、医師の IVR 手技、看護師の

ケアが系統立てて解説されている。 

薬学関係書 

先発・代表薬でさがす ジェネリック医薬品リスト 平成 22 年 6 月版  
 

 MBN：MJ10021821 ISBN：978-4-8407-4054-8 
162. 

じほう A5 判 600 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

診療報酬点数上評価されるジェネリック医薬

品（後発医薬品）を、先発医薬品や代表医薬

品の名称から簡単に検索できる書籍です。同

一成分内での類似剤形・規格違いの後発医

薬品がひと目でわかります。2 色刷り。 

薬の散歩道 薬理学入門  
 

仁木一郎 著 MBN：MJ10043470 ISBN：978-4-89592-646-1 
163. 

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B6 変型判 184 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

「なぜ作ろうとしたのか？」「なぜできてしまっ

たのか？」主要 23 種類の薬の生い立ちから

作用機序までを興味深いエピソードとともに紹

介。薬理学の魅力が伝わる入門書。 

患者と家族を支える認知症の本  
 

長谷川嘉哉 著 MBN：MJ10045386 ISBN：978-4-7809-1024-7 
164. 

学研メディカル秀潤社 AB 変型判 120 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

認知症専門医の著者の体験をもとに、認知症

患者を理解し、温かく支援できるケアのコツ

を、イラストを用いて具体的に示した。 

カラー写真でよくわかる 薬剤師のためのリスクマネジメント実践マニュアル  
調剤・処方鑑査から服薬指導，疾患・病態別の対応まで 

安武夫 編 MBN：MJ10047889 ISBN：978-4-7581-0926-0 
165. 

羊土社 B5 判 201 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

調剤から疾患別の対応まで医療事故を未然

に防ぐための必須知識がこの１冊に凝縮！豊

富な写真、現場に即した実践的な内容で現

場ですぐに役立つ！実務実習テキストにも

適！ 
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歯学関係書 
みんなのための家庭の歯学 良い歯を守る育てる  
 

青木博之 著  MBN：MJ10034193 ISBN：978-4-89013-652-0 
166. 

西村書店 四六判 400 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

１）参考書；実用 ２）歯はお母さんの胎内にい

る頃から作られますが、成長に際してどのよう

なことが起こりうるのか年代別、症状別で解

説。オールカラー！ 

DVD＆ブックレット  

摂食・嚥下障害検査のための内視鏡の使い方 60 分 DVD ビデオ付 

戸原 玄 他編 MBN：MJ10047869 ISBN：978-4-263-44312-5 
167. 

医歯薬出版 A5 判 72 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

約 60 分の動画で、内視鏡の基本的な操作

法、診断のポイントを解説。嚥下造影検査

（VF）の画像とも対照しながら解説し、的確な

診断が身に着く構成。 

Dawson Functional Occlusion ファンクショナル・オクルージョン  
Peter E. Dawson 

小出 馨 監訳 MBN：MJ10047870 ISBN：978-4-263-44313-2 
168. 

医歯薬出版 A4 判 560 頁 定価 29,400 円 (本体28,000 円)

Dawson 先生の集大成！全ての歯科医師に

向けた歯科臨床書の決定版。顎口腔系の機

能的調和を目指す完全な歯科医療の治療計

画立案から術後管理までを詳説。 

雑誌 

細胞工学 Vol.29 No.7  
配偶子幹細胞：世代をつなぐキープレーヤーの正体と可能性（仮題） 

吉田松生 監修 MBN：MJ10045384 ISBN：978-4-7809-0108-5 
169. 

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

配偶子幹細胞は精子・卵子の元になる細胞、

すなわち次世代を生み出す要。近年、男性不

妊、女児出生率の増加などの問題がでてきて

いることからも、今後、注目を浴びるだろう配

偶子幹細胞についての特集。 

Clinical Engineering Vol.21 No.7 臨床工学技士生活日記/卒業研究誌上コンペ（仮題） 

 

小野哲章 編 MBN：MJ10045838 ISBN：978-4-7809-0208-2 
170. 

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

第一特集は、臨床工学技士の実態を探るための特

集。さまざまな分野の臨床工学技士に 1 日、1 週間、

などのスパンで業務の実態について書いていただ

き、各施設での活躍の様子がわかる。第二特集は、

臨床工学技士養成施設における卒業研究の実態を

探るための特集。学生や教員にとっては、卒業研究

テーマの参考になる。 

Visual Dermatology Vol.9 No.7 女性医師による,女性医師のための皮膚科学（仮題）  
 

青山裕美・塩原哲夫 監修 MBN：MJ10045839 ISBN：978-4-7809-0308-9 
171. 

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)

現在皮膚科において、45 歳以下では、女性

医師の数が男性を上回り、30 歳以下になると

実に 7 割が女性医師である。今特集では、こ

の事態に対して、女性医師を皮膚科全体でど

う活用していくかを考える。その具体的対策や

FAQ を紹介し、同時に女性医師自身の意識

改革も訴える。 

月刊ナーシング Vol.30 No.8（7 月号） 高齢者看護のリスク対応シーン別具体策集  
 

鎌田ケイ子 監修   
172. 

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

高齢者看護の注意点とケアのポイントを、さま

ざまな病院や高齢者施設で実施されている具

体的な対策をとおして紹介します。食事介助

や移動時など、場面別具体策とその根拠も解

説。 

看護実践の科学 2010 年 6 月号  
特集：リーダーを育てる研修－プログラム作成のポイントとその実際 

   
173. 

看護の科学社   定価 1,260 円 (本体1,200 円)

段階に応じて取り組まれているリーダーシップ

研修プログラム作成のポイントと､その研修の

実際を紹介します。 

看護実践の科学 2010 年 7 月号  
特集：患者と共に作る看護計画 - 患者参加型看護を目指して 

   
174. 

看護の科学社   定価 1,260 円 (本体1,200 円)

患者の満足と看護側の成長にもつながる「患

者と共に作る看護計画ー患者参加型看護」の

実践を紹介します。 

 

－ 18 －

 



 

医療現場に活かす「日常のマナー・患者接遇」マニュアル  
看護実践の科学 2010 年 6 月臨時増刊号  

   
175. 

看護の科学社   定価 1,890 円 (本体1,800 円)

対患者・家族､他職種間も含め､医療現場で

働く人々の日々のマナーと接遇の基本を事例

に基づきわかりやすく解説。 

看護技術２０１０年６月号  
特集：生体侵襲がよくわかる！ 

   
176. 

メヂカルフレンド社 B5 判 88 頁 定価 1,155 円 (本体1,100 円)

●生侵襲の基本となる生体反応を、内分泌

系、神経系、免疫系、代謝系からわかりやすく

理解できる 

●生体侵襲に対する看護がわかる！ 

看護展望２０１０年６月号  
特集：看護師長・主任が知っておくべき２０１０年診療報酬改訂の重要ポイント 

――すぐに役立つ！現場レ場るの対応策と取り漏れを防止するチェック方法 
177. 

メヂカルフレンド社 B5 判 88 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

２０１０年度診療報酬改訂の概要と主要項目

を解説。スタッフに浸透させ、現場での取り漏

れを防ぐたねの詳しい内容とすぐ使えるチェッ

クリストも掲載。現場に欠かせない情報とツー

ルを提供します！ 

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年６月号  
特集：バイタルサインの測定・評価・報告のしかた Q&A 

   
178. 

メヂカルフレンド社 B5 判 88 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

「どうしてバイタルサインを測るの？」「測定の

ときの注意ポイントは？」「血圧あ測れな

い・・・・・こんなときどうすればいい？」「測定値

からどうやって患者さんの状況を解釈、判断

すればいいの？」などなど、看護学生の疑問

にイラスト満載の解説でお答えします！ 

Geriatric Medicine（老年医学）Vol. 48  No.5  
特集：認知症の予防と進行抑制―生活習慣を中心に― 

 MBN：MJ10046300 ISBN：978-4-89801-351-9 
179. 

ライフ・サイエンス B5 判 146 頁 定価 (本体1,600 円)

日常臨床の実際において極めて重要な指導

手段である生活習慣の是正が、認知症をどの

程度の確かさで予防するといえるのか、またそ

の限界はどの程度なのかについて総合的に

レビューを行った。 

Progress in MedicineVol. 30  No.5  
特集：内科医のための眼疾患の診かたと治療 

 MBN：MJ10046301 ISBN：978-4-89801-352-6 
180. 

ライフ・サイエンス A4 判 260 頁 定価 (本体1,800 円)

地域の基幹病院に眼科の常勤医がいない現

代、内科医が眼科疾患についての理解を深

めることは重要である。ことに糖尿病、高血圧

など生活習慣病の影響を考えればなおさらで

ある。参考になれば幸いである。 

実験医学2010年7月号                     実験医学 VOL.28 NO.11

疾患発症のニッチに潜む慢性炎症の分子プロセス 4 

小川佳宏 企画 MBN：MJ10047887 ISBN：978-4-7581-0061-8 
181. 

羊土社 B5 判 約 130 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

癌や生活習慣病など、様々な疾患に共通の

基盤病態として注目の慢性炎症。そのメディ

エーター分子から各種免疫細胞の機能まで、

新知見の数々を詳しくご紹介いただきま

す。 

レジデントノート 2010 年 7 月号              レジデントノート VOL.12 NO.5

処方に特別な注意が必要な患者さんに対する薬の使い方．考え方（仮） 

金城紀与史 編 MBN：MJ10047888 ISBN：978-4-7581-0500-2 
182. 

羊土社 B5 判 約 164 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

妊婦、高齢者、腎障害など、処方に悩む患者

さんへの薬の使い方を解説。考え方や実際の

処方も紹介しており、現場ですぐ活かせる！

薬物有害事象を起こさないために必読です。
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