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医学関係書

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック

落合慈之（監修）・亀山周二・渋谷祐子 編

MBN：MJ10036184 ISBN：978-4-7809-1014-8
1.

学研メディカル秀潤社 B5 判 264 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

ビジュアルブックシリーズ第 5 弾！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。

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック

落合慈之（監修）・林道夫・渋谷祐子 著

MBN：MJ10045385 ISBN：978-4-7809-1015-5
2.

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。2010 年最新

診断基準をいち早く導入！！

エピジェネティクスと疾患 実験医学増刊 VOL.28 NO.15

基礎メカニズムと解析手法の最新知見からがん・神経・代謝・アレルギー疾患などへの応用まで

牛島俊和 編 MBN：MJ10079058 ISBN：978-4-7581-0309-1
3.

羊土社 B5 判 242 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

進歩の激しいエピジェネティクス研究のホット

なトピックをまとめた１冊。近年急速に解明が

進んだがん以外の疾患との関連も、多数の例

を挙げて紹介。最新の解析手法も網羅！

ラングマン人体発生学 第 10 版

T.W.Sadler

安田峯生 訳 MBN：MJ10075671 ISBN：978-4-89592-650-8
4.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 判 428 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

定評あるロングセラー教科書の改訂新版。前

版同様発生の過程を解説したアニメーション

をCD－ROMに収載。分子遺伝学、分子生物

学的知見を充実、完成度をさらに高めた。

病棟で働く人のための生理学 改訂第 3版

香山雪彦・前川剛志 著 MBN：MJ10067329 ISBN：978-4-7809-0824-4
5.

学研メディカル秀潤社 B5 判 132 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

臨床で麻酔医を勤めた後、看護学校で講義
を担当する著者が考える「臨床で本当に必要

なこと」「これだけ知っておけば患者の状態を

理解するのに役立つ」必要最小限の生理学

の知識についてまとめられている。

エッセンシャル免疫学 第 2 版

Peter Parham

笹月健彦 監訳 MBN：MJ10075672 ISBN：978-4-89592-651-5
6.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A4 変型判 576 頁 定価 6,720 円 (本体6,400 円)

ヒトの疾患において免疫システムがどのように

働くか、という観点から免疫学を解説した入門
テキスト。医系・理系学生のための過不足なき

教科書として“ちょうどよい”。

よくわかる輸血学 改訂版

必ず知っておきたい輸血の基礎知識と検査・治療のポイント 2

大久保光夫 著 MBN：MJ10079060 ISBN：978-4-7581-0696-2
7.

羊土社 B5 判 約160頁 予定価3,990円 (本体3,800 円)

安全な輸血のために必須の最新知識と検査

のポイントがわかる。初版に自己血輸血、アフ

ェレーシスの知識を加えてアップデート。各種
認定試験対策にも役立つ充実の１冊！

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。



わかる! 小児画像診断の要点 わかる! 画像診断の要点シリーズ 10

Gundula Staatz, Dagmar Honnef, Werner Piroth, Tanja Radkow

野坂俊介 監訳 MBN：MJ10074002 ISBN：978-4-89592-648-5
8.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 変型判 400 頁 定価 6,720 円 (本体6,400 円)

小児領域の画像診断の要点を手早く確実に

確認・学習できる、日常診療に直結した実地

ガイド。放射線科医はもちろん、小児科医にも

すぐに役立つ活きた知識が満載。

脳 MRI3.血管障害・腫瘍・感染症・他（仮題）

高橋昭喜 編著 MBN：MJ10067327 ISBN：978-4-7809-0817-6
9.

学研メディカル秀潤社 AB 判 500 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

「脳MRI 1。正常解剖」「脳MRI 2。シーケンス・
外傷・代謝・脱髄・変性・他」の続刊！脳血管

障害・脳腫瘍・感染症・全身性疾患・頸動脈の

プラークの全 7 章で構成された疾患編の 2 冊

目。豊富な画像と、詳しい解説で、日常臨床

に必ず役立つ 1冊。

症状から引く 胸部画像診断

中島康雄 他編 MBN：MJ10075606 ISBN：978-4-521-73266-4
10.

中山書店 AB 判 144 頁 定価 6,510 円 (本体6,200 円)

X 線から始まる胸部画像診断。本書では単に

胸部画像の読影法を学ぶのではなく、X 線か
ら CT へ、画像診断を中心とした診断の流れ

を学ぶことができる。

正常画像と並べてわかる 新編 頭部 CT ここが読影のポイント

正常画像と並べてわかるシリーズ

百島祐貴 著 MBN：MJ10075624 ISBN：978-4-7581-1172-0
11.

羊土社 A6 判 242 頁 定価 3,045 円 (本体2,900 円)

頭部 CT をテーマに、章立ても新たに書き下

ろしました！画像は全て新しくし、緊急を要す

る脳血管障害、外傷はもちろん、CTで特徴的
な所見が認められる疾患を数多く掲載！

症状でみる子どものプライマリ・ケア

総合診療ブックス

加藤英治 著 MBN：MJ10075592 ISBN：978-4-260-01128-0
12.

医学書院 A5 判 352 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

研修医・新米研修医・家庭医など子どもにか

かわるすべての医師にむけ、臨床で活躍する

ベテラン小児科医が子どもの診断・治療のポ

イントを豊富な症例写真とともに伝授。

病院前救護におけるメディカルコントロール

日本救急医学会 監 MBN：MJ10075667 ISBN：978-4-89269-706-7
13.

へるす出版 A4 判 332 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

本書は様々な救急医療の場面におけるメディ

カルコントロールについて、改めて学術的な

捉え方を提示する。

救急医療における 終末期医療に関する提言（ガイドライン）

日本救急医学会 監 MBN：MJ10065108 ISBN：978-4-89269-712-8
14.

へるす出版 A4 判 48 頁 定価 525 円 (本体500 円)

「救急医療現場の終末期」における様々な難

しい課題について、マンガを用いながら具体

的にきわめてわかりやすく説明している。

多数傷病者対応 増補

プレホスピタル MOOK 4

大友康裕 編 MBN：MJ10072120 ISBN：978-4-8159-1867-5
15.

永井書店 A4 判 286 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

多数傷病者災害現場において、実施される
医療、関係機関の現場活動について理解を

深め、現場活動の現状と成功させるキーポイ

ントを解説。増補した最新刊。

救急初期診療パーフェクト 必須症候・手技をきわめる

レジデントノート増刊 VOL.12 NO.10

今明秀 編 MBN：MJ10079059 ISBN：978-4-7581-0505-7
16.

羊土社 B5 判 約250頁 定価 4,095 円 (本体3,900 円)

救急で必ず出合う症候と必須手技を完全網

羅！現場で役立つ初期対応のポイントと手技
上達のコツを豊富に掲載し、実践力アップに

つながります！救急初学者にオススメの１

冊！

人工呼吸管理に強くなる

人工呼吸器のモードを基本から理解し，病態に合わせた治療ができる

讃井將満 編 MBN：MJ10079061 ISBN：978-4-7581-0697-9
17.

羊土社 B5 判 約260頁 予定価4,725円 (本体4,500 円)

人工呼吸管理の基本を初学者向けにとことん

噛み砕いて解説。用語解説、装置の設定、患

者への適応など、最新のエビデンスに基づく
適切な患者管理の方法が身に付く。
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悪性腫瘍診断のための PET/CT パーフェクトガイド

立石宇貴秀 編 MBN：MJ10075605 ISBN：978-4-521-73265-7
18.

中山書店 AB 判 112 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

2010 年に保険適用が拡大した PET/CT をこ

れからの診療にどう活かすか。一般臨床に関

わるすべての医師に、PET/CT の基本から応

用までを分かりやすく解説。

Forefront 乳癌診療実践マニュアル

福富隆志 編 MBN：MJ10075626 ISBN：978-4-7583-0344-6
19.

メジカルビュー社 B5 判 236 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

乳癌診療の最先端が、すべてわかる充実の 1
冊。画像診断・検査、薬物療法、手術から緩

和まで今必要とされている診療の実際を網

羅。手技のポイントも写真で掲載。

TNM 悪性腫瘍の分類 第 7 版

UICC 日本委員会TNM 委員会 訳 MBN：MJ10075257 ISBN：978-4-307-00467-1
20.

金原出版 B6 判 310 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

癌の進展度の正確な記載および分類を定め

た国際規約 UICC「TNM Classification of
Malignant Tumour」の 7年ぶりの改訂版。

がんの分子標的と治療薬事典

西尾和人 編 MBN：MJ10079064 ISBN：978-4-7581-2016-6
21.

羊土社 B5 判 約330頁 予定価7,770円 (本体7,400 円)

がんの分子標的治療の全貌がわかる！70 を

超えるがん治療のターゲットから、個々の分子

標的治療薬の概要、各臓器がんの分子標的
治療の最前線まで網羅。

医学生の基本薬

渡邉裕司 編 MBN：MJ10072500 ISBN：978-4-260-00834-1
22.

医学書院 B6 変型判 324 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

「国試出題頻度」と「臨床使用頻度」の 2 つの

基準で、医学生にとっての基本薬を厳選。「薬

がわかるようになれば楽しい。楽しいから勉強

して、さらに薬がわかるようになる」。

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

前崎繁文 著 MBN：MJ10064556 ISBN：978-4-521-73235-0
23.

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

抗菌薬の使い方は新米ドクターが必ず頭を悩

ます共通のポイント。本書ではイラストや図解

とともに、講義形式で、だれにも分かる抗菌薬

使用の 3本の柱を解説。

本当に明日から使える漢方薬 7 時間速習入門コース

新見正則 著 MBN：MJ10075664 ISBN：978-4-88002-706-7
24.

新興医学出版社 B5 判 176 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

全国で大人気のセミナーを書籍化。漢方をサ

イエンスの視点から解説し、明日からすぐに使

えるよう著者一押しの処方例を多数掲載。こ

れまでにない現代的で新しい漢方入門書。

内科医のための訴訟事例から学ぶ日常診療のクリティカルポイント

外来・刑事責任編

日山 亨 編著 MBN：MJ10075665 ISBN：978-4-88002-707-4
25.

新興医学出版社 B5 判 144 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

過去の訴訟事例を通じて、医療事故を避ける
ための重要ポイントを診療科ごとに解説。診

療に潜むピットフォールをわかりやすく、気軽

に学ぶことができる医療従事者必読書。

外来インスリン療法

糖尿病レクチャー 1 巻 2号

編集：清野弘明 MBN：MJ10068304 ISBN：978-4-88378-701-2
26.

総合医学社 B5 判 約200頁 予定価3,150円 (本体3,000 円)

●糖尿病診療・ケアに携わる若手医師、研修医、コ

メディカル、実地医家などを対象とした季刊の雑誌

です。●毎回１本の特集テーマに絞って、ゲストエデ

ィターが企画していただき、Ｑ＆Ａ方式、ケーススタ

ディ、フローチャートなどを用いて、糖尿病の臨床・

患者指導の実践に役立つ内容をやさしく解説してい

ただきます。

糖尿病チーム医療の教科書

編著：篁 俊成（金沢大学附属病院 TeamDiET）

MBN：MJ10047301 ISBN：978-4-7583-0166-4
27.

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

本書では、金沢大学附属病院 Team DiET による、糖尿病患者を取り巻く

チーム医療の実践法を具体的に紹介しています。Part 1 では、糖尿病の

基礎知識や、現状を述べながら、今後の糖尿病治療の目標などについて

述べています。Part 2 では、「行動を起こしたい」と思っている医療スタッフ

がすぐに行動に移るために必要な、医療チームの作り方のコツを具体的

に紹介しています。さらに Part 3 では、外来患者指導現場で使える「チッ

プ」として、糖尿病患者の日常生活への介入法を、栄養・運動・検査・服

薬支援の専門スタッフがそれぞれの立場からのメソッドを紹介していま

す。本書を読むことで、今日からすぐに糖尿病医療チームづくりが始めら

れます。
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科学的根拠に基づく 糖尿病診療ガイドライン 2010

日本糖尿病学会 編 MBN：MJ10059227 ISBN：978-4-524-25336-4
28.

南江堂 B5 判 320 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

日本糖尿病学会による最新の糖尿病診療の

指針を示したガイドライン。2007 年刊行の第 2

版に新しいエビデンスを追加するだけでなく、

全項目にわたって内容を見直した。

糖尿病治療ガイド 2010

日本糖尿病学会 編 MBN：MJ10072061 ISBN：978-4-8306-1376-0
29.

文光堂 B5 判 108 頁 定価 735 円 (本体700 円)

日本糖尿病学会が、糖尿病を専門としない実
地医家やコメディカルスタッフ向けに、最新の

知見を盛り込みつつ糖尿病診療の基本をわ

かりやすく解説した大好評のガイドブック。

血液疾患最新の治療 2011-2013

直江知樹 他編 MBN：MJ10073780 ISBN：978-4-524-26071-3
30.

南江堂 B5 判 422 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

“最新”＋“標準”治療を紹介する好評シリー

ズ「最新の治療」に血液領域版登場！ 各血
液疾患について基本的治療指針、処方の実

際、患者管理などを具体的に解説。

リウマチ専門医試験 例題と解説 改訂第 4 版

日本リウマチ学会 編 MBN：MJ10075628 ISBN：978-4-7583-1038-3
31.

メジカルビュー社 B5 変型判 384 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

2003 年に初版が刊行された「リウマチ専門医試験 例題と解

説」の 改訂第 3 版である。今回の改訂では新たに第 20、21

回の出題問題82題を追加。掲載問題数592題へと大幅なボ

リュームアップを行った。問題は試験と同じX問題形式で、全

問に詳細な解説が用意されており、2009年1月に予定されて

いるリウマチ専門医試験に臨む内科系・整形外科系受験者

の必読書である。

リスペリドン持効性注射剤（ＲＬＡＩ）１００の報告

病状の改善から、再発予防・社会参加を目指して

村崎 光邦 編 MBN：MJ10080165 ISBN：978-4-7911-0743-8
32.

星和書店 A4 判 256 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

2009 年に上市された抗精神病薬リスペリドン

持効性注射製剤(RLAI)の臨床報告を１００例

にまとめたもので、臨床現場で参考になること

必至の１冊です。

統合失調症に負けない家族のコツ 読む家族教室

渡部 和成 著 MBN：MJ10080165 ISBN：978-4-7911-0746-9
33.

星和書店 四六判 160 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

ベストセラー『統合失調症から回復するコツ』

（2009 年刊・4刷）の著者が、統合失調症につ

いての様々な対処法をわかりやすく解説して

います。

こころのりんしょうアラカルト 29 巻 3 号〈特集〉摂食障害（仮題）

MBN：MJ10080337 ISBN：978-4-7911-6059-4
34.

星和書店 B5 判 約160頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

摂食障害と脳との関連性や、予防法などを５０

の Q＆A 形式で知識のない方にもわかりやす

く解説しているのがポイントです。

脳波所見をどう読むか 92 症例の臨床現場から

東間正人 著 MBN：MJ10075666 ISBN：978-4-88002-708-1
35.

新興医学出版社 B5 判 144 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

脳波になじみがなく、敬遠しがちな若手医師、
医学生、そして医療従事者の方々に、脳波が

臨床上重要な検査で、いくつかのポイントを

抑えれば判読も難しくないと考える。

精神科治療薬ハンドブック 6 版

上島国利 編著 MBN：MJ10075602 ISBN：978-4-498-12917-7
36.

中外医学社 B6 判 598 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

精神科領域の治療薬について、その選び方・

使い方を具体的かつ簡潔に示すハンディな
ベッドサイドマニュアル。精神科薬物療法に

関する知識を網羅する。好評書の最新版。

自分でできる認知行動療法 うつと不安の克服法

清水 栄司 著 MBN：MJ10080334 ISBN：978-4-7911-0747-6
37.

星和書店 A5 判 224 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

週に１回、１２週間かけて行うことで症状が軽

減されるセルフヘルプ・ワークブックです。日

常にストレスを感じている方でも、使っていた
だけます。
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認知行動療法実践ワークショップⅠ

ケースフォーミュレーション編（１）インテーク面接・初回セッション・応急処置

伊藤 絵美 MBN：MJ10080335 ISBN：978-4-7911-0748-3
38.

星和書店 A5 判 473 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

臨床現場の実践に活かせる認知行動療法

を、第一人者である著者自らがワークショップ

形式で解説する新シリーズです。

認知療法・認知行動療法 治療者用マニュアルガイド

大野 裕 著、慶應義塾大学認知療法・認知行動療法研究会 協力

MBN：MJ10080336 ISBN：978-4-7911-0749-0
39.

星和書店 A5 判 144 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

附属の DVD「うつ病に対する認知療法的アプ
ローチ」を使いながら、治療者向けの認知行

動療法マニュアル。学生・研修医のテキストに

も最適です。

咳と痰の臨床 内科/耳鼻科/小児科領域から

三嶋理晃 編 MBN：MJ10075620 ISBN：978-4-7532-2464-7
40.

医薬ジャーナル社 B5 判 156 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

月刊誌「アレルギー・免疫」の特集「咳と痰」を

単行本化。最新情報を加えわかりやすい
Q&A も盛り込んだ、咳と痰の治療に携わる医

療従事者必携の一冊。

カテーテル治療の Do&Don’t

濱嵜裕司 編 MBN：MJ10075625 ISBN：978-4-7583-0205-0
41.

メジカルビュー社 A5 判 456 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

カテーテル治療を行ううえで「何がいけないの

か」「これは行うべきである」事項を Do、Don’t

形式で解説。カテーテル治療の重要ポイント
が一目でわかる 1冊！

不整脈治療薬ファイル 抗不整脈薬治療のセンスを身につける

村川裕二 著 MBN：MJ10075670 ISBN：978-4-89592-649-2
42.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A5 変型判 214 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

ベストセラー「循環器治療薬ファイル」、「循環

器病態学ファイル」に続く第3弾。不整脈の薬

物治療について、著者独自のツボを押さえた

軽妙な筆致で解説。

最新 高血圧診療学

今泉 勉 編 MBN：MJ10071749 ISBN：978-4-8159-1868-2
43.

永井書店 B5 判 332 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

日本高血圧治療ガイドライン：JSH2009 の作

成にあたった先生方が中心に執筆。ガイドラ

インをもとに高血圧診療のエッセンスをわかり

やすく解説する必携の書。

血管エコーパーフェクトガイド 動脈硬化の早期発見

循環器臨床サピア 9

室原豊明 編 MBN：MJ10064553 ISBN：978-4-521-73169-8
44.

中山書店 B5 判 240 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

頭蓋内血管、頸動脈、大動脈～末梢動静脈

まで。循環器医のみならず幅広い医師・コメデ

ィカルが、血管エコーを理解し読み取れるよ

う、豊富な画像とともに必要な知識を詳述。

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

循環器臨床サピア 10

山下武志 編 MBN：MJ10064554 ISBN：978-4-521-73170-4
45.

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

臨床医が今以上に心電図を役立てることがで
きるよう、基礎からきちんと解説し、各循環器

疾患の心電図を読むポイントを豊富な症例と

ともに解説した“心電図本の決定版”。

心血管リスクを防ぐ！ テーラーメイド 高血圧診療ガイド

島本和明 総編集 MBN：MJ10075614 ISBN：978-4-525-24681-5
46.

南山堂 B5 判 293 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

JSH2009 を徹底活用した高血圧診療ガイドの

決定版。厳格な血圧管理とリスク層別化の考
え方、併存疾患との包括管理の EBM をふま

えた新しい高血圧診療の実践ガイド。

心不全

患者抄録で究める循環器病シリーズ

筒井裕之 編 MBN：MJ10079062 ISBN：978-4-7581-0739-6
47.

羊土社 B5 判 約300頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

多様な病態に対する充実の疾患解説と専門

医の考え方がわかる患者抄録で的確な治療

戦略が身につく！ 専門医申請書類作成にも
役立ちます。循環器を診る全ての医師にオス

スメ。
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血管疾患を診る・治す

新・心臓病診療プラクティス 15

小室一成 編 MBN：MJ10075659 ISBN：978-4-8306-1694-5
48.

文光堂 B5 判 378 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

血管はすべての臓器の源であり、最も重要な

“器官”といっても過言ではない。シリーズ 15

巻では、比較的大きな血管の重要な疾患に

ついて焦点を絞って解説した。

拡張期学 ─Diastology のすべて─

大木 崇 他編著 MBN：MJ10075660 ISBN：978-4-8306-1904-5
49.

文光堂 B5 判 272 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

現在の臨床循環器病学の分野において、“拡
張機能”が心機能あるいは心不全を評価する

うえで欠かせない重要な指標である。本書で

は、その見方をまとめた。

不整脈疾患と MDCT

心 CT 6

船橋伸禎 編 MBN：MJ10075661 ISBN：978-4-8306-1955-7
50.

文光堂 B5 判 120 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

本書では、新しい320列、256列CTの登場で

可能となった不整脈疾患へのアプローチを解
説。好評シリーズの第 6 弾。

声に出して覚える心電図 改訂第 2 版

高沢謙二 著 MBN：MJ10075612 ISBN：978-4-524-26304-2
51.

南江堂 A4 判 58 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

好評書『声に出して覚える心電図』をバージョ

ンアップした“最強版”！ 著者考案の見落と

しをなくすためのフレーズをラップで覚える。
歌って踊れるCD-ROM 付。

消化器治療薬の選び方・使い方

症例でわかる薬物療法のポイントと症状別処方のコツ

高橋信一 編 MBN：MJ10075623 ISBN：978-4-7581-1041-9
52.

羊土社 B6 変型判 366 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

消化器疾患の薬物療法のポイントを、ベテラ

ン医が伝授。第一選択薬でうまく行かない際

の対処、重症度別の薬剤の選び方などの解

説で患者の状況に合わせた薬物治療ができ
る。

見逃し、誤りを防ぐ！肝・胆・膵癌画像診断アトラス

工藤正俊 編 MBN：MJ10079063 ISBN：978-4-7581-1042-6
53.

羊土社 B5 判 287 頁 定価 8,925 円 (本体8,500 円)

超音波、CT、MRI、血管造影から病理所見ま

で300点以上の画像を掲載。各画像で見逃し

やすい点、検査/読影のコツを示し、さらに検

査の選び方や鑑別疾患も解説！

子どもの不安障害と抑うつ

子どもの心の診療シリーズ 4

松本英夫 他編 MBN：MJ10075603 ISBN：978-4-521-73149-0
54.

中山書店 A5 判 320 頁 定価 4,095 円 (本体3,900 円)

子どものうつ病性障害、不安障害、および発

達障害、それぞれの併存を考慮しつつ、不登

校やひきもこり、自傷や自殺等、現在の子ども

が抱える心の問題に肉薄した 1 冊。

かぜ症候群と合併症

小児科臨床ピクシス 20

草刈 章 編 MBN：MJ10064555 ISBN：978-4-521-73192-6
55.

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

抗菌薬の有効な使い方、迅速診断キットや採
血ツールの利用法、慢性疾患をもつ子どもへ

のかぜ対応など、注意深い観察力と、時を逃

さず抗菌薬を使いこなせる技を伝授。

小児救急医が診る 思春期の子どもたち ゲートキーパーのその先へ

小児科 Wisdom Books

市川光太郎 著 MBN：MJ10064559 ISBN：978-4-521-73262-6
56.

中山書店 A5 判 176 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

家にも学校にも居場所がない。行き場をなくし

た子どもたちと、小児科医はどう向き合えばい
いのだろうか！？11 症例をもとに、思春期の

子どもの本質を読み解く。

小児神経・発達診断

ポケットプラクティス

水口 雅 編 MBN：MJ10064560 ISBN：978-4-521-73263-3
57.

中山書店 B6 変型判 256 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

“成長・発達する子どもを診る”という小児科医

の基本スタンスをサポートするため、指標とな

る小児神経科学（診察・検査・診断）をコンパ
クトにわかりやすくまとめた。
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最新育児小児病学 改訂第 6 版

黒田泰弘 監 MBN：MJ10075611 ISBN：978-4-524-26056-0
58.

南江堂 B5 判 246 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

コメディカル学生向けに「小児科学」をコンパ

クトにまとめた好評教科書。今改訂では、最新

の知見を取り入れ、「食事摂取基準2010」にも

対応。

アトピー性皮膚炎 改訂版

インフォームドコンセントのための図説シリーズ

西岡 清 監 MBN：MJ09099985 ISBN：978-4-7532-2414-2
59.

医薬ジャーナル社 A5 変型判 96 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

前版から 10 年。新項目を加え内容を一新！
患者さんと医師の相互理解を深める基礎資料

として、また1人1人の患者さんに合わせた治

療方針を決める一助としても役立つ一冊！

ファーストステップ皮膚免疫学

戸倉新樹 編著 MBN：MJ10075601 ISBN：978-4-498-06352-5
60.

中外医学社 B5 判 190 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

皮膚科という観点から免疫学のエッセンスをま

とめたスタートアップマニュアル。皮膚免疫学
の初学者から中級者に向け、その総論・各論

的知識と最新のトピックスをまとめた。

小児脳神経外科手術 安全な手術のコツを伝授 NS NOW No.11

編集：新井 一（順天堂大学 医学部 脳神経外科 教授）

MBN：MJ10058734 ISBN：978-4-7583-0918-9
61.

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

今まで本シリーズでは主に具体的な疾患を取り上げ
て特集を組んできましたが、今回は従来と異なり、
「小児脳神経外科疾患」という大きなテーマを取り上
げました。小児脳神経外科疾患は成人のそれとは異
なり専門性が高く、一般の医療機関では接する機会
が少ないのが現状です。本書では具体的に症例を
挙げて、術前に手術をシミュレーションし、手術の実
際を理解できるようイラストならびに術中写真を用い
て具体的にわかりやすく解説しました。

側頭葉・後頭葉

ビジュアル脳神経外科 Anatomy & Surgical Approach 2

斉藤延人 編 MBN：MJ10075635 ISBN：978-4-7583-1178-6
62.

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

言語野や聴覚野などの重要な器官に関わる

側頭葉・後頭葉を取り上げ、構造や症候、画

像診断、てんかんや脳動静脈奇形、外傷など

の手術のアプローチ法を豊富なイラスト、カラ
ー写真を用いて解説。

感染症・神経血管圧迫症候群を究める

脳神経外科バイブル VII

窪田 惺 著 MBN：MJ10071257 ISBN：978-4-8159-1866-8
63.

永井書店 B5 判 380 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

脳神経外科バイブル第 7 巻。中枢神経系の

感染症、神経血管圧迫症候群を取り上げる。

理解を深め、的確な診断と治療ができるよう工

夫された脳神経外科のベスト教科書。

腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術の実際

大木隆生 編 MBN：MJ10075594 ISBN：978-4-260-01134-1
64.

医学書院 B5 判 336 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術（EVAR）

のすべてを学べる本格的テキスト。QR コード

を用いた動画教材もあり、さらに充実した内容

で EVAR の実際を教授する。

腹腔鏡下肝切除術と知っておきたい高難易度肝切除術

DS NOW 11

後藤満一 編 MBN：MJ10075634 ISBN：978-4-7583-1156-4
65.

メジカルビュー社 A4 判 184 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

腹腔鏡下で安全に肝切除を実施できるようイ
ラストを豊富に使用してわかりやすく解説。さ

らに、若手外科医でも知っておくべき高難度

の肝切除術について、第一線の医師がコツ・

ポイントを丁寧に解説。

エキスパートが伝える食道外科 up-to-date

桑野博行 編 MBN：MJ10072499 ISBN：978-4-498-04338-1
66.

中外医学社 B5 判 340 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

目覚ましい進歩を遂げる食道外科。その最新

の標準的知識について、新進気鋭のエキス
パートがわかりやすく解説を加えた。構成にも

工夫を凝らした、すべての臨床医必読の書。

DVD で動きがわかる モーション解剖アトラス 脊椎 DVD付

山下敏彦 監 MBN：MJ10075627 ISBN：978-4-7583-1037-6
67.

メジカルビュー社 B5 判 148 頁 定価 26,250 円 (本体25,000 円)

未固定解剖体を用いた「モーション解剖アトラ

ス」を DVD に収載。解剖知識、臨床応用を詳

説した書籍とセットで、脊椎の「動き」を学べる
画期的なアトラス。
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骨疾患と痛み 確実な診断・治療のために

林 ●史 編 MBN：MJ10075621 ISBN：978-4-7532-2465-4
68.

医薬ジャーナル社 A5 判 224 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

キ－ワ－ドは「痛み」。身近な骨粗鬆症から希

少な整形外科領域疾患まで、21 の代表的有

痛性骨疾患について、詳細な病態、除痛を中

心とする治療法を紹介。

骨粗鬆症のトータルマネジメント

整形外科臨床パサージュ 4

遠藤直人 編 MBN：MJ10075604 ISBN：978-4-521-73214-5
69.

中山書店 B5 判 296 頁 定価 11,550 円 (本体11,000 円)

骨粗鬆症による深刻な ADL、QOL 低下から
患者を守るために、整形外科医が行うべき臨

床の指針。より適切な骨粗鬆症のプラクティス

を目指して編まれた実用書。

腰椎の手術(DVD 付）

整形外科手術イラストレイテッド

高橋和久 編 MBN：MJ10064557 ISBN：978-4-521-73248-0
70.

中山書店 A4 判 200 頁 定価 15,750 円 (本体15,000 円)

第一線で活躍する脊椎外科医が、専門医に

とって必須の腰椎の手術手技について精緻
なイラストを用いて解説。手技のコツや留意点

を「ポイント」として添えた。 DVD付き。

変形性股関節症テキスト 疾患理解と治療法

安藤謙一 著 MBN：MJ10059225 ISBN：978-4-524-23995-5
71.

南江堂 B5 判 98 頁 定価 2,415 円 (本体2,300 円)

患者自身が本症の病態・病因、治療法を理解

することと、コメディカルスタッフが治療や患者

指導に役立つことを目的として、最新の医学
的知識や情報をわかりやすく紹介。

肩関節・肩甲帯部疾患 病態・診断・治療の現状

別冊整形外科 58

長野 昭 編 MBN：MJ10075613 ISBN：978-4-524-27758-2
72.

南江堂 A4 判 230 頁 定価 6,510 円 (本体6,200 円)

肩関節に関する研究は、臨床的診断法の開

発もあり目覚ましく発展している。本書は肩関

節疾患の病態・診断・治療におけるゴールドス

タンダードをまとめた充実の一冊。

アスリートケアマニュアル テーピング

小柳磨毅 監 MBN：MJ10075662 ISBN：978-4-8306-5156-4
73.

文光堂 A5 判 320 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

スポーツ現場におけるテーピング手技を解

説。代表的な障害ごとに症状と関節運動軸や

筋機能、運動連鎖などの関連を評価し、テー

ピングに至るまでの流れをイラストで紹介。

ファンクショナルトレーニング

機能改善と障害予防のためのパフォーマンストレーニング［DVD付］

中村千秋 編 MBN：MJ10075663 ISBN：978-4-8306-5157-1
74.

文光堂 B5 判 176 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

注目集まるファンクショナルトレーニングの手

技をわかりやすく解説した 1 冊。文字では伝

わりにくい「動作」については、付録の DVD を

見ることで立体的に理解ができる。

メディカル・イメージブック 運動学

中島雅美 編 MBN：MJ10075595 ISBN：978-4-263-21360-5
75.

医歯薬出版 新書判 208 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

わかりやすい図表とシェーマを提示。に必須
の覚えておくべきポイント項目を的確に解説。

無理なく運動学の基礎学力が身につく国試

準備段階での知識を要約した必携参考書。

DVD版 関節運動学的アプローチ（AKA）－博田法 第 2版

博田節夫 編 MBN：MJ10075596 ISBN：978-4-263-21361-2
76.

医歯薬出版 DVD 定価 59,850 円 (本体57,000 円)

最新の治療技術を網羅、全ての手技を博田

先生自らが実践指導され、各手技について、
骨指標と正面、側面、アップ画像と 3 画面の

同時映像が視聴できる。

改訂第 2 版 産婦人科内視鏡下手術スキルアップ

編集：日本産婦人科内視鏡学会 MBN：MJ10058736 ISBN：978-4-7583-1067-3
77.

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編の実践書「産
婦人科内視鏡下手術スキルアップ」の改訂版
です。2009 年に公表された学会ガイドライン
を追加し、ほぼすべての内容を刷新しました。
技術についてはもちろん、トレーニングや、技
術認定についての解説なども加わり、産婦人
科領域で内視鏡下手術を行うすべての医師
必携の書籍となっています。
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これならわかる産科学 学生から研修医までをトータルサポート 第 2 版

岡村州博 編 MBN：MJ10075615 ISBN：978-4-525-33092-7
78.

南山堂 B5 判 432 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

医師国家試験に向け知っておくべき基礎的な

重要事項をベースに、産婦人科にローテート

する卒後研修医が臨床の場で必要とする知

識も盛り込んだ。

未来の赤ちゃんに出会うために 不妊治療・体外受精のすすめ

成田 収 著 MBN：MJ10075616 ISBN：978-4-525-33171-9
79.

南山堂 B5 判 148 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

一般的な不妊治療（タイミング療法など）でな
かなか赤ちゃんを授からない時にチャレンジ

する体外受精について、専門医がわかりやす

く、かつ具体的にその手順を紹介。

網膜剥離 こうすれば治る 復位率 100%をめざして

新 ES NOW 4

門之園一明 編 MBN：MJ10075629 ISBN：978-4-7583-1078-9
80.

メジカルビュー社 A4 変型判 168 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

霰粒腫や翼状片、眼瞼下垂などの眼瞼・結膜

疾患から、涙道疾患、後眼部レーザー手術、
羊膜を使用した治療法まで、外来で対処する

手術をカラーイラストでわかりやすく解説。

やさしく理解できるメニエール病（めまいと耳鳴り、難聴）の自己管理 改訂版

神崎 仁 編 MBN：MJ10075619 ISBN：978-4-7532-2462-3
81.

医薬ジャーナル社 A4 判 88 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

疾患の概要からめまい発作時の対応、日常

生活の注意点までを図表やイラストを多用し、

わかりやすく解説。最新の知識とコラムを加
え、充実した内容で、ついに改訂！

小児泌尿器科手術

新 Urologic Surgery シリーズ 7

柿崎秀宏 編 MBN：MJ10075636 ISBN：978-4-7583-1256-1
82.

メジカルビュー社 A4 判 172 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

成人とは異なる小児泌尿器科手術を安全・確

実に行うための泌尿器科臨床医必携の書。

将来のQOL に多大な影響を与える小児泌尿

器科疾患の手術手技を豊富なイラストで詳
解。

末梢神経ブロックＱ＆Ａ

麻酔科学レクチャー 2 巻 3 号

編集：柴田康之 MBN：MJ10073822 ISBN：978-4-88378-606-0
83.

総合医学社 B5 判 約176頁 予定価5,880円 (本体5,600 円)

超音波ガイド下神経ブロックを中心に特集し

ている。手技の解説だけではなく、鎮静法、抗

凝固療法の問題、神経損傷や局所麻酔薬中

毒などの合併症が生じた時の対処についても

言及し、これからブロックを始めようとする若手
麻酔科医の指南書とした。

麻酔科研修ノート

稲田英一 編 MBN：MJ10070117 ISBN：978-4-7878-1722-8
84.

診断と治療社 A5 判 624 頁 定価 7,560 円 (本体7,200 円)

キーとなる麻酔手技、周術期合併症、危機管

理、術式別麻酔ポイントなど、麻酔科医なら知

っておきたい臨床現場のエッセンス 177 項目

を収録。

補完・代替医療 メディカル・アロマセラピー 改訂第 2版

今西二郎 著 MBN：MJ10075637 ISBN：978-4-7653-1447-3
85.

金芳堂 A5 判 222 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

メディカル・アロマセラピーの基礎から応用ま
でを紹介。改訂版では、日本人にもなじみの

深い香りの精油の成分や効用、医療機関で

のアロマセラピー実施の指針を追加した。

診療情報学

日本診療情報管理学会 編 MBN：MJ10075590 ISBN：978-4-260-01083-2
86.

医学書院 B5 判 440 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

日本診療情報管理学会が総力をあげて、医

療従事者が日常の業務において記載する記
録の意義、役割、方法などについて網羅した

待望のバイブル。

医学生のための画像診断マニュアル 国試問題攻略ガイド

百島祐貴 著 MBN：MJ10072117 ISBN：978-4-7583-0085-8
87.

メジカルビュー社 B5 判 432 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

国試で出題されたものを中心に600枚以上の

症例画像を収めた画像診断書の決定版！線

画イラストを使った解説で理解度も飛躍的に
向上！国試対策はもちろん、研修医も必携。
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もうひとつの謎解き 医師の眼で読む、おすすめ小説 23

へるす出版新書 15

小川道雄 著 MBN：MJ10060699 ISBN：978-4-89269-682-4
88.

へるす出版 新書判 252 頁 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

読書好きの著者が、お薦めの小説を選び、そ

れらをさらに医師の視点で読み解き紹介して

いる。読み進むと医学・医療の進歩にも触れ

ることが出来る。

臨床検査で遭遇する異常蛋白質 基礎から発見・解析法まで

藤田清貴 著 MBN：MJ10075597 ISBN：978-4-263-22269-0
89.

医歯薬出版 B5 判 176 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

蛋白分析を行う際の結果を解釈し解決する過
程と、異常なデータなどのみられた時、有効な

情報を臨床サイドに戻してゆく筋道の付け方

について、豊富な症例を掲載して解説。

身体障害作業療法学

作業療法学 ゴールド・マスター・テキスト 4

長﨑重信 監修・編集 MBN：MJ10075630 ISBN：978-4-7583-1119-9
90.

メジカルビュー社 B5 判 540 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

講義用にも自己学習用にも最適なゼロから学

べる作業療法学専門分野テキストシリーズ第
4 巻。身体障害について、概論、疾患別作業

療法(中枢神経系、整形外科系等)を網羅。

精神障害作業療法学

作業療法学 ゴールド・マスター・テキスト 6

山口芳文 編 MBN：MJ10075631 ISBN：978-4-7583-1121-2
91.

メジカルビュー社 B5 判 360 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

講義用にも自己学習用にも最適な、ゼロから

学べる作業療法学専門分野テキストシリーズ

第 6 巻。精神障害について、基礎概念、評価
学、治療学、地域作業療法を網羅。

骨・関節疾患の理学療法 改訂第 2 版

リハ実践テクニック

島田洋一 他編 MBN：MJ10075632 ISBN：978-4-7583-1129-8
92.

メジカルビュー社 B5 変型判 256 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

疾患の知識を追加しオールカラー化でさらに

充実した改訂版。骨・関節疾患のリハビリテー

ションで用いられる最新の実践テクニックを、

オールカラー写真でコマ送り的に解説。

臨床アプローチ 急性期呼吸理学療法

高橋仁美 他編 MBN：MJ10075633 ISBN：978-4-7583-1130-4
93.

メジカルビュー社 B5 変型判 320 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

ICU や病棟で呼吸障害を未然に防ぎ早期離

床を目指すための急性期呼吸理学療法につ

いて、他職種との連携も含め、PT に求められ

る知識と手技を網羅。急性期の呼吸ケアに携

わる PT 必携の臨床ガイド！

足立香代子の栄養管理パーフェクトマスター

足立香代子 編・著 MBN：MJ10077808 ISBN：978-4-7809-1007-0
94.

学研メディカル秀潤社 B5 判 320 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

静脈経腸栄養から低栄養・過栄養対策までの

栄養ケアプランを充実解説。医療施設での栄

養管理実践の手引きとなる１冊である。

嚥下食をおいしくする 101 のソース

近藤国嗣 監 MBN：MJ10064558 ISBN：978-4-521-73261-9
95.

中山書店 B5 判 100 頁 定価 2,835 円 (本体2,700 円)

嚥下食用に工夫された 101 のソースを紹介
し、マンネリ化しがちな嚥下食の味のバリエー

ションを豊かにする。プロの栄養士はもちろん

のこと、患者教育用にも最適。

循環器・腎・泌尿器疾患

ケースで学ぶ栄養管理の思考プロセス 第 3巻

本田佳子 他編 MBN：MJ10074468 ISBN：978-4-8306-6042-9
96.

文光堂 B5 判 154 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

本書は、架空の症例を通して栄養管理の実

際とその背景にある思考プロセスを学ぶシリ
ーズの第 3 巻目。循環器・腎・泌尿器疾患患

者における栄養管理を取り上げている。
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介護・看護関係書

第 12 回精神保健福祉士国家試験問題解答・解説集

日本精神保健福祉士協会 編 MBN：MJ10058551 ISBN：978-4-89269-699-2
97.

へるす出版 B5 判 220 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

2010年 1月に行われた、第12回の国家試験
の問題に対して、解答と詳細な解説を加えた

もの。

ナーシングムック 60 在宅看護技術マスターQ＆A

角田直枝 編 MBN：MJ10065892 ISBN：978-4-7809-2005-5
98.

学研メディカル秀潤社 AB 判 168 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

皮膚ケア、栄養管理、呼吸管理の３分野に焦

点を絞り、Ｑ＆Ａ形式を取り入れて在宅看護
のポイントを解説。状況別・処置別に細分化さ

れた各場面での問題点は深く掘り下げられ、

看護技術のスキルアップにつながる情報とし

て充実。実践に即役立つ１冊である。

早わかり医学・看護略語ノート 増補・改訂 第 2 版 第 2 版

早わかりノートシリーズ

エキスパートナース編集部 編 MBN：MJ10076955 ISBN：978-4-7965-2231-1
99.

照林社 A6 変型 386 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

コンパクトにして豊富な語句を収載した実用

的な略語辞典の改訂版。全略語に英語名（ル

ビ付き）、簡潔な解説と、700 語新規追加で充
実の 3400 語を収載。付録には薬剤名略語、

抗癌剤レジメン略語も追加。

実践へのフィードバックで活かす ケア技術のエビデンスⅡ

深井喜代子 編 MBN：MJ10075668 ISBN：978-4-89269-713-5
100.

へるす出版 B5 判 492 頁 定価 5,040 円 (本体4,800 円)

2006 年 11 月刊行の「ケア技術のエビデンス」

の続編です。EBN 研究者はもちろんのこと、

臨床現場で働くナースや看護学を学ぶ学生

にも大変有用な一冊です。

ナースのための管理指標 MaIN2

井部俊子 監 MBN：MJ10075591 ISBN：978-4-260-01102-0
101.

医学書院 A5 変型判 160 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

看護管理者の自己評価ツールである MaIN

（マイン）。2007年の初版発行後、実際に活用

している多くの方々の意見を反映させ、改良

させている。

人体の構造と機能からみた 病態生理ビジュアルマップ[1] 呼吸器疾患、循環器疾患

佐藤千史 他編 MBN：MJ10075588 ISBN：978-4-260-00976-8
102.

医学書院 A4 変型判 196 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

豊富なビジュアル素材で、文章中心のテキス

トでは難しい「病気のイメージ」を持つことが可

能。実習の事前学習、患者さんの病状・治療

の把握、ケアの実践に最適な一冊。

人体の構造と機能からみた 病態生理ビジュアルマップ[2] 消化器疾患

佐藤千史 他編 MBN：MJ10075589 ISBN：978-4-260-00977-5
103.

医学書院 A4 変型判 150 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

豊富なビジュアル素材で、文章中心のテキス
トでは難しい「病気のイメージ」を持つことが可

能。実習の事前学習、患者さんの病状・治療

の把握、ケアの実践に最適な一冊。

参加観察法入門

田中美恵子 他監訳 MBN：MJ10072501 ISBN：978-4-260-01050-4
104.

医学書院 A5 判 272 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

参加観察法の教科書・参考書として広く使わ

れている名著の翻訳。エスノグラフィーの手順
が段階を踏んで楽しく学んでいけるように構

成されており、入門書として最適。

看護教育学研究 発見・創造・証明の過程 第 2 版

舟島なをみ 著 MBN：MJ10075593 ISBN：978-4-260-01132-7
105.

医学書院 B5 判 300 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

看護教育学に関わる研究に必要な知識、技

術、姿勢を解説。第 2 版では、先行研究分析

や内容分析など、看護学教育研究に必要とな
る方法論の記述が充実。

うつ症状ケアブック

田中理香 監修 MBN：MJ10077809 ISBN：978-4-7809-1023-0
106.

学研メディカル秀潤社 B5 判 144 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

うつ症状のある患者の日常シーンを多くの症

例からクローズアップさせて関わり方のヒントを

紹介。外来・病棟・在宅でのケアではアセスメ

ントやサポートのコツ、家族からの相談への対
応を解説する。コミュニケーションの重要性が

わかる実践のための１冊である。
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基礎からマンガで学ぶ褥瘡アカデミー

井上義治 著 MBN：MJ10075669 ISBN：978-4-89269-714-2
107.

へるす出版 A5 判 80 頁 定価 840 円 (本体800 円)

医師による原案、作画なので専門書としても

わかりやすく、理解しやすく出来ている。

モチベーションアップの目標管理 看護マネジメントが変わる 1 版

河野 秀一 著 MBN：MJ10073915 ISBN：978-4-8392-1393-0
108.

メヂカルフレンド社 A5 判 208 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

本書は、混乱しがちな組織における「評価体
系」を整理したうえで、「目標管理」の導入・運

用をわかりやすく解説。

一歩進んだ口腔ケア

足立了平 編 MBN：MJ10075638 ISBN：978-4-7653-1448-0
109.

金芳堂 B5 判 200 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

歯科の専門知識を持たない「口腔ケアの担い

手」のため口腔の見方、ケアの手順などを解
説。主な疾病との関連や災害時口腔ケア、地

域連携パスなど様々なテーマをまとめた。

脈拍・心電図に異常のある患者の理解と看護

高齢者ケアの常識

藤田英雄 監 MBN：MJ10064561 ISBN：978-4-521-73264-0
110.

中山書店 四六判 160 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

高齢者のフィジカルアセスメントで重要な「脈

拍」「心電図異常」の考え方、これらの異常に

対する処置について解説。臨床で重要な知
識、最新の治療法に関する情報も収載。

らくらく & シンプル ポジショニング

田中マキ子 著 MBN：MJ10075607 ISBN：978-4-521-73267-1
111.

中山書店 AB 判 150 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

「患者にとっても“らく”（安全・安楽）」「介助者

にとっても”らく”（負担が少ない・シンプル）」な

ポジショニングの技術・手技を写真でわかりや

すく解説！

見て・考える 褥瘡ケア 創面をみればすべてがわかる ここで差がつくテクニック

大浦武彦 編 MBN：MJ10075608 ISBN：978-4-521-73268-8
112.

中山書店 B5 判 160 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

褥瘡ケアにかかわる看護師が創部を見るため

に必要な知識とスキルを実際の創部の症例

写真を示しながら解説。

精神科ナースが行う 服薬支援 臨床で活かす知識とワザ

吉浜文洋 他編 MBN：MJ10075609 ISBN：978-4-521-73269-5
113.

中山書店 B5 変型判 184 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

向精神薬の種類や副作用などの基礎知識、

副作用の初期症状の気付き方、嗜好品と薬

の関係、各施設での服薬支援の取り組みな

ど、看護師の視点にこだわった知識とワザが

満載。

根拠がわかる症状別看護過程

こころとからだの 61 症状・事例展開と関連図 改訂第 2 版

関口恵子 編 MBN：MJ10075610 ISBN：978-4-524-26008-9
114.

南江堂 B5 判 704 頁 定価 4,935 円 (本体4,700 円)

従来の「症状別看護」にはない心理・社会的
症状を含む 61 症状を収載した「症状別看護」

の決定版。今改訂では特長である「根拠」をさ

らに明確化。「症状別看護」の決定版。
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薬学関係書

ハードからみた GMP

～医薬品ビジネスにかかわる人が知っておきたいこと～

株式会社シーエムプラス 田原繁広、那須川真澄／著

MBN：MJ10076097 ISBN：978-4-8407-4129-3

115.

じほう B5 判 130 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

「医薬品とは何か」から始まり、GMP の歴史や

基本要件、バリデーションの流れや製薬用

水・空調設備に求められる要件などをわかり

やすく解説。医薬品工場の設計や建築、空

調、電気、生産機械など各分野のエンジニ

ア、営業担当者の方のGMP入門書。

医薬品製造販売指針 2010

MBN：MJ10076098 ISBN：978-4-8407-4142-2
116.

じほう A4 判 1,000 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

医薬品の製造販売承認・許可申請等につい
て、手続きなどの実務内容を解説した書籍で
す。今版は 2008 年秋以降に発出された薬事
関係を中心とする行政通知・申請様式等を反
映し、また今版より索引を設けるなど内容をさ
らに充実させました。製造販売承認申請など
の業務の手引書として、薬事業務に必携の一
冊です。

日英対訳 原典収載 GMP・ICH医薬用語事典 第 2 版

仲井由宣／著 MBN：MJ10076099 ISBN：978-4-8407-4144-6
117.

じほう A5 判 320 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

FDA、EU、ICH、WHO および日本の GMP や
ガイドラインなどに記載されている英文用語を
翻訳し、一部解説を加えるなどして、正確にわ
かりやすく理解できるよう整理しました。今版
では、ICH の最新報告、ICH Q8 「製剤開
発」、Q9 「品質リスクマネジメント」、Q 10「医
薬品品質システム」のいわゆる Q トリオに関す
る用語を盛り込み、内容も大幅に拡充。

薬剤疫学の基礎と実践

景山 茂 他編 MBN：MJ10075618 ISBN：978-4-7532-2452-4
118.

医薬ジャーナル社 B5 判 356 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

代表的な薬の副作用事例と薬害を丁寧に解

説。初学者の入門書としてはもとより、薬剤疫

学の研究手法についても具体的に詳述。

薬剤・検査データの読み方 薬剤師のための臨床検査の知識 改訂 4 版

池田千恵子／著 MBN：MJ10076100 ISBN：978-4-8407-4145-3
119.

じほう ポケット判 380 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

改訂 4版はCKD、糖尿病などの各診療ガイド
ライン改訂をともなう各検査の変更、心電図・

尿検査などのバイタル関連の充実をはかり、

薬学での検査についての質問に対応できるよ

う、全面的に見直しを行いました。

糖尿病薬物療法の管理 知りたかった答えがココにある！

薬剤師の強化書シリーズ

朝倉俊成 編著 MBN：MJ10075617 ISBN：978-4-525-70171-0
120.

南山堂 B5 判 473 頁 定価 4,095 円 (本体3,900 円)

基本から薬物療法への参画のための知識、

患者さんの悩み・トラブル対応などについて解
説。インスリン療法およびデバイスを含めた特

徴・使い方もこれ一冊で網羅。

歯学関係書

歯科のための内科学 改訂第 3 版

井田和徳 他編 MBN：MJ10059226 ISBN：978-4-524-24768-4
121.

南江堂 B5 判 470 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

歯科学生に必要な内科学の知識をまとめた

教科書。口腔症状や内科的疾患に加えて内

科学全般についても解説。今改訂では国家

試験をより意識して全体を再構成した。
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雑誌

細胞工学 Vol.29 No.9

細胞分裂・染色体分配生命を継承するメカニズム（仮題）

渡邊嘉典 監修 MBN：MJ10065889 ISBN：978-4-7809-0110-8
122.

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

ヒトの染色体分配の過程でほんの軽微なミス
が起きるだけで、体細胞であれば癌細胞の産
生につながり、生殖細胞ならばダウン症など
の重篤な病気を引き起こすことが知られてい
る。近年の研究で、酵母とヒトで染色体の分配
機構が明らかにされてくるにつれ、そのメカニ
ズムがわかってきている。本特集ではその最
前線を紹介。

Clinical Engineering Vol.21 No.9

医療機器と電源環境－電源の質と接地の確保・電源ノイズの視点から－（仮題）

廣瀬稔 編 MBN：MJ10065890 ISBN：978-4-7809-0210-5
123.

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

電源に関する医療機器トラブル事例はたびたび報

告されており、医療機器を扱う臨床工学技士にとっ

ては、電源環境の確保も重要な業務の一つです。電

源環境問題についての概要、電源の品質に関する

基礎知識やそれにまつわる問題、病院設置設備の

規格・電撃防止と雑音対策などの事例など電源に関

する知識から、現場で役立つ実践的な知識までまと

めた特集。

画像診断 Vol.30 No.10（2010 年 9 月号）

ちょっとハイレベルの日常遭遇する骨軟部疾患

辰野聡 編 MBN：MJ10065888 ISBN：978-4-7809-0010-1
124.

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

MRI の高性能化に伴って整形外科領域にお

ける画像診断の重要性がたかまっている。そ

の中で、放射線科医にとって、この領域は避
けて通ることが出来ない状況である。そこで、

臨床医に一目置かれる症例集としての特集。

画像診断 Vol.30 No.11（2010 年臨時増刊号）

基本をおさえる！胸部画像

酒井文和 編・著 MBN：MJ10067328 ISBN：978-4-7809-0822-0
125.

学研メディカル秀潤社 B5 判 240 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

左頁に提示された画像から病変探し、右頁の

画像所見のポイント、病変部分の拡大画像の

解説で疾患の典型画像を学習できるようにし

ました。バリエーション、鑑別疾患リストも網羅
し、見開きで簡潔に解説した日常臨床に役立

つ 1 冊です！初学者・研修医にお勧め。

Visual Dermatology Vol.9 No.9

下腿潰瘍・足趾壊疽─皮膚科医の関わり方─（仮題）

澤田泰之 監修 MBN：MJ10065891 ISBN：978-4-7809-0310-2
126.

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)

下腿潰瘍は高齢者に多くみられる疾患であ
り、その 9 割は循環器系の異常から発症し、
血管外科等でフォローされている。しかし、実
際は患者が最初にかかるのは皮膚科が多く、
「もっと皮膚科が下腿潰瘍に積極的に関わる
べき」という視点から、下腿潰瘍の鑑別と診断
のポイント、治療の実際、および科をまたいだ
下腿潰瘍の関わり方をビジュアルに詳解。

Visual Dermatology Vol.9 No.10

臨床に役立つ皮膚科トピックス（仮題）

大路昌孝 監修 MBN：MJ10077807 ISBN：978-4-7809-0311-9
127.

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)

残しておきたい皮膚疾患を各大学から 1 症例

づつ供覧。診療に使える症例を取りそろえた

特集。

月刊ナーシング Vol.30 No.10（9 月号）

摂食・嚥下障害リハビリテーションの疑問 30

寺見雅子 監修
128.

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

診療報酬の改定において口腔機能向上のための加
算がされるようになり、現場でも摂食・嚥下障害の予
防やリハビリテーションに対する認識や重要性が高
まっています。そこで、「この場合は食事を中止する
べきか」「食形態や食事介助の方法はこれでいいの
か」などの疑問について、根拠やエビデンスを提示
し、一つひとつ答えます。その重要性と、看護師がで
きる具体的な施術やアセスメント・対応法も紹介して
います。

月刊ナーシング Vol.30 No.11（10 月号）

トイレで起こる急変への対応

三上剛人 監修
129.

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

トイレやその周辺で看護師が遭遇する急変に

注目し、排泄時やトイレ歩行時に急変が起こ
る身体のメカニズム（なぜ排泄時やトイレへの

歩行時に急変が起こりやすいのか）、実際に

遭遇した事例とその分析、具体的な対応法を

わかりやすく解説。

看護実践の科学 2010 年 9 月号

特集：カンファレンスは教育の場
130.

看護の科学社 定価 1,260 円 (本体1,200 円)

カンファレンスの取り組みからみた教育的効

果について／

カンファレンスからの学び／
効果的なカンファレンスがチームメンバーの

成長を生む／

消化器外科病棟におけるカンファレンスの取

り組み

看護技術２０１０年１０月号

特集：QOL を高める！がん患者ケア
131.

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

●がん患者の病態生理と影響要因がわか

る！

●がん患者の QOL を高めるための観察・看

護のケアのポイントがわかる！
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看護技術２０１０年１０月臨時増刊号

特集：最新！感染看護Q&A
132.

メヂカルフレンド社 B5 判 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

本特集では、現場で多く聞かれる感染看護に

関する疑問を 84 項目取り上げ、感染管理認

定看護師など、エキスパートの方々に答えて

いただきました。

看護展望２０１０年１０月号

特集：最新インフルエンザ対策―経験知を生かした改善策と看護管理者の役割
133.

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、昨年流行した経験とそこから得
られた改善策を報告し、そのなかで看護部が

果たした役割や病棟で行うべき対策、師長・

主任の役割について考えます。

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年１０月号

134.

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、上手な情報収集のポイント、収

集した情報をどう記録、アセスメントにはねい
するかを伝授します。 ○疾患と看護がわか

る看護過程ナーシングプロセス：脊髄損傷

Geriatric Medicine（老年医学）Vol.48 No.8

特集：高齢者の慢性腎臓病(CKD)

MBN：MJ10076967 ISBN：978-4-89801-358-8
135.

ライフ・サイエンス B5 判 158 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

本特集の意図は日常診療におけるCKDの解

説である。読者に CKDおよび高齢者CKD を

理解していただき、末期腎不全に陥り透析療
法になる方を少しでも減少させたいと企画し

た。また、CKD と関連の深い心腎連関なども

理解していただきたい。

Progress in MedicineVol.30 No.8

特集：アルツハイマー病(AD)への新たな挑戦―AD治療薬登場後の 10 年と今後―

MBN：MJ10076968 ISBN：978-4-89801-359-5
136.

ライフ・サイエンス A4 判 198 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

アルツハイマー病(AD)に対するわが国唯一の

治療薬としてドネペジル塩酸塩が承認されて

10 年が経過した。本特集では AD に関するこ

の 10年間の進歩を振り返るとともに、AD制圧
に向けた新たな取り組みをも紹介した。

実験医学2010年10月号 実験医学 VOL.28 NO.16

RNA の時空間的動態をみる

礒辺俊明 企画 MBN：MJ10079057 ISBN：978-4-7581-0064-9
137.

羊土社 B5 判 約160頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

生命現象の中心を司る RNA の動態に迫る！

超高速シークエンサーを用いた直接解析か

ら、RNA 医薬の開発状況まで、リボヌクレオプ

ロテオミクス研究の最前線をご紹介！

レジデントノート 2010 年 10 月号 レジデントノート VOL.12 NO.9

がん診療の考え方・進め方（仮）

奥坂拓志 編
138.

羊土社 B5 判 約160頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

各がん種の病期分類や治療戦略、患者さんと

の向き合い方など、診療の一連の流れを解

説。研修医の方にとっては難しいと考えられ

がちな“がん診療”の全体像がつかめる内

容！
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