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医学関係書

血管研究と血管治療 実験医学増刊 VOL.28 NO.17

血管形成メカニズムの新たな概念から炎症・がん治療，虚血性疾患の血管再生療法まで

高倉伸幸 編 MBN：MJ10090446 ISBN：978-4-7581-0310-7
1.

羊土社 B5 判 226 頁 定価 5,670 円 (本体5,400 円)

近年明らかになった血管内皮細胞の異種性
から、組織・病態特有の血管形成メカニズム、

実用化が進む血管再生療法・がん治療法の
臨床エビデンスまで最新知見を紹介！

3D Anatomy Project MRI 断層解剖アトラス 〈3D で見る骨と筋〉CD-ROM 付

坂井建雄 他著 MBN：MJ10081137 ISBN：978-4-7849-4188-9
2.

日本医事新報社 B5 変型判 176 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

上下肢あわせて 600 枚の MR像から構築した
3D モデルを CD-ROM に収録。骨と筋をリア
ルな CG で立体表示し、マウスで自在に回転

させて見ることができます。

標準組織学 各論 第 4 版

藤田尚男 他著 MBN：MJ10091829 ISBN：978-4-260-00302-5
3.

医学書院 B5 判 624 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

“読んでおもしろく、生きた組織学が理解でき

る”テキストの全面改訂版。第3版発行以来の
新知見を取り入れ、図、写真、解説の表現方
法まで入念に検討し直した。

CRC のための臨床試験スキルアップノート

中野重行 他編 MBN：MJ10091832 ISBN：978-4-260-00859-4
4.

医学書院 B5 判 256 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

CRCをはじめとする創薬育薬スタッフ向けに、
日常の臨床試験（治験）の業務上でつまずき

やすい問題に対する回答やヒントを満載した1
冊。

改訂第５版 新 遺伝子工学ハンドブック 5

村松正實 編 MBN：MJ10090445 ISBN：978-4-7581-0177-6
5.

羊土社 B5 判 366 頁 定価 7,980 円 (本体7,600 円)

91 年の発行から改訂を重ね、ついに第５版！
実績ある本書で必須＆重要な実験法をしっか
りカバー。小分子 RNA やハイスループット解

析など、注目の新技術も逃さず収録！

イラストで見る医療機器早わかりガイド

－心電図モニタ・ペースメーカ・人工呼吸器・輸液ポンプなど－

小野哲章・廣瀬稔 著 MBN：MJ10088513 ISBN：978-4-7809-0823-7
6.

学研メディカル秀潤社 A5 判 160 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

臨床現場で使われている医療機器の原理や

安全な使い方を、たくさんのイラストとわかりや
すい文章で解説した。看護師や臨床工学技
士を目指す学生や、医療機器にはじめてふ

れる医療現場のスタッフに最適な入門書であ
る。

病態のしくみがわかる 免疫学

関 修司 他編 MBN：MJ10091940 ISBN：978-4-260-00997-3
7.

医学書院 B5 判 304 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

免疫学の基礎はもとより、疾患や病態、臓器と
免疫といった臨床的な内容も解説した参考

書。図を多用することによって難解な免疫学
的なメカニズムも理解しやすい内容とした。

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。



医師と患者の情報コミュニケーション 患者満足度の実証分析

薬事日報社 MBN：MJ10091639 ISBN：978-4-8408-1148-4
8.

薬事日報社 A5 判 244 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

現在の医療では、医師と患者間の医療に関
する知識差に起因する情報の非対称性が生
じており、医療行為の評価に関しても医師と

患者間で認識のギャップが存在しています。
本書は、患者中心の医療という点から様々な
データを使って分析した結果をわかりやすく

解説しています。

研修医手技マニュアル

井上賀元 他編 MBN：MJ10078576 ISBN：978-4-263-73130-7
9.

医歯薬出版 新書変型判 238 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

厚労省が定めた研修医の必修手技をすべて

収載！ベットサイドで便利に使えるポケットサ
イズ！Point、Pitfall、コツが一目でわかる現場
主義のマニュアル書。

めざせ！外来診療の達人 外来カンファレンスで学ぶ診断推論 第 3 版

生坂政臣 編著 MBN：MJ10081138 ISBN：978-4-7849-5429-2
10.

日本医事新報社 B5 判 232 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

第2版に新たな3症例とコラムも加わり総論の
内容も改訂。合理的な診断推論に基づく正診

率の高い外来診療をめざす方に。外来カンフ
ァレンスの紙上再現により診療場面での「診断
推論」の実践的・具体的活用法が学べます。

臨床検査値判読ハンドブック 検査値を正しく，深く診るために

矢冨 裕 他編 MBN：MJ10073778 ISBN：978-4-524-25341-8
11.

南江堂 B6 変型判 488 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

異常値発生のメカニズムの正しい理解に基づ
き、的確に臨床検査値を判読できることを主
眼に置いたハンドブック。検査値の適切な解

釈を要求される臨床医にお薦めの一冊。

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

大久保光夫 著 MBN：MJ10079060 ISBN：978-4-7581-0696-2
12.

羊土社 B5 判 207 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 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！

MDCT の基本パワーテキスト CT の基礎からデュアルソース・320 列 CT まで

Mahadevappa Mahesh

陣崎雅弘 監訳 MBN：MJ10090225 ISBN：978-4-89592-652-2
13.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 判 208 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

CT の基礎原理から画質や被曝線量に関する
必要な解説を経て、心臓 CT や最新のデュア

ルソースCT、320 列MDCT までを、臨床に根
ざし、平易にまとめた解説書。

CT 冠動脈造影実践学

木原康樹 他編著 MBN：MJ10089301 ISBN：978-4-498-01356-8
14.

中外医学社 B5 判 256 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

多列 CT による冠動脈造影の最新事情と、活
用するにあたっての実践的な知識、今後の展
望 に 至 る ま で を フ ォ ロ ー し た 最 新 の

reference。

臨床推論ダイアローグ

杉本元信 編 MBN：MJ10091543 ISBN：978-4-260-01057-3
15.

医学書院 A5 変型判 456 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

研修医と指導医の対話形式で診断の思考プ

ロセスをトレーニング。「よくある疾患だが意外
な症状」「よくある症状だが意外な診断」など、
示唆に富む 40 症例を厳選。

プラムとポスナーの昏迷と昏睡

Jerome B. Posner・Clifford D. Saper・Nicholas Schiff・Fred Plum

太田富雄 監訳 MBN：MJ10092006 ISBN：978-4-89592-656-0
16.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 判 432 頁 定価 9,030 円 (本体8,600 円)

原著は意識障害に関する最も信頼のおける
テキストと評価される古典的名著、27 年ぶりの

改訂。迅速かつ正確な診断と治療を行なうべ
く、その考え方やアプローチ法を詳述。

必修 救急救命士国家試験対策問題集 2011 これだけやれば大丈夫！

田中秀治 編 MBN：MJ10091996 ISBN：978-4-8306-3955-5
17.

文光堂 B5 判 700 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

2001 年の第 19 回から今年実施された第 33
回までの救急救命士国家試験の頻出問題と
良問を分野別に整理した問題集。最新の統

計やテキスト内容に沿って解説されている。
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基本からよくわかる 高気圧酸素治療実践マニュアル

治療の原理，適応症から安全管理，トラブルシューティングまで

瀧健治 編 MBN：MJ10090448 ISBN：978-4-7581-0694-8
18.

羊土社 B5 判 約200頁 予定価5,985円 (本体5,700 円)

高気圧酸素治療に携わるすべての医療スタッ
フ必携！必ず理解しておきたい基本知識から
実際の機器操作まで丁寧に解説。安全に治

療を行うために現場ですぐ役立つ情報が満
載！

基本からよくわかる 高気圧酸素治療実践マニュアル

治療の原理，適応症から安全管理，トラブルシューティングまで

瀧 健治 編 MBN：MJ10090448 ISBN：978-4-7581-0694-8
19.

羊土社 B5 判 149 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

高気圧酸素治療に携わるすべての医療スタッ

フ必携！必ず理解しておきたい基本知識から
実際の機器操作まで丁寧に解説。安全に治
療を行うために現場ですぐ役立つ情報が満

載！

ステップ ビヨンド レジデント 6 救急で必ず出合う疾患編 Part 3

ステップビヨンドレジデントシリーズ

林寛之 著 MBN：MJ10090449 ISBN：978-4-7581-0698-6
20.

羊土社 B5 判 222 頁 定価 4,515 円 (本体4,300 円)

来るもの拒まず、誰でも診るのだ！大人気連
載、研修医指導虎の巻の単行本化第 6 弾！

めまいや気胸など救急で絶対に見逃せない
疾患へのアプローチを鋭く解説！

ステップ ビヨンド レジデント 6 救急で必ず出合う疾患編 Part 3

ステップビヨンドレジデントシリーズ 6

林 寛之 著 MBN：MJ10090449 ISBN：978-4-7581-0698-6
21.

羊土社 B5 判 222 頁 定価 4,515 円 (本体4,300 円)

来るもの拒まず、誰でも診るのだ！大人気連
載、研修医指導虎の巻の単行本化第 6 弾！
めまいや気胸など救急で絶対に見逃せない

疾患へのアプローチを鋭く解説！

ICU エラーブック

Lisa Marcucci・Elizabeth A. Martinez・Elliot R. Haut・ほか

福家伸夫 監訳 MBN：MJ10092005 ISBN：978-4-89592-655-3
22.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A5 変型判 816 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

成人 ICU の現場で日常的に起こりうるエラー

（過ち）に対し、医師としてそれをいかに防止
し、対処、解決すべきか具体的かつ実戦的に
解説。適宜エビデンスを明確化し提示。

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
23.

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。

がんの統合医療

Donald Abrams・Andew Weil

伊藤壽記 他監訳 MBN：MJ10092004 ISBN：978-4-89592-653-9
24.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ A5 変型判 632 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

西洋医学とそれを補うエビデンスに基づいた
医療としての補完代替医療との有機的な結び
つきを目指す統合医療を、がんをテーマとし

て解説した、本邦初の教科書。

ペコリーノがんの分子生物学 メカニズム・分子標的・治療

Lauren Pecorino

日合 弘 他監訳 MBN：MJ10090224 ISBN：978-4-89592-654-6
25.

ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ B5 変型判 324 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

オックスフォード大学出版局発売のベストセラ

ーの翻訳。がんの発生から進展にいたる諸過
程のメカニズムを遺伝子、分子のレベルで簡
明かつコンパクトに解説。

やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 改訂版

朴 成和 編 MBN：MJ10083654 ISBN：978-4-7532-2449-4
26.

医薬ジャーナル社 A4 判 100 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

在宅でがん治療を受ける人のために、知りた
い情報をさらにわかりやすく整理。パニツムマ

ブなど新規分子標的治療薬を用いた単独・併
用療法も、費用面も含めて紹介！

胃癌治療ガイドライン 医師用 2010 年 10 月改訂 第 3 版

日本胃癌学会 編 MBN：MJ10088995 ISBN：978-4-307-20281-7
27.

金原出版 B5 判 72 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

胃癌取扱い規約との役割分担を明確にし、治
療に関する記載を胃癌取扱い規約から全面
的に移行した。手術、内視鏡治療、化学療法

の各項目とも大幅な改訂が加えられている。
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甲状腺腫瘍診療ガイドライン 2010 年版

日本内分泌外科学会日本甲状腺外科学会 編

MBN：MJ10088997 ISBN：978-4-307-20283-1
28.

金原出版 B5 判 212 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

エビデンスに基づいて推奨される診療内容を
提示し、わが国における甲状腺腫瘍診療の質
を向上させ、患者に最善のアウトカムをもたら

すことを目的としたガイドライン。

腎機能低下患者への薬の使い方 第 2 版

富野康日己 編 MBN：MJ10091939 ISBN：978-4-260-00888-4
29.

医学書院 B6 判 304 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

よく用いられる薬剤 93 成分について、腎機能

低下の程度別に投薬量を明示。腎障害時に
必要な注意、投薬時のポイントについても解
説。

マップでわかる 抗菌薬ポケットブック グラム染色による整理

藤田浩二 編 MBN：MJ10086558 ISBN：978-4-524-25374-6
30.

南江堂 B6 判 430 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

「整理マップ」で重要な細菌をわかりやすく整
理。抗菌薬の選び方を系統立ててすばやく理

解できる。感染症領域に携わる医療従事者に
お薦めの一冊。

違いがわかる！ 同種・同効薬

黒山政一 他編 MBN：MJ10082187 ISBN：978-4-524-25376-0
31.

南江堂 B5 判 206 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

同種・同効薬の違いを分かりやすく解説。スタ
ンダードな知識に加え、適正な服薬指導が行
えるよう「どこが違うのか」がすぐにわかる一覧

表形式でまとめた実践書。

PK-PD は難しくない！ 抗菌薬 PK-PD 実践テクニック

渡辺 彰 他編 MBN：MJ10091968 ISBN：978-4-524-26369-1
32.

南江堂 A5 判 176 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

PK-PD 理論はむずかしくない！ 近年、注目

を集める PK-PD についてそのコツやポイント
を中心に解説したハンドブック。

医師・歯科医師のための口腔診療必携 困ったときのマニュアル・ヒント集 202

高戸 毅 監 MBN：MJ10089001 ISBN：978-4-307-45011-9
33.

金原出版 B5 判 272 頁 定価 7,140 円 (本体6,800 円)

臨床現場の疑問を Q＆A 形式により、即座に
解決するヒント集。病変写真、診断・治療のフ

ローチャートを豊富に掲載！

がん化学療法 副作用対策ハンドブック

副作用の予防・治療から，抗がん剤の減量・休薬の基準，外来での注意点まで

岡元るみ子 編 MBN：MJ10090453 ISBN：978-4-7581-1700-5
34.

羊土社 B6 変型判 375 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

がん化学療法に携わるすべての医療スタッフ
必携！副作用症状の頻度・発現時期とともに
予防・治療を解説。さらに抗がん剤の減量・中

止の基準、外来での注意点まで網羅！

がん化学療法 副作用対策ハンドブック

副作用の予防・治療から，抗がん剤の減量・休薬の基準，外来での注意点まで

岡元るみ子 編 MBN：MJ10090453 ISBN：978-4-7581-1700-5
35.

羊土社 B6 変型判 375 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

がん化学療法に携わるすべての医療スタッフ

必携！副作用症状の頻度・発現時期とともに
予防・治療を解説。さらに抗がん剤の減量・中
止の基準、外来での注意点まで網羅！

すぐに役立つ！ 感染対策実践マニュアル 第 2 版

堀 賢／編 MBN：MJ10079742 ISBN：978-4-8407-4128-6
36.

じほう B5 判 240 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

第 2 版では、昨年に大流行した新型インフル
エンザの対策マニュアルはもちろん、角化型
疥癬、プリオン病の各感染症対策マニュアル
に加え、血管留置カテーテル関連感染防止
マニュアルを新規収載しました。また、近年標
準投与量が欧米基準に変容している抗菌薬
の適正使用マニュアルを順天堂医院の実績
に基づいて掲載。わが国の感染対策の最新
情報に対応しています。

有効・適正使用これだけは必要！抗菌薬・消毒薬Ｑ＆Ａ 第 2 版

―ＭＲＳＡ・院内感染のポイント―

松山 賢治、賀来 満夫／監 MBN：MJ10079741 ISBN：978-4-8407-4131-6
37.

じほう A5 判 300 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

抗菌薬・消毒薬に関する情報を「抗菌薬適正
使用のポイント」、「耐性菌のメカニズムと対
策」、「医療関連感染」、「その他の感染症」、
「消毒薬」などのほか、近年問題となっている
「ウイルスとワクチン」の項目も新しく設け、10
項目で構成。付録も「腎障害時の用量変更」
や「妊婦・授乳婦への使用方法」など現場で
すぐに使える情報が充実しています。
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新型・季節性インフルエンザ診療ガイド 2010-11

菅谷憲夫 編著 MBN：MJ10082310 ISBN：978-4-7849-5471-1
38.

日本医事新報社 B5 判 128 頁 定価 3,465 円 (本体3,300 円)

ガイドラインといっても過言ではないくらいの
執筆陣による、?2009-10 の新型インフルエン
ザの知見も踏まえた最新の解説！日常診療

上よくある疑問を Q＆Aで収載。

病歴と身体所見から感染症を見極める

臨床感染症ブックレット 1 巻

柳 秀高 他編 MBN：MJ10091994 ISBN：978-4-8306-2050-8
39.

文光堂 B5 判 150 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

感染症科の若手スタッフ・研修医を対象に、

感染症診療の原点である「病歴・身体所見の
聴取と診断推論過程」をとりあげ、感染症診療
の基本的な進め方を解説した 1冊。

エンピリック治療の抗菌薬，確定治療の抗菌薬を選択する

臨床感染症ブックレット 2 巻

細川直登 他編 MBN：MJ10091995 ISBN：978-4-8306-2051-5
40.

文光堂 B5 判 150 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

感染症科の若手スタッフ・研修医を対象に、
「抗菌薬の選択」の基本原則を盛り込み、感

染症の治療の進め方を解説した 1 冊。新シリ
ーズ第 2 弾。

骨粗鬆症のマネジメント

松本俊夫 編 MBN：MJ10091969 ISBN：978-4-7532-2468-5
41.

医薬ジャーナル社 A4 変型判 208 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

骨粗鬆症治療のエキスパートが集結！的確
な診断・治療法と、患者指導に欠かせない骨
折防止や栄養管理まで言及した臨床に大い

に役立つ実用書。

レジデント必携 糖尿病診療のABC BEAM（Bunkodo Essential & Advanced Mook）

初期対応と血糖コントロールのポイントを場面別にスッキリ理解する

岡本元純 他編 MBN：MJ10092000 ISBN：978-4-8306-8141-7
42.

文光堂 B5 判 120 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

専門医でなくても把握しておきたい、糖尿病

診療のエッセンス。本書では、レジデントが糖
尿病患者に出会った時の初期対応と血糖コ
ントロールのポイントを場面別に解説した。

新 CAPD セルフケア 腹膜透析とうまくつきあうためのハウツーマニュアル 改訂第 2 版

田畑 勉 他編 MBN：MJ10080592 ISBN：978-4-7878-1779-2
43.

診断と治療社 A5 判 128 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

患者さんおよび腹膜透析に従事するスタッフ
向けの書籍として、腹膜透析ガイドラインで新

しく示された基準や、最新の治療・手法をフォ
ローし、わかりやすく解説している。

薬剤性腎障害ケーススタディ 診療に活かす 33 の症例

富野康日己 他編 MBN：MJ10076938 ISBN：978-4-524-26367-7
44.

南江堂 B5 判 222 頁 定価 6,615 円 (本体6,300 円)

薬剤性腎障害についてすべての医師が知っ
ておくべきポイントを、様々なケースを通して
具体的に学べる症例集。巻末に薬剤性腎障

害を起こすと報告された薬剤の一覧表を収
載。

造血器腫瘍治療 これは困ったぞ，どうしよう！ 2 版

木崎昌弘 他編 MBN：MJ10091313 ISBN：978-4-498-12535-3
45.

中外医学社 B5 判 360 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫の診療

の現場で遭遇する問題点・疑問点・盲点やト
ラブルについて各領域の専門家が指針を示
す好評書の改訂第 2版。

悪性リンパ腫診療ハンドブック

新津 望 編 MBN：MJ10073781 ISBN：978-4-524-26323-3
46.

南江堂 B6 変型判 254 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

悪性リンパ腫について診療現場でのコツや考
え方、エビデンスまで網羅したポケットサイズ

のハンドブック。基礎から検査、病理、診断、
治療までを簡潔にわかりやすく解説。

リウマチ病学テキスト

日本リウマチ学会 他編 MBN：MJ10086359 ISBN：978-4-7878-1759-4
47.

診断と治療社 B5 判 548 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

日本リウマチ学会、日本リウマチ財団の共同
編集によるリウマチ性疾患を網羅したテキス
ト。生物学的製剤など多くの最新情報も掲

載。リウマチ診療に携わる際の必読書。
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GUIDELINE 膠原病・リウマチ 改訂第 2 版

小池隆夫 他編 MBN：MJ10080593 ISBN：978-4-7878-1793-8
48.

診断と治療社 B5 判 240 頁 定価 5,985 円 (本体5,700 円)

膠原病・リウマチおよび副腎皮質ステロイド合
併症としてみられる病態に関する最新治療ガ
イドラインの読み方や注意点、実際の処方例

など、臨床にすぐに役立つ解説。

高齢者の生活機能の総合的評価

鳥羽研二 編著 MBN：MJ10086580 ISBN：978-4-88002-710-4
49.

新興医学出版社 B5 判 184 頁 定価 4,200 円 (本体4,000 円)

ADL や認知機能、環境等の総合的視点から

患者の全体像を適切に把握できるよう具体的
な評価方法と重要ポイントを網羅。さらに高齢
者によくみられる症状を丁寧に解説した。

経験から学ぶ老年医療

山本 章 著 MBN：MJ10089306 ISBN：978-4-498-05906-1
50.

中外医学社 A5 判 212 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

コレステロール代謝研究の第一人者が、介護
老人保健施設での家庭医としての十五年間

の経験をもとに、高齢者診療の実践の技を懇
切に解説した書。

てんかん鑑別診断学

吉野相英 他訳 MBN：MJ10091942 ISBN：978-4-260-01028-3
51.

医学書院 B5 判 352 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

てんかんとの鑑別に必要な非てんかん性発作
を網羅し、てんかん発作自体の臨床像につい
ても詳説。てんかん診療にあたる医師の頼れ

る指南書。

てんかん治療ガイドライン 2010

日本神経学会 監 MBN：MJ10091944 ISBN：978-4-260-01122-8
52.

医学書院 B5 判 168 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

日本神経学会監修によるガイドライン。成人

および小児のてんかんの診断から予後に至る
まで、エビデンスに基づいた臨床上の指針を
網羅。

認知行動療法トレーニングブック

統合失調症，双極性障害，難治性うつ病編[DVD 付]

古川壽亮 監訳 MBN：MJ10091544 ISBN：978-4-260-01081-8
53.

医学書院 A5 判 440 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

統合失調症を中心に双極性障害、難治性う
つ病も含む重症精神障害の治療に焦点をあ

てた CBT の決定版テキスト。充実の 18 シー
ン、158 分間の日本語字幕 DVD 付き。

サイコオンコロジー

専門医のための精神科臨床リュミエール 24

大西秀樹 編 MBN：MJ10076935 ISBN：978-4-521-73241-1
54.

中山書店 B5 判 216 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

わが国第一線のサイコオンコロジストが、がん
患者の精神症状のマネジメント、コミュニケー
ションスキル、家族ケア等について最先端の

知識をわかりやすく解説。

精神分析過程

Ｄ．メルツァー/松木 邦裕 監訳/飛谷 渉 訳

MBN：MJ10076951 ISBN：978-4-7724-1166-0
55.

金剛出版 四六判 300 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

クラインが創生した新しい精神分析の展開プ

ロセスをみごとに理論構成したメルツァーの処
女作であり、もっとも輝かしい著作。

発達障害大学生支援への支援 ナラティブ・アプローチとナレッジ・マネジメント

斉藤 清二・西村 優紀美・吉永 崇史

MBN：MJ10091555 ISBN：978-4-7724-1167-7
56.

金剛出版 A5 判 280 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

発達障害のある（または傾向のある）大学生に
対する支援の方法は？富山大学での対話と

実践の中から生み出されたモデルを提案す
る。

初回面接 出会いの見立てと組み立て方

Ｍ．Ｊ．ピーブルズ/神谷 栄治 訳

MBN：MJ10091556 ISBN：978-4-7724-1171-4
57.

金剛出版 A5 判 340 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

初回面接や心理アセスメントについて具体的
な進め方など、心理療法の現場におけるさま
ざまな疑問に応えた、詳細な実践的テキスト。
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実践ワークブック 新しい認知行動療法 健康に生きるための 18 の秘訣

Erik Peper

竹林直紀 監 MBN：MJ10091976 ISBN：978-4-7653-1452-7
58.

金芳堂 B5 判 247 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

18 の練習を通して、自己への気づきを深め、
こころと体の癒しを目指すワークブック。ストレ
ス対処能力を身につけ、日々の暮らしをいき

いきと豊かに送りたい人のために。

脳・神経・筋・循環器疾患の呼吸異常

安間 文彦 著 MBN：MJ10091840 ISBN：978-4-7532-2463-0
59.

医薬ジャーナル社 B5 変型判 204 頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

脳・神経・筋・循環器疾患から起こる呼吸異

常。その基礎から専門的な知識にわたって綿
密に解説。類書の少ない呼吸異常の分野に
おいて、呼吸ケアチームに必須の一冊！

非結核性抗酸菌症の臨床

佐々木結花 編著 MBN：MJ10092001 ISBN：978-4-88002-709-8
60.

新興医学出版社 B5 判 112 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

現在も研究途上の難治性感染症である非結
核性抗酸菌症について、本疾患に関して第

一線で活躍する執筆陣による、知識の整理と
最新の話題を掲載した呼吸器科医必読の
書。

ガイドライン／ガイダンス 慢性閉塞性肺疾患 こう診る・こう考える

巽 浩一郎 編 MBN：MJ10078291 ISBN：978-4-7849-5568-8
61.

日本医事新報社 B5 判 124 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

「ガイドラインの考え方」「臨床でしばしば遭遇
する状況」「解法・診療の進め方」という構成
で、ガイドラインを敷衍し「自分たちはこう診療

する」というスタイルを紹介しており、実地臨床
に応用できます。

ガイドライン／ガイダンス 成人市中肺炎 こう診る・こう考える

三笠桂一 編 MBN：MJ10078292 ISBN：978-4-7849-5571-8
62.

日本医事新報社 B5 判 120 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

「ガイドラインの考え方」「臨床でしばしば遭遇

する状況」「解法・診療の進め方」という構成
で、ガイドラインを敷衍し「自分たちはこう診療
する」というスタイルを紹介しており、実地臨床

に応用できます。

胸部の異常陰影 X 線による鑑別診断

池田貞雄 他著 MBN：MJ10090603 ISBN：978-4-7653-1450-3
63.

金芳堂 B5 判 480 頁 定価 14,700 円 (本体14,000 円)

本書は、1983 年に全改訂 3版として刊行し好
評を得た「胸部の異常陰影」の I編。正常陰影

の読影と II 編。異常陰影の読影」のみを抜粋
しお求めやすい価格で復刻した。

間質性肺疾患診療マニュアル

久保惠嗣 他編 MBN：MJ10086559 ISBN：978-4-524-26231-1
64.

南江堂 B5 判 350 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

病理学的診断や画像診断の判読に熟練を要
する間質性肺疾患について。図表や写真を
多用して間質性肺疾患の基礎から診断・検

査、治療法までを解説した実践的なマニュア
ル。

びまん性冠動脈病変の臨床 基本的病態理解から治療の選択・実際

清水幸宏 監 MBN：MJ10091970 ISBN：978-4-7583-0207-4
65.

メジカルビュー社 B5 判 160 頁 定価 6,300 円 (本体6,000 円)

びまん性冠動脈病変治療に際して理解すべ

き病変の特徴や基本的な病態から、診断に必
要な検査と画像上の特徴、治療法の適応と選
択、実際の手技までを、術中写真やイラストを

用いて、エキスパートがわかりやすく解説した
実践書。

糖尿病と心臓病 基礎知識と実践患者管理 Q＆A51

犀川哲典 他編 MBN：MJ10091946 ISBN：978-4-260-01164-8
66.

医学書院 A5 判 312 頁 定価 4,725 円 (本体4,500 円)

糖尿病と心臓病の関係を具体的かつ平易に
まとめ、すぐに日々の診療に活かすことのでき

る工夫や患者指導のコツ満載の 1冊。

動脈硬化を画像で診る 生活習慣病の診療に活かす

松尾 汎 編著 MBN：MJ10091836 ISBN：978-4-88002-704-3
67.

新興医学出版社 B5 判 176 頁 定価 5,775 円 (本体5,500 円)

種々の画像診断法から各疾患の動脈硬化を
どのように評価するか、多数のカラー写真を
用いて解説。生活習慣病・循環器病診療にす

ぐに活かせるエコー検査のテクニックも収録。
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心不全

患者抄録で究める循環器病シリーズ 3

筒井裕之 編 MBN：MJ10079062 ISBN：978-4-7581-0739-6
68.

羊土社 B5 判 319 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。

その心房細動，治しますか？ 付き合いますか？

山根禎一 著 MBN：MJ10088682 ISBN：978-4-498-13618-2
69.

中外医学社 A5 判 102 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

心房細動の素朴な疑問から投薬のポイント、

治療法選択へのアドバイスなどを最新の知見
と豊富な経験、そして実際の症例をもとに書き
下ろした“心房細動”がよくわかる一冊。

心臓カテーテル室スタッフマニュアル

平山篤志 編 MBN：MJ10088683 ISBN：978-4-498-13620-5
70.

中外医学社 B6 判 204 頁 定価 3,780 円 (本体3,600 円)

心臓カテーテル室での手技の準備、手順、処
置、合併症対策、注意点をエキスパートたち

が実践的に解説した、スタッフ必携のポケット
ブック。

ICD・CRT・CRT-D ハンドブック

藤井謙司 編 MBN：MJ10089300 ISBN：978-4-498-13622-9
71.

中外医学社 B5 判 140 頁 定価 4,620 円 (本体4,400 円)

植え込み型デバイス治療の考え方、使い方、
管理法、トラブルシューティングまでを実践的
にまとめたハンドブックである。

続々・あなたが心電図を読めない本当の理由

村川裕二 著 MBN：MJ10091993 ISBN：978-4-8306-1905-2
72.

文光堂 A5 判 100 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

日常診療に必要な心電図判読のエッセンス

を、いろいろな話題をランダムに取り上げてま
とめたオピニオン集待望の第3弾。珠玉のシリ
ーズがここに完結。

大腸癌の構造 第 2 版

中村恭一 著 MBN：MJ10091945 ISBN：978-4-260-01143-3
73.

医学書院 B5 判 240 頁 定価 12,600 円 (本体12,000 円)

豊富な組織写真をもとに大腸癌の組織発生と
発育進展の姿を明らかにした、『胃癌の構造』

と並ぶ著者渾身の全面書下ろし改訂版、ここ
に完結。

あらゆる病態・症例に対応できる 消化器がん化学療法の実践

室圭 編 MBN：MJ10090450 ISBN：978-4-7581-0699-3
74.

羊土社 B5 判 約350頁 予定価5,775円 (本体5,500 円)

消化器がんの標準治療はもちろん、対応が難
しい症例の対処法まで、現場で知りたい情報
が満載。根拠と豊富な症例から一人ひとりの

患者さんに合った治療方針が見えてくる！

見逃し、誤りを防ぐ！消化管癌画像診断アトラス

武藤学 編 MBN：MJ10090451 ISBN：978-4-7581-1043-3
75.

羊土社 B5 判 約296頁 定価 8,190 円 (本体7,800 円)

消化管癌で見逃されやすい症例を取り上げ

鑑別点を解説した画像アトラス。「癌」の診断
力・読影力が確実に up します。X 線、内視
鏡、CT、MRI、PET など画像が満載。

見逃し、誤りを防ぐ！消化管癌画像診断アトラス

武藤 学 編 MBN：MJ10090451 ISBN：978-4-7581-1043-3
76.

羊土社 B5 判 295 頁 定価 8,190 円 (本体7,800 円)

消化管癌で見逃されやすい症例を取り上げ
鑑別点を解説した画像アトラス。「癌」の診断

力・読影力が確実に up します。X 線、内視
鏡、CT、MRI、PET など画像が満載。

消化器 BooK 01 胃癌を診る・治療する 早期発見から緩和ケアまで

消化器 BooK

大津敦 企画 MBN：MJ10090452 ISBN：978-4-7581-1234-5
77.

羊土社 B5 判 178 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

スクリーニングの手順から治療適応の判断、
ESD、緩和ケアまで具体的かつ明確に解説。
治療後のフォローや患者との接し方も丁寧に

記載。現場で活用できる実践的な一冊！
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消化器 BooK 01 胃癌を診る・治療する 早期発見から緩和ケアまで

消化器 BooK 1

大津 敦 編 MBN：MJ10090452 ISBN：978-4-7581-1234-5
78.

羊土社 B5 判 180 頁 定価 4,410 円 (本体4,200 円)

スクリーニングの手順から治療適応の判断、
ESD、緩和ケアまで具体的かつ明確に解説。
治療後のフォローや患者との接し方も丁寧に

記載。現場で活用できる実践的な一冊！

炎症性腸疾患

日比紀文 編 MBN：MJ10091941 ISBN：978-4-260-01007-8
79.

医学書院 B5 判 352 頁 定価 13,650 円 (本体13,000 円)

炎症性腸疾患（IBD：潰瘍性大腸炎、クローン

病）の基礎から臨床まで、今現在における知
見を集大成した決定版。消化管領域に携わる
全医師必携。

噴門部癌アトラス

南風病院消化器内科 編 MBN：MJ10091943 ISBN：978-4-260-01049-8
80.

医学書院 B5 判 168 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

噴門部領域の癌 50 例について、消化管形態
診断学の王道というべきX線・内視鏡・病理の

三位一体となった解析でその本態に迫る。

IBD がわかる 60 例 炎症性腸疾患診断の経過と鑑別

中野 浩 著 MBN：MJ10091947 ISBN：978-4-260-01168-6
81.

医学書院 B5 判 256 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

永年にわたる著者の経験をもとに、長期経過
観察例、鑑別疾患例を交えて、炎症性腸疾患
の診断学の原点を示し、治療法にも大きな示

唆を与える 1冊。

行列のできる 患者に優しい“無痛”大腸内視鏡挿入法

大西達也 他編 MBN：MJ10091962 ISBN：978-4-498-04176-9
82.

中外医学社 B5 判 134 頁 定価 8,820 円 (本体8,400 円)

患者の行列ができる“無痛”大腸内視鏡検査

＝無送気軸保持短縮法。そのメッカ辻仲病院
で修練を積んだエキスパート達がそれぞれの
言葉で奥義を伝授。コロノスコピスト必読。

炎症性腸疾患鑑別診断アトラス

赤松泰次 他編 MBN：MJ10091966 ISBN：978-4-524-26041-6
83.

南江堂 B5 判 318 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

感染性腸炎をはじめ、虚血性や薬剤性などを
含む広義の炎症性腸疾患（IBD）の内視鏡像

を中心に、典型例のみならず非典型例まで多
数掲載した鑑別診断アトラス。

技師とナースのための 消化管内視鏡ハンドブック 第 3 版

長廻 紘 監 MBN：MJ10091998 ISBN：978-4-8306-4225-8
84.

文光堂 B6 変型判 368 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

最新情報を盛り込んだ好評書待望の第 3版。
初めて内視鏡室の仕事につくコメディカルス
タッフが、上部消化管内視鏡検査の基本を身

につけるために最適な 1 冊。

劇症肝炎の診療ガイド

厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 編

MBN：MJ10091991 ISBN：978-4-8306-1875-8
85.

文光堂 B5 判 72 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

劇症肝炎診療における最新の考え方・診断

や治療の実際など、診療に必要なエッセンス
を徹底解説。劇症肝炎診療のスタンダードを
広く実地医家に供するテキスト。

原発性胆汁性肝硬変（PBC）の診療ガイド

厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 編

MBN：MJ10091992 ISBN：978-4-8306-1876-5
86.

文光堂 B5 判 72 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

原発性胆汁性肝硬変診療における最新の考
え方・診断や治療の実際など、診療に必要な

エッセンスを解説。PBC 診療のスタンダードを
広く実地医家に供するテキスト。

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
87.

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
で約470点の画像を掲載。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！
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乳幼児健診における境界児 どう診てどう対応するか

前川喜平 編 MBN：MJ10089684 ISBN：978-4-7878-1802-7
88.

診断と治療社 B5 判 154 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

好評の旧版を改訂。新たに 5 歳児健診を加
え、発達障害を含めた境界児への具体的な
対応とフォローについて、医師、健診にかか

わるスタッフ向けに解説。写真・イラスト多数。

「ちょっと気になる」から「軽度発達障害」まで トリプル P 前向き子育て 17 の技術

加藤則子 他編 MBN：MJ10089683 ISBN：978-4-7878-1804-1
89.

診断と治療社 B5 判 128 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

国連がもっともお勧めする 23 のエビデンスプ

ログラムの1つとして紹介された「トリプルP」の
特徴をわかりやすく解説。

あたらしい学校保健皮膚科マニュアル

馬場直子 編 MBN：MJ10083332 ISBN：978-4-7878-1791-4
90.

診断と治療社 B5 判 208 頁 定価 6,090 円 (本体5,800 円)

一般的な皮膚科疾患および最近の子どもた
ちならではの皮膚科疾患について、画像を提

示しながらわかりやすく解説。家庭・学校で気
をつけることについても記述した。

皮膚科外来診療スーパーガイド 教科書にない実践ヒント集

上田由紀子 他編著 MBN：MJ10091964 ISBN：978-4-521-73318-0
91.

中山書店 B5 判 248 頁 定価 8,400 円 (本体8,000 円)

ニキビ・アトピーでも使える化粧品などを商品
名で紹介。ケミカルピーリングに有効な商品と
使い方も公開。女性患者のニーズに応える、

美容皮膚科の極意満載の一冊です。

初歩から学ぶ脳血管内手術

NS NOW 12

塩川芳昭 編 MBN：MJ10091973 ISBN：978-4-7583-0919-6
92.

メジカルビュー社 A4 判 208 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

セットアップや解剖、画像読影法などはもちろ

ん、器具の扱い方やカテーテルの順序など、
脳血管内手術が適応となりうる疾患の治療法
を基礎からしっかり学べる脳血管内手術の入

門書。

脳動脈瘤手術 基本技術とその応用

上山博康 他編著 MBN：MJ10082185 ISBN：978-4-524-25018-9
93.

南江堂 A4 判 374 頁 定価 24,150 円 (本体23,000 円)

上山組が総力を結集して、“現時点での脳動
脈瘤に対する外科的治療技術のすべて”を解

説。脳動脈瘤手術の指南書として、脳神経外
科手術基盤技術書として最適の書。

膵臓の内視鏡外科手術

跡見 裕 監 MBN：MJ10091971 ISBN：978-4-7583-0346-0
94.

メジカルビュー社 B5 判 208 頁 定価 9,975 円 (本体9,500 円)

膵癌取扱い規約の改定により注目されている
先進医療である「膵臓の内視鏡外科手術」を
イラストと写真を豊富に用いてスペシャリストが

わかりやすく解説。この1冊で難しい手技を完
全マスター。

膝・足関節および足趾の骨切り術 ベストな手技のコツ＆トラブルシューティング

OS NOW Instruction 16

安田和則 編 MBN：MJ10091974 ISBN：978-4-7583-1015-4
95.

メジカルビュー社 A4 判 196 頁 定価 10,500 円 (本体10,000 円)

膝関節、足関節、足趾の変形、脱臼などに対

する骨切り術のさまざまな術式をカラーイラス
トと DVD に収録した動画でわかりやすく解説
している。

特発性大腿骨頭壊死症

久保俊一 他編 MBN：MJ10090602 ISBN：978-4-7653-1449-7
96.

金芳堂 B5 判 270 頁 定価 14,700 円 (本体14,000 円)

厚生労働省 ION研究班の研究成果を総括す
るとともに、疫学、病態、診断、治療、予防に

ついて長年実績をあげられてきた先生方の最
新情報を紹介した。

絵でみる最新足診療エッセンシャルガイド

高尾昌人 編 MBN：MJ10092003 ISBN：978-4-88117-055-7
97.

全日本病院出版会 B5 判 274 頁 定価 7,350 円 (本体7,000 円)

足診療に携わる全ての医療従事者が一定レ
ベルの知識を共有できるよう、治療のスタンダ
ードから、更に一歩深い知識までを『足の専

門家』達が多彩なイラストを用い詳述。
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画像診断マスターガイド

整形外科臨床パサージュ 3

吉川秀樹 編 MBN：MJ10076933 ISBN：978-4-521-73213-8
98.

中山書店 B5 判 400 頁 定価 13,125 円 (本体12,500 円)

整形外科医が、臨床の場で正しい診断を行
い、早期の適切な治療を開始するために必須
の画像診断について、写真やイラストを多用

しわかりやすく解説。

腰痛・下肢痛のための靴選びガイド

からだにあった正しい靴を履いていますか？ 2 版

田中尚喜 著 MBN：MJ10082311 ISBN：978-4-7849-6181-8
99.

日本医事新報社 B5 判 116 頁 定価 2,310 円 (本体2,200 円)

ハイヒールはいけない履物か？ 幅の広い靴

はいいのか？外反母趾の方の靴選びは？
等々、日常診療で患者さんからよく質問される
33 項目の疑問に具体的に対応。

実践 妊娠と薬 第 2 版 ―10,000 例の相談事例とその情報

佐藤孝道、林 昌洋／監 MBN：MJ10086575 ISBN：978-4-8407-4133-0
100.

じほう B5 判 1,000 頁 定価 13,650 円 (本体13,000 円)

第 2 版では、精神神経疾患などの疾患と妊娠
の相互の影響や、解熱鎮痛薬・抗菌薬など妊

婦から相談を受けることの多い薬効群につい
て、医師による疾患管理と薬剤選択の解説を
追加。国内外の催奇形性に関するデータも集

積。すべての医療関係者必携の 1冊です。

産科手術 必須術式の完全マスター

OGS NOW 4

櫻木範明 編 MBN：MJ10091975 ISBN：978-4-7583-1203-5
101.

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

産科医が必ず知っておかねばならない中絶
法、頸管縫縮術、遂娩術、会陰裂傷術などの
産科手術を取り上げ、イラストを中心にコツと

注意点を随所に盛り込み、第一線の医師が
詳しく解説。

眼科マイクロサージェリー 第６版

○監修 永田 誠（永田眼科名誉院長）

MBN：MJ10090473 ISBN：978-4-86034-595-2
102.

エルゼビア・ジャパン A4 判 774 頁 定価 36,750 円 (本体35,000 円)

◆角膜内皮移植術、穿孔性眼外傷、硝子体

内注射などの項目も追加◆臨床の貴重な写
真とわかりやすいイラストを多数収載!◆ 眼科
すべての術式の全面的な改訂、最新技術も

網羅◆ “これを読むだけでも毎回購入する”
との好評を得る、初版から書き足されてきた
「コメント記事」は必見!

For Professional 筋弛緩薬

For Professional Anesthesiologists

岩崎 寛 編 MBN：MJ10084502 ISBN：978-4-7719-0373-9
103.

克誠堂出版 B5 判 338 頁 定価 9,450 円 (本体9,000 円)

麻酔科医にとって重要な筋弛緩薬の知識を
基礎編（神経筋接合部の解剖・生理、作用機

序ほか）と臨床編（麻酔導入・維持時の使用
法、拮抗薬の至適時期ほか）に分け詳解す
る。

周術期経食道心エコー実践法 第 2 版

武田純三 監 MBN：MJ10092002 ISBN：978-4-88003-845-2
104.

真興交易医書出版部 B5 判 516 頁 定価 13,650 円 (本体13,000 円)

経食道心エコー試験の受験者に必須の書と
して、また、心エコーの実践に役立つ本として
定評の“第 2 版”。

トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント 第 2 版

武田文和 監訳 MBN：MJ10091830 ISBN：978-4-260-01073-3
105.

医学書院 A5 判 520 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

進行がん患者が遭遇する、痛みを初めとした

がん患者の諸症状すべてについてのマネジメ
ントの解説書。初版から大幅に充実・アップデ
ートされた。

医薬研究者のための 統計記述の英文表現 改訂 3 版

奥田千恵子 著 MBN：MJ10090604 ISBN：978-4-7653-1451-0
106.

金芳堂 A5 判 180 頁 定価 3,360 円 (本体3,200 円)

統計の英文表現150を系統的にまとめた参考
書。改訂では統計手法の新傾向を踏まえ、例

文を 2005 年以降の海外論文に一新した。医
薬分野の英語論文作成に必携。

論文を読み書くためのやさしい統計学 改訂第 2 版

中村好一 編 MBN：MJ10091538 ISBN：978-4-7878-1794-5
107.

診断と治療社 AB 判 208 頁 定価 4,095 円 (本体3,900 円)

論文や仮想データを見ながら、統計手法の選
び方、Excel、SAS、SPSS によるデータ解析
法、結果の解釈などを解説。書き直しやコラム

増で読みやすさアップ。
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サブノート 保健医療・公衆衛生 2011

医療情報科学研究所 MBN：MJ10091577 ISBN：978-4-89632-349-8
108.

メディックメディア B5 判 1088（合算）頁 定価 7,875 円 (本体7,500 円)

医師国家試験受験生必携の公衆衛生分野の
参考書。頻繁な法改正、統計変動を「国民衛
生の動向」などに基づき全面改訂。付録「ナビ

ゲーター」一問一答集「データマニュアル」も
強い味方。

クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説 2011 vol,6 保健医療・公衆衛生

国試対策問題編集委員会 MBN：MJ10091578 ISBN：978-4-89632-350-4
109.

メディックメディア B5 判 480 頁 定価 4,515 円 (本体4,300 円)

医師国家試験の公衆衛生分野を精選した過

去問題集。過去問の重複を削ぎ落とし効率よ
く編集。巻末の予想問題 40 問、付録小冊子
「よみトク」で、ガイドラインの追加情報をフォロ

ーします。

すぐに役立つ！ 医学英語論文の賢い読み方

大井静雄 編 MBN：MJ10091972 ISBN：978-4-7583-0427-6
110.

メジカルビュー社 A5 判 144 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

忙しい時間の中で、多数の医学英語論文を
早く確実に読みこなすためには、どうすればよ

いか？ そのポイントを、実例を挙げながら具
体的に解説。

前置詞感覚を磨こう 感動を呼ぶ医学生物学論文を書くために

林 皓三郎 著 MBN：MJ10091997 ISBN：978-4-8306-3956-2
111.

文光堂 A5 判 226 頁 定価 3,150 円 (本体3,000 円)

ここは「of」？ それとも「in」？ 英語論文を書く
ときに、いつも使い方に迷う「前置詞」。それを
感覚的に捉え、英文誌に掲載されるレベルの

文章力を得るための 1冊。

臨床医のためのパブリックヘルス

和田耕治 他編 MBN：MJ10091963 ISBN：978-4-498-07110-0
112.

中外医学社 A5 判 178 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

臨床医が公衆衛生の視点を持つことの重要

性と、公衆衛生を現場で役立てるための知
識・情報のエッセンスを平易に解説。現場で
活躍する臨床医に大いに役立つ一冊である。

はじめて学ぶやさしい疫学 疫学への招待 改訂第 2 版

日本疫学会 監 MBN：MJ10076937 ISBN：978-4-524-26086-7
113.

南江堂 B5 判 150 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

医療・保健従事者にとって必須の基礎科学で
ありながら、理解するのが難しいといわれてい

る疫学について、初学者を対象にわかりやす
く解説した好評テキスト改訂最新版。

目でみる MMT 頭部・頸部・体幹・上肢

佐藤 三矢 監 MBN：MJ10090979 ISBN：978-4-263-21358-2
114.

医歯薬出版 A4 判 160 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

MMT の手順を鮮明なカラー画像を展開して
解説したテキスト。1 つの運動における段階 5
段階までの評価に関する「6 段階すべての流

れ」を見開きで掲載。

義肢学

15 レクチャーシリーズ理学療法テキスト

永冨史子 編 MBN：MJ10076934 ISBN：978-4-521-73225-1
115.

中山書店 B5 判 180 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

切断のリハビリテーションにおいて理学療法

士に必要な知識とリハビリテーションの流れ
を、豊富な写真とともに詳しく解説。

エッセンシャル・キネシオロジー 機能的運動学の基礎と臨床

弓岡光徳 他監訳 MBN：MJ10073779 ISBN：978-4-524-26054-6
116.

南江堂 A4 変型判 410 頁 定価 5,460 円 (本体5,200 円)

名著「筋骨格系のキネシオロジー」の図を多
数用いてキネシオロジーのエッセンスを凝縮。

骨・筋・関節それぞれの解剖とその生体力学
とを相互に関連付けながら学べる一冊。

リハビリテーション医学テキスト 改訂第 3 版

三上真弘 他編 MBN：MJ10088909 ISBN：978-4-524-26202-1
117.

南江堂 B5 判 394 頁 定価 5,565 円 (本体5,300 円)

PT・OT 学生を中心とするコメディカル学生向
けのスタンダードな教科書。最新の関連法規・
基準に準拠したほか、各章の冒頭に『本章で

学ぶこと』を新設。
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極める!!最新呼吸リハビリテーション

今すぐできる栄養リハビリテーションと ADL／IADL トレーニング

塩谷隆信 他編 MBN：MJ10088910 ISBN：978-4-524-26329-5
118.

南江堂 B5 判 262 頁 定価 3,885 円 (本体3,700 円)

呼吸リハビリテーションの中で、運動療法とと
もに今後その中心として実施される栄養療法
を栄養リハビリテーションという新しい視点でま

とめた実際書。

膝・足関節障害 全身から評価・治療することの意義と実際

実践 MOOK・理学療法プラクティス

日髙正巳 他編 MBN：MJ10089860 ISBN：978-4-8306-4371-2
119.

文光堂 B5 判 250 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

罹患関節のみの局所的な評価や治療を行う

のではなく、多関節運動連鎖を意識した全身
的な評価や治療を展開した内容で、理学療
法の基礎と実践を学べる 1 冊。

小児保健

渡辺 博 編著 MBN：MJ10076936 ISBN：978-4-521-73259-6
120.

中山書店 A5 判 176 頁 定価 2,205 円 (本体2,100 円)

小児科専門医が猫キャラに扮して、とっつきに
くい子どもの病気をやさしくレクチャー。やわら

かタッチのイラストが小児保健の知識を積み
上げる。

よくわかる食事摂取基準 DRI エッセンシャルガイド

日本栄養改善学会 監 MBN：MJ10078575 ISBN：978-4-263-70581-0
121.

医歯薬出版 B5 判 120 頁 定価 2,625 円 (本体2,500 円)

「日本人の食事摂取基準(2010 年版)」の読解
困難さを克服できるよう、初心者でも読み解く
ことが可能な平易な文章で構成。「食事摂取

基準」の活用法を明確に提示！

介護食ハンドブック 第 2 版

手嶋登志子 他著 MBN：MJ10087938 ISBN：978-4-263-70583-4
122.

医歯薬出版 B5 判 134 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

「介護食」の役割を高め、QOL の視点より献

立メニュー、考え方を解説した実践書。高齢
者用食品、テクスチャー調整食品等の項目を
一新した最新版！

疾患・病態別栄養管理の実際 ライフステージ②（壮年期，更年期，老年期）

NST のための臨床栄養ブックレット 8

山東勤弥 他編 MBN：MJ10091999 ISBN：978-4-8306-6057-3
123.

文光堂 B5 判 108 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

NST のための必携シリーズ最終巻。壮年期、
更年期、老年期における栄養療法について、

栄養療法が必要となる病態生理学的な背景・
理由や標準的な栄養管理法の実際を詳述。
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介護・看護関係書
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師 国家試験快速マスター 3 版

王 暁明 編著 MBN：MJ10089957 ISBN：978-4-263-24263-6
124.

医歯薬出版 A6 判 378 頁 定価 2,940 円 (本体2,800 円)

この1冊で、基本事項の整理・暗記・確認の総

まとめがスピーディーにできる 2011 年の国試
対策参考書の決定版！

リハビリテーション医学 改訂第 3 版

全国柔道整復学校協会 監 MBN：MJ10082186 ISBN：978-4-524-25365-4
125.

南江堂 B5 判 252 頁 定価 5,250 円 (本体5,000 円)

柔道整復師に必要なリハビリテーション医学
の概論と各論を平易に解説し、コンパクトにま

とめたテキスト。柔道整復師国家試験出題基
準に沿って要点をわかりやすく整理した。

介護スタッフ・介護学生のための なぜ？どうして？④ 疾病の理解

看護・栄養・医療事務・介護他医療関係者のなぜ？どうして？シリーズ

医療情報科学研究所 MBN：MJ10091580 ISBN：978-4-89632-356-6
126.

メディックメディア A5 判 310 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

介護版『なぜ？どうして？』シリーズに待望の
第 4 巻登場。学生とうさぎ介護福祉士との会
話を読み進めるうちに、介護福祉士国家試験

に合格できる知識が自然と身につく楽しい読
み物。

よくわかる 看護者の倫理綱領 第 2 版

東京医科大学看護専門学校 編

著

MBN：MJ10093100 ISBN：978-4-7965-2234-2127.

照林社 AB 判 68 頁 定価 840 円 (本体800 円)

「やさしい看護者の倫理綱領」の改訂新版。

「15 の条文を理解しよう」、「事例で理解を深
めよう」の2部構成で、看護者の倫理綱領がよ
りわかりやすく理解出来て、よく身につく。

新版 実践リハビリテーション看護 脳卒中を中心に 第 3 版

神奈川県総合リハビリテーション事業団・リハビリテーション看護研究会 編著

MBN：MJ10093101 ISBN：978-4-7965-2235-9
128.

照林社 B5 判 240 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

脳卒中の治療・ケアに関する最新の知見を織
り込み、写真やイラストをさらに充実。新たに

「退院調整／地域連携」の章を追加し、現場
のナースが役立つ「実践のコツ・ワザ」も満載。

看護師国家試験のための なぜ？どうして？ チェキラ 2011

医療情報科学研究所 MBN：MJ10091579 ISBN：978-4-89632-355-9
129.

メディックメディア B6 判 560 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

『なぜ？どうして？』シリーズ購入特典で大好
評のノート型『チェキラ』（非売品）が「1 冊にな
った物がほしい」という声に応え緊急発売。最

新ガイドライン、必修問題の内容を加え、参考
書型になった充実の再編成。

看護師・看護学生のための なぜ？どうして？ 薬のはなし

看護・栄養・医療事務・介護他医療関係者のなぜ？どうして？シリーズ

医療情報科学研究所 MBN：MJ10091581 ISBN：978-4-89632-357-3
130.

メディックメディア B6 判 270 頁 定価 1,050 円 (本体1,000 円)

看護学生が苦手とする薬理学の基礎を、豊富

なイラストと軽快な会話で楽しく解説。臨床で
よく目にする薬を中心に、副作用や相互作
用、薬を飲む時間の意味など総論的な理解を

深める。

リンパ浮腫の治療とケア 第 2 版

佐藤佳代子 編 MBN：MJ10086358 ISBN：978-4-260-01140-2
131.

医学書院 B5 判 184 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

リンパ浮腫とその治療法である複合的理学療
法（スキンケア・医療リンパドレナージ・圧迫療

法・運動療法）を、経験豊富な専門セラピスト
である著者らがわかりやすく解説。

生涯人間発達論 人間への深い理解と愛情を育むために 第 2 版

服部祥子 著 MBN：MJ10091831 ISBN：978-4-260-01170-9
132.

医学書院 B5 判 204 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

医療介護福祉や教育の現場での人間理解を
深めるために、また子育てや自らの人生のふ
り返りのガイドとしても必読の 1冊。

ケアと対人援助に活かす暝想療法

大下大圓 著 MBN：MJ10088686 ISBN：978-4-260-01178-5
133.

医学書院 A5 判 264 頁 定価 2,520 円 (本体2,400 円)

医療者や患者が実際に暝想を行うことにより、

ストレスのケアができることを目指して作られた
もの。暝想の仕方、応用場面、その裏づけと
なる理論をそれぞれまとめてある。
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その後の不自由 「嵐」のあとを生きる人たち

シリーズ ケアをひらく

上岡陽江 他著 MBN：MJ10082891 ISBN：978-4-260-01187-7
134.

医学書院 A5 判 272 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

事件があった“その後”も、専門家がやって来
た“その後”も、当事者の生は続く。しかし彼ら
はなぜ「日常」そのものに躓いてしまうのか。

薬物依存の当事者が書き記す。

疾病と治療 IV 運動器系／皮膚／眼／耳鼻咽喉／歯・口腔

看護学テキスト NiCE

松田 暉 他総編集 MBN：MJ10062126 ISBN：978-4-524-26248-9
135.

南江堂 B5 判 302 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

よりよい看護実践に必要な症状・徴候、疾病、

診断・治療方法、臨床検査の知識を網羅し、
看護基礎教育から卒後の臨床までを支えるこ
とを意図したテキスト（全 5 分冊）。

知りたいことがよくわかる 糖尿病性腎症教室 第 2 版

飯田喜俊 他編 MBN：MJ10090985 ISBN：978-4-263-70582-7
136.

医歯薬出版 B5 判 254 頁 定価 3,675 円 (本体3,500 円)

糖尿病の新基準をいち早く収載し、新知見・
新治療法・新データなどを盛り込んだ全面改

訂版。最善の治療やケアができるよう、具体的
に解説！

小児看護学 1 小児と家族への系統的アプローチ 第 2 版

岡田洋子 他著 MBN：MJ10090980 ISBN：978-4-263-23544-7
137.

医歯薬出版 B5 判 224 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

好評既刊書『小児看護学 3』と統合させ、新た
に『小児看護学 1 第 2 版』として生まれ変わり
ました。家族看護の視点に重きを置き、最新

の内容を取り入れました！

小児のメンタルヘルス

小児看護ベストプラクティス

草場ヒフミ 編 MBN：MJ10081368 ISBN：978-4-521-73270-1
138.

中山書店 B5 判 255 頁 定価 3,465 円 (本体3,300 円)

入院など患児のおかれた状況別、かかえる疾

患や障害別、対応困難な子どもや虐待・家族
へのメンタルヘルスなど、今日的課題への対
応を掲載。

薬学関係書

緩和医療における服薬指導 Q＆A

片山志郎 編 MBN：MJ10091839 ISBN：978-4-7532-2467-8
139.

医薬ジャーナル社 A5 判 172 頁 定価 3,570 円 (本体3,400 円)

オピオイドの基礎知識から特徴、使用法、副
作用対策まで、緩和医療の現場で遭遇する

様々な問題をQ＆A形式で解説。がん患者の
在宅化に伴い、開局薬剤師にも有用な一
冊！

医薬品トキシコロジー 医薬品を安全に使うために 改訂第 4 版

佐藤哲男 他編 MBN：MJ10088911 ISBN：978-4-524-40259-5
140.

南江堂 B5 判 350 頁 定価 3,990 円 (本体3,800 円)

医薬品の適正な使用のために、副作用・有害
作用のメカニズムを最新の科学に照らして解
説したテキスト。今改訂では「器官毒性」「臨床

トキシコロジー」の章を充実させた。

もっとわかる薬物速度論 添付文書の薬物動態パラメータを読み解く

加藤基浩 著 MBN：MJ10090443 ISBN：978-4-525-72731-4
141.

南山堂 A5 判 125 頁 定価 1,995 円 (本体1,900 円)

医薬品添付文書の薬物動態パラメータを読

み解くための解説書。薬物動態の基礎知識
や統計にも触れ、添付文書の具体的な6つの
例をあげてわかりやすく解説。

モデル・コアカリキュラムに沿った わかりやすい薬局実務実習テキスト 第 2 版

病院・薬局実務実習東海地区調整機構／監、実務実習テキスト作成研究会／編

MBN：MJ10088942 ISBN：978-4-8407-4146-0
142.

じほう A4 判 260 頁 定価 2,730 円 (本体2,600 円)

内容は、到達目標、学習内容、学習時に用意
する資料、評価のポイント、指導薬剤師からの

アドバイス、Reference data で構成されていま
す。前版から 2 年間分の新しい情報を盛り込
み、薬剤写真を判別しやすいカラーにしまし

た。
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雑誌
画像診断 Vol.30 No.13（2010 年 11 月号）

膵腫瘍の画像診断と病理・病態（仮題）

蒲田敏文 編 MBN：MJ10088509 ISBN：978-4-7809-0012-5
143.

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

病理所見は画像によく反映されるといわれて

おり、画像所見からその病理組織学的変化を
予測できる場合もある。本特集では膵腫瘍の
画像診断と病理・病態が理解できるよう解説。

細胞工学 Vol.29 No.11

血管新生の科学と制御（仮題）

高倉伸幸 監修 MBN：MJ10088510 ISBN：978-4-7809-0112-2
144.

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

本特集では、血管形成の分子メカニズム、血
管のニッチとしての機能、そして実際の臨床

的エビデンスからフィードバックされ、今後必
要となる血管形成の研究についての討論を交
え、これまで明らかになってきた血管新生の

分子メカニズムについて紹介。

Clinical Engineering Vol.21 No.11

呼吸ケアチームにおける臨床工学技士の役割（仮題）

磨田裕 編 MBN：MJ10088511 ISBN：978-4-7809-0212-9
145.

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

RST（呼吸器サポートチーム）をはじめようとい
う動きが全国の病院ででてきており、実際に
RST 活動を行っている施設の RST メンバーで

あるさまざまな職種（臨床工学技士・医師・看
護師・理学療法士）の立場で準備から問題点
まで紹介。

Visual Dermatology Vol.9 No.11

見逃しやすい感染症（仮題）

福田知雄 監修 MBN：MJ10088512 ISBN：978-4-7809-0312-6
146.

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)

本特集では、皮膚科に関係がある感染症を

部位別に取り上げる。危険度が高いにもかか
わらず鑑別診断から漏れやすい感染症も取り
上げており、さらにそれぞれの感染経路を示

すことで、診療に有効な情報を提供。

ナーシングムック 61 ケアに活かす画像の知識

本折健 編 MBN：MJ10088515 ISBN：978-4-7809-2006-2
147.

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

診断にかかせない画像の知識は、看護師にも
求められるようになってきたが、情報を的確に

とらえるのは、とても難しい。今回のＭｏｏｋで
は、さまざまな画像の、日常のケアに活かした
い、知っておくべき基本的知識と読み取りか

たを解説。

月刊ナーシング Vol.30 No.12（11 月号）

ルート・術創管理のコツとワザ～スキントラブル・感染を起こさない観察・技術・対応

中川ひろみ 監修
148.

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

本特集では、チューブやドレーン、術創が皮
膚に与える影響、また、そこからの感染の危険
にスポットをあて、最新の研究結果をふまえな

がら、明日の臨床現場ですぐに実践できるコ
ツとワザを具体的に解説する。

看護技術２０１０年１１月号

特集：フットケア実践ガイド
149.

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

●足病変の病態からケア、管理まで看護実践

に欠かせない情報が満載！

看護展望２０１０年１１月号

特集：スタッフの看護研究を推進する管理者の役割
150.

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

臨床現場で働く看護師の経験やその中で見
つかった課題は、優れた看護研究の源であ

り、その研究成果は職場にフィードバックする
ことで組織全体の看護の質の向上につながり
ます。本特集では、組織として看護研究推し

進めるために看護管理者は何をすべきか、そ
の役割について考えます。

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年１１月号

特集：解決！病棟で聞く ワカラナイ言葉 実習病棟で知らなきゃ困る[略語][専門用語]
151.

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

臨床現場では、特有のギョーカイ用語が飛び
交います。本特集では、実習をスムーズに乗
り切るために、実習で学生が耳にする「ワカラ

ナイ！」コトバを集め解説しました。 ○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

Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｓｔｕｄｙ２０１０年１１月臨時増刊号

特集：看護師国試 直前対策 トレーニングＢＯＯＫ
152.

メヂカルフレンド社 B5 判 136 頁 定価 1,575 円 (本体1,500 円)

● ４ステップで確実に知識の確認と実戦力
強化ができる！＝合格力が身につく！ ● こ
の１冊で効率よく、国試対策を進められる！
● 今すぐ使える！ 国試本番までずっと使え
る！ 毎年大好評！！ニガテな統計・法律を
克服できる！オトクなとじ込み別冊『第 100 回
看護師国家試験対応 保健統計・関係法規
要点チェック BOOK 』付き
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看護学生２０１０年１１月臨時増刊号

特集：書き込み式で差がつく！総まとめドリル２０１０
153.

メヂカルフレンド社 B5 判 128 頁 定価 1890 円 (本体1800 円)

POINT１ 2006～2010 年に実施された准看護
師試験の「成人看護」の全出題問題を精査し
てつくった穴埋め問題集！POINT２ 各科目

には「傾向と対策」、解剖図がついているので
理解がすすむ！POINT３ 准看護師試験の予
想問題にチャレンジできる！

睡眠医療 Vol.4No.2（通巻１５号）

特集：睡眠学の発展を目指して

MBN：MJ10085450 ISBN：978-4-89801-360-1
154.

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

2002 年の日本学術会議による提言以降、“睡

眠 学 (Somnology) ” は “ 睡 眠 科 学 (Sleep
Science)、睡眠医歯薬学(Sleep Medicine)、睡
眠社会学(Sleep Sociology)を統合した学問分

野”として発展してきた。その現状と今後の課
題について、各領域の専門家によってまとめ
た特集号。

Geriatric Medicine（老年医学）Vol.48 No.9

特集：高齢者の脂質異常症―特性に配慮した管理のすすめ―

MBN：MJ10090483 ISBN：978-4-89801-361-8
155.

ライフ・サイエンス B5 判 116 頁 定価 1,680 円 (本体1,600 円)

本特集では“高齢者の特性”をポイントに、脂
質異常症の管理について考えることとし、疫

学的な知見から、検査と診断、治療法の実際
まで、自ら診療と研究の両方に従事されてい
る第一線の先生方にご解説いただいた。明日

からの診療にご活用いただければ幸いであ
る。

Progress in MedicineVol.30 No.8

特集：新型インフルエンザ(H1N1 2009)の教訓と今後の対策

MBN：MJ10090484 ISBN：978-4-89801-362-5
156.

ライフ・サイエンス A4 判 218 頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

新型インフルエンザ(パンデミック H1N1 2009)
の流行から１年が経過し、本年第二波の流行
が懸念されている。昨年の流行から得られた

教訓をもとに今シーズンに備えるべく企画され
た。広く医療に携わる関係者必読。

実験医学2010年11月号 ウイルス病原性の実態─その時，宿主で何が起きているのか

～代謝異常から免疫過剰応答まで，インフルエンザ，C 型肝炎，AIDS の重症化に関わる分子機構～

今井由美子 企画 MBN：MJ10090444 ISBN：978-4-7581-0065-6
157.

羊土社 B5 判 約160頁 定価 1,890 円 (本体1,800 円)

多型解析や RNAi スクリーニングなどのシステ

ミックな解析とともに、宿主の分子・細胞・個体
レベルから多彩に迫る、ウイルスの疾患発症・
重症化メカニズムの新知見！

レジデントノート 2010 年 11 月号

ICU 回診で学ぶ 全身管理の基本 ～重症患者への臓器系統別アプローチ～

讃井將満 編 MBN：MJ10090447 ISBN：978-4-7581-0506-4
158.

羊土社 B5 判 168 頁 定価 2,100 円 (本体2,000 円)

呼吸、循環、腎、消化器、血液、感染など重
症患者の全身の臓器別評価から治療方針決

定までを解説。必ずチェックすべきポイントと
系統的な全身管理のコツがつかめる！
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