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医学関係書

創薬・タンパク質研究のための プロテオミクス解析

バイオマーカー・標的探索，作用機序解析の研究戦略と実践マニュアル

小田吉哉 編 MBN：MJ10057823 ISBN：978-4-7581-0176-9
1.

羊土社 B5 判 約256頁 予定価6,825円 (本体6,500 円)

プロテオミクス解析を創薬に応用したい方はも
ちろん、翻訳後修飾の研究等に取り入れたい
方にも役立つ実用書が登場！研究のワーク

フローや実例、成功のコツも豊富に掲載！

サイトカインによる免疫制御と疾患 実験医学増刊 VOL.28 NO.12

新たな産生細胞，新規サイトカイン，抗炎症因子と治療・創薬応用

吉村昭彦 編 MBN：MJ10057824 ISBN：978-4-7581-0308-4
2.

羊土社 B5 判 244 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

アレルギー、癌、関節リウマチ等の発症解明と

治療につながる、いま大注目の炎症制御機構
の最新知見を網羅。抗体療法や分子標的療
法等の創薬応用の現状もお伝えします！

消化管の病理と生検診断

中村恭一 他著 MBN：MJ10058693 ISBN：978-4-260-00600-2
3.

医学書院 B5 判 464 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

消化管疾患の診断に極めて重要な腫瘍性病
変の良悪性の鑑別を中心に、経験豊かな病

理医が生検組織診断のエッセンスを解説す
る。

乳癌

腫瘍病理鑑別診断アトラス

黒住昌史 他編 MBN：MJ10058577 ISBN：978-4-8306-2226-7
4.

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

取扱い規約や WHO 分類をはじめ、欧米の各
種ガイドラインが用いられる乳腺の腫瘍分類
を、実用面から整合性を取り、実践に則し明

快に解説。

ポケット版 診療ガイドライン 2010-2011

門脇 孝 監修 MBN：MJ10051907 ISBN：978-4-7792-0562-0
5.

メディカルレビュー社 文庫 684 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

膨大なガイドライン情報から診療に必要な情

報を抜粋・要約し、「具体的処方」を加えて、
ポケット版のコンパクトサイズに凝縮。

今日の診療プレミアム Vol.20 DVD-ROM for Windows

MBN：MJ10058701 ISBN：978-4-260-01113-6
6.

医学書院 DVD 定価 76,650 円 (本体73,000 円)

医学書院のベストセラー13 冊を収録した、臨
床現場で役立つ電子リファレンス。現場になく

てはならない、とのお声に支えられて、20 年
目を迎えます。

今日の診療ベーシック Vol.20 DVD-ROM for Windows

MBN：MJ10058702 ISBN：978-4-260-01115-0
7.

医学書院 DVD 定価 54,600 円 (本体52,000 円)

医学書院のベストセラー8冊を収録した、臨床
現場で役立つ電子リファレンス。現場になくて
はならない、とのお声に支えられて、20年目を

迎えます。

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。



困ったときすぐ役立つ Q&A150 産業医のためのギモン・難問相談室

産業医科大学進路指導部編集委員会 編

MBN：MJ10049689 ISBN：978-4-7878-1774-7
8.

診断と治療社 B5 判 208 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

産業医現場の実際の疑問をもとにした Q&A
が満載。疾病に関することから法令まで広く取
り上げられ、それぞれの分野の専門家の丁寧

な回答がつけられている。

“口から食べる”を支える 在宅でみる摂食・嚥下障害，口腔ケア

シリーズ 在宅医療の技とこころ

新田國夫 編著 MBN：MJ10054237 ISBN：978-4-525-20901-8
9.

南山堂 A5 判 182 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

どんな時に、どのように機能評価を行い、また

口から食べ、飲み込む力の維持と回復はどの
ようにするのかを様々な視点から解説した、在
宅患者の QOL維持にも必須の一冊。

肝胆膵の画像診断-CT・MRI を中心に-

画像診断別冊 KEY BOOK シリーズ

山下康行 編著 ISBN：978-4-7809-0816-9
10.

学研メディカル秀潤社 B5 判 450 頁 定価 5,880 円 (本体5,600 円)

大好評の KEY BOOK シリーズ最新刊！今回
は「肝胆膵の画像診断」を CT・MRI を中心に

多くの症例を掲載してエッセンスをまとめた。
また各臓器の解剖や鑑別診断も画像やシェ
ーマでわかりやすくし、NOTE で知っておくべ

き知識を紹介した。

乳房超音波診断アトラス

福富隆志 編著 MBN：MJ10058170 ISBN：978-4-498-06056-2
11.

中外医学社 B5 判 104 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

乳癌超音波読影のエッセンスを学ぶことがで
きるビジュアルなテキストブック。乳癌診療に
携わる全てのスタッフにとって必携の書であ

る。

線維腺腫・乳腺症を極める 乳腺良性疾患クラブに集まれ

角田博子 他編著 MBN：MJ10058748 ISBN：978-4-7849-4201-5
12.

日本医事新報社 AB 判 280 頁 定価 7,035 円 (本体6,700 円)

精度の高い画像診断をしていますか？ 良

性疾患と悪性疾患の識別はどこが問題？ 合
計720枚にわたる超音波・エラストグラフィ等と
病理写真が正確な診断を読者に伝えます。

総合診療マニュアル

上原譽志夫 他編著 MBN：MJ10057966 ISBN：978-4-7653-1440-4
13.

金芳堂 B6 判 1,090 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

診療の現場からの要望に応えた、実践的かつ
使いやすい総合診療のマニュアルである。一

般的な設備のもとでの診療を想定し、そのた
めの知識と診断治療手技を簡潔に記した。

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
14.

羊土社 B5 判 216 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 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！

第 33 回救急救命士国家試験問題解答・解説集

山本保博 監 MBN：MJ10048274 ISBN：978-4-89269-700-5
15.

へるす出版 B5 判 126 頁 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

2010年 3月に行われた、第 33回の救命士国

家試験問題に詳細な解説を加えたもの。

JPTEC ガイドブック

一般 JPTEC協議会 編著 MBN：MJ10038995 ISBN：978-4-89269-703-6
16.

へるす出版 A4 判 250 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

文献的知識や医学情報のみならず、JPTEC
協議会の活動を通じて得た知見、JPTEC イン

ストラクターから寄せられた要望を取り入れ、
内容を徹底的に見直したもの。

救急・集中治療ガイドライン 最新の診療指針 2010-’11

岡元和文 編著 MBN：MJ10058759 ISBN：978-4-88378-808-8
17.

総合医学社 B5 判 350 頁 定価 6,825 円 (本体6,500 円)

救急・集中治療に必須の「診療ガイドライン」
123 項目について、「ガイドラインのポイント」
「解説」「使用上の注意」「文献」「Web サイト」

を 2～4頁にまとめた書籍。
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人工呼吸器関連肺炎のすべて エビデンスに基づく予防・診断・治療

志馬伸朗 編 MBN：MJ10052337 ISBN：978-4-524-26059-1
18.

南江堂 B5 判 326 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

人工呼吸器関連肺炎（VAP）の予防から感染
が疑われる場合の早期診断法、感染例への
抗菌薬投与を中心とする治療法にいたるま

で、医療チーム全体の問いに答える実践書。

主治医として診る 救急からの入院治療 入院判断から退院まで

岩田充永 編 MBN：MJ10057826 ISBN：978-4-7581-0692-4
19.

羊土社 B5 判 221 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

「レジデントノート」誌の特集・連載が単行本

化。急性疾患の common disease について、
「入院の必要性の判断」、「入院の際に考慮す
べき治療計画」がわかる！

改訂版 ＭＲＩデータブック 最新用語辞典

監修：土屋一洋（杏林大学 医学部 放射線科 准教授）編集：扇 和之（日本赤十字社医療センター 放射線診断科 部長）

MBN：MJ10039118 ISBN：978-4-7583-0846-5
20.

メジカルビュー社 A5 判 496 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

本書第 1版は 2006 年 1月に刊行されましたが、
それから現在にいたる間に「MRI」検査技術は進
歩し、新たな技術・技法を意味する用語が生まれ
てきました。第2版は刊行後から2009年 12月末
日時点の最新用語を追加収載し、最新の「MRI
およびその周辺専門用語」を網羅しました。ま
た、専門用語・知識が縦横無尽に調べられるよう
「超辞典」で検索する CD-ROM（Windows）を添
付し、より使いやすい用語辞典としました。

乳癌診療ポケットガイド

聖路加国際病院ブレストセンター 編 MBN：MJ10058695 ISBN：978-4-260-00942-3
21.

医学書院 B6 変型判 224 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

将来乳腺の専門医をめざす若手医師や、が
ん医療に携わる看護師、薬剤師に向けて、乳
がんの臨床に役立つ知識・新しい知見をコン

パクトにまとめたマニュアル。

がん診療レジデントマニュアル 第 5 版

国立がん研究センター内科レジデント 編

MBN：MJ10058696 ISBN：978-4-260-01018-4
22.

医学書院 B6 変型判 496 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

腫瘍内科学を主体とした治療体系をコンパク

トにまとめたマニュアル。がんに関わる多くの
臨床医、看護師、薬剤師、必携の書。

やさしい肺がん外来化学療法へのアプローチ

山本信之 編 MBN：MJ10058730 ISBN：978-4-7532-2446-3
23.

医薬ジャーナル社 A4 判 136 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

早期発見が困難な肺がん。基礎知識から外
来化学療法の実際まで、ていねいに解説。自

分に合う治療について知りたい患者さんのみ
ならずご家族にも読んでいただきたい 1 冊！

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2010 年版

日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会 編

MBN：MJ10055651 ISBN：978-4-307-10149-3
24.

金原出版 B5 判 288 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

「がん疼痛」についてのガイドライン。前半の
「背景知識」では疼痛治療に関する基礎的知
識が、後半の「推奨」では 65 の臨床疑問に対

する推奨と治療の指針が示されている。

苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン 2010 年版

日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会 編

MBN：MJ10055652 ISBN：978-4-307-10150-9
25.

金原出版 B5 判 80 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

「鎮静」についてのガイドライン。鎮静の定義・

分類から、治療・ケアの実際、そして文献的検
討に至るまで幅広く記述。鎮静実施のための
フローチャートも掲載。

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 他編 MBN：MJ10045345 ISBN：978-4-307-20276-3
26.

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・治療に関する最近の進歩を織り込

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。

科学的根拠に基づく 乳癌診療ガイドライン(1)薬物療法 2010 年版

構造化抄録 CD-ROM 付

日本乳癌学会 編 MBN：MJ10055653 ISBN：978-4-307-20277-0
27.

金原出版 B5 判 200 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

乳癌診療アルゴリズムと、計 44 の CQ に対す
る回答（推奨）と解説を掲載。添付の CD-R に
は根拠となった論文の構造化抄録と、各 CQ

作成に用いた検索式を収載している。
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これからの乳癌診療 2010-2011

園尾博司 監 MBN：MJ10045346 ISBN：978-4-307-20278-7
28.

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。

大腸癌治療ガイドライン医師用 2010 年版

大腸癌研究会 編 MBN：MJ10055654 ISBN：978-4-307-20279-4
29.

金原出版 B5 判 96 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

2009 年版の刊行後、新たな抗がん剤の保険

収載や適応拡大がなされた。いずれも大腸癌
治療に重要な役割を占めているため、化学療
法の項のみ改訂し、2010 年版とした。

General Rules for the Clinical and PathologicalStudy of Primary Liver Cancer

原発性肝癌取扱い規約(英語版) 第 3 版

日本肝癌研究会 編集 MBN：MJ10055655 ISBN：978-4-307-20280-0
30.

金原出版 B5 判 110 頁 定価 4,305 円 (本体4,100 円)

英語での学会発表、研究論文の文献として有
用な取扱い規約の英語版である。本第3版は

『原発性肝癌取扱い規約 第 5 版補訂版』に
準拠し、その全内容を英訳したものである。

皮膚悪性腫瘍取扱い規約 第 2 版

日本皮膚悪性腫瘍学会 編集 MBN：MJ10055656 ISBN：978-4-307-40046-6
31.

金原出版 B5 判 216 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

『皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン 』(2007 年)
および『皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン II 皮
膚リンパ腫』(2010 年)との整合性を図った。主

要皮膚腫瘍の診断、検査、病期分類、治療、
記載・登録方法について、写真・図表を多用
し具体的に示した。

乳腺腫瘍内科医の歩き方

伊藤良則 著 MBN：MJ10058756 ISBN：978-4-88003-841-4
32.

真興交易医書出版部 A5 判 136 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

乳腺腫瘍内科医のあり方とは？必要なスキル

は？知識は？血液内科医であった著者が乳
癌薬物療法と出会い、現在に至るまでの道程
で得た、本当に必要で、且つ役立つ知識を集

約。

乳癌薬物療法ポケットブック

中村清吾 監 MBN：MJ10058171 ISBN：978-4-498-06058-6
33.

中外医学社 B6 変型判 120 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

乳癌薬物療法に必要な知識と情報を最新の
エビデンスをもとに具体的かつコンパクトに収

載。医師、看護師、薬剤師など乳癌診療に携
わるすべてのスタッフ必携の書。

症状と患者背景にあわせた 頻用薬の使い分け

経験とエビデンスに基づく適切な処方

藤村昭夫 編 MBN：MJ10057827 ISBN：978-4-7581-0693-1
34.

羊土社 A5 判 230 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

頭痛や抑うつなど、よく出合う症状ごとに頻用
する薬の特徴を比較して解説。処方例も充実
し、患者の年齢や基礎疾患、本人の希望など

を考慮した薬選びのコツがよくわかる

図解 わかる骨形態計測 骨のなかをのぞいてみよう

伊藤明美 他著 MBN：MJ09089222 ISBN：978-4-7532-2406-7
35.

医薬ジャーナル社 A4 判 72 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

対話形式でスラスラ読める最良の入門書！パ

ラメーターの計測、結果の解釈、マウスとヒトの
骨の比較まで、豊富な写真で分かりやすく解
説。研究医のみならず、学生にも最適！

病棟血糖管理マニュアル 理論と実践 増補版

松田昌文 著 MBN：MJ10045344 ISBN：978-4-307-10151-6
36.

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。

糖尿病学 2010

岡 芳知 編 MBN：MJ10049688 ISBN：978-4-7878-1773-0
37.

診断と治療社 B5 判 168 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

最新の糖尿病の研究成果を収録したイヤー
ブックの 2010 年版。糖尿病研究者のみなら
ず、一般臨床医にとっても必読の書。
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慢性腎臓病（CKD）

インフォームドコンセントのための図説シリーズ

松尾 清一 編 MBN：MJ10058555 ISBN：978-4-7532-2445-6
38.

医薬ジャーナル社 A4 変型判 100 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

新たな国民病となりつつある CKD の疫学、診
断、治療、診療連携について図表を多用し詳
述。CKD を深く理解したい患者さんと医療者

とのコミュニケーションツールに最適！

ビタミン D と腎 多面的な作用と腎不全患者への意義を再考する

西澤良記 編 MBN：MJ10058047 ISBN：978-4-7532-2451-7
39.

医薬ジャーナル社 A4 判 168 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

栄 養 学 、 分 子 生 物 学 、 多 面 的 作 用 、

CKD-MBD、臨床と、様々な観点からビタミン
D を解説。最新の文献を網羅し、腎臓内科・
透析専門医及び専門医を目指す医師必読の

書！

透析液清浄化に向けて

秋澤忠男 監 MBN：MJ10058732 ISBN：978-4-7532-2454-8
40.

医薬ジャーナル社 B5 判 224 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

透析液の安全管理が必須とされる背景から、
基礎となる知識、その実践のノウハウに至るま

で、臨床現場で役立つ情報が盛り込まれた充
実の内容。透析医療従事者必携の 1 冊！

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

檜垣實男 監 MBN：MJ10050558 ISBN：978-4-88003-840-7
41.

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

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、最新データに基づく
腎高血圧内科入門書として編集。

腎と高血圧 外来診療と管理のために 第 2 版

富野康日己 著 MBN：MJ10049036 ISBN：978-4-498-12439-4
42.

中外医学社 B5 判 122 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

腎臓と高血圧は互いに密接な関係もってお

り、診療に際しては両者の関連を常に意識し
て取り組む必要がある。日常診療の現場で役
立つ書の改訂 2 版である。

EBM 透析療法 2010-2011

深川雅史 他編 MBN：MJ10055500 ISBN：978-4-498-12470-7
43.

中外医学社 B5 判 272 頁 定価 6,510 円 (本体6,200 円)

透析の現場では状況に応じてさまざまな問題
に遭遇する。それらをいかに理解し、対応す

べきか、最新のエビデンスをもとに解説したレ
ファレンス。

CKD のサイエンス 基礎と臨床

The Frontiers in Medical Sciences

槇野博史 編 MBN：MJ10057100 ISBN：978-4-525-25881-8
44.

南山堂 B5 判 230 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

内分泌領域の観点からとらえ直し、心腎連関
のみならず脳腎連関、肺腎連関も取り上げ、
DRI、ADMA、USAG、急性腎症(AKI)など、豊

富な図とともに解説。

血液疾患の病診連携 プライマリーケアフィジシャンとスペシャリストの架け橋

鈴宮淳司 編 MBN：MJ10058731 ISBN：978-4-7532-2453-1
45.

医薬ジャーナル社 B5 判 168 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

血液専門医のスペシャリストと、地域医療を支

えるプライマリーケアフィジシャンの橋渡しとな
る血液学情報を収載！血液疾患診療に携わ
る医療従事者必携の一冊。

血液診療エキスパート 悪性リンパ腫

金倉 譲 監 MBN：MJ10058169 ISBN：978-4-498-12556-8
46.

中外医学社 B5 判 308 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

専門医を目指す若い医師が習得しておくべき
血液内科の知識を、各巻のテーマごとに深く

掘り下げて具体的に解説する新シリーズ「血
液診療エキスパート」の悪性リンパ腫編。

COLOR ATLAS 膠原病・リウマチ 改訂第 2 版

住田孝之 MBN：MJ10054011 ISBN：978-4-7878-1783-9
47.

診断と治療社 B5 判 192 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

症状・所見が多彩な膠原病・関節リウマチの
疾患の全貌、病態をヴィジュアルで理解でき
るようカラー写真を豊富に掲載。新規症例も

追加し、改訂第 2 版として刷新。
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老年医学 update 2010-11

編集：日本老年医学会雑誌編集委員会

MBN：MJ10047304 ISBN：978-4-7583-0482-5
48.

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

日本老年医学会雑誌第 46 巻（2009 年）に掲載された、老年

医学に直結する話題「総説」と、老年医学の周辺領域の話題

「老年医学の展望」を update してまとめました。また、「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」の 2 本（8 項目）の特集で構成しています。特

集の章は 2 色刷りとし、「総説」、「老年医学の展望」と区別し

ています。巻末に「専門医継続研修のための問題」を掲載

し、一定の正解率に達した解答者には「専門医更新の単位」

として 5 単位が与えられます。

復刻版 睡眠脳波アトラス 標準用語・手技・判定法

Allan Rechtschaffen, Anthony Kales

清野茂博 訳 MBN：MJ10058718 ISBN：978-4-263-73129-1
49.

医歯薬出版 B4 判 68 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

1968 年に APSS 会員のみに配布された睡眠

研究のゴールドスタンダード「スリープマニュア
ル」。その邦訳版が待望の復刊！

神経症候学 II 改訂第二版

平山惠造 著 MBN：MJ10058749 ISBN：978-4-8306-1533-7
50.

文光堂 B5 変型判 1,400 頁 定価 36,750 円 (本体35,000 円)

神経診断学決定書の待望の全面改訂版の続
編。II 巻では四肢・体幹をターゲットに、運動・

筋・感覚とその異常について余すところなく記
載。

不眠の医療と心理援助

大川 匡子・三島 和夫・宗澤 岳史 編

MBN：MJ10055671 ISBN：978-4-7724-1147-9
51.

金剛出版 A5 判 224 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

不眠症の医学的メカニズムから、睡眠薬の正
しい処方と認知行動療法をあわせた治療計
画まで、不眠にかかわる対人援助者必携書。

精神分析臨床家の流儀

松木 邦裕 MBN：MJ10055673 ISBN：978-4-7724-1150-9
52.

金剛出版 四六判 250 頁 予定価2,840円 (本体2,800 円)

著者初の精神分析臨床エッセイ!! 日々の臨

床から抽出された「精神分析の方法」。

ブリーフセラピーの技法を越えて 情動と治療関係を活用する解決志向アプローチ

Ｅ．リプチック/宮田 敬一・窪田 文子・河野 梨香 訳

MBN：MJ10055674 ISBN：978-4-7724-1155-4
53.

金剛出版 A5 判 264 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

「ブリーフセラピーは技法優先で理論が弱い」
との誤解を解く、解決志向アプローチの新た

な展開を示す理論書です。

脳科学エッセンシャル－精神疾患の生物学的理解のために

専門医のための精神科臨床リュミエール 16

神庭重信 他編 MBN：MJ10055664 ISBN：978-4-521-73130-8
54.

中山書店 B5 判 328 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

精神科医に向けて簡明に書かれた脳科学の
書として、最先端の脳科学研究のエッセンス
を幅広く集約し、イラストを多用して視覚的に

理解しやすくしたものです。

新しいメンタルヘルスサービス システムをどう作るか？

元永拓郎 著 MBN：MJ10058306 ISBN：978-4-88002-810-1
55.

新興医学出版社 A5 判 145 頁 定価 2,415 円 (本体2,300 円)

学校や地域など日常環境における精神的サ

ポート、そのシステムをどう構築し存在させる
か。現代社会のニーズに対応するべく具体的
な実践案とともにその重要性を提唱した一

冊。

改訂版 プライマリ・ケアのための COPD 診療

巽浩一郎 著者 MBN：MJ10051180 ISBN：978-4-7792-0569-9
56.

メディカルレビュー社 A5 判 152 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

今後さらに役割が期待されているプライマリ・
ケア医の COPD診療に役立つ 1 冊。

睡眠時無呼吸症候群診療ハンドブック

榊原博樹 編 MBN：MJ10058697 ISBN：978-4-260-01025-2
57.

医学書院 B5 判 336 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

循環器疾患をはじめとする様々な合併症、昼
間の眠気、交通事故など医学的・社会的に大
きな問題を内包する睡眠時無呼吸症候群

（SAS）を包括的にまとめた待望の書！
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睡眠呼吸障害(SDB)を見逃さないために

佐藤 誠 編 MBN：MJ10054009 ISBN：978-4-7878-1629-0
58.

診断と治療社 B5 判 264 頁 定価 6,510 円 (本体6,200 円)

症状の原因が SDB にあることに気づかぬまま
受診・診療を行っていることが多い SDB、本書
は、すべての医師が SDB を理解し、早期の診

療を行えるよう企画。

カラー版 循環器病学

川名正敏、北風政史、小室一成、室原豊明、山崎力、山下武志/編集

MBN：MJ10048847 ISBN：978-4-89013-394-9
59.

西村書店 B5 判 1540 頁 定価 16,800 円 (本体16,000 円)

循環器病に携わるすべての医師・救急医・麻

酔科医・開業医、研修医・医学生、救急救命
士・臨床検査技師などのコメディカルスタッフ
が主な対象となります。日本を代表する一流

の執筆陣による決定版です。

カテーテルアブレーション 基本から最新治療まで 改訂 2 版

相澤義房 他編 MBN：MJ10058733 ISBN：978-4-7583-0199-2
60.

メジカルビュー社 B5 判 324 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

カテーテルアブレーションの習得・スキルアッ
プを目指す医師に必要な、解剖、基本的事

項、ガイドライン、実際の治療法まで、知って
おくべき必須知識を網羅。必読の一冊。

最新 心・血管病の分子イメージング

今泉 勉 監 MBN：MJ10051310 ISBN：978-4-8159-1863-7
61.

永井書店 B5 判 220 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

目覚ましい進歩を遂げる画像診断。本書は分
子イメージングの原理と基礎、心臓病と血管
病における分子イメージングの実際と評価、

将来展望までをコンパクトにまとめた。

カテーテルアブレーションの真髄

奥山裕司 編著 MBN：MJ10053928 ISBN：978-4-498-13616-8
62.

中外医学社 B5 判 278 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

不整脈に対するカテーテルアブレーションの

理論と実際を、エキスパートが実践的に解説
した新しいテキスト。

心臓突然死を予知するための 不整脈ノンインベイシブ検査

田邉晃久 編 MBN：MJ10053930 ISBN：978-4-260-01058-0
63.

医学書院 B5 判 312 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

非侵襲的（ノンインベイシブ）に心臓突然死、
失神を予知する種々の検査法についてまとめ

た1冊。具体的な検査方法と診断の実際につ
いてわかりやすく紹介している。

マンガで学ぶ心電図＆不整脈

池田隆徳 著 MBN：MJ10053927 ISBN：978-4-498-03774-8
64.

中外医学社 B5 変型判 198 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

心電図の読み方と不整脈の知識がマンガを
読みながらわかりやすく学習できる。一から心
電図＆不整脈を学びたい、学び直したい全て

の医療従事者の皆様へお勧めの一冊。

実例と図説で納得!“24 時間”完全血圧管理術

桑島 巌 著 MBN：MJ10058729 ISBN：978-4-498-03522-5
65.

中外医学社 A5 判 140 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

血圧管理は“点”（診察室での血圧）から“線”

（24 時間血圧）の時代へ。エキスパートが新し
い血圧管理術の要点を分かりやすく解説す
る。メディカル朝日連載の単行本化。

NASH・NAFLD の診療ガイド 2010

日本肝臓学会 編 MBN：MJ10049719 ISBN：978-4-8306-1873-4
66.

文光堂 B5 判 64 頁 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

NASH・NAFLDに対する理解を一般臨床医に
広めるために日本肝臓学会が編集した好評

書の最新版。現時点で最良のNASH・NAFLD
の診療指針。

「関係」からみた発達障碍

小林 隆児 MBN：MJ10055670 ISBN：978-4-7724-1146-2
67.

金剛出版 A5 判 232 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

臨床経験から得た 23 件の事例とともに「関係
発達臨床」について語る。
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自閉症スペクトラムと特別支援教育

山崎 晃資 MBN：MJ10055672 ISBN：978-4-7724-1149-3
68.

金剛出版 A5 判 250 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

特別支援教育の問題点を指摘し、発達障害
の児童生徒が他の児童と育ち合っていくため
の実践的な方法を紹介。

Q＆A で学ぶ美容皮膚科ハンドブック

古川福実 編集 MBN：MJ10051494 ISBN：978-4-7792-0564-4
69.

メディカルレビュー社 A5 判 224 頁 定価 3,000 円 (本体2,857 円)

美容皮膚科とは何か？読者にその正しい答

えを示してくれる 1冊。

小児脳神経外科手術 安全な手術のコツを伝授

NS NOW 11

新井 一 編 MBN：MJ10058734 ISBN：978-4-7583-0918-9
70.

メジカルビュー社 A4 判 168 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

成人とは異なり専門性が高い小児脳神経外
科疾患を取り上げ、疾患毎に具体的に症例を

挙げて、周術期管理から手術の実際までをイ
ラストや術中写真を用いてわかりやすく解説。

脳動脈瘤血管内治療のすべて

根来 眞 監 MBN：MJ10058737 ISBN：978-4-7583-1186-1
71.

メジカルビュー社 B5 判 352 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

脳動脈瘤に対する低侵襲な血管内治療の基
本知識から実際の手技の実際、最新情報ま
ですべてを修得できる 1 冊。各種の病変に対

する治療手技のノウハウを画像とイラストでわ
かりやすく解説。

脳脊髄液減少症の診断と治療

守山英二 編 MBN：MJ10049182 ISBN：978-4-7653-1439-8
72.

金芳堂 A4 判 144 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

症例画像、貴重な臨床データを豊富に呈示し

ながら一つひとつ丁寧に説き明かす。あくまで
純粋に医学的な立場から病態の真実を究
明。診療実践から生まれた現時点の集大

成！

PCI・EVT スペシャルハンドブック

南都 伸介（大阪大学教授）、中村 正人（東邦大学教授）

MBN：MJ10055008 ISBN：978-4-524-26096-6
73.

南江堂 B6 変型判 286 頁 定価 4,515 円 (本体4,300 円)

冠動脈インターベンション（PCI）と末梢血管インター
ベンション（EVT）に関する総合的な知識を提供する
ために、病態、診断、薬剤、手技について、必須な
情報をコンパクトにまとめた。解説は各領域のエキス
パートによって執筆され、エビデンスを重視するもの
の、実臨床における各エキスパートならではの工夫
などもわかる。白衣のポケットに入れて、知りたい情
報がすぐにわかり、若手医師の知識整理にも役立つ
一冊。

下部消化管の腹腔鏡下手術 DS NOW No.9

担当編集：渡邊昌彦（北里大学 医学部 外科 教授） 他

MBN：MJ10016156 ISBN：978-4-7583-1154-0
74.

メジカルビュー社 A4 判 160 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

No.9 では若手外科医が「下部消化管の内視
鏡手術」を安全かつ確実に行えるように解説
をしています。手技のポイント・注意点・

Dangerous Point をエキスパートたちがイラスト
を中心に丁寧に解説しています。本書は経験
豊かなエキスパートからの指南書となっていま

す。

鏡視下食道癌手術と肥満外科治療 DS NOW No.10

担当編集：上西紀夫（東京大学 名誉教授・公立昭和病院 院長） 他

MBN：MJ10047891 ISBN：978-4-7583-1155-7
75.

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」の鏡視下手術を紹介して

います。さらにトピックスとして「知っておくべき
手術」として「進行胃癌に対する大動脈周囲リ
ンパ節郭清術」と「胃粘膜下腫瘍（GIST）に対

する腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除術」をと
りあげています。

肝胆膵高難度外科手術

日本肝胆膵外科学会高度技能医制度委員会 編

MBN：MJ10049150 ISBN：978-4-260-01042-9
76.

医学書院 B5 判 324 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

肝胆膵外科学会で発足した「高度技能医制
度」の認定に必要な知識・態度・技能を解説

する。また、技能医取得をめざす医師への指
導についても解説している。

高齢者橈骨遠位端骨折の治療 早期 ADL 回復をめざして

OS NOW Instruction 15

金谷文則 編 MBN：MJ10058735 ISBN：978-4-7583-1014-7
77.

メジカルビュー社 A4 判 160 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

近年増えつつある高齢者橈骨遠位端骨折に
ついて、骨密度やADLを踏まえた治療指針と
保存療法および手術療法をカラーイラストと

DVD に収録した動画でわかりやすく解説。
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今日の整形外科治療指針 第 6 版

国分正一 他編 MBN：MJ10058694 ISBN：978-4-260-00802-0
78.

医学書院 B5 判 944 頁 定価 18,900 円 (本体18,000 円)

定評ある“整形外科臨床百科事典”の全面改
訂第6版。診断・治療・ケアについて総合的に
記載。治療法も手術療法に加え、保存療法に

ついても詳しく扱っている。

X 線像でみる 股関節手術症例アトラス[CD‐ROM 付]

佛淵孝夫 著 MBN：MJ10049149 ISBN：978-4-260-01013-9
79.

医学書院 B5 判 232 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

著者がこれまでに行ってきた約 6000 件の股

関節外科手術のなかから厳選した症例を収
載。手術難易度が高く、かつ特徴的な症例を
抜粋。

橈骨遠位端骨折 進歩と治療法の選択

斎藤英彦 他編 MBN：MJ10045347 ISBN：978-4-307-25147-1
80.

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。

LWWマスターテクニックシリーズ 手術展開のマスターテクニック

北川寛之 訳 MBN：MJ10054010 ISBN：978-4-7878-1749-5
81.

診断と治療社 A4 判 344 頁 定価 23,100 円 (本体22,000 円)

類書にはない極めて再現性の高い手術書
で、上級医から直接指導を受けなければ覚え
ることができない手術であっても非常に高いレ

ベルまで学ぶことができる。

関節-上肢-

アトラス骨・関節画像診断 1

戸山芳昭 監 MBN：MJ10058271 ISBN：978-4-498-05456-1
82.

中外医学社 B5 判 104 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

整形外科領域の代表的疾患画像を網羅する

シリーズの「上肢」編。肩関節、肘関節、手指・
手関節に関する疾患の読影のポイントなどを
多数の写真を用いて解説した。

関節-下肢-

アトラス骨関節画像診断 2

戸山芳昭 監 MBN：MJ10058272 ISBN：978-4-498-05458-5
83.

中外医学社 B5 判 126 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

整形外科領域の代表的疾患画像を網羅する
シリーズの「下肢」編。股関節、大腿部、膝関

節、足関節に関する疾患の読影のポイントな
どを多数の写真を用いて解説した。

骨・軟部腫瘍

アトラス骨・関節画像診断 4

戸山芳昭 監 MBN：MJ10058273 ISBN：978-4-498-05462-2
84.

中外医学社 B5 判 166 頁 定価 5,880 円 (本体5,600 円)

整形外科領域の代表的疾患画像を網羅する
「アトラス 骨・関節画像診断」シリーズ。その
「骨・軟部腫瘍」編。種類の多い骨・軟部腫瘍

のほぼ全域を網羅するように掲載した。

ロコモティブシンドローム診療ガイド 2010

日本整形外科学会 編 MBN：MJ10048727 ISBN：978-4-8306-2763-7
85.

文光堂 B5 判 152 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

整形外科医をはじめ、全ての医療関係者を対

象に、ロコモティブシンドロームの概念や診
断、その背景、自己チェック法の意義、トレー
ニング法などを実践的に解説。

カラー写真でみる！骨折・脱臼・捻挫 改訂版 ビジュアル基本手技

画像診断の進め方と整復・固定のコツ 第 2 版

内田淳正 他編 MBN：MJ10055021 ISBN：978-4-89706-349-2
86.

羊土社 A4 判 170 頁 定価 4,935 円 (本体4,700 円)

「とにかく写真が多い」「解説が明解」「イラスト
がわかりやすい」と大人気の入門書を改訂。

外傷症例の診療の知識と手技がよくわかる！
初心者はもちろん指導医にもお勧め！

はじめての言語障害学 言語聴覚士への第一歩

伊藤元信 著 MBN：MJ10058739 ISBN：978-4-7639-3046-0
87.

協同医書出版社 A5 判 150 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

言語の機能と障害、評価と治療といった言語
聴覚士のための基礎項目は全て網羅しなが
ら、本格的な概論を意識させずに専門家の仕

事の全貌を描いた学生や現職者向けの読み
物。
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産婦人科内視鏡下手術スキルアップ＋ガイドライン 改訂 2 版

日本産科婦人科内視鏡学会 編 MBN：MJ10058736 ISBN：978-4-7583-1067-3
88.

メジカルビュー社 B5 判 256 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

日本産科婦人科内視鏡学会のガイドラインを
掲載し、技術認定や保険適応の解説も加え、
さらに充実した全面改訂版。写真を多用し、

オールカラーで、産婦人科内視鏡下手術手
技をわかりやすく解説した産婦人科医必携の
実践書。

帝王切開術 基本と応用まるごとマスター

OGS NOW 3

竹田 省 編 MBN：MJ10058738 ISBN：978-4-7583-1202-8
89.

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

産科医必須手技の代表ともいえる帝王切開

術を取り上げ、さまざまな状況での帝王切開、
術前術後の管理、合併症などについて、イラ
ストを中心に詳しく解説。

産婦人科手技シリーズⅠ 腹腔鏡下手術

堤 治 編 MBN：MJ10051823 ISBN：978-4-7878-1778-5
90.

診断と治療社 B5 判 142 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

技術の習得が求められる産婦人科における
腹腔鏡下手術を美麗なイラストや写真でわか

りやすく解説。手術手技のノウハウを凝縮した
産婦人科医の必携の書。

眼のサイエンス 眼疾患の謎

根木 昭 他編 MBN：MJ10058578 ISBN：978-4-8306-5536-4
91.

文光堂 B5 判 278 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

眼科プラクティスシリーズから生まれた Special
版（全 2 巻）の 2巻目。眼疾患の謎について、
基礎医学の立場から豊富な図表を交えて分

かりやすく解説。

尿失禁と骨盤臓器脱の手術

新 Urologic Surgery シリーズ 5

高橋 悟 編 MBN：MJ10054002 ISBN：978-4-7583-1254-7
92.

メジカルビュー社 A4 判 196 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

患者の QOL を著しく損なう尿失禁と、関連の

深い骨盤臓器脱も取り上げ、その多様な術式
を詳解。超高齢社会のニーズに応えるために
も尿失禁の手術に習熟する必要がある泌尿

器科臨床医必携の書。

下部尿路機能障害診断・治療ハンドブック

本間 之夫 監修 MBN：MJ10055501 ISBN：978-4-7792-0536-1
93.

メディカルレビュー社 A6 判 128 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

多岐にわたる下部尿路症状の要点を抜き出
し、備忘録として活用できる 1 冊。排尿障害を

専門としていない先生方に。

神経ブロック・鍼療法

細川豊史 他著 MBN：MJ10058713 ISBN：978-4-263-24261-2
94.

医歯薬出版 B5 判 128 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

本書はペインクリニック、整形疼痛外来、緩和
医療に関わる医師・鍼灸師などを対象に、神
経ブロックの基本から鍼による療法まで、図を

多く用いて解説。

補完・代替医療 プロバイオティクス

辨野義己 著 MBN：MJ10058740 ISBN：978-4-7653-1441-1
95.

金芳堂 A5 判 106 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

プロバイオティクスの効用は整腸作用にとどま

らない。アトピー性皮膚炎やピロリ菌、スギ花
粉、発がんリスク、高血圧症の低減効果まで
示唆される予防医学の最前線を探る。

稼ぐ大学病院 教育研究と経営とのはざまで

高崎眞弓 著 MBN：MJ10050557 ISBN：978-4-88003-229-0
96.

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。

地域医療は再生する 病院総合医の可能性とその教育・研修

松村理司 編著 MBN：MJ10058698 ISBN：978-4-260-01054-2
97.

医学書院 A5 判 296 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

医療崩壊の時代にあって、期待されるべき病
院総合医の可能性と彼らの育成について、大
リーガー医でも知られる音羽病院ほかの実践

を詳述。
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漢字で覚える医学英単語

エキスパートナース編集部 MBN：MJ10058388 ISBN：978-4-7965-2229-8
98.

照林社 A6 変型 272 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

医学英単語の語源と成り立ちから単語を覚え
る辞典。接頭辞・接尾辞・語根に分解し、意味
を知ることで、丸暗記より効率的に覚えること

ができる。収録語数は約 1,600 語。

がんばれ！猫山先生（2）

茨木 保 著 MBN：MJ10058747 ISBN：978-4-7849-4094-3
99.

日本医事新報社 B6 判 136 頁 定価 1,000 円 (本体952 円)

人気漫画『Dr.コトー診療所』の監修者が描い

た医療系ゆるゆるコミック。奇抜なキャラが繰り
広げる「真実の（？）医療現場」の物語。好評
の第 1巻に続き刊行。

臨床検査技師国家試験問題集 解答と解説 2011 年版

「検査と技術」編集委員会 編 MBN：MJ10058704 ISBN：978-4-260-01133-4
100.

医学書院 B5 判 200 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

雑誌「検査と技術」6 号掲載の臨床検査技師
国家試験－解答と解説を 5 年分まとめて収

載。

臨床検査技師国家試験問題注解 2011 年版 付・例題

臨床検査技師国家試験問題注解編集委員会 編

MBN：MJ10045350 ISBN：978-4-307-77163-4
101.

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」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

し、巻末には出題基準と出題傾向一覧を掲
載。

診療放射線技師国家試験問題注解 2011 年版

放射線技師試験研究会 編 MBN：MJ10045351 ISBN：978-4-307-77164-1
102.

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

平成 15～21 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。

ベーシック言語聴覚療法 目指せ！ プロフェッショナル

山田弘幸 編著 MBN：MJ10058705 ISBN：978-4-263-21356-8
103.

医歯薬出版 B5 判 144 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

言語聴覚士について理解してもらうテキスト。
基礎知識。資格取得のための情報、言語聴

覚療法などについて紹介。

目でみる MMT 下肢

佐藤三矢 監 MBN：MJ10058557 ISBN：978-4-263-21357-5
104.

医歯薬出版 A4 判 96 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

鮮明なカラー写真で下肢の MMT（徒手筋力
検査）について解説したテキスト。各検査を見
開きで、検者の構え・型、確認を写真提示、箇

条書きで解説。

子どもの手の機能と発達 治療的介入の基礎 原著第 2 版

Anne Henderson

園田 徹 他監訳 MBN：MJ10054962 ISBN：978-4-263-21359-9
105.

医歯薬出版 A4 判 486 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

子どもの手の機能障害について、基礎的事

項、年齢に応じた手のスキルの変化。スキル
の治療全般、特別な問題の治療、介入の具
体的に解説。

PT・OT 国試直前チェックノート 2011 年版

宮城淳弘 著 MBN：MJ10058269 ISBN：978-4-263-21572-2
106.

医歯薬出版 新書判 286 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

国試 2 カ月前からの参考書「自己評価表」で
不得意分野をチェック！Step1で、まずは重要

過去問題より厳選した頻出問題を収載。

専門基礎分野 基礎医学 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058706 ISBN：978-4-263-21581-4
107.

医歯薬出版 B5 判 296 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

専門基礎分野の基礎医学が図と表で理解で
きる国試対策の決定版。解剖生理 1（植物機
能）、解剖生理 2（動物機能）、運動学の過去

問題と必須ポイントを収録。
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専門基礎分野 臨床医学 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058707 ISBN：978-4-263-21582-1
108.

医歯薬出版 B5 判 416 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

専門基礎分野の臨床医学が図と表で理解で
きる国試対策の決定版。過去問題と必須ポイ
ント、出題傾向と対策の要点、臨床医学自己

評価テストも収載。2色刷。

理学療法 専門分野 基礎編 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058708 ISBN：978-4-263-21583-8
109.

医歯薬出版 B5 判 392 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

定評ある理学療法士の国試対策参考書。理

学療法専門分野の基礎編に焦点を絞り、問
題を抽出して、わかりやすくポイントを把握し
やすいように解説。

理学療法 専門分野 疾患別編 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058709 ISBN：978-4-263-21584-5
110.

医歯薬出版 B5 判 392 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

定評ある理学療法士の国家試験対策シリー
ズ参考書。理学療法専門分野のうち疾患別

編に焦点を絞り、問題を抽出してポイントを把
握しやすいように解説。

作業療法 専門分野 基礎編 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058710 ISBN：978-4-263-21585-2
111.

医歯薬出版 B5 判 448 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

作業療法専門分野の基礎編に焦点を絞り、
問題を抽出して、わかりやすくポイントを把握
しやすいように解説。

作業療法 専門分野 障害別編Ⅰ 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058711 ISBN：978-4-263-21586-9
112.

医歯薬出版 B5 判 408 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

作業療法専門分野の障害別編に焦点を絞

り、問題を抽出して、わかりやすくポイントを把
握しやすいように解説。

作業療法 専門分野 障害別編Ⅱ 2011 年版

理学療法士・作業療法士国家試験 必修ポイント

医歯薬出版 編 MBN：MJ10058712 ISBN：978-4-263-21587-6
113.

医歯薬出版 B5 判 464 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

作業療法専門分野障害別編の続編。精神疾
患を中心に、作業療法の障害別に焦点を絞

り、問題を抽出し、わかりやすくポイントを把握
しやすいように解説。

見てわかる医療スタッフのための痰の吸引－基礎と技術－

布宮伸・茂呂悦子 著 MBN：MJ10057502 ISBN：978-4-7809-0829-9
114.

学研メディカル秀潤社 B5 判 100 頁 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

「痰の吸引」の手順を、写真を多用してわかり
やすく解説。各手順の「ポイント」や「コツ」、
「なぜ？」についても解説。理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、臨床工学技士をはじ
め、在宅医療の介護者にもおすすめ。

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

小嶋知幸 編著 MBN：MJ10045349 ISBN：978-4-307-75023-3
115.

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。

作業療法士のための 呼吸ケアとリハビリテーション

呼吸ケア＆リハビリテーションシリーズ

石川 朗 編 MBN：MJ10051936 ISBN：978-4-521-73236-7
116.

中山書店 B5 変型判 144 頁 定価 2,835 円 (本体2,700 円)

呼吸リハビリテーションの基本事項に加え、呼
吸障害を持つ患者に対する作業療法のポイ

ントを簡潔にまとめた初の入門書。

柔道整復師国家試験 傾向と対策 2011

柔道整復師教育研究会 監 MBN：MJ10052338 ISBN：978-4-524-26243-4
117.

南江堂 B5 判 700 頁 定価 6,195 円 (本体5,900 円)

国家試験対策に問題を解きながら知識の整
理・習得ができるよう、左頁に受験科目の要点
整理、右頁に厳選した過去の出題問題と解答

解説を配置。年度版。
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介護・看護関係書

ソーシャルワーク協働の思想 クリネーからトポスへ

柏木 昭 著 MBN：MJ10053932 ISBN：978-4-89269-707-4
118.

へるす出版 B6 判 176 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

ソーシャルワーク本来の専門性を確保するか

を、「かかわり」「協働」「トポス」というソーシャ
ルワーク特有の言葉をキーワードに真正面か
ら考究しようとしたのが本書です。

要介護 3・4・5 の人のためのやる気がでる在宅リハビリ

「なつかしの国」の扉を開けよう 音楽 CD 付

飯島 治 著 MBN：MJ10058714 ISBN：978-4-263-24262-9
119.

医歯薬出版 A5 判 192 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

在宅リハビリの成功のコツは、お年寄りのなつ
かしの国に入り込むことである。仏壇と広瀬中

佐のお話を傾聴することである（付録：戦前の
唱歌 7 曲を納めた CD 付き）。

看護師国試 2011 必修問題 完全予想 450 問

看護師国家試験対策プロジェクト MBN：MJ10053349 ISBN：978-4-7965-2225-0
120.

照林社 B5 判本体 192p＋別冊 32p 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

国試対策の目玉となる必修問題 300 問を、最
新の出題基準に則って分野別にまとめ出題。
解説では必修クリアに必要な知識が身につけ

られるよう、ポイントを充実。付録として別冊で
模試を 3 セットと赤シート付き。

疾患の疑問から現場のトラブルまでナースが悩むQ＆A

富野康日己 監修 MBN：MJ10050200 ISBN：978-4-7792-0554-5
121.

メディカルレビュー社 A5 判 258 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

疾患や検査に関する疑問から患者さんとのコ

ミュニケーション法、職場のトラブル対策まで、
知りたかった「？」が「！」になる 1 冊です。

コンコーダンス 患者の気持ちに寄り添うためのスキル 21

安保寛明 他著 MBN：MJ10058699 ISBN：978-4-260-01078-8
122.

医学書院 B5 判 224 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

服薬の継続が重要な慢性疾患患者の服薬支
援や患者の意思決定支援などに役立つ「コン

コーダンス（調和）」の考え方と技術をわかりや
すく解説したはじめの 1 冊！

ナースのためのセルフコーチング

鱸 伸子 他著 MBN：MJ10058700 ISBN：978-4-260-01084-9
123.

医学書院 A5 判 120 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

自分がどんなナースになりたいと思っているの
か、その目標に近づけるようになるためにはど
うすればよいのか、などをセルフコーチングを

しながら探り出していく。

学生のための精神看護学

吉浜文洋 編 MBN：MJ10058268 ISBN：978-4-260-00189-2
124.

医学書院 B5 判 336 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

学生のために、難解な精神看護学を分かりや

すく丁寧に記述。本文の途中でコラム「臨床
では」を挿入し、学生にも現場をイメージしや
すくなっている。

成人看護学：慢性期看護 病気とともに生活する人を支える

看護学テキストシリーズ NiCE

鈴木久美 他編 MBN：MJ10055007 ISBN：978-4-524-25079-0
125.

南江堂 B5 判 540 頁 定価 3,465 円 (本体3,300 円)

慢性疾患を有する患者の身体的特徴だけで
なく、患者とその家族がおかれた心理・社会

的な問題を理解し、その理解に基づいた実践
をするための知識を習得できるテキスト。

疾病と検査

看護学テキストシリーズ NiCE

松田 暉 他編 MBN：MJ10049844 ISBN：978-4-524-25322-7
126.

南江堂 B5 判 342 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

検体検査、生理機能検査、画像診断、内視
鏡検査、そのほかの臨床検査の 5 章構成。写
真や図を多く用いて、検査の目的、機器や方

法、検査結果の評価などをわかりやすく解
説。

摂食・嚥下障害ベストナーシング

向井美惠・鎌倉やよい 編著 MBN：MJ10055303 ISBN：978-4-7809-1022-6127.

学研メディカル秀

潤社

B5 判 192 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

摂食・嚥下障害を理解し正しい技術を患者に

提供し、実践に応用できるように、場面別に具
体的な援助方法を示した。
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早わかりＰＥＧ（胃瘻）ケア・ノート

早わかりノートシリーズ

岡田晋吾 MBN：MJ10058387 ISBN：978-4-7965-2223-6
128.

照林社 A6 変型 128 頁 定価 1,470 円 (本体1,400 円)

PEG 管理に関するケアのエッセンスをまとめ
た書籍。ケア実践に必要となる最低限の知
識・技術を端的にまとめ、患者・家族への説明

などでも使えるように、コンパクトかつ視覚的
に情報を収載。

リンパ浮腫全書 診断・治療と患者指導

北村 薫 著 MBN：MJ10058767 ISBN：978-4-89269-710-4
129.

へるす出版 B5 判 178 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

リンパ浮腫を基礎から解説し、診断と治療に

役立つように解説。付録の DVD でリンパドレ
ナージの模範実技を見ることが出来る。

新 弾性ストッキング・コンダクター

静脈疾患・リンパ浮腫における圧迫療法の基礎と臨床応用

平井正文 編 MBN：MJ10054898 ISBN：978-4-89269-711-1
130.

へるす出版 A5 判 200 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

弾性ストッキング・コンダクター講習会のテキス
ト。弾性ストッキング使用に際して、患者に適

切な指導をし、患者の質問に答えられるように
実践的でわかりやすい記述で解説。

プレゼン力が授業を変える！

大島 武 著 MBN：MJ10056969 ISBN：978-4-8392-1391-6
131.

メヂカルフレンド社 A5 判 216 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

教員がプレゼンテーション力を身につけれ
ば、授業は大きく変わります。本書は、プレゼ
ンテーションのプロがその考え方、ノウハウを
わかりやすく解説。授業デザインの方法、表
現テクニックなど、今すぐ使える情報が満載で
す。「わかりやすく魅力的な授業をしたいが、
どうすればいいかわからない・・・」とお悩みの
先生方にお勧めの 1 冊です。

看護実践に活かす中範囲理論

野川 道子 編著 MBN：MJ10051653 ISBN：978-4-8392-1397-8
132.

メヂカルフレンド社 B5 判 392 頁 定価 3,885 円 (本体3,700 円)

中範囲理論は、健康問題に取り組む人々の心理や

行動、患者・家族が体験する世界を理解したり、看

護の必要性をアセスメントし適切な健康行動を促進

したりするのに役立ちます。この中範囲理論を活用

することにより、臨床における看護実践の質を高め、

発展させていくことが期待されます。本書は臨床の

看護実践家はもとより、看護の初学者である学生や

大学院生にもお勧めです。

老年看護学 Vol．14 No．2

日本老年看護学会学会誌編集委員会 編著

MBN：MJ10054032 ISBN：978-4-260-01130-3
133.

医学書院 B5 判 96 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。 「日本老年看護学会第14回学術集会特

集」ほか、原著 3 論文、研究ノート 1 論文、資
料1論文、「研究・教育活動推進委員会：平成
21 年度活動報告」を掲載。

高齢者救急 急変予防＆対応ガイドマップ

JJN スペシャル

岩田充永 編 MBN：MJ10058703 ISBN：978-4-260-01131-0
134.

医学書院 AB 判 144 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

悩める高齢者救急のケースについて初期ア
セスメント→対応の流れを一目でわかるチャ
ートで解説。目の前の高齢者のどこに気をつ

ければいいのかがズバッとわかります。

透析療法パーフェクトガイド 第 2 版

飯田喜俊 他編 MBN：MJ10054965 ISBN：978-4-263-70580-3
135.

医歯薬出版 B6 判 416 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

透析スタッフが日常よく遭遇する事項を、 わ

かりやすくコンパクトに収載。「CKD 診療ガイ
ド 2009」をはじめ、各種ガイドラインや用語集
に準拠させた最新版。

がん化学療法看護テキストブック

小松浩子 他編 MBN：MJ10058755 ISBN：978-4-88003-593-2
136.

真興交易医書出版部 B5 判 256 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

がん化学療法看護認定看護師教育課程の専
門 科 目 を 網 羅 し て 、 evidenced-based

practice（EBP）に基づきわかりやすく解説した
テキストブック。

成人看護学：急性期看護Ⅰ 概論・周手術期看護 看護学テキスト NiCE

林 直子（聖路加看護大学教授）、佐藤 まゆみ（千葉県立保健医療大学教授）

MBN：MJ10052335 ISBN：978-4-524-25077-6
137.

南江堂 B5 判 350 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

急性疾患についての一般的な理解だけでなく、患者

とその家族の心理的・社会的特徴についても理解で

きることを目指したテキスト。第１部の「概論」では、侵

襲に対する生体反応についてとくにていねいに解

説。第２部の「周手術期看護」では、イラストや関連

図をとりいれた事例を通して、疾患の知識、術前・術

後のケアについてわかりやすく解説。すぐに活用で

きる実践的な知識が身につく。
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成人看護学：急性期看護Ⅱ 救急看護 看護学テキスト NiCE

佐藤 まゆみ（千葉県立保健医療大学教授）、林 直子（聖路加看護大学教授）

MBN：MJ10052336 ISBN：978-4-524-25078-3
138.

南江堂 B5 判 278 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

「急性期看護Ⅰ」と同様に、疾患についての一般的

な理解だけでなく、患者とその家族の心理的・社会

的特徴についても理解できることを目指したテキス

ト。学生がイメージしにくい救急医療の現場をていね

いに解説。患者の病態と診断、初療室・ICU におけ

る看護が具体的にわかるよう、臨場感のある事例を

通して展開しており、すぐに活用できる実践的な知

識が身につく。

ナースのための 小児感染症 予防と対策

国立成育医療研究センター 編 MBN：MJ10055665 ISBN：978-4-521-73237-4
139.

中山書店 B5 判 180 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

小児によくみられる感染症の基礎知識、病

態、隔離期間、予防法などと小児の特性を踏
まえた感染対策、看護ケアをわかりやすくコン
パクトにまとめた。

訪問看護元気化計画 現場からの 15 の提案

宮崎和加子 他著 MBN：MJ10053931 ISBN：978-4-260-01055-9
140.

医学書院 B6 判 208 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

在宅への流れを加速したい医療行政の思惑
とは裏腹に、在宅医療も訪問看護も伸び悩ん

でいる。この先10年の再興ビジョンを、現場か
らの発想に徹して描いた。

薬学関係書

保険調剤 Q&A 平成 22 年版 ［調剤報酬点数のポイント］

日本薬剤師会／編 MBN：MJ10055012 ISBN：978-4-8407-4102-6
141.

じほう A5 判 240 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

薬局の現場で生じる疑問や質問をもとに、調
剤報酬上の解釈と算定の仕方を Q&A169 問
にまとめました。今版では、これまでの根拠通

知の掲載を大きく見直し、調剤報酬点数の構
成に沿って組み立てました。より使いやすくな
った本書を日々の薬局業務にお役立てくださ

い。

保険薬事典 Plus 平成 22 年 6 月版

MBN：MJ10054016 ISBN：978-4-8407-4113-2
142.

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。

保険薬事典 平成 22 年 6 月版

MBN：MJ10054017 ISBN：978-4-8407-4114-9
143.

じほう A5 判 860 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。

日本医薬品集 医療薬 2011 年版

DRUGS IN JAPAN 日本医薬品集フォーラム／監

MBN：MJ10055014 ISBN：978-4-8407-4115-6
144.

じほう B5 判 3500 頁 定価 13,650 円 (本体13,000 円)

全医家向け医薬品約18、000品目について、
2010 年 6 月下旬までの添付文書情報を詳細
に編集。薬物治療に必要な、効能・効果、用

法・用量、禁忌・副作用情報などの使用上の
注意に関する最新情報に加え、薬価、規制区
分、投与日数制限など調剤業務に必須となる

情報も収録。

日本医薬品集 2011 セット版

DRUGS IN JAPAN 日本医薬品集フォーラム／監

MBN：MJ10055015 ISBN：978-4-8407-4116-3
145.

じほう B5 判 3500 頁 定価 24,150 円 (本体23,000 円)

「日本医薬品集 医療薬 2011 年版」（書籍＋付録

eBook DVD）と、日本医薬品集 DB の最新版

（Win&Mac 対応 CD-ROM）がセットになった大変お

得な商品。本データベースは、日本医薬品集 医療

薬 2011 年版のほか当社発行の医薬品情報関連書

籍「保険薬事典」「薬効・薬価リスト」「医療用／医療

品識別ハンドブック」「日本医薬品集一般薬」の内容

をリンクし、どのデータからも検索可能です。

日本医薬品集 一般薬 2011-12 年版

DRUGS IN JAPAN 日本医薬品集フォーラム／監

MBN：MJ10055016 ISBN：978-4-8407-4118-7
146.

じほう B5 判 2000 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

わが国の薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されて

いるほぼすべての一般用医薬品（配置薬、指定医薬

部外品を含む）約 13、000 品目について、製薬企業

各社へ行った調査結果に基づき、そのリスク区分、

成分、効能、用法・用量、規制区分など、最新の製

品情報を収録。店頭・オフィスに必携の一般用医薬

品の年鑑です。

－ 15 －



保険薬局版 2010 年 4 月版

日本薬剤師会編 MBN：MJ10051078 ISBN：978-4-8408-1143-9
147.

薬事日報社 B5 判 535 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

保険調剤報酬請求の実務全体を詳しく解説
した保険薬局の必携本。

家庭薬ロングセラーの秘密

全国家庭薬協議会編 MBN：MJ10051947 ISBN：978-4-8408-1146-0
148.

薬事日報社 A5 判 144 頁 定価 2,000 円 (本体1,905 円)

家庭薬34社とその製品を2頁見開きで掲載。

長い間使用されている秘密にせまります。

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 他編 MBN：MJ10047889 ISBN：978-4-7581-0926-0
149.

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最
適！

保険薬局 Q&A 平成 22 年版 ［薬局・薬剤師業務のポイント］

日本薬剤師会／監 MBN：MJ10055013 ISBN：978-4-8407-4103-3
150.

じほう A5 判 188 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

処方せん受付、疑義照会、麻薬の取り扱い、
後発医薬品など、日々の薬局・薬剤師業務で
知っておかなければならないポイント 101 問を
集めました。「保険調剤 Q&A 平成 22 年版」
と合わせてお使いください。後発医薬品の選
択に役立つ「先発医薬品と後発医薬品で適
応・用法に違いがある医薬品リスト」の最新版
も掲載しています。

ワークシートで教える薬局実務実習指導ガイド

薬剤師実践塾／編 MBN：MJ10055017 ISBN：978-4-8407-4119-4
151.

じほう A4 判 250 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

現場の実務を行いながら、本書を用いて指導
するだけで、コア・カリキュラムの方略（LS）、到
達目標（SBO）をしっかりカバー。学生を迎え
入れる薬局の準備もマニュアル化。本書の特
色は、●実習生に課題を提示するワークシー
ト形式で、指導薬剤師の負担を軽減でき、●
実習生のメンタルケアについても解説したほ
か、評価の目安も明示されている、点です。

薬学生のための 病院実務実習 実践問題集

大阪府病院薬剤師会／編 MBN：MJ10055018 ISBN：978-4-8407-4120-0
152.

じほう B5 判 200 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

本書は、薬学生および指導薬剤師がより効果
的に実務実習に取り組むための問題集。問
題を通じて、実習現場で必要な知識の整理・
確認を行うことで、薬学生の理解度のチェック
や、指導薬剤師の学生指導時・評価時の支
援ツールとして利用できます。内容は、「選択
問題」と「演習問題」で構成されており、段階
的に実習を進めるのに役立ちます。

ビジュアルラーニング 服薬指導のためのくすりの効き方と作用 Part4

ビジュアルラーニング 4

國正淳一／著 MBN：MJ10055019 ISBN：978-4-8407-4121-7
153.

じほう B5 判 140 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

本シリーズでは、薬理作用の発現メカニズム
をビジュアルで理解できるよう、カラーイラスト
を用いてわかりやすく解説し、患者さんに服薬
の必要性を正しく理解していただくための、ポ
イントをおさえた効率的な服薬指導をめざしま
す。シリーズ 4では、2006 年 6月から 2009 年
12 月までに上市された主な新薬 103 品目を
収録しました。

OTC 医薬品販売のエッセンス ―事例で学ぶ，適正な製品選択のヒント―

米山博史／著 MBN：MJ10055020 ISBN：978-4-8407-4122-4
154.

じほう A5 判 480 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

本書は、OTC 医薬品販売時におけるポイントを紹

介。第 1 章で OTC 医薬品全般に関わる事項をまと

め、第 2 章は薬効群ごとに①疾患の解説、②含まれ

ている主な成分の解説、③販売時のアドバイス、④

接客事例で構成し、「どんなことをヒアリングし、どの

ような製品をすすめるべきか」の疑問に答えます。登

録販売者の方にはもちろん、薬剤師の方にも必携の

一冊です。2 色刷り。

手話で学ぶクスリの教科書 服薬指導編

早瀬久美 編著 MBN：MJ10051946 ISBN：978-4-8408-1144-6
155.

薬事日報社 B5 判 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

聴覚障害者が薬局の店頭で必要とされるやり
取りを手話を使って可能にするための実務書

です。
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歯学関係書

歯の欠損から始まる病気のドミノ 命の質と量を守るためのインプラント治療

武田 孝之 他編著 MBN：MJ10058715 ISBN：978-4-263-44315-6
156.

医歯薬出版 A4 変型判 40 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

全身の健康と歯の役割、そして歯の欠損が生
じてしまった場合の適切な対応法を写真とイ
ラストを用いて解説したビジュアルブック。

ドライマウス 今日から改善 お口のかわき

阪井丘芳 著 MBN：MJ10058716 ISBN：978-4-263-44316-3
157.

医歯薬出版 A4 変型判 40 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

ドライマウスについて簡潔に易しくまとめた患

者さん向け読本。症状と原因、診査・診断・診
療の手順を紹介。年齢・病気・対象者別の対
応をイラストを用いて解説。

高齢者の口腔機能評価 NAVI DVD ビデオ付

菊谷 武 他編著 MBN：MJ10058717 ISBN：978-4-263-44317-0
158.

医歯薬出版 B5 判 136 頁 定価 4,830 円 (本体4,600 円)

高齢者の口腔機能評価に主眼をおき、動画も
用いながら「評価のポイント」「評価の仕方」さ

らには「評価結果に基づく対処法」までを解
説。

雑誌

画像診断 Vol.30 No.9（2010 年 8 月号）

おさえておきたい出血性脳血管障害-基本から最新の知識まで-（仮題）

前田正幸 編 MBN：MJ10055299 ISBN：978-4-7809-0009-5
159.

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

出血性脳血管障害の画像の背景にある病態
を見逃さないために押さえるべき知識、画像
技術・所見、治療について基本を中心としな

がら最新の内容までわかりやすくまとめた。

細胞工学 Vol.29 No.8 炎症医学の新しい展望（仮題）

宮崎徹 監修 MBN：MJ10055300 ISBN：978-4-7809-0109-2
160.

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

近年炎症が様々な疾患の病態メカニズムの基

礎になっていることがわかってきており盛んに
研究されている。本特集では新たな炎症医学
についての最前線を紹介。

Clinical Engineering Vol.21 No.8 臨床工学技士のための感染管理の知識（仮題）

市川高夫 編 MBN：MJ10055301 ISBN：978-4-7809-0209-9
161.

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

臨床工学技士に必要な感染管理の知識をま
とめた特集。感染対策の基本概念、標準予防

策を中心に必要な知識を紹介。

Visual Dermatology Vol.9 No.8 分子標的薬時代へ（仮題）

大槻マミ太郎 監修 MBN：MJ10055302 ISBN：978-4-7809-0309-6
162.

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)

乾癬に保険適応が追加され、皮膚科でも知ら
ないではすまされない分子標的薬。皮膚科領
域での使用例と副作用としての皮膚症状のコ

ントロールを、症例を中心にビジュアルに詳
解。さらには分子標的薬の基礎から最新のト
ピックスまで網羅し、この 1 冊で分子標的薬に

強くなれる！

月刊ナーシング Vol.30 No.9（8 月号）

ナースだからできる「足病変ケア」がわかる 「フットケア」をはじめよう！

西田壽代 監修
163.

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

看護師によるフットケアが診療報酬（糖尿病合
併症管理料）で認められたこともあり、フットケ
アに興味をもつ看護師が増えつつあります。
患者も医師も後まわしにしやすい部位だけ
に、看護師の観察力が必要となるフットケア。
その重要性と、看護師ができるフットケアの具
体的な施術や、アセスメント・対応法を紹介し
ます。

看護技術２０１０年８月号 特集：実践！栄養アセスメント

164.

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

●栄養アセスメントの基本を理解することで、
様々な場面でのアセスメント方法がわかる！

●栄養状態の改善による病気の早期回復・治
療に役立つ！
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看護展望２０１０年８月号 特集：定着率・離職率を改善させた職場定着の具体策

165.

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

今回の特集では実際に効果の得られた実例
を取り上げ、どのような取り組が行われたの
か、そこにどのような工夫や着眼点があったの

かを探ります。

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年８月号

特集：患者さんの気持ちがわからない！ ときの魔法のヒント集
166.

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

本特集では、“患者さんの気持ちを想像するのに役

立つヒント”をもりだくさんで紹介していきます！ ①

“患者さんのこころ”に寄り添うって何だろう？ ②患

者さんの気持ちがわからないときに聞く「患者タイプ

別ヒント集」 ③患者さんの本音をのぞいてみよう

○疾患と看護がわかる看護過程ナーシングプロセ

ス：関節リウマチ。

Geriatric Medicine（老年医学）Vol.48 No.6

特集：知っておきたい高齢者の睡眠医療

MBN：MJ10056395 ISBN：978-4-89801-354-0
167.

ライフ・サイエンス B5 判 156 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

高齢者の睡眠障害は、基礎疾患の有無や加
齢に伴う睡眠特性によって左右されるため非

常に複雑である。本特集では、これだけは知
っておきたい睡眠医療における診断・治療の
基本と最新の話題を包括した。

Progress in MedicineVol.30 No.6

特集：現代社会における睡眠障害―広がる睡眠医療―

MBN：MJ10056396 ISBN：978-4-89801-355-7
168.

ライフ・サイエンス A4 判 280 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

ストレス社会の現代において、睡眠障害の影
響は深刻である。居眠り事故、不登校などの
背景に睡眠障害があり、最近ではうつ病との

関連も指摘されている。本特集では各科領域
にまたがる特徴的な睡眠障害を網羅した。

実験医学2010年8月号 実験医学 VOL.28 NO.13

オルガネラによる細胞機能発現・制御の分子機構（仮）

藤木幸夫 企画 MBN：MJ10057822 ISBN：978-4-7581-0062-5
169.

羊土社 B5 判 約160頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

細胞の高次機能発現を支える Protein

Kinesis。多彩なオルガネラが関わる、細胞内
タンパク質の空間秩序を司る分子機構から、
その破綻による疾患まで。

レジデントノート 2010 年 8 月号 レジデントノート VOL.12 NO.7

創傷治療 こんなときどうする？適切な評価と処置のコツ

藤岡正樹 編 MBN：MJ10057825 ISBN：978-4-7581-0502-6
170.

羊土社 B5 判 約160頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

救急でよく出合う創傷について、評価のポイン
ト・治療方針の考え方といった基本から様々な

タイプの創傷への具体的な処置法まで、専門
科医ならではのコツをわかりやすく解説。
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