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医学関係書

新しい解剖生理学 改訂第 12 版

山本敏行 他著 MBN：MJ10058276 ISBN：978-4-524-26044-7
1.

南江堂 B5 判 386 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

人体の構造（解剖学）と機能（生理学）を相互
に関連させてわかりやすく解説。初版刊行か

ら 40 年以上、幅広く利用され好評を得ている
定本の最新版。

【写真と解説】 骨学実習アトラス

髙井省三 著 MBN：MJ10065206 ISBN：978-4-7849-3205-4
2.

日本医事新報社 菊変型判 136 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

骨学実習のためのカラーアトラス。骨格標本
を各方向から撮影し、部位の名称を付け、簡
単な解説を加えた。解剖学用語にはフリガナ

を添え、英語を併記した。

究極のデトックス－血液浄化

阿岸鉄三 著 MBN：MJ10065869 ISBN：978-4-307-77165-8
3.

金原出版 B5 判 150 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

血液透析の権威が、血液浄化のデトックス効

果を紹介。併せて著者が提唱・実践する統合
医療についても分かりやすく解説。

治療薬マニュアル 2010 準拠 CASIO 電子辞書データカード版

Ex-word DATAPLUS2～5 対応

高久史麿 他監 MBN：MJ10066710 ISBN：978-4-260-01147-1
4.

医学書院 データカード 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

拡張機能付き電子辞書（CASIO Ex-Word
DATAPLUS2～5 対応）に向けた「治療薬マニ

ュアル」の最新版（2010 準拠）。

正しい方法がわかる臨床基本手技 II（DVD-ROM 付）

from The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

北村 聖 訳 MBN：MJ10066233 ISBN：978-4-524-26309-7
5.

南江堂 A5 判 120 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

NEJM の好評コンテンツ“Videos in Clinical
Medicine”から基本の 10手技を収録。テキスト
でポイントを要約。日本語版 DVD－ROM 付。

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
6.

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！

119 番 周産期救急対応・搬送ガイドブック

日本医療教授システム学会 監 MBN：MJ10066736 ISBN：978-4-521-73260-2
7.

中山書店 B6 変型判 120 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

救急救命士・救急隊員がチームで連携しなが
ら、産婦の状態を理解し、迅速な対応と搬送

を行うスキルを習得するためのガイドブック。

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。



General Rules for the Clinical and Pathological Study 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 MBN：MJ10055655 ISBN：978-4-307-20280-0
8.

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。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。

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 MBN：MJ10055656 ISBN：978-4-307-40046-6
9.

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

8 年ぶりの改訂版。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解説。

レジデントのための薬物療法 抗菌薬はこう使え！-ガイドラインに沿ったコツのコツ

MBN：MJ10064556 ISBN：978-4-521-73235-0
10.

中山書店 A5 判 152 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

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
11.

羊土社 A5 判 223 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

頭痛や不眠、めまいなど、よく出合う症状別に
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。

女性のための漢方薬

稲木一元 他著 MBN：MJ10066732 ISBN：978-4-498-01778-8
12.

中外医学社 A5 判 126 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

女性患者に漢方薬を求められるケースは多

い。本書は、漢方薬をはじめて使うドクターで
もこのようなニーズに応じられるよう、女性に頻
用される漢方薬をわかりやすく解説した。

インフルエンザの最新知識 Q&A 2010 パンデミック H1N1 2009 第一波を振り返って

鈴木 宏 他編 MBN：MJ10066739 ISBN：978-4-7532-2456-2
13.

医薬ジャーナル社 A5 判 188 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

パンデミック H1N1 2009 の対応、予防法等を
振り返り、第二波に備え、ベストな方策を講じ

るため当時の経過と概要を専門家がQ＆A形
式で説明。医療従事者必携の書！

カルバペネムをどう使うか？ 適正使用のための基礎と臨床

河野 茂 編 MBN：MJ10066741 ISBN：978-4-7532-2458-6
14.

医薬ジャーナル社 A5 判 184 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

β‐ラクタム系薬で、強い抗菌力と広いスペク
トルを持つ「カルバペネム」。基礎、臨床での
工夫からその特徴、今後克服すべき課題にま

で言及し、「適正使用」へと導く一冊。

ガイドラインサポートハンドブック IDSA 真菌症治療の UP-TO-DATE

河野 茂 編 MBN：MJ10066743 ISBN：978-4-7532-2460-9
15.

医薬ジャーナル社 A5 判 324 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

主要 3 真菌が出揃った IDSA（米国感染症学

会）診療ガイドライン改訂版。前版からの変更
点も含め、UPDATEされたポイントを簡潔に解
説！

患者吸入指導のコツと吸入デバイス操作法のピットホール

大林浩幸 著 MBN：MJ10066744 ISBN：978-4-7532-2461-6
16.

医薬ジャーナル社 A4 判 120 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

多くの患者が吸入デバイス操作の際に経験
するピットホールをカラー写真や図をふんだ

んに使い、ビジュアルに解説。医師、薬剤師
が待ち望んだ患者指導の説明書！

甲状腺疾患と自己抗体検査

村上正巳 編 MBN：MJ10066752 ISBN：978-4-7878-1787-7
17.

診断と治療社 A5 判 80 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

日常で甲状腺患者をフォローしている、一般
開業医を含む甲状腺非専門医を対象とし、甲
状腺自己抗体とその検査キットの使い方、意

義などをわかりやすく説明している。
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脂質異常症薬物治療テクニック

吉田雅幸 編 MBN：MJ10061628 ISBN：978-4-524-26259-5
18.

南江堂 A5 判 178 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

脂質異常症の薬物治療について、薬剤選択
の方法や処方パターン、効果判定のしかたや
効果不十分な場合の対応などのすぐに使え

るテクニックを満載した実際書。

ガイドライン／ガイダンス 肥満症 こう診る・こう考える

吉松博信 編 MBN：MJ10066751 ISBN：978-4-7849-5565-7
19.

日本医事新報社 B5 判 112 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

「肥満症治療ガイドライン」準拠。肥満症治療

の進め方、メタボリックシンドロームへの対応、
病態別のアプローチ等をわかりやすく解説。

糖尿病のフットケア

インフォームドコンセントのための図説シリーズ

門脇 孝 他編 MBN：MJ10047294 ISBN：978-4-7532-2444-9
20.

医薬ジャーナル社 A4 変型判 144 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

糖尿病の合併症として恐れられる足壊疽の予
防、治療、再発予防を、東京大学医学部附属

病院スタッフが易しく分かりやすく解説。患
者、医療従事者にもお薦めの一冊！

CD-ROM 版（Version 4） 糖尿病食事療法のための食品交換表 第 6 版

日本糖尿病学会 編 MBN：MJ10066757 ISBN：978-4-8306-1375-3
21.

文光堂 B5 判 64 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

Windows Vista/7、Mac の最新OSに対応し全
面リニューアル。画面表示の拡大・縮小や新
規食品登録、献立作成ガイドなど多数の新機

能を追加。

ステージ・病態別に学ぶ！

ＣＫＤの治療と薬Ｑ＆Ａ ―慢性腎臓病の患者ケア・服薬指導―

平田 純生／編著 MBN：MJ10066238 ISBN：978-4-8407-4132-3
22.

じほう A5 判 300 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

CKD の薬物治療の基本を「CKD はなぜ怖い

のか？～CKD の基礎知識」、「ステージごとの
CKD の合併症と治療方法」、「CKD 患者の薬
物治療のポイント」の 3 章立てでわかりやすく

解説。CKD を基礎からきちんと理解したい医
療従事者必読の 1 冊です。

IMiDs（免疫調節薬）の基礎と臨床

多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群治療の新たな展開

小澤敬也 他編 MBN：MJ10066738 ISBN：978-4-7532-2447-0
23.

医薬ジャーナル社 B5 判 160 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

MM、MDS の新たな治療薬として期待される
IMiDs （ サ リ ド マ イ ド 、 レ ナ リ ド ミ ド 、

Pomalidomide）。その薬理作用と治療効果つ
いて解説。

COLOR ATLAS 膠原病・リウマチ 改訂第 2 版

住田孝之 編 MBN：MJ10054011 ISBN：978-4-7878-1783-9
24.

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
全貌、病態をヴィジュアルから理解できるよう
構成。新規症例のほか生物学的製剤の治療

効果なども付加。

リウマチ・膠原病内科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リウマチ・膠原病学のエッセンス

三森経世 編 MBN：MJ10066758 ISBN：978-4-8306-2023-2
25.

文光堂 A5 判 350 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

リウマチ・膠原病内科の若手スタッフ、研修医

を読者対象に、臨床に必要なエッセンスを一
歩踏み込みつつ、コンパクトにまとめたマニュ
アル。

ノンバーバルコミュニケーションと脳 自己と他者をつなぐもの

脳とソシアル

岩田 誠 他編 MBN：MJ10066704 ISBN：978-4-260-00996-6
26.

医学書院 A5 判 320 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

人は言葉だけでなく、自分の体や周りの空
気、時間などあらゆるものを使って他者とのコ

ミュニケーションを図る。脳はそれらの情報を
どう処理し、意味づけているのだろうか。

プリオン病と遅発性ウイルス感染症

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班」 編

MBN：MJ10065867 ISBN：978-4-307-10152-3
27.

金原出版 B5 判 344 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

プリオン病、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)、多
巣性白質脳症(PML)の 3 疾患について、疾患
の基礎概念から最近の研究成果までを、わか

りやすくかつ詳細に解説。
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睡眠障害国際分類 診断とコードの手引 第 2 版

American Academy of Sleep Medicine 編

MBN：MJ10062476 ISBN：978-4-260-00917-1
28.

医学書院 B5 判 296 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

米国睡眠学会による睡眠障害国際分類（第 2
版）の日本語版。睡眠障害を実用的かつ経験
的な観点から新たに分類し、その特徴や、診

断基準などがまとめられている。

電気けいれん療法 医師と患者のためのガイド

鈴木一正 他訳 MBN：MJ10066760 ISBN：978-4-88002-817-0
29.

新興医学出版社 A5 判 170 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

電気けいれん療法(ECT)の手順、有効性と有

害事象、麻酔技術、対象となる精神障害、
ECT の作用機序・歴史・倫理について、医療
者や患者・家族の方へ最適の入門書。

精神科治療における家族支援

専門医のための精神科臨床リュミエール 17

伊勢田 堯 他編 MBN：MJ10066733 ISBN：978-4-521-73131-5
30.

中山書店 B5 判 224 頁 定価 6,930 円 (本体6,600 円)

精神疾患患者の家族研究・家族療法の発展
経過を振り返り、わが国における家族支援の

あり方を展望。家族療法の実際を臨場感あふ
れる「誌上ライブ」で再現。

特発性肺線維症（IPF）

杉山幸比古 編 MBN：MJ10066742 ISBN：978-4-7532-2459-3
31.

医薬ジャーナル社 B5 判 256 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

IPFの診断、治療、他疾患との鑑別、また抗線
維化薬として期待のピルフェニドン、N-アセチ
ルシステイン、シクロスポリン、PMX カラム等の

有用性について解説。

ガイドライン／ガイダンス 咳嗽 ―こう診る・こう考える

石田 直 編 MBN：MJ10065207 ISBN：978-4-7849-5559-6
32.

日本医事新報社 B5 判 76 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

ガイドラインを如何に実地診療に活かすかを

コンセプトにした内科系シリーズの一冊。ガイ
ドラインの項目立てに沿って、高血圧診療のノ
ウハウ・ポイントを解説。

ガイドライン／ガイダンス 気管支喘息 ―こう診る・こう考える

滝澤 始 編 MBN：MJ10065208 ISBN：978-4-7849-5562-6
33.

日本医事新報社 B5 判 84 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

ガイドラインを如何に実地診療に活かすかを
コンセプトにした内科系シリーズの一冊。ガイ

ドラインの項目立てに沿って、高血圧診療のノ
ウハウ・ポイントを解説。

循環器臨床サピア 9 巻 血管エコーパーフェクトガイド-動脈硬化の早期発見

MBN：MJ10064553 ISBN：978-4-521-73169-8
34.

中山書店 B5 判 2402 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

循環器臨床サピア 10 巻 心電図パーフェクトガイド-初心者からエキスパートまで

MBN：MJ10064554 ISBN：978-4-521-73170-4
35.

中山書店 B5 判 272 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

PCI・EVT スペシャルハンドブック

南都伸介 他編 MBN：MJ10055008 ISBN：978-4-524-26096-6
36.

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）について、エビデンス

を重視しつつ、実臨床における各エキスパー
トならではの工夫を盛り込む。

肝癌診療マニュアル 第 2 版

日本肝臓学会 編 MBN：MJ10062477 ISBN：978-4-260-01071-9
37.

医学書院 B5 判 160 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

肝臓専門医はもとより、肝癌を専門としない医
師にも有用な診療マニュアル。最新の診療ガ
イドライン、肝臓学会におけるコンセンサスを

ふまえ簡潔に解説する。
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症例から学ぶ ウイルス肝炎の治療戦略

工藤正俊 他編 MBN：MJ10065516 ISBN：978-4-7878-1750-1
38.

診断と治療社 B5 判 204 頁 定価 4,935 円 (本体4,700 円)

総論はトピックスを網羅、各論は、症例ごとに
異なる肝癌の二次・三次予防としての治療適
応の考え方、最適治療の選択根拠、その治

療の実際を詳述。

子どもの心の診療 4 巻 子どもの不安障害

ISBN：978-4-521-73149-0
39.

中山書店 A5 判 240 頁 定価 未定

小児科臨床ピクシス 20 巻 かぜ症候群と合併症

MBN：MJ10064555 ISBN：978-4-521-73192-6
40.

中山書店 B5 判 224 頁 定価 8,610 円 (本体8,200 円)

小児科 Wisdom Books 小児救急医が診る思春期の子どもたち

MBN：MJ10064559 ISBN：978-4-521-73262-6
41.

中山書店 B5 判 176 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

ポケットプラクティスシリーズ 小児神経・発達診断

MBN：MJ10064560 ISBN：978-4-521-73263-3
42.

中山書店 B6 変型判 248 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

イメージからせまる小児神経疾患 50 症例から学ぶ診断・治療プロセス

日本小児神経学会 編 MBN：MJ10066753 ISBN：978-4-7878-1788-4
43.

診断と治療社 A4 判 132 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

写真で見る小児神経疾患 50 症例。臨床情
報・身体所見に加え、クイズ形式で小児神経

科医がどのように診断・治療プロセスを進める
か、2p でポイントを解説した。

ここまでわかった小児の発達

小児科臨床ピクシス 19

久保田雅也 編 MBN：MJ10066734 ISBN：978-4-521-73191-9
44.

中山書店 B5 判 256 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

患児一人ひとりの症状や疾患からくる発達を
「心」からも「身体」からも診ることができるよう
に、多彩な研究分野の執筆陣が「今、わかっ

ていること」を解説。

小児の薬の選び方・使い方 小児科医の手の内を公開！ 第 3 版

横田俊平 編 MBN：MJ10066737 ISBN：978-4-525-28443-5
45.

南山堂 B5 判 337 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

全頁カラー化でさらに見やすくわかりやすくな

った最新改訂版！ 頻繁に遭遇する 23症状・
48 疾患について、薬を選び使うまでのステッ
プを経験豊かな小児専門医が公開。

前頭葉・頭頂葉

ビジュアル脳神経外科 Anatomy & Surgical Approach 1

片山容一 編 MBN：MJ10066747 ISBN：978-4-7583-1177-9
46.

メジカルビュー社 A4 判 224 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

脳神経外科医に必要な最新の知識・技術を
豊富なイラストとカラー写真で解説する新シリ

ーズ。本巻では，前頭葉・頭頂葉を取り上げ、
手術に必要な構造と機能から、画像診断・検
査、手術のアプローチまでを実践的に解説。

DVD 完全鏡視下肺葉切除術 右下葉切除術

宮本好博 著 MBN：MJ10066749 ISBN：978-4-7653-1445-9
47.

金芳堂 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。
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DVD 完全鏡視下肺葉切除術 左下葉切除術

宮本好博 著 MBN：MJ10066750 ISBN：978-4-7653-1446-6
48.

金芳堂 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。

腹腔鏡下胃切除術の実際 安全な普及のために

谷川允彦 監 MBN：MJ10066756 ISBN：978-4-8159-1865-1
49.

永井書店 A4 判 170 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

腹腔鏡下胃癌手術の安全な普及を目標に、

美しい手術イラスト・術中写真と実際の術中映
像を駆使し、実践的かつ具体的に詳解するビ
ジュアル手術教科書。

消化器外科の基本手術手技

中郡聡夫 他編著 MBN：MJ10065513 ISBN：978-4-498-04330-5
50.

中外医学社 B5 判 288 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

消化器がんに対する代表的な手術手技のテ
クニックと、最新のエビデンスをわかりやすくビ

ジュアルにまとめたハンドブック。消化器外科
専門医を目指す若手ドクターの必携書！

要点イラストとライブ音声解説ビデオで視る

奥田準二のエキスパートテクニック 1.腹腔鏡下低位前方切除術

奥田準二 編著 MBN：MJ10066756 ISBN：978-4-498-04332-9
51.

中外医学社 A4 判 206 頁 定価 18,900 円 (本体18,000 円)

腹腔鏡下大腸手術のエキスパート奥田準二
が、要点イラストとライブ音声解説ビデオでそ
の真髄を惜しみなく伝授する。シリーズ第 1巻

は腹腔鏡下低位前方切除術を扱う。

要点イラストとライブ音声解説ビデオで視る

奥田準二のエキスパートテクニック 2.腹腔鏡下結腸右半切除術

奥田準二 編著 MBN：MJ10065095 ISBN：978-4-498-04334-3
52.

中外医学社 A4 判 126 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

腹腔鏡下大腸手術のエキスパート奥田準二

が、要点イラストとライブ音声解説ビデオでそ
の真髄を惜しみなく伝授する。シリーズ第 2巻
は腹腔鏡下結腸右半切除術を扱う。

腹腔鏡下大腸手術の基本手術手技

腹腔鏡下 S 状結腸切除／前方切除-技術認定取得者からの提言

奥田準二 編 MBN：MJ10065096 ISBN：978-4-498-04336-7
53.

中外医学社 B5 判 128 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

技術認定試験の指定術式にもなっている腹
腔鏡下 S 状結腸切除/前方切除につき、エキ

スパートが解説する1冊。手術ビデオを収録し
た DVD 付。技術認定取得のための必携書！

整形外科臨床パサージュ ③運動器画像診断マスターガイド

ISBN：978-4-521-73213-8
54.

中山書店 B5 判 400 頁 定価 未定

整形外科手術イラストレイテッド 1 巻 腰椎の手術

MBN：MJ10064557 ISBN：978-4-521-73248-0
55.

中山書店 A5 判 200 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

実践 反復性肩関節脱臼 鏡視下バンカート法の ABC

菅谷啓之 編 MBN：MJ10065868 ISBN：978-4-307-25148-8
56.

金原出版 B5 判 160 頁 定価 6,720 円 (本体6,400 円)

写真やイラストを用いて、治療の歴史から、機
能解剖、バイオメカニクス、診断、治療、最新

の鏡視下の術式まで、多岐にわたる内容を、
わかりやすく紹介・解説。

産科救急ハンドブック 『産科危機的出血への対応ガイドライン』に基づく管理法

竹田 省 編著 MBN：MJ10064971 ISBN：978-4-88378-809-5
57.

総合医学社 A5 判 300 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

最新の止血法や DIC の治療法としての輸血
法を「産科危機的出血への対応ガイドライン」
をふまえて解説した。
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目で診る緑内障・視神経疾患 81

山本哲也 他編 MBN：MJ10066745 ISBN：978-4-7583-0740-6
58.

メジカルビュー社 B5 変型判 192 頁 定価 13,650 円 (本体13,000 円)

緑内障・視神経疾患 81 症例の受診動機・所
見を問いにして、疾患名などを読者が解答し
ながら確定診断の重要ポイントを習得できる

構成。経過観察の所見も豊富で疾患アトラス
や診療する際の手引きとして、また専門医認
定試験の力試しにも役立つ一冊。

病棟医・研修医のための保険診療入門 2010-11

藍 真澄／著 MBN：MJ10065677 ISBN：978-4-8407-4126-2
59.

じほう A5 判 144 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

多岐にわたる保険診療の中から、日常的に重

要と思われる事項について、保険診療に初め
て従事する医師にも理解しやすいよう簡潔に
解説した入門書です。平成 22 年診療報酬改

定対応。

医師のための保険診療入門 2010

社会保険診療研究会／編著 MBN：MJ10066236 ISBN：978-4-8407-4127-9
60.

じほう A5 判 150 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

制度の適正な運用のためにも、すべての医師
が保険診療に関する基本的な仕組みを知っ

ておくことが求められています。本書は多岐に
渡る保険診療のなかで、日常的に重要と思わ
れる事項についてわかりやすく解説しました。

平成 22 年診療報酬改定対応。

「病院」の教科書 知っておきたい組織と機能

今中雄一 編 MBN：MJ10066702 ISBN：978-4-260-00595-1
61.

医学書院 B5 判 240 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

診療報酬体系、診療情報管理、医療関連法
規など、病院の経営者・管理者が知っておく
べき事項を漏らさず解説。病院職員の研修、

病院経営者対象のセミナーの教科書にも最
適。

CUMITECH 2C 尿路感染症検査ガイドライン

松本哲哉 他訳 MBN：MJ10066712 ISBN：978-4-263-22169-3
62.

医歯薬出版 B5 判 72 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

ASM『Cumitech2C Laboratory Diagnosis of

Urinary Tract Infection』の翻訳版で訳者注や
資料を加えた。

診療放射線技師 画像検査フルコース 改訂第 2 版

宗近宏次 監 MBN：MJ10066746 ISBN：978-4-7583-1131-1
63.

メジカルビュー社 B5 判 680 頁 定価 8,190 円 (本体7,800 円)

若手診療放射線技師や学生が知っておくべ
きすべての画像検査について、ポイントをわ

かりやすくまとめた 1 冊。どんな検査で、何が
目的で、どんな画像が得られるかが理解でき
る。PET など新しい検査法や症例写真を追加

し、さらに見やすく充実した改訂版。

新・医用放射線科学講座 医用画像工学

岡部哲夫 他編著 MBN：MJ10066711 ISBN：978-4-263-20645-4
64.

医歯薬出版 B5 判 384 頁 定価 7,560 円 (本体7,200 円)

『医用放射線科学講座 14 医用画像工学 第
2版』の改訂新版。最新の知見で加筆・訂正を
行った。養成校のテキストとしてはもちろん、

臨床現場の実践書としてもお薦め。

ホコウノサイカクトクをメザシタリロントリンショウ 歩行のニューロリハビリテーション

歩行の再獲得をめざした理論と臨床

中澤公孝 著 MBN：MJ10066748 ISBN：978-4-7644-0068-9
65.

杏林書院 A5 判 176 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

歩行機能の再獲得をめざしたニューロリハビリ

テーションの理論的基盤、すなわち中枢神経
の可塑性とヒトの直立二足歩行に関する神経
科学をまとめた理論書です。

PT・OT・ST のための 脳画像のみかたと神経所見 [CD-ROM 付] 第 2 版

森 惟明 他著 MBN：MJ10066703 ISBN：978-4-260-00703-0
66.

医学書院 B5 判 160 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

画像を読み推論する力は、脳神経疾患と向き
合う際に欠かせない。脳内の変化と症状の関

連を理解するコツが身につく、リハ医療スタッ
フ必見の書。

現場の疑問に答える 心臓リハビリ徹底攻略 Q&A

上月正博 編著 MBN：MJ10066119 ISBN：978-4-498-06708-0
67.

中外医学社 B5 判 306 頁 定価 6,720 円 (本体6,400 円)

心臓リハビリを実施するスタッフが知っておく
べき基本知識・知っておきたい+αの知識を
「総論・基本編」「疾患別・応用編」の二部構成

で解説する充実の実践的 Q＆A集。
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嚥下食をおいしくする１０１のソース

MBN：MJ10064558 ISBN：978-4-521-73261-9
68.

中山書店 B5 判 104 頁 定価 2,835 円 (本体2,700 円)

管理栄養士のための 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：MJ10066735 ISBN：978-4-521-73258-9
69.

中山書店 B5 変型判 192 頁 定価 2,993 円 (本体2,850 円)

COPD 患者を中心に、呼吸器疾患患者に対

する栄養療法の基礎をわかりやすくまとめ、献
立作成のポイントや具体的な献立例も掲載。
臨床に役立つ 1 冊。

新しい臨床栄養学 改訂第 5 版

瀧下修一 他著 MBN：MJ10056351 ISBN：978-4-524-26082-9
70.

南江堂 B5 判 318 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

栄養士・管理栄養士養成のための臨床栄養
学のロングセラーテキストの最新版。今改訂で

は、疾患概念の変化に対応するとともに新た
な知見、データを追加。

介護・看護関係書
2011 年版（第 20～第 22 回）介護福祉士国家試験問題解説集

編集：東京都介護福祉士会 MBN：MJ10065211 ISBN：978-4-87804-047-4
71.

看護の科学社 予定価3,150円 (本体3,000 円)

過去 3 年分の介護福祉士国家試験問題全問
題および解答を収載。受験学習の始めから直
前対策にも活用できる一冊です。

基礎看護技術ビジュアルブック 手順と根拠がよくわかる

深井喜代子 編著 MBN：MJ10067913 ISBN：978-4-7965-2227-4
72.

照林社 AB 判 160 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

ビジュアル的に覚えられる見やすい写真とイ

ラストで、基礎知識から物品の準備、技術の
手順までをサポート！根拠や技術のコツも満
載で、大切な基礎看護技術をマスターでき

る！

大井式 漢字で覚える医学英単語

大井静雄 著 MBN：MJ10058388 ISBN：978-4-7965-2229-8
73.

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

医学英単語の基本構築を漢字に置き換え
て、丸暗記より効率的に単語を覚えることがで

きる辞典。収録語数は約1,600 語。語源と成り
立ちから覚えて、しっかりたくさん身につく！

ケアに学ぶ臨床社会学 理解社会学の再生を求めて

勝又正直 著 MBN：MJ10066705 ISBN：978-4-260-01048-1
74.

医学書院 A5 判 188 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

臨床社会学はケアから何を学べるか、またケ
アは臨床社会学をどのように生かせるか、事
例を示しながら述べる。また病者の意味世

界、苦難の意味を探る。

KAN-TAN 看護の ザ★清潔

野崎真奈美 著 MBN：MJ10066706 ISBN：978-4-260-01061-0
75.

医学書院 A6 判 112 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

実習でまずクリアしたい、清潔ケアの手順を解

説。教科書では記述しきれない初歩的な（で
も重要な）ポイントをきめ細かくあげながら、ケ
アの根拠を Q＆Aで説明する。

KAN-TAN 看護の ザ★排泄

野崎真奈美 著 MBN：MJ10066707 ISBN：978-4-260-01062-7
76.

医学書院 A6 判 136 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

実習で学生がとまどいがちな、排泄ケアの手
順を解説。教科書では記述しきれない初歩的

な（でも重要な）ポイントをきめ細かくあげなが
ら、たケアの根拠も Q＆Aで説明する。

実践 救急ナーシング

丸川征四郎 編 MBN：MJ10061464 ISBN：978-4-8159-1864-4
77.

永井書店 B5 判 292 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

救急医療現場に携わるすべての看護師に、
職業人としてプライドと、より高い専門的知識
と技術を持って激変の時代を生き抜くための

方策や手順を示す。
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看護師長・主任のためのグループマネジメント入門

「看護管理」実践 Guide

古川久敬 編著 MBN：MJ10064331 ISBN：978-4-8180-1532-6
78.

日本看護協会出版会 B5 判 242 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

看護師長・主任向けの、グループマネジメント
（人的管理）の解説書。リーダーとして「どうあ
るべきか」「何をなすか」の指針となる「基軸」

のつくり方がわかります。

正常分娩の助産術 トラブルへの対応と会陰裂傷縫合

ブラッシュアップ助産学

進 純郎 他著 MBN：MJ10066709 ISBN：978-4-260-01082-5
79.

医学書院 B5 判 152 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

院内助産成功の鍵は助産師の自立。本書に

は、お産のメカニズムを知り、予後を予測して
迅速な対応ができるための、正常分娩介助に
ついての知識と技が満載されている。

よくわかる 地域看護研究の進め方・まとめ方

保健事業の企画立案から評価への効果的な活用をめざして

横山美江 編著 MBN：MJ10066713 ISBN：978-4-263-23542-3
80.

医歯薬出版 B5 判 208 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

地域看護領域のエビデンスや研究手法をど
のように地域保健事業の企画立案や評価へ

活用するか、そのための基礎知識と具体的活
用方法についてわかりやすくまとめた。

ゼッタイ聞きたい さわ先生の人気講座 解剖と疾患と看護がつながる！

さわ和代 編著 MBN：MJ10066714 ISBN：978-4-263-23543-0
81.

医歯薬出版 A5 判 184 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

基礎分野を個々の教科ではなく、相互に関連
づけ「看護」へつながる知識として易しく解
説。国試に出るポイントを押さえ、無理なく実

力を付ける参考書。国試対策の第一歩に！

成人看護学：急性期看護 I 概論・周手術期看護

看護学テキストシリーズ NiCE

林 直子 他編 MBN：MJ10052335 ISBN：978-4-524-25077-6
82.

南江堂 B5 判 344 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

第 1 部の「概論」では侵襲に対する生体反応

について、第 2 部の「周手術期看護」では疾
患の知識、術前・術後のケアについて解説。
すぐに活用できる実践的な知識が身につく。

成人看護学：急性期看護 II 救急看護

看護学テキストシリーズ NiCE

佐藤まゆみ 他編 MBN：MJ10052336 ISBN：978-4-524-25078-3
83.

南江堂 B5 判 278 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

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。

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：978-4-7809-1022-3
84.

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。

脳神経外科ケア

エキスパートナース・ハンドブック

大井静雄 編集 MBN：MJ10068291 ISBN：978-4-7965-2228-1
85.

照林社 A5 判 400 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

エキスパートナースハンドブックシリーズ第 3

弾！脳神経外科のアセスメント、検査、診断、
治療、ケアの最新情報を網羅。アセスメント
法、ケアの実際を、豊富な写真・イラストを交

えてわかりやすく解説。

創がわかれば 誰でもできる褥瘡ケア

岡田晋吾 編集 MBN：MJ10067914 ISBN：978-4-7965-2230-4
86.

照林社 B5 判 240 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

創の観察・処置の具体策をまとめた 1 冊。治
療・ケアの流れをシンプルにわかりやすく解説

し、病院・在宅で共有できる実践書。ラップ療
法、陰圧閉鎖療法、在宅ケア、地域連携な
ど、褥瘡診療の最新知見も充実。

高齢者のケアの常識 脈拍・心電図に異常のある患者の理解と看護

MBN：MJ10064561 ISBN：978-4-521-73264-0
87.

中山書店 四六判 160 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)
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88.

中山書店 AB 判 140 頁 定価 未定

褥瘡創部の見方（仮題）

89.

中山書店 B5 判 160 頁 定価 未定

精神科ナースが行う服薬支援

90.

中山書店 B5 変型判 160 頁 定価 未定

看護教育を拓く 授業リフレクション 教える人の学びと成長 1 版

目黒 悟 著 MBN：MJ10066759 ISBN：978-4-8392-1392-3
91.

メヂカルフレンド社 B5 判 160 頁 定価 2,415 円 (本体2,300 円)

本書は、授業をよりよいものにするための授業
研究の手法の一つである「授業リフレクション」
の基本的な考え方と方法を解説しました。「人

を教えること、育てること」とはいったいどういう
ことなのか、もう一度見つめ直すきっかけとな
る看護教育者、必読の一冊です。

電話でトリアージ 救急看護のエッセンス

白川洋一 他編 MBN：MJ10062128 ISBN：978-4-7653-1444-2
92.

金芳堂 B5 判 133 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

救急患者・家族から電話を受けた。さあどうす

る？順序に従って問診し、緊急度・重症度を
判断し、来院方法や応急処置を的確に伝える
トリアージを本書でシミュレーション！

小児看護ベストプラクティス メンタルヘルス

93.

中山書店 B5 判 200 頁 定価 未定

保健指導サービスの評価と改善 個人のスキルアップから組織の質管理まで

森 晃爾 編 MBN：MJ10066708 ISBN：978-4-260-01080-1
94.

医学書院 B5 判 132 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

地域保健・職域保健にかかわらず、保健指導
サービスを行うすべての人および組織が、保
健指導の質を管理し向上させるための方法論

を示す。

地域保健に活かす CBPR コミュニティ参加型の活動・実践・パートナーシップ

CBPR 研究会 著 MBN：MJ10060330 ISBN：978-4-263-23541-6
95.

医歯薬出版 B5 判 160 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

「地域の人々と協働して健康な地域をつくる」

という CBPR の考え方と実践方法を具体的に
提示。保健師活動のプロセスと成果を“見える
形”にできる注目の手法！
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薬学関係書
医療用医薬品識別ハンドブック 2011

医薬情報研究所／編 MBN：MJ10066235 ISBN：978-4-8407-4117-0
96.

じほう B5 判 630 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

薬剤の本体・被包にある識別記号から、製品
名（会社名）、一般名、さらに薬効や規格・剤
形などの情報が一度で検索できる、毎年改訂

の書籍最新版。内服薬・外用薬合わせて約
7、400品目を収載しています。また、過去3年
分の変更、削除品目にも対応。

高齢者への服薬指導 Q＆A

遠藤英俊 編 MBN：MJ10066740 ISBN：978-4-7532-2457-9
97.

医薬ジャーナル社 A5 判 204 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

複数の病気や症状が重なる場合の多い高齢

者への薬物投与について、副作用、有害事
象などの問題点をQ＆A形式で解説。医療従
事者・福祉関係者に大いに役立つ一冊。

医薬品開発と生産 レギュラトリーサイエンスの基礎

薬学教育モデル・コアカリキュラム C17 分野 国家試験出題範囲対応テキスト

永井 恒司、園部 尚／編 MBN：MJ10066237 ISBN：978-4-8407-4130-9
98.

じほう B5 判 320 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

レギュラトリーサイエンスがカバーする範囲は
広く、特に医薬品の開発には深く関係しま

す。本書はその入門書として、各分野の専門
家が必須の基礎知識を解説しました。

薬学生のための 臨床化学 改訂第 3 版

後藤順一 他編 MBN：MJ10062492 ISBN：978-4-524-40262-5
99.

南江堂 B5 判 284 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

生体内化学成分の変動と関連付けて病態を
理解できる構成で、豊富な構造式や反応式、
模式図が特長のテキスト。今改訂では新たに

臨床現場での検査の流れを概説。

歯学関係書
POS で学ぶ歯科診療と POMR

初版

福井次矢 MBN：MJ10062127 ISBN：978-4-7653-1442-8
100.

金芳堂 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

歯科用診療記録の記載内容に関する研究や実践は少なく、
診療報酬請求に関する記録であって、決して診断と治療およ
び臨床経過とその帰結の科学的記録ではない。 歯科用
POMR は、単に整理されたかつ論理的な診療記録であるば
かりでなく、臨床医、看護師、その他のチーム医療スタッフ、
それぞれの間で検討され、監査されるに適したシステムであ
る。この記録は医療を行うものへの指導的な役割ももち、それ
によって患者さんのケアにもよくすることができる。歯科用
POMR を考案し長年実践してきた著者が、経験を踏まえ、図
写真を多く用いて分かりやすく、解説した。

雑誌
コミュニティケア 144 号

取り組みたい！ 訪問看護支援事業――ステーションの悩みを解決するチャンス

MBN：MJ10060698 ISBN：978-4-8180-1486-2
101.

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

訪問看護ステーションの請求業務や医療材
料等供給の支援などを行う訪問看護支援事

業の先駆的事例を紹介し、ステーションから
働きかけて事業に取り組むヒントを探ります。

月刊ナーシング 8 月号 Vol30 No.9

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
102.

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。

看護実践の科学 2010 年 8 月号

特集：継続看護 - 患者の安心を目指した取り組み
103.

看護の科学社 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

患者・家族が安心して療養するために必要な

継続看護のシステムと実際の取り組みを紹介
します。

ハイリスク薬の薬学的管理 薬局での考え方と対応

『調剤と情報』2010 年 8 月臨時増刊号

宮﨑長一郎、上村直樹／編
104.

じほう A4 変型判 130 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

2010 年度調剤報酬改定により特定薬剤管理
指導加算（いわゆるハイリスク薬加算）が新設

されました。取り扱いに特に注意を要する各
種薬剤のリスク管理において、薬局薬剤師
が、実際に処方せんを受け付けたときの対応

について解説しています。
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ゼロから始める感染制御と一歩進んだ耐性菌対策

『月刊薬事』2010 年 8 月臨時増刊号

山口惠三／編集主幹、舘田一博／編集
105.

じほう A4 変型判 200 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

本臨時増刊号では、これから ICT を立ち上
げる施設に対しては感染制御に関する基礎
的な知識を、すでに ICT を導入している施設

に対しては感染制御をさらに進めて耐性菌を
制御するために、必須の最新情報を網羅的
に紹介します。

看護技術２０１０年８月号

特集：もう迷わない！ストーマケアの知識と実践
106.

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

●ストーマケアの基本や装具選択、患者指導

がわかる
●よく遭遇する事例とわかりやすい解説で知
識と実践力が身につく！

看護展望２０１０年８月号 特集：指導に生かす！実習記録の評価法

107.

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

本特集では、実習記録を患者にとって、自分
自身にとって、意義あるもの、成長するために

必要なものとして感じてもらうために学生の成
長につながるような評価やフィードバックの方
法を考えていきます。

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年９月号

特集：『国民衛生の動向』を使いこなして統計の数字に強くなる！
108.

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、『国民衛生の動向』から看護師
国試に必要な知識を抽出してわかりやすく解
説します。

睡眠医療 Vol.4 増刊号（通巻 14 号）

メラトニン受容体アゴニストの登場と新たな不眠治療への期待

MBN：MJ10062572 ISBN：978-4-89801-353-3
109.

ライフ・サイエンス B5 判 78 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

新たな睡眠薬メラトニン受容体アゴニスト：ラメ

ルテオンの基本的プロフィール、臨床開発試
験や市販後臨床研究の成果をまとめるととも
に、現代の不眠治療に必要な知識を追加。基

礎と臨床の両面から本剤を解説する。

Geriatric Medicine（老年医学）Vol.48 No.7

特集：高齢者の食を考える

MBN：MJ10066239 ISBN：978-4-89801-356-4
110.

ライフ・サイエンス B5 判 128 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

本特集では、高齢者の生活機能レベルを考
慮した食生活と栄養の改善の手立てを、第一

人者の先生方に包括的にご紹介していただく
ことを目的に企画したものである。総説、各
論、topics、座談会にそのコンセプトが貫徹さ

れている。

Progress in MedicineVol.30 No.7

特集：川崎病―第 34 回近畿川崎病研究会―

MBN：MJ10066240 ISBN：978-4-89801-357-1
111.

ライフ・サイエンス A4 判 250 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

川崎病に関する最新の成果をまとめた一冊。
ステロイドパルス療法、免疫抑制薬、インフリ
キシマブなど、臨床現場で役立つ内容を網羅

している。免疫グロブリン不応例対するシンポ
ジウムも参考になる。
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