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よくわかる腹膜透析の実際
下条文武  監修　丸山弘樹 編集
●B5・112頁　◆ 本体1900円・2008　

978-4-89013-370-3

CAPD 患者の
QOL 向上をめざして

CAPD医療の実践的テキストとして,導入期から外来での管理・指導
までの実際，合併症対策と治療，患者教育の方法などを幅広く紹
介。最低限知っておかなければならない最新の知識と技術を網羅。

978-4-89013-384-0

フレイザー 呼吸器病学エッセンス
R.S.フレイザー 他 編著　清水英治／藤田次郎 監訳
●B5・1084頁　◆本体12000円・2009
鮮明な1400点もの豊富な図版と最新情報により呼吸器病学の基礎
から臨床までを網羅。各疾患は、疫学から発症機序、病理学的特徴、
放射線学的所見、臨床所見、予後と自然経過の項目で体系的に解説。

978-4-89013-474-8

本間 行彦著●B5・120頁　◆本体6800円・2017
原因不明といわれている「特発性間質性肺炎(IIP)」。半生をかけて本
症を診てきた著者が、その「病因の推定」と一定の成果が出ている「漢
方治療の実際」について、あますところなく綴った価値ある一冊。

止血・血栓ハンドブック
鈴木重統／後藤信哉／松野一彦 編集
●B5・432頁　◆本体8500円・2015
凝固・線溶・血小板の研究および臨床に携わるエキスパートがわかり
やすく記述。臨床的に把握できる出血と血栓の症状にしたがって凝固
障害を細分化。時宜に適した学理とEBMを踏まえた治療の推薦。 978-4-89013-451-9

―私はIIPをこう診てきた―
特発性間質性肺炎（IIP）のすべて

門脇　孝／石橋　俊／佐倉　宏／戸邉一之／野田光彦 編集
●B5・オールカラー1400頁　◆本体18900円・2007

カラー版   糖尿病学　基礎と臨床

978-4-89013-355-0
わが国の現状に最もマッチした「糖尿病学」体系！　最前線で活躍
するエキスパート352人による執筆。類書を圧倒する284タイトル。  

カラー版   糖尿病学  基礎と臨床   アップデート版Ｉ
門脇　孝／石橋　俊／佐倉　宏／戸邉一之／野田光彦 編集
●B5・オールカラー164頁　◆ 本体 5000円・2009

978-4-89013-378-9糖尿病学の今がわかる、厳選された29タイトル! 

▶糖尿病学の今がわかる最新の知識からなる決定版！
▶糖尿病学領域における基礎と臨床、国内外のエビデンス、
最新知見を網羅。　▶深い理解につながるようなオールカラー
の図表をふんだんに盛り込んだ、目にも訴える超ビジュアルなレ
イアウト。　▶糖尿病以外の領域の診療にも有用。

糖尿病学
●B5・オールカラー636頁　◆本体12000円・2015

978-4-89013-452-6

門脇　孝／荒木栄一／稲垣暢也／
植木浩二郎／羽田勝計／綿田裕孝編集

カラー版 消化器病学 基礎と臨床

最新の知識からなる消化器病学のスタンダード。消化器病学の
「今」がわかる。 消化器病学領域における基礎と臨床、国内外のエ
ビデンス、最新知見を網羅。 第一線で活躍する執筆陣約500名。

浅香正博／菅野健太郎／千葉　勉  編集
●B5・1560頁・カラー図表約3180点　◆本体19500円・2013

978-4-89013-437-3
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“シャーロック”肝臓病学

肝臓病学のバイブル、待望の日本語版。「Sherlockの本」として世界
的に定評ある名著のカラー最新版。カラー図版、参考文献を大幅に
追加し、ウイルス性肝炎などの進歩の著しい領域もカバーした。 978-4-89013-326-0

S.Sherlock／J.Dooley著　小俣政男 監訳
●B5・624頁　◆本体13200円・2004

第11版

978-4-89013-420-5

MRI基礎と実践
C.ウェストブルック／C. ロス 著　杉村和朗／川光秀昭 監訳　
●B5・300頁　◆本体3800円・2012
撮像シーケンスを理論どおりに分類し、わかりやすいイラストで原理を
直感的に理解。パラレルイメージングやfMRI，MRSなどの最新の情報
を簡素に詳述。全体の理解や復習に役立つコラムを随所に配置。

カラー版

978-4-89013-453-3

腹部エコー超入門
光井　洋 著　
●B6変型・176頁　◆本体1900円・2015
研修医、消化器病非専門医、検査技師が、腹部エコーの基本をマス
ターするための一冊。装置の各部の名称、プローブの握り方やゼリー
の塗り方から検査のコツ、陥りやすいミス、上達するヒントまで。

カラー すぐわかる

―理論と実践―

―理論と実践―

978-4-89013-399-4

スポーツ科学・医学大事典〈全３巻〉　

ギャレット／スピーア／カーケンダル 編　福林　徹／渡邊好博 監訳
● B5・940頁　◆本体18000円・2010

ギャレット／カーケンダル 編　宮永　豊 総監訳 　阿江／河野／髙松／徳山 監訳
● B5・984頁　◆本体18000円・2010  

スポーツ運動科学 ―バイオメカニクスと生理学―

スポーツ医学プライマリケア
ギャレット／カーケンダル／スクワィアー 編　
宮永　豊 総監訳　赤間高雄／宮川俊平／向井直樹 監訳　
● B5・656頁　◆本体14000円・2010    

スポーツ整形外科学
スポーツに関わる医療従事者が直面するあらゆる問題に、信頼できるガイダンスを提供。

ケガの予防と管理

障害とリハビリ等
（在庫僅少）

（在庫僅少）

978-4-89013-408-3

コリンズ  スターン 胸部画像診断エッセンシャル
J.コリンズ／ E.J.スターン 著　長谷川好規／島本佳寿広／
岩瀬三紀 監訳　●B5・400頁　◆本体4600円・2011
簡潔な記述ながら胸部画像の読影において不可欠なポイントを押さ
えてある。鑑別診断に最適なアプローチ法を提示。見て、覚えて、診断
力が鍛えられる一冊。復習に役立つ「セルフアセスメント」を収録。

米国でベストセラーの初版をわかりやすく改訂した尿検査のバイブ
ル。初版の特長を生かしつつ、豊富な症例とさらに多くの図表を取り
入れて簡潔にまとめた。　オールカラー

―基礎と臨床―ブルンツェル 尿・体液検査
N.A.Brunzel 著　池本正生／深津敦司／芝紀代子 監訳
●B5・328頁　◆ 本体3800円・2007　

978-4-89013-354-3

978-4-89013-386-4

クラーク Ｘ線撮影技術学
A.S.ホワイトリー 他 編著　島本佳寿広／山田 和美／齋藤 陽子／
丸橋 一夫 監訳　●B5・544頁　◆本体5400円・2009
X線撮影学の世界的名著。単純X線写真撮影に関するポジショニング
のノウハウを網羅。多数の写真や図を駆使して基本となる撮影法から
代替法や追加撮影までを臨床的意義と関連付けて理解できる。

978-4-89013-400-7

978-4-89013-401-4
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G.カーメン 編著　足立和隆 監訳
●B5・304頁　◆本体4500円・2012

978-4-89013-424-3

アスリートのパフォーマンス
向上のために

運動生理学、栄養学、損傷の予防と治療・リハビリ、バイオメカニク
ス、スポーツ心理学、加齢変化や発達レベル、様 な々環境下における
問題など、運動科学全般の基礎となる知見をわかりやすく解説。

運動科学の基礎

山崎勝男 監修
●A5・360頁　◆本体3500円・2012

978-4-89013-429-8

精神生理学的手法でスポーツにアプローチした初のテキスト。脳と
自律神経の構造と機能などの基礎的な問題から、スキル獲得の脳
内機序、スキル動作やスポーツ観戦時の精神生理学まで。

スポーツ精神生理学

E.アーバーグ 著　加藤 清忠 監訳　
●B5・232頁　◆ 本体2800円・2011　
効果的なトレーニングのための適切なエクササイズの選択と技術を
カラーで解説。本書ではまず、からだの解剖学的構造から部位別の
65の実践エクササイズに取り組んでいく。

筋肉メカニクスとトレーニング技術 カラー図解 

978-4-89013-391-8

EBMスポーツ医学
D.マッコーリー他 編　宮永　豊 総監訳
●B5・416頁　◆本体5400円・2011

978-4-89013-417-5

エビデンスに基づく
診断・治療・予防

スポーツ外傷・障害における診断法・治療法・検査法・リハビリテーショ
ンに対する最新の科学的エビデンスを明示し、エビデンスに基づく合
理的な対処法を解説。スポーツ関係者の実践的で貴重なツール。

978-4-89013-436-6

F.G.オコナー／R.P.ワイルダー 編　 福林　徹／渡邊好博 監訳
●B5・640頁　◆本体9500円・2013
すべてのスポーツの基本、ランニングで見られる医学的問題と、その
対応を網羅した1冊。応急的な処置のみならず、予防も含めてランニ
ング障害を検討する。泌尿器・循環器系などの内科的問題も詳述。

ランニング 医学大事典 ―評価・診断・治療・
　予防・リハビリテーション―

図説

978-4-89013-438-0

クリッピンガー 著　森下はるみ 監訳
●B5・464頁　◆本体9500円・2013
解剖学と運動学の分野からダンスにおいて特に重要な内容を選び
出して解説。各章を上肢、脊柱、股関節など部位ごとに5つの章に分
け、各章で骨・関節・筋・アライメント・力学・損傷について詳述。

ダンスの解剖・運動学大事典
テクニックの上達と損傷予防のための基礎とエクササイズ

身体運動の科学的基盤ニューロメカニクス

運動の解体新書！バイオメカニクスと神経生理学を統合した新し
い研究分野「ニューロメカニクス」により、ヒトの身体運動のしくみを
多角的に解説する。スポーツ指導者、研究者必携の書。

R.M.エノーカ 著　鈴木秀次 総監訳
●B5・344頁　◆本体5500円・2017.２

978-4-89013-470-0

スポーツマッサージ
S.フリッツ 著　大谷素明 監訳
●B5・388頁　◆本体4200円・2010

978-4-89013-397-0

運動・フィットネス・リハビリ
テーションのケア

マッサージの他、軟部組織へのアプローチ、リンパドレナージュなど、
多様なテクニックを駆使した包括的な内容。パフォーマンス向上、傷
害・予防、リハビリテーションに役立つ。オールカラーの図版多数。

スポーツ医・科学
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エレンベッカー   肩関節検査法
T. S. エレンベッカー 著　高岸憲二 総監訳　小川清久／大澤敏久／
筒井廣明 監訳　●B5・196頁　◆本体3800円・2008
機能不全による肩障害の患者に適した臨床検査の研究概要を詳
述。検査法のメカニズムや有効性を、イラスト、写真を交えてわかりや
すく解説。野球やテニスなどのスポーツ選手の診察、治療に有用。 978-4-89013-368-0

ケンダル   筋：機能とテスト －姿勢と痛み－
F.P.ケンダル他 著　栢森良二 監訳
●A4変型・448頁　◆本体7500円・2006
理学療法の基本から徒手筋力テストなどの各検査について詳述した
名著。長年にわたる豊富な臨床データと多数のイラスト、写真は他に
類を見ないほど充実。実務者必携の一冊。 978-4-89013-338-3

978-4-89013-631-5

― 体づくりからトップアスリート育成まで―「62」の方法
スポーツ大好き！な子どもを育てる

ルブラン／ディクソン  編　監物永三  監訳　乗松尋道  訳　
●A5・148頁　◆本体1600円・2009
カナダコーチング協会によるガイドブック。6歳から12歳の子どものス
ポーツ指導のために、子どもの運動生理、心理などの基礎的なことか
ら、コーチング法、外傷時の処置などの知識まで、Q&A形式で解説。

スポーツリハビリテーション－最新の理論と実践－
G.S.コルト他 編　守屋秀繁 監訳
●B5・544頁　◆本体7600円・2006
世界のエキスパートによる豊富なエビデンスに基づき、スポーツリハ
ビリテーションの最新の理論と実践を詳説。外傷・障害に対する幅
広い治療・管理法を紹介、スポーツ現場ですぐに役立つ。 978-4-89013-342-0

スポーツ外傷アセスメント－適切な処置のための理論と実際－

J.M.ブーハー／G.A.シボドー 著　渡辺好博 監訳
●B5・544頁　◆本体12000円・1993
スポーツの現場で遭遇する様々な外傷の実際に、十分対処できるよ
うに、基礎的な医学知識から実際的な処置のテクニックまで、コンパ
クトにわかりやすく解説する。写真・図版を多数収載。 978-4-89013-196-9

978-4-89013-432-8

R.マートン 著　大森俊夫／山田　茂 監訳
●B5・376頁　◆本体3900円・2013
米国の第一人者によるベストセラー。選手を育てるために指導者が
知っておくべき理念と、その実践法を紹介する。体罰やドーピング問
題に揺れるスポーツ界を立て直すために、指導者必読の書。

スポーツ・コーチング学̶指導理念から
　フィジカルトレーニングまで̶

カラー版

急速に変化するスポーツ心理学の最新情報を提供。モデリング、自己
効力感、精神生理学、集団凝集性、イメージトレーニング、自信の増
強など、注目のトピックスを網羅。第一線の専門家による執筆。

スポーツ心理学大事典
R.N.シンガー他 編  山崎勝男 監訳   
●B5・808頁　◆本体12000円・2013

978-4-89013-439-7

978-4-89013-481-6

日本スプリント学会 編　●B5・180頁  ◆本体3500 円・2018.2

スプリント学ハンドブック
すべてのスポーツパフォーマンスの基盤

すべてのスポーツパフォーマンス向上のカギを握るスプリント能力に
迫る、スプリント界待望の「理論と実践」の成果。陸上競技（歩・走・
跳・投）からスピードスケート、野球、サッカーまで。

国際スポーツ
心理学会公認



スポーツ医・科学／栄養学／救急医学

15

新刊

骨の分子生物学，構造，代謝，栄養科学のバイブル! 食事から摂取
された栄養素の影響をはじめ，サプリメント，妊娠中・胎児期から老
年期のライフステージ各期の特徴や栄養必要量などを解説。

骨の健康と栄養科学大事典
M.F. ホリック他 編著  乗松尋道 総監訳   森／江澤／廣田／鈴木／
岡野 監訳　●B5・520頁　◆本体12000円・2009

978-4-89013-379-6

井川正治／稲山貴代 著　
●A5・152頁　◆本体1900円・2002

食事管理の栄養学

生命を維持して健康に生きていくためには、各人の状態に適合した
栄養摂取が必要であり、そのために理解すべき栄養学の基礎を簡潔
に解説。 978-4-89013-304-8

微量栄養素小事典

978-4-89013-373-4

－健康と病気を理解するために－
M.ツィンマーマン 著　井川正治  総監訳　宮﨑／雨海／谷口  監訳
● 四六判・228頁　◆本体3800円・2008
三大栄養素を細かく分割した、アミノ酸や脂肪酸の仲間まで論述
し、微量栄養素だけでなくサプリメント全般について記述。またエビ
デンスに基づいた、疾病とサプリメントの関連についても記載。

運動と栄養の関係、運動時のエネルギー消費、身体の各器官系・ホ
ルモンとの関連、加齢の影響など、基本から臨床応用まで運動生理
学のすべてを網羅。豊富な美しいカラーイラストが理解を助ける。

カラー 運動生理学大事典
V. カッチ 他著　田中喜代次／西平賀昭／征矢英昭／大森 肇 監訳   
●B5・648頁　◆本体9800円・2017

978-4-89013-477-9

三大栄養素・微量栄養素についての概説から、栄養の吸収と消化、
試合のための食事管理、ウェイトコントロール、摂食障害まで。身体と
栄養の関係を理解し、運動の効果を上げていくための知識が満載！ 978-4-89013-483-0

健康・スポーツ現場で
役立つ理論と応用

健康生活・
医療に役立つカラー スポーツ・運動栄養学大事典

マッカードル 他著　井川正治／中屋  豊 監訳   
●B5・492頁　◆本体8500円・2018.2

現場で役立つ 小児救急アトラスカラー版
内山　 聖／安次嶺　馨 編集
● B5・412頁オールカラー　◆本体3800円・2009
救急外来を訪れる小児患者に対する最新かつ適切な診断方法と対
応を，写真や図表とともにわかりやすく解説。輸液・穿刺などの基本
手技から，症状・各領域の疾患，事故・外傷まで，全135項目を収録。978-4-89013-377-2

ホルステージ/ベーア/パインズ/ブレイディ 編　阿部智一 監訳
● B5・256頁　◆本体6500円・2014

978-4-89013-447-2

救急・集中治療 ビジュアル診断カラー版

救急・集中治療の現場で出会う典型例を、実際の症例写真を豊富に
使い紹介することで、臨床に即対応可能に。詳細な解説により、診断
のてがかりや基準、治療プランの立て方などが身につく。

J.M.パインズ 他 著　阿部智一 監訳
● B5・288頁　◆本体5500円・2016

978-4-89013-468-7

救急科（ED）において必須である、迅速な診断、的確な臨床評価の
ために確立された診療戦略を効率的に理解する。症例ごとに深く関
連するクリニカル・クエスチョンを設定することで、問題点が明確に！

クリニカル・ディシジョン・
ルールと診断テストEBM救急医学
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978-4-89013-343-7

S.F.スミス他 著　川原礼子／山内豊明／山田智惠里 監訳
●A5・654頁　◆本体2980円・2006
看護学生に必要な基礎的な看護技術を網羅。カラー写真やイラス
トを用いて手順を追いながら解説。視覚的に理解できるとともに随
所にスキルを容易に修得できるよう工夫した学習効果の高い一冊。

看護技術 目でみる事典カラー版

978-4-89013-406-9

J.ブリッグス他 著　 阿部智一／徳田安春 監訳
●B6変・288頁　◆本体1800円・2010
米国救急医療のスタンダード！患者評価の国際標準である5段階ト
リアージを採用。すべての年齢層における120種類の訴えを網羅。
効果的なトリアージ決定に役立つ鑑別診断のチャート。

救急外来トリアージアメリカ救急看護学会・救急医学会 推薦
5段階トリアージプロトコール 

コルビー 著　大野 善三／早野 ZITO 真佐子 訳
●四六判・384頁　◆本体1600円・2012

978-4-89013-660-5

全米で物議を醸した衝撃のドキュメンタリー！ 尊厳死、医師
による自殺幇助、終末期ケア… 延命治療か尊厳死か、医学
の進歩が私たちに迫る皮肉な選択。

死ぬ権利はだれのものか

サリドマイドと医療の軌跡
栢森良二 著
●四六判・272頁　◆本体2500円・2013
サリドマイド薬禍はなぜ生じたのか。事件の発生経緯から、科学的
な検討を踏まえ、障害の実態、被害者のその後やリハビリテーショ
ン、二次的障害までを客観的に整理し、検証するドキュメンタリー。 978-4-89013-442-7

非悪性腫瘍の緩和ケアハンドブック
D.オリバー他 編　中島　孝 監訳
●B5・180頁  ◆本体6000円・2017
世界で最も先進的なホスピス・緩和ケアの研究・教育プログラムを
行っているセントクリストファーホスピスの創始者の指導を受けた
執筆陣による、ALSをケースとした緩和ケアの基本図書。 978-4-89013-475-5

ALS（筋萎縮性側索硬化症）を
中心に

病院での感染症をどう予防するか
S.セイント他 著　齋藤昭彦／徳田安春監修
坂本史衣 監訳　佐々木重喜 訳●A5・120頁  ◆本体2800円・2017
病院感染の予防に取り組むにあたって、プロジェクトの立ち上げ方
とその運営法、質改善の介入のやり方や起きやすい問題など、現実
的によくある事例をピックアップし具体的な解決策を提案する。 978-4-89013-479-3

プロジェクトの立ち上げと
現場で役立つ対策

ロバート・マリオン著　田中芳文 訳
●四六判・348頁　◆本体1600円・2004

978-4-89013-599-8

一日33時間勤務、睡眠時間なし、それでも僕たちは頑張ってる。一
つの命を救うために……。インターン３人の劇的な12ヵ月を追った
ドキュメント。

アメリカ 新人研修医の挑戦 最高で最低で最悪の12ヵ月

失敗と経験から学ぶ 消化器病の診察室
井出光太郎 著
●四六判・176頁　◆本体1300円・2016
医師の本音と患者の本音――読むと励まされる、診察室からみえ
てくる65のエッセイ。無駄な苦労や取り返しのつかない失敗はさせ
たくない。ベテラン医師からの金言的アドバイス。 978-4-89013-461-8
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T.シャロフ 著　山内豊明  監修　荒木文枝  訳
●四六判・420頁　◆本体1600円・2006
カナダのベストセラー。最高の看護とはなにか？　ICU（集中治療
室）のベテラン看護師が経験した様々なドラマチックな出来事の
数 を々、赤裸 に々描いたノンフィクション。 978-4-89013-347-5

ICU看護師 生と死がわかれる時

E.ロスマン 著　宮坂勝之 訳
●四六判・376頁　◆本体1600円・2005

ハーバード医学校 わたしが選んだ道

ハーバード医学校の女子学生エレンの４年間の軌跡。新しい教育カリ
キュラムが導入された大学で、エレンはどのように成長していったの
か？ 度重なる葛藤と対峙しつつ医療人として自覚していく過程を描く。978-4-89013-333-8

病気にならない健康生活スタイル
今からでも遅くない

徳田安春／岸本暢将／星　哲哉 著
●B6変・256頁　◆本体952円・2007
生活習慣病の予防と治療など、「健康で美しく元気に生きるため
の秘訣」を現役の医師がアドバイス。０歳からでも100歳からでもで
きる。 978-4-89013-612-4

ドクター徳田安春の養生訓 元気な100歳をめざせ
徳田安春 著
●四六判・196頁　◆本体1000円・2015
名医直伝「健康生活の虎の巻」。総合診療医として地域医療など
に長年携わってきた著者が、「健康で長生きするための秘訣」を検
証。糖尿病、がん、寝たきり、認知症ほか、その予防と治療など。 978-4-89013-720-6

23人の看護師たちの希望、苦闘、そして喜びに心をうごかされる物
語。職業に対する情熱と、患者に対する思いやり、看護のエッセン
スを伝える。

W.B.パトリック著　田中芳文 訳
●四六判・308頁　◆本体1300円・2016

978-4-89013-698-8

看護師として生きる 自分の選択

978-4-89013-656-8

革命アンチエイジング
クラッツ／ゴールドマン 著 　岩本俊彦 監訳
●四六判・640頁　◆本体1800円・2010
米国アンチエイジング医学会公認の完全ガイド。老化の過程や元
凶、ホルモン療法、サプリメントの使用法、免疫系の強化法など。健
康長寿の秘訣と知識を満載。

若々しく美しく
元気に生きる

老いない美人 女性ホルモンできれいになる！
 清水一郎 著
●四六判・184頁　◆本体1200円・2016
加齢によりエストロゲンの分泌が減少しても、しなやかで美しい女
性らしい健康な身体を保つための理論と実践を解説。簡単なエク
ササイズや食生活で気をつけられることなどを具体的に紹介する。 978-4-89013-739-8

老いない性ライフ
 清水一郎 著
●四六判・176頁　◆本体1200円・2017
健康的で明るく愉しい毎日は、充実した性ライフからはじまる。お
医者さん（性差医療専門医）が書いた、大真面目な性生活改善の
知恵。 978-4-89013-774-9

２つの重要なホルモンで
活き活き
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続 お医者さんも知らない治療法教えます
田辺　功 著
●四六判・204頁　◆本体1500円・2011

978-4-89013-658-2

大好評につき、またまた得情報、教えます。難しい病気も大丈夫！
好評の前作に続いて、心不全、心の病、腰痛・関節痛、がん、糖尿
病などの治療法と治せる名医を紹介。 

お医者さんも知らない治療法教えます
田辺　功 著
●B6変・256頁　◆本体1300円・2005
糖尿病は自分でも治せる。がん治療はあきらめないで。画像で見え
るうつ病など情報満載。患者さんに対する熱意から生まれた名医
の〈効く〉治療法。全国を取材してきたベテラン医療記者が紹介。 978-4-89013-604-9

がん予防時代 最低限、必要なこと
中谷一泰 著
●四六判・188頁　◆本体1500円・2010
がんになる仕組みを解き明かすとともに、抗がん剤の効能、検診の
有効性、がんの最先端医療とこれからの予防医療など、多数のカラ
ー図版を交えて解説する。 978-4-89013-649-0

なぜ、「がん」になるのか？ その予防学教えます。
津金昌一郎 著
●四六判・208頁　◆本体1500円・2009
がんは原因不明で、避けようのない恐ろしい病気だと思われがちだ
が、その発生に確実かつ密接に関係する生活習慣がある。国立が
んセンター予防研究部長が、長年の研究を基にがん予防を提案。 978-4-89013-635-3

笑いの医力
高柳和江  著
●B6変・232頁　◆本体952円・2008
医療にこそ笑いが必要と活動してきた著者が、免疫力のアップ他、
「笑い」の効能を紹介。  科学的な分析に加え、実践者としての経験
から、誰でもどんな時でも笑おうと提案する。 978-4-89013-617-9

田辺　功 著
●四六判・288頁　◆本体1500円・2016.6

978-4-89013-750-3

がん、糖尿病など治療が難しいとされているものから、腰痛などの
日常的な病気まで、「あまり知られていないけれど効果がある」と著
者が確信した治療法を紹介。

お医者さんも知らない治療法教えます
〈完結編〉

 永井良三 監修　自治医大総合教育 編
●Ａ5・356頁　◆本体1600円・2016
今求められる教養（リベラルアーツ）。知識を知恵に変えるための技
法を伝える。医療系学生から一般読者まで。哲学、心理、文化人類
学、経済など、幅広いテーマを取り上げる。 978-4-89013-464-9

医と知の航海

 テッドリー他 著　土屋　敦／八田太一／藤田みさお 監訳
●B5・292頁　◆本体4300円・2017.10
世界中で参照・引用されている基本図書。いかに研究の精度を高
めるか、その鍵となる量的アプローチと質的アプローチの統合はい
かにして実現できるのか。抽象に傾きがちな概念を丁寧に論じる。 978-4-89013-480-9

混合研究法の基礎 社会・行動科学の量的・
質的アプローチの統合 新刊
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心の病は脳の傷
田辺　功  著　松澤大樹  話す人　
●四六判・212頁　◆本体1400円・2008
「お医者さんも知らない治療法」第２弾。画像で発見した心のキズ
の治療。松澤先生が確立した、「心の病」に光明をもたらす画期的
な新しい診断と治療法。多くの実例を紹介し、わかりやすく述べる。 978-4-89013-630-8

うつ病  統合失調症  認知症 が治る

福島孝徳／田辺　功 著　
●四六判・228頁　◆本体1500円・2006

978-4-89013-608-7

米国で「ラストホープ」と呼ばれているドクター福島の賢いアドバ
イス。この一冊で脳ドックのすべてがわかる。最新の全国病院リス
ト付き。

脳ドック40才からの
頭の健康診断

人間ドックだけでは足りない
最新版

978-4-89013-686-5

脳脊髄液減少症診断の第一人者である著者が、この病気の症状
や治療法、周辺病態などを解説。病気や治療に関するQ＆Aや症
例をつけ、患者さんに治療の新たな可能性を示した。 

脳脊髄液減少症を知っていますか
̶Dr.篠永の診断・治療・アドバイス̶
篠永正道 著　●四六判・224頁　◆本体1300円・2013　

中谷一泰 著
●四六判・184頁　◆本体1500円・2014
認知症の原因となる病気は大きく分けて３つある。アルツハイマー
病、脳血管性認知症、パーキンソン病およびレビー小体型認知症で
ある。それぞれの原因ごとに発症までのしくみや予防法を紹介。 978-4-89013-695-7

ストップ! 認知症 しくみがわかれば予防ができる！

978-4-89013-694-0

神経幹細胞による「心の脳」の再生
松澤大樹 著
●B5・96頁　◆本体4800円・2013
長年、心の病の診断・治療にあたってきた著者が独自に開発した
MRIによる脳画像診断法（松澤式画像診断）を紹介。海馬や扁桃
体にできた傷を実際の画像を使って具体的に示す。

西  勝英 著
●四六判・272頁　◆本体1600円・2014
長年、薬理学のスペシャリストとして活躍してきた著者が、「覚せい
剤」、「麻薬」、「危険ドラッグ」から、「処方薬」、「タバコ」、「アルコー
ル」まで、乱用の現状や依存性、作用、副作用について詳しく紹介。 978-4-89013-445-8

本当に怖い！  薬物依存がわかる本

医学のすすめ
門脇　孝  著
●四六判・222頁　◆本体1200円・2016
目指すところは、「糖尿病のない世界」。サルコペニアやフレイル、
健康長寿や糖尿病の画期的な新薬の話まで、肥満・糖尿病研究の
世界的権威がわかりやすく説く。 978-4-89013-749-7

すべては患者の幸せと
医療の発展のために

心理学／行動学
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978-4-89013-607-0

北朝鮮・イスラムの暴走、宗教、宣伝、教育など、我々の周囲に
思想コントロールがどのように存在するかを明らかにし、恐る
べき洗脳のメカニズムを脳科学から徹底解明。防御法を説く。

K. テイラー 著　佐藤　敬 訳
●四六判・400頁　◆本体1600円・2006

洗脳の世界 だまされないために
マインドコントロールを科学する

978-4-89013-448-9

D.マイヤーズ 著　村上郁也 訳
●B5・716頁オールカラー　◆本体9500円・2015

カラー版 
マイヤーズ 心理学

科学的心理学の全体像がわかる新バイブル！ 身近な例を多用
し、基礎心理学、応用心理学の両分野の基本を習得できる。カ
ラー写真・イラストを満載したビジュアルな構成。

978-4-89013-467-0

M.E.P.セリグマン 他 著　上里一郎／瀬戸正弘／三浦正江  監訳
●B5・788頁　◆本体8800円・2016.8
従来の心理学諸理論の長所を保ちつつ，脳科学、遺伝学、生物
学、精神医学、および社会的なレベルの分析を統合し、解説す
る。異常心理学の歴史、評価、治療法から将来的展望も示した。

978-4-89013-396-3

Ｒ.カステンバウム著　井上勝也 監訳
●四六判・408頁　◆本体2000円・2002

978-4-89013-588-2

死ぬ瞬間の心理

死の心理学領域の名著。事故死、病死、自殺、臨終期の体験
など豊富な事例とアンケートをもとに多様な角度から分析。死
をめぐる様 な々事柄を冷静に読み解く。

異常心理学大事典

I.D.ヤーロム著　中久喜雅文／川室　優 監訳
● A5・880頁　◆ 本体7500円・2012

978-4-89013-422-9

米国グループ精神療法学界の権威による必携の書。グループワー
クを通じた精神療法の膨大な具体例を体系的に分析し、理論と
実践を融合し提示。臨床的グループセラピーのすべてを網羅した。

ヤーロム グループサイコセラピー
978-4-89013-294-2

上里一郎 監修
●B5・642頁　◆本体14000円・2001
各種テストの改訂、新たに開発されて定評ある尺度を追加した
増補大改訂版。知能、パーソナリティのアセスメントを中心に基
本から実践までを詳述した、幅広いニーズに応える一冊。

心理アセスメントハンドブック 第2版

哺乳類の行動のホルモン調節を解説した本邦初のテキスト。
性行動はもとより、母性行動、攻撃行動から、記憶や学習を含
む高次脳機能に至るまで、ホルモンが関連する行動を扱った。

近藤保彦／小川園子／菊水健史／山田一夫／富原一哉 編
●B5・288頁　◆本体4000円・2010

脳とホルモンの行動学 行動神経内分泌学への招待

978-4-89013-757-2

動物の「ことば」をその行動から解き明かす一冊。動物の行動全
般、動物園の役割とその変遷を追った【入門編】、鳴き声、コミュ
ニケーション、ヒトとの関係等を記述した【観察編】からなる。

J.M. ベニュス 著  J.C. バルベリス 絵  上田恵介 監訳   嶋田 香 訳
●四六判・512頁　◆本体2200円・2016.8

動物言語の秘密 暮らしと行動がわかる
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第3版Ｅ.Ｓ.コーエン 編　鴨井久一 監訳
●B5・540頁　◆本体16000円・2009
高次の歯科治療と歯の保存を一層強化すべく、一般外科技法の
基本から骨移植などの応用・最先端の術法まで、膨大な臨床写
真と優れたカラー図版でヴィジュアル化した大改訂版。

審美再建歯周外科カラーアトラスコーエン

978-4-89013-383-3

カラー みんなのための家庭の歯学 良い歯を
守る育てる

青木博之 著
●四六判・400頁　◆本体1500円・2010
丈夫で良い歯を保つには？　起こりうる歯科の問題点について、
豊富なイラストやカラー写真で、年代別、症例別に解説。食生活
上のアドバイス、ブラッシング法も紹介する。 978-4-89013-652-0

J.K.エイヴリー著　髙野吉郎 監訳
●B5・216頁　◆本体5500円・2002

978-4-89013-301-7

歯科臨床で遭遇する口腔内の諸現象を理解するために必須の、
細胞や組織、器官の発生と機能を多数の模式図、光顕・電顕所
見を用いてビジュアルに解説。

口腔組織・発生学カラー エッセンシャル

Ｂ.Liebgott 著　矢嶋俊彦／髙野吉郎 監訳
●B5・420頁　◆本体9500円・2006

978-4-89013-350-5

約20年ぶりの全面的大改訂。カラー図版を多用したほか、解説
も飛躍的に充実させた実践的テキスト。歯科臨床との関係が強
い頭頸部を重点に、形態・機能・臨床との関連を明快に解説。

 歯科学のための解剖学リープゴット 第2版

Ｍ.Ｅ.リング著　谷津三雄／森山徳長／本間邦則 訳
●B4変・320頁　◆本体28000円・1991

978-4-89013-157-0

図説 歯科医学の歴史

原始から現代に至るまでの歯科医学史上の貴重な資料である
珍しい素描、版画、彩色写本、風刺画、それに器械の写真など、
豊富な図版を用いて解説した世界的名著。

I. Q. ウィショー他 編　高瀬堅吉／柳井修一／山口哲生 監訳
●B5・456頁　◆ 本体12000円・2015

978-4-89013-456-4

ラットの行動解析ハンドブック

ラットの行動解析技術を体系的に学べる好テキスト。感覚、運動、
制御、認知など8部に分け、行動の異なる側面を全44章で詳述。
神経学的モデル、精神医学モデルも呈示。

遺伝子・脳・心の関係の解明に挑戦するすべての研究者必携の
書。マウスの多岐にわたる行動ごとに章立て。行動課題やマウス
の系統差の比較、遺伝的要素の影響の例を詳細に記載。

J. N. Crawley 著　高瀬堅吉／柳井修一 監訳
●B5・428頁　◆ 本体7500円・2012

978-4-89013-427-4

トランスジェニック・ノックアウトマウスの行動解析
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978-4-89013-365-9

メディカルノート シリーズ   ◆ 好評既刊

下条文武 ／齋藤　康  編集
●B5・132頁オールカラー　◆本体1200円 ・2007 

診察の実際
カラー版

小川敏英   編集
●B5・292頁オールカラー　◆本体1800円 ・2007 

画像診断

症候がわかる
下条文武  編集
●B5・232頁オールカラー　◆本体1900円 ・2007 

978-4-89013-357-4

978-4-89013-358-1

カラー写真・イラスト200点以上。全身の診察法から局所、神経系
の診察法まで、プライマリケアの基本が視覚的に理解出来る。

978-4-89013-366-6

メディカルノート腎臓がわかる
下条文武  編集
●B5・276頁オールカラー　◆本体1900円 ・2008 

腎・尿路疾患／水・電解質代謝異常

メディカルノート

メディカルノート

メディカルノート

978-4-89013-371-0

検査の基本
下条文武  編集
●B5・328頁オールカラー　◆本体2600円 ・2008

メディカルノート

カラー写真・イラスト800点以上。画像を図解化したシェーマも充
実。画像の読み方から各臓器の画像診断まで、診る力を鍛える。

カラー写真・イラスト350点以上。新しい臨床検査が進歩、普及す
るなか、臨床に密着した主な検査を取り上げ、理解しやすく構成。

カラー写真・イラスト150点以上。病気のサインを見逃さない!!　診
療へのSTEP ! 臨床に密着した73の主要な症候を取り上げ解説。

カラー写真・イラスト250点以上。広範な腎臓病学を楽しく学べるよ
う病理組織像やシェーマを充実させ、わかりやすく解説。

循環器疾患がわかる
相澤義房  編集
●B5・220頁オールカラー　◆本体1900円 ・2009

メディカルノート

978-4-89013-375-8

カラー写真・イラスト250点。循環器疾患の特徴と有用な診断法を
コンパクトにまとめ、ベッドサイドの基本診療のマスターに役立つ。

●ペーパークラフト・ブック

ボーニ－ 改訂版 人体骨格
模　型［　  ］

［制作・デザイン］井上貴央／牛木辰男
［ペーパー・エンジニア］和田洋一　
● 糊・ハサミは不要！　台紙には切り込みと折り目入り。
● 背骨や関節は可動！　差し込み式でフレキシブルな設計。
●A3判・型抜きシート26枚・解説8頁　◆本体4200円

978-4-89013-598-1


