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▶最先端でハイレベルなところにまで踏み込んだアカデミックな内容。
▶疾患の概念・病態生理から診断・治療まで、わかりやすくしっかり解説。
▶薬理作用などのメカニズムなどの図版も加え、理解に貢献。
▶ふんだんな図表、ビジュアルなレイアウト！

978-4-89013-462-5

内科学ポケット判
いつでも使える持ち運べる！ チーム医療のために！！

［総編集］　  門脇　孝／永井良三
［編集委員］  赤林　朗／大内尉義／黒川峰夫
  小池和彦／辻  省次／長瀬隆英／藤田敏郎
  森屋恭爾／山本一彦

カラー図表
2740点！

オール
カラー●B6・2004頁　　　

◆本体4900円

内科学カラー版

オールカラー！ あらゆる医療の基盤となる内科学書。

●B5・2004頁　◆本体14000円

座右の書として必備！
目的箇所に、より早くアクセスできるワイドで
見やすい机上版。

［総編集］ 門脇　孝／永井良三 ワイド版

978-4-89013-423-6
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解剖学

カラー人体解剖学 構造と機能：ミクロからマクロまで
F.H.マティーニ他著　井上貴央 監訳
●菊倍判・656頁　◆本体7800円・2003
解剖学と疾病の関係、生理学的な要点を記載した新時代の解剖
学テキスト。医学・歯学生から看護師、臨床検査技師などコメディカ
ルを目指す人、栄養学、体育学を学ぶ人 に々格好の書。 978-4-89013-305-5

グラント 解剖学実習
P.W.タンク編 　新井良八 監訳
●A4・272頁　◆本体4800円・2009
人体解剖マニュアルのワールドスタンダード。明解な図版と簡潔な
記述で手順がわかりやすい。重要事項には欧文を併記、実習を行
いながら解剖の知識が容易に身につく構成。現カリキュラムに対応。978-4-89013-387-1

カラー基本解剖アトラス
P.カミナ 著 　 金澤寛明 訳
●B5変・176頁　◆本体1800円・2011
人体の基本構造のすべてを146点のカラー図版で紹介。手描きの
イラストを概観することにより、局所構成や各臓器構造を知ることが
できる。解剖学用語は「読み」「英語」を併記。 978-4-89013-415-1

カラー人体解剖学図譜
P. コッフ-マイヤー 編　井上貴央 日本語版編集
●A4変・528頁　◆本体4800円・2011
ヴォルフ-ハイデッガー博士の名著から、厳選した図を用いて日本オ
リジナルの図譜として編集。すべての解剖学用語を系統別に色分け
し、枝番号を付して階層化。高い利便性を備えた新スタンダード。 978-4-89013-393-2

ヴォルフ 

解剖学
B.パンスキー／T. R. ジェスト著　

Ⅲ頸部・頭部・脳と脳神経

構造と機能の関係の重要性が強調された、フルカラー
イラストと概略的かつ網羅的なテキスト。各項目ごと
に、臨床的な情報に富んだ「臨床的考察」を付加。三
分冊で、持ち運びもでき、手軽に本が開ける。
Ⅰ背部・上肢・下肢

Ⅱ胸部・腹部・骨盤と会陰

《全３巻》基礎と臨床に役立つ

星 　治 訳　●B5・288頁　◆本体2800円・2016

海藤 俊行 訳●B5・312頁　◆本体2800円・2016

樋田 一徳 監訳●B5・376頁　◆本体2900円・2016

978-4-89013-457-1

978-4-89013-458-8

978-4-89013-459-5

978-4-89013-463-2

解体新書 【復刻版】
西村書店 編集部編
●B5・286頁　◆本体3000円・2016
日本の医学の礎となった「かけがえのない」1冊を原寸大で！ 本書
は、先祖が華岡青洲の門人だった岩瀬家（愛知県岡崎市）に伝わ
る、初版の初刷りに近いとみられる、非常に貴重な版の復刻である。

978-4-89013-388-8

J.ダ・バーグ 編 　金澤寛明 訳
●四六判・324頁オールカラー　◆本体1500円・2010     

ビジュアル・アナトミー  カラー人体図鑑

髪の毛から内臓、骨、血管まで、人の体を構成するあらゆる部位と
要素を８章300項目に分けて1ページ単位で徹底解剖。詳細なカ
ラーイラストと簡潔な表により人体の構造と機能を明解に解説。

解剖学／組織学／発生学
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玉木英明  著　綜合画像研究支援  編　
●A5・132頁　◆本体2700円・2013
豊富な図、電顕写真でビジュアルに理解できる。最新の情報から基
礎的なことがら、薬剤の取扱いまで「コラム」でサポート。これだけで
特定の物質の局在を検出し、きれいな免疫電顕写真が撮れる。 978-4-89013-434-2

顕微鏡ラボマニュアル8　免疫電顕法の実際

門谷裕一  著　綜合画像研究支援  編　
●A5・120頁　◆本体2300円・2011
バイオ研究の多様なニーズに応える「顕微鏡ラボマニュアル」シリー
ズ第一弾。電顕の初心者が、「これだけで試料を超薄切片とし、電顕
写真が撮れる」、スタンダードな手技を習得できる。電顕写真多数。 978-4-89013-407-6

顕微鏡ラボマニュアル7　超薄切片法の実際

A.ウォー他 著   島田達生／小林邦彦／渡辺  皓／菱沼典子 監訳
●B5・516頁　◆本体4500円・2008
待望の全面改訂版。人体の構造と機能、正常から病気になった際
の変化をビジュアルに説明。オールカラー図版で内容も充実。より
わかりやすくなったロングセラーテキスト。栄養学についても記述。 978-4-89013-362-8

ロス＆ウィルソン 健康と病気のしくみがわかる解剖生理学 改訂版

からだの構造と機能
Ａ.シェフラー／S.シュミット 編著　三木明徳／井上貴央 監訳
●B5変・352頁　◆本体4800円・1998
人体の仕組みと働きについて、最も基礎的な生物学や化学から説
き、細胞の構造、解剖学、生理的機能などを相互に関連づけて簡
潔に解説した新しいタイプのオールカラーテキスト。 978-4-89013-261-4

最新 カラー 組織学
L.P.ガートナー／J.L.ハイアット 著　石村和敬／井上貴央 監訳
●B5・496頁　◆本体4900円・2003
構造・形態と機能を密接に関連させた新しいテキスト。カラーイラ
スト、電顕写真など440点を収録して視覚的に解説。「臨床ノー
ト」を設け、疾患との関連がよくわかるように工夫してある。 978-4-89013-308-6

クルスティッチ 立体組織学アトラス
 R.クルスティッチ 著　牛木辰男／金澤寛明 訳
●B5・356頁　◆本体4800円・2017
278点の精緻な手描きの細密画で、人体の「細胞「組織」「器官」
の在り様を究める。光顕像、透過電顕像、走査電顕像から得た知
見を三次元立体構造として組織学的な側面から捉えなおした。 978-4-89013-472-4

E. H. Davidson著　村松正實 監訳
●B5・224頁　◆本体7500円・2011　
分子発生学の「開拓者」、ダビドソンの名著。「ゲノムによってコード化
された情報処理」で、発生学にアプローチする。調節的ゲノムの展望と
遺伝子調節における情報処理の概念を紹介。 978-4-89013-409-0

ダビドソン 調節するゲノム 発生と進化における遺伝子調節ネットワーク

G. C.シェーンウォルフ 他  編著　仲村春和／大谷　浩 監訳
●B5・624頁　◆本体6600円・2013
500点もの明快な図版とともに、各段階の発生機序を時系列的に、そ
こで起こりうる異常や疾病などと併せて解説。臨床現場と研究室を
有機的に結ぶ記述で、多角的に学べる。

ラーセン 人体発生学　第４版カラー版

978-4-89013-431-1
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細胞学／生物学／生理学／病理学

ベッカー　クレインスミス　ハーディン 細胞の世界
W.M.ベッカー他 著　村松正實／木南　凌 監訳　
●B5・888頁　◆本体7600円・2005
急速に進歩する分子細胞生物学の基本原理、過程、方法論を明快に
記述した名著。多数のカラーイラスト、電顕写真を使い細胞の構造と
機能をわかりやすく解説。興味深いエッセイも多数収録。 978-4-89013-334-5

 N.ルドアラン 著　仲村春和／勝部憲一  監訳
●A5・436頁　◆本体3800円・2012
生命の発生・成長をめぐる思考の歴史を辿る科学エッセイ。古代から
ダーウィンを経て、顕微鏡の実用化以降の発生生物学、キメラ作製、
現代における人工授精や遺伝子操作、科学者に必要なモラル等。 978-4-89013-418-2

キメラ・クローン・遺伝子 生命の発生・進化をめぐる
研究の歴史

カラー 基本生理学バーン
レヴィ

Ｒ.Ｍ.Berne, M.N.Levy 編　板東武彦／小山省三 監訳
●B5・624頁　◆本体4900円・2003
哺乳動物における生理学の重要事項を基礎からわかりやすく解説す
る。生理学の臨床への関連づけなど応用面を充実させ、臨床現場に
も直結した内容となっている。 978-4-89013-306-2

 W.F.ボロン他 編　泉井　亮 総監訳　河南　洋／久保川　学  監訳
●B5・1380頁　◆本体9500円・2011
随所に配したBOXで、生理学的に重要な機構と関係する病気の例を
示し、実際の臨床に役立つ情報を提供。臓器の説明から組織、細胞、
細胞内オルガネラ、分子レベルの説明へと進む、理解しやすい構成。 978-4-89013-413-7

カラー版　ボロン ブールペープ 生理学

 日本毒性病理学会 編
●A4・824頁　◆本体28000円・2017

978-4-89013-471-7

新毒性病理組織学

毒性病理学のエキスパートたちを執筆陣にそろえた網羅的な研究
書。実験動物の種々の毒性変化や腫瘍性病変を1250点のカラー図
版とともに詳説し、最新情報と実務に役立つデータを豊富に収載！

カラー ― 365症例からのアプローチ ― 病理学ダイナミック
鈴木利光／山川光徳／吉野  正 監修　井上貴央／金澤  右 監修協力
●B5・1132頁　◆ 本体7600円・2010
コアカリに対応！ 臨床現場で出会う症例と図版を満載した決定版。
正常像との比較で、病理の理解が深まるよう構成。各病理組織像の
ほか、診断に必要な放射線学的画像を補充。卒後研修にも役立つ。 978-4-89013-402-1

自己評価型 病理学ノート
P.バス 他 著　山川光徳／内藤善哉／吉野　正 監訳
●B5・376頁　◆本体2800円・2011
病理学の総論から各論までを、コンパクトにまとめた問題集一体型の
サブテキスト。実際の医学試験に対応可能なさまざまなタイプの問題
形式を採用。解答は押さえておくベきポイントが紹介されている。 978-4-89013-416-8

カラー ― 臨床医学への基盤 ― 病理学ルービン
ルービン他 編　鈴木利光／中村栄男／深山正久／山川光徳／吉野  正 監訳
●B5・1460頁　◆ 本体12500円・2017.11
疾病の病理pathologyと病因論pathogenesisを理解するための必
須情報（解剖生理から病態生理後の臨床的事項まで）を要領よくま
とめた、基礎医学と臨床医学のかけはしとなる病理学の決定版。 978-4-89013-478-6

改訂版

新刊
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病理学／免疫学／生化学

メディカル 免疫学
I.Ｍ.ロアット 他 著　小野江和則／上出利光 監訳
●B5・200頁　◆本体2800円・2006
イラストでわかる免疫学のエッセンス。免疫系の進化を視空間的に再
現するなど、シンプルかつカラフルな図版により、一目でポイントがわ
かる。基本から最新の免疫療法まで網羅。 978-4-89013-345-1

定平吉都 編集　
●B5・264頁　◆ 本体8500円・2008

978-4-89013-367-3

わかりやすい骨髄病理診断学 吸引クロット，
生検組織の見方

骨髄検体の扱い方や染色方法、WHO分類に基づいた疾患の新しい
概念から日常の現場で役立つ診断のポイントまでをわかりやすく記
述。アトラスに負けないほどの膨大な数の写真を掲載。

E.ルービン／H.M.ライスナー 編　河原　栄／ 中谷行雄 監訳
●B5・776頁　◆本体6600円・2015
病理学のエッセンスをまとめた好著、待望の改訂版。「発症機構」「病
理」「臨床像」「疫学」を中心に各疾患のポイントを要領よく記載。明快
で美しいと評判のイラスト、カラー図版700点を収載。

ルービン 

978-4-89013-449-6

カラー 基本病理学 第５版

マクロ病理学 第3版カラー
アトラス
Ｒ.Ａ.クック 他 著　山川光徳／横井豊治／吉野　正 監訳
●B5変・300頁　◆本体6500円・2005
各臓器の未固定標本をオールカラーで満載、簡潔で有用な図説を
添えた教科書。第３版では、時代のニーズに応えるべく「心臓血管系」
「乳腺，女性生殖器系」などの章に70点余の図版を厳選・補充した。978-4-89013-339-0

基礎組織病理学 第4版カラー
アトラス
A.Stevens／J.S.Lowe／B.Young著  今井　大／山川光徳 監訳
●A4・308頁　◆本体6800円・2004
英国で版を重ねているWheater「基礎組織病理学」の第４版。本版
では最新の医療情報に即応し、図版類は画質を向上させ、さらに精
細な病理像を示してそのメカニズムを詳述した。 978-4-89013-323-9

P.N.Campbell / A.D.Smith 著　佐藤　敬／髙垣啓一 訳
●B5・296頁　◆本体3200円・2005
世界的に定評ある生化学、分子生物学のテキスト。5000以上のイラ
ストにより、複雑な生化学の過程をより易しくイメージできる。最新の
研究成果も反映された、単なる入門的教科書にとどまらない一冊。 978-4-89013-331-4

図解 生化学キャンベル  スミス

ロアット カラー基本免疫学
I.Ｍ.ロアット 他 著　宮坂昌之 監訳
●B5・504頁　◆本体4800円・2011
自然免疫から獲得免疫、免疫応答の詳細まで450点以上のカラー図
表で、必要不可欠な免疫学の基礎知識を明解に解説。アレルギーか
ら、自己免疫疾患、免疫不全、癌、移植まで臨床との関連も詳述。 978-4-89013-412-0

C.K.マシューズ他 著　石浦章一/板部洋之/髙木正道/中谷一泰/
水島　昇/横溝岳彦 監訳　●B5・1212頁 ◆本体8800円・2015
定評ある生化学の名著、待望の大改訂版。遺伝情報に関する章が
増えるなど、第3版の出版以降の新知見を盛り込み、分子生命科学
の発展の中から最も重要なものを組み込んだ。カラー図版1000点。  978-4-89013-450-2

カラー 生化学 第４版

絶版
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病原微生物学／薬理学

T. ハート／P. シアーズ 著　中込 治 訳  
●A5・352頁　◆本体3800円・2009

978-4-89013-374-1

臨床的に重要な細菌・ウイルス・真菌・寄生虫の同定に理想的な参考
書。460以上の貴重な電顕像をカラーで大きく掲載。病原体の基本
的な知識の整理に有用。「感染症学サブノート」の内容を補完。

カラー 臨床微生物学 チャート＆アトラス

978-4-89013-361-1

感染症学サブノート

微生物学、感染症学に関する要点を簡潔にまとめた自習書。学生から
初期研修医にすぐに役立つ実践的な記述で、感染症のグローバルか
つスタンダードな情報を収めてある。問題解決型学習に対応。

T. JJ.イングリス 著　中込 治 訳  
●B5・328頁　◆本体3300円・2007

978-4-89013-349-9

T. ハート 著　中込 治 訳  
●A5・192頁　◆本体1800円・2006
BSE、ノロウイルス、SARS、大腸菌O157、インフルエンザなど、最新
情報に基づいた病原体のブラックリスト。170以上におよぶ病原体を
貴重なカラー写真で紹介。アイコンでキーポイントが一目でわかる。

恐怖の病原体図鑑
カ　ビ

ウイルス・細菌・真菌
完全ビジュアルガイド

カラー版   ミムス  微生物学
R.ゲーリング／C.ミムス 他 著　中込　治 監訳
●B5・624頁　◆本体4700円・2012
シンプルな図表によって微生物学・感染症学の要点が理解できる。
感染症を宿主‒寄生体間の闘いという観点から理解し包括的に病原体
を紹介。理解を助けるコラムも充実。細菌・真菌は学名と和名を併記。978-4-89013-421-2

P.N.ベネット他 著　大橋京一／小林真一／橋本敬太郎 監訳
●B５・656頁　◆本体6500円・2006
「ローレンスの薬理学」として世界的に知られる名著の日本語版。エ
ビデンスに基づく薬物治療をわかりやすく解説。すべての臨床領域
の治療トピックスを網羅。学生から臨床医、薬剤師、研究者まで。 978-4-89013-341-3

ローレンス 臨床薬理学

分子神経薬理学 －臨床神経科学の基礎－
E.J.ネスラー他 編　樋口宗史／前山一隆 監訳
●B５・496頁　◆本体8500円・2004
臨床で扱われる神経精神疾患と治療法について、最新の分子生物学
的な知識と技術を解説。全体を３部に分け、段階的に理解できるよう
に構成。この分野の発展が展望できる、極めてup-to-dateな内容。 978-4-89013-325-3

H. P. ラング／M. M. デール他 著　樋口宗史／前山一隆 監訳
●B５・832頁　◆本体6800円・2011
受容体や薬物作用の分子学的理解から薬物の臨床適用まで論理
的に展開。臨床的な治療を踏まえ、薬物療法の原理について簡明に
解説。約500点の豊富な図表により、明快かつ詳細に理解できる。 978-4-89013-411-3

カラー版
ラング・デール 薬理学 
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神経解剖学の基本的知識と構造のイラストと解説を見開きで提示。
用語とその語源や、神経に関わる病気などもわかりやすく解説。自分
だけのオリジナルテキストを作りながら、楽しく効果的に学習出来る。978-4-89013-360-4

カラーリングで覚える 神経解剖学
R. ポリスキー／B.K.フリーマン著　三木明徳／三木雪子 訳
●B5・308頁　◆本体2600円・2007

―脳の探求―神経科学ベアー  コノーズ  パラディーソ

加藤宏司／後藤　薫／藤井　聡／山崎良彦 監訳
●B5・712頁　◆本体7600円・2007
世界的に好評を博する神経科学テキストの最新版（第３版）。最新
の分子レベルの知識から高次脳機能までを網羅。多数のイラストを
用いてフルカラーで内容をわかりやすく説明。 978-4-89013-356-7

ピネル バイオサイコロジー  脳－心と行動の神経科学 
J. ピネル 著　佐藤  敬／若林孝一／泉井  亮／飛鳥井  望 訳　
●B5・448頁　◆本体4800円・2005
心と行動の神経科学の新しい研究分野、“バイオサイコロジー”の標
準書として世界中で愛読されているテキスト。カラーイラストや写真
を使った明快な解説、具体的な症例の紹介で、容易に理解できる。 978-4-89013-335-2

脳の解剖を学ぶための最良の入門書。基本説明の繰り返し～塗り絵
作業～復習問題といった自然の流れにより、容易に理解・記憶ができ
る。第Ⅰ部で基礎を、第Ⅱ部では機能との関連において構造を学べる。 978-4-89013-428-1

J. ピネル著　M.エドワーズ イラスト　佐藤　敬 訳
●B5変型・240頁　◆本体2500円・2012

脳と心のカラーリングブックピネル 塗り絵でマスターする
神経解剖

神経系の構造と機能を、実際の臨床例と豊富な画像の提示により
臨床と関連付けて理解できる。従来にない神経解剖・神経内科を網
羅した画期的な教科書。大きなカラー解剖イラストを多数収載。 978-4-89013-466-3

H.ブルーメンフェルト 著　安原　治 訳
●B5・792頁　◆本体8500円・2016

カラー神経解剖学 臨床例と
画像鑑別診断ブルーメンフェルト

エスクロール 基本神経病理学
F. グレイ／U.デ・ジロラーミ／J.ポワリエ 編著　村山繁雄 監訳
●B5・396頁　◆本体8500円・2009
神経病理学テキストの定番！ 精選された必須事項（脳腫瘍、神経・
筋疾患、変性疾患、血管障害、感染症など）をバランスよく取り込み、
要領よくまとめた初心者向けの教科書。鮮明な図版約650点を収録。978-4-89013-376-5

臨床神経病理学 ―基礎と臨床―
水谷俊雄 著　
●B5・400頁　◆本体12000円・2013
神経病理学の基本から臨床までを豊富なカラー図版を用いて実践
的に解説。高齢者脳疾患の医療現場で得た臨床データをもとに、長
年の蓄積をまとめ上げ、臨床医に役立つ有用なアドバイスが満載。 978-4-89013-440-3

機能解剖学と局所解剖学両方の視点からみたわかりやすい「テキス
ト」。ブレインカッティング画像多数掲載。髄鞘染色スライス像70点＋
カラー図版270点以上。症例提示により臨床との関連も明解。

J.H.マーティン 著　野村　嶬／金子武嗣 監訳
●B5・512頁　◆本体6400円・2015

978-4-89013-460-1

第４版マーティン
 神経解剖学 テキストとアトラスカラー

絶版

絶版
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脳神経 解剖・病理・画像診断
D. K. Binder 他著　興梠征典／掛田伸吾 訳
●B5変型・240頁　◆本体 7800円・2014
400点以上の脳神経のアトラス、正常解剖と病変のCT像、MRI像
を組み合わせたケース・スタディにより、画像診断力がつく。「臨床・
画像のポイント」で国試から臨床診断まで対応。 978-4-89013-444-1

臨床神経心理学ハンドブック
P.W. Halligan,U.Kischka,J.C. Marshall 編　田川皓一 監訳
●B5・560頁　◆本体6800円・2011

978-4-89013-414-4

ハリガン・キシュカ・マーシャル

英国神経心理学のリーダーらによる、神経学や脳神経外科学、精神
神経医学、認知神経心理学、臨床心理学など、相互の適切な発展を
統合しつつ横断的に解説した論集。実践的で読みやすい好書。

田川皓一 編著
●B5・884頁　◆本体16000円・2010

978-4-89013-389-5

脳卒中症候学

新時代に即した「症候学」の集大成。基礎事項の概説から、脳梗塞・
脳出血・くも膜下出血の症候、中枢神経系の局在診断、特殊な発症
要因による病態・神経症候、さらに神経心理学の詳説を加えた。

神経心理学評価ハンドブック
田川皓一 編
●B5・326頁　◆本体8500円・2004
神経心理学領域の諸症候の評価法や診断について、最新の知見を
体系的にまとめた。失語、視覚性失認、注意障害、記憶障害、身体失
認など、検査法から画像診断まで具体的な事例を用いて解説。 978-4-89013-328-4

田川皓一／橋本洋一郎／稲富雄一郎 編集
●B5・720頁　◆本体14000円・2016

978-4-89013-465-6

好評の『脳卒中症候学』の姉妹編であり、症例解説を中心にした脳
卒中症候学の決定版。典型例、希少例、鑑別診断を要する症例な
ど、全165編を豊富なCT・MRI像とともに収載。

脳卒中症候学症例編 診療の深みを理解する

脳電場ニューロイメージング
C.M.ミッシェル他  編
尾﨑久記／平田幸一／木下利彦  監訳　
●B5・204頁　◆本体7,000円・2017
Electrical Neuroimaging：電気的神経画像の全貌。多数の電極か
ら高頻度同時サンプリングされた脳波を空間次元で解析し、ミリ秒の
時間精度で捉える研究方法の解説書。 978-4-89013-476-2

溝井和夫 監修　戸村則昭 編集
● B5・160頁　◆本体 2400円・2009
厳選70症例。1つの疾患について、見開き2ページで解説。疾患の
概念や画像診断上のポイントが簡単に把握できるので、すぐに現
場でも使える。鑑別疾患の写真とともに、「鑑別のポイント」を解説。 978-4-89013-380-2

脳画像診断 70これだけ覚える ！

978-4-89013-441-0

相川英三 総監訳　乗松尋道／盆子原秀三 監訳
●B5・1160 頁　◆本体 12000 円・2014
リハビリテーション管理の包括的なテキスト！ 治療計画の作成、歩
行分析等の評価法から、内科的問題，装具や車椅子に関する記述
まで、リハビリテーション全般に関わる問題を幅広く詳述。

リハビリテーションー評価と治療計画ーオサリバン
シュミッツ
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アンフレッド 脳・神経リハビリテーション大事典
乗松尋道 総監訳　相川英三／栢森良二／田川皓一 監訳
●B5・1120 頁　◆本体 12000 円・2007
20年にわたり読み継がれてきた名著！　本分野の全領域をカバー
し、臨床状況にすばやく対応。症例を提示し、鮮明な写真と明快な
イラストで解説。診断方法、介入方法などをまとめたコラムを掲載。 978-4-89013-359-8

リハビリテーションと理学療法エッセンシャル
W.R.フロンテラ／ J.K. シルヴァ 編　乗松尋道 ／豊島良太 監訳
●B5・672 頁　◆本体 9500 円・2013
米国の各施設の第一線で活躍する臨床家が執筆。臨床場面で遭
遇する運動器疾患・神経疾患を、疾患ごとに病態・治療法など体系
的に整理。基礎から最新治療までEBMに基づいて簡潔に記述。 978-4-89013-426-7

ー臨床で役立つ診断と治療ー

D.J. メイソン著  篠永正道 監訳 ●B5・168 頁◆本体 2200 円・2010
すぐに役立つ脳機能改善のためのエクササイズ。軽度脳損傷、脳震
盪による高次脳機能障害や記憶障害に対する治療ワークブック。脳
の解剖・機能から記憶障害のメカニズムまで最新の知識を掲載。 978-4-89013-392-5

軽度外傷性脳損傷のための
リハビリテーション・ワークブック
－高次脳機能障害の回復にむけて－

ヒト扁桃体研究ハンドブック
P. J.ウォーレン／E.A.フェルプス  編
泉井　亮  総監訳　井樋慶一／中澤　潤／岡田元宏  監訳　
●B5・276頁　◆本体9,800円・2015
世界の最先端の研究者による必須の解説書。徹底したエビデンスの
提示により、情動、記憶、学習など扁桃体の生体機能をわかりやすく
説明。統合失調症、アルツハイマー病など精神疾患との関係も論述。978-4-89013-455-7

機能・構造・障害

Ｄ.F.ベンソン／A.アーディラ著　中村裕子 監訳
●A5・488頁　◆本体6500円・2006
ボストン学派、ロシア学派の重鎮の経験を土台に、大きく進歩した失
語症解釈についての知見、臨床的研究法、神経学的画像診断や言
語障害の評価法についても言及した、失語症研究を総括した1冊。 978-4-89013-340-6

臨床失語症学

エッセンシャル 神経精神医学と臨床神経科学
S.ユドフスキー他 著　兼子　直  総監訳　大谷／近藤／清水／
守田  監訳　●B5・458頁　◆本体4800円・2010
米国精神医学会による最新のテキスト。最新の神経科学に基づき、
脳部位や脳システムとの関連性から神経精神疾患を詳述。最新の成
果を図表で解説、確かな病態の把握に役立つ。 978-4-89013-390-1

筋電図のための解剖ガイド 四肢・体幹  第3版
Ａ.Ｏ.ペロット著　栢森良二 訳
●A5・312頁　◆本体5800円・1997
好評の第２版に“体幹”を加えた大改訂版。電気診断学検査に必須
な解剖学知識を簡潔にまとめたイラスト・マニュアル。針電極の正確
な挿入部位をわかりやすいイラストを用いて解説。 978-4-89013-258-4

本城秀次／野邑健二／岡田　俊 編集　
●B5・544頁　◆本体8000円・2016.11
最新知見を中心に、生理学的過程に関する諸理論や多数の症例を
呈示しながら、社会施策や政治・法的議論、リエゾン医療など関連す
る諸領域についても包括し、統一的にまとめあげた。 978-4-89013-469-4

臨床児童青年精神医学ハンドブック
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健康長寿学大事典
北　徹 監修　荒井秀典／横出正之  編集
●B5・840頁　◆ 本体9500円・2012
最新のエビデンスを網羅し、実践的知識を満載！ 老年学・老年医学
の基本的知識から最新情報まで収載。高齢者医療・介護・福祉を担
うすべての方必携！　チーム医療の実践、多職種連携にも役立つ。 978-4-89013-425-0

̶QOLからEBMまで̶

978-4-89013-430-4

日本老年医学会 編　大内尉義  編集主幹
●B5・340頁　◆本体4500円・2013

カラー版

学部学生のための初めての老年医学テキスト。各章ごとに、学ぶべき
「到達目標」を設定。読みやすく、見やすく、また深い理解につながる
よう、オールカラーの図表約300点を盛り込んだビジュアルな構成。

老年医学系統講義テキスト

精神神経薬理学大事典
A.シャッツバーグ／C.ネメロフ 編著　兼子 直／尾崎紀夫 総監訳
●B5・1264頁　◆本体19000円・2009
米国精神医学会の総力を結集した定番テキスト!　うつ病，双極性障
害，統合失調症，不安障害，パーソナリティ障害，摂食障害，認知症な
どの精神神経疾患の病態生理および薬物療法を詳説。 978-4-89013-382-6

児童青年精神医学大事典
J.ウィーナー／M.ダルカン 編著　齊藤万比古／生地  新 総監訳
●B5・1024頁　◆本体14000円・2012
DSMの米国精神医学会による学術的・包括的・実践的な書。アセス
メントや診断方法から各疾患の詳細、治療法までを網羅。児童・青
年のメンタルヘルスに携わるすべての医療関係者必携の書！ 978-4-89013-419-9

A.シムズ 著　飛鳥井 望／野津 　眞／松浪 克文／ 林　 直樹 訳
●A5・544頁　◆本体3800円・2009
患者が語る異常な体験と治療者による客観的観察を記述・分類す
る「記述精神病理学」。臨床精神医学の基盤でもある本スキルの
全領域をカバーした世界的名著。待望の翻訳版。 978-4-89013-381-9

シムズ 記述精神病理学

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
●B5・オールカラー1540頁・カラー図表約1400点
◆本体16000円・2010

カラー版   循環器病学　基礎と臨床

978-4-89013-394-9

わが国の現状に最もマッチした「循環器病学」体系！　最前線で活
躍する各分野のエキスパートが執筆。循環器病学の基本から最新の
知識まで網羅。

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
●B5・オールカラー200頁　◆本体6500円・2014

カラー版   循環器病学

978-4-89013-443-4
好評『カラー版 循環器病学  基礎と臨床』刊行以降に報告された内
外の最新知見を凝縮した最新トピックス集。厳選された26タイトル。

―ゲノム・iPS 細胞からstructural heart disease・補助人工心臓まで―
アップデート版

高齢者リハビリテーション学大事典

実践的かつ科学的根拠に基づいた高齢者リハビリテーション学体
系。高齢者リハビリテーションの基礎と臨床から施設の管理・運営ま
で、高齢者のリハビリに関わるあらゆる情報を満載。

C. B.ルイス  ／J.M. ボトムリー 著　岩本俊彦 監訳
●B5・476頁　◆本体8800円・2011

978-4-89013-410-6

内科学
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判読 ER心電図 
A.マトゥー， W. ブラディ 著　岩瀬三紀  監訳
●B5・164頁　◆本体2800円・2010
他に類をみない、実際のER心電図を使った判読トレーニング。簡潔
な病歴とボリュームのある心電図ファイル、的を射た適切な解説。ER
において特に重要な救急疾患の心電図が繰り返し出てくる。 978-4-89013-404-5

ー実際の症例で鍛えるー Ⅰ 基本編

判読 ER心電図 
A.マトゥー， W. ブラディ 著  岩瀬三紀/佐藤直樹/長谷部直幸  監訳
●B5・200頁　◆本体3200円・2011
「米国ER医に大人気の名講義」と太田凡先生も推薦！ 200枚もの
実際のER心電図を使った判読トレーニング。ERにおいて特に重要
な救急疾患の心電図が繰り返し出てくる応用編。 978-4-89013-405-2

ー実際の症例で鍛えるー Ⅱ 応用編

L.H.オピー 編著　岩瀬三紀／横田充弘  監訳
●B5・480頁　◆本体6500円・2008
他に類をみない循環器学の図譜的テキスト。生理学を駆使した明解
な記述。臨床心臓病学における基礎的な重要事項や新しい概念が
理解できる。インパクトのある図版342点収載。

オピーの心臓生理学 ̶細胞から循環まで̶

978-4-89013-364-2

G.リップ／J.ゴットフレッドセン 編著　小川　聡／和泉　徹  監訳
●B5・332頁　◆本体6000円・2008
ヨーロッパ心臓病学会の研修医教育コース標準テキスト。病態概念
からベッドサイド診断、臨床判断、治療方法の選択まで、豊富な心電
図、フローチャート、表などを用いてわかりやすく解説。

不整脈テキスト̶発生機序からみた治療のすべて̶

978-4-89013-363-5

世界の最高峰、マス・ジェネラル病院（MGH）のER心電図読解法。
波形の重要ポイントはカラーで差別化、平易で視覚的。救急の現場
でも、すぐに判読できるようになる。約200の症例で徹底的に習得。 978-4-89013-454-0

カラー ER心電図の超速診断 救急現場で初心者から役立つ
 J. L. マーティンデール／D. F.M. ブラウン　岩瀬三紀  監訳
●B5ヨコ長・468頁　◆本体6500円・2015

患者の視点に立った、新時代の実践臨床医学書！

全7巻＋別巻オールカラー!!
ダイナミック・メディシン
［監 修］　  下条文武／齋藤　康
［編集主幹］辻　省次／清水英治／佐々木毅／浅香正博
　　　　　 相澤義房／上田孝典／一山　智／小川敏英
　　　　　 山内豊明　  

▶視覚的理解を重視し、解剖図・局所解剖図、MRI・CT・Ｘ線画像や病理組織像など、
多くのカラーイラスト、写真を配置。▶ 800余名の我が国のエキスパートが執筆。
▶内科のみならず、各臓器の外科治療、救急、精神科、皮膚科などのミニマム・エッセン
シャルを簡潔に記述。幅広い診察能力の向上をめざした。

●A5／総4420頁／図版 5000点 ◆揃本体29500円・分売可
※セットで一括購入の場合、別巻は付録

米国医学界における身体診察法の第一人者によるテキスト。あえてテ
クノロジーに依存しない旧式のアプローチを強調し、病歴聴取と診察
の技術を各章ごとに配置。900以上の症例写真、イラストで解説。

M.H.スワルツ 著　宮城征四郎／納　光弘 日本語版監修
●B5・664頁　◆本体6800円・2013

978-4-89013-435-9

スワルツ 身体診察法 ―病歴と検査―

各巻◆本体3800~4500円


