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ご注文について
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〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番30号
TEL.03（5228）2050 FAX.03（5228）2059 郵便振替 00180-9-102417
URL https://www.medicalview.co.jp　E-mail eigyo@medicalview.co.jp

最寄りの医書取扱い書店をご利用ください。
店頭にない場合は，取り寄せも可能です。

直接小社へのご注文は，電話・はがき・ホームページ・E-Mail等
で承ります。
お届け方法を下記の３通りの方法から選んでご指定ください。
それぞれ配送手数料がかかります。

（ご注文の本体価格の合計が5,000円以上は無料）

代引き宅配便 ………………………１～ 2営業日で発送します
　配送手数料 550円（税込）
　最も早いお届け方法です。

宅配便 ………………………………２～ 3営業日で発送します
　配送手数料 550円（税込）
　クレジットカードでの決済となります。
　 郵送 …………………………………２～ 3営業日で発送します
　配送手数料 330円（税込）
　クレジットカードでの決済となります。

　※ 宅配便・郵送でのお届けは，ホームページからのご注文のみ受け
付けております。

　※ 上記のお届け方法・配送手数料につきましては，運送会社の運賃
の動向により変更させていただくことがございます。

請求書宛先について
請求書の宛先名に病院名や法人名などをご希望される場合は，あらか
じめその旨お申し出ください。なお，代引き宅配便の場合は指定でき
ません。

領収書の発行
あらかじめ，その旨お申し出ください。なお代引き宅配便の場合は，
宅配便会社の領収書となりますのでご了承ください。

インターネットをご利用の方は，小社ホームページも是非ご覧
ください。

https://www.medicalview.co.jp
1.小社の全書籍，雑誌バックナンバー，本目録に掲載できなかった新刊・

近刊も簡単・迅速な検索でご覧いただけ，ご注文も簡単です。
2.サンプルページや充実した目次も掲載しています。
3.お受け取りを希望する書店の選択や，また直接送付の場合の送付方法

も指定できます。
※詳しくは小社ホームページの「ご利用ガイド」をご覧下さい。
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発熱の診かた・考えかた・
向き合いかた
診療の心構えから鑑別のアプローチ，
診断エラーにつながるピットフォール
まで
著者�青木 洋介

単に具体的な診断名をつけるためだけの手引きでは
なく，診断に至るまでの思考プロセスや身に着けて
おくべき知識を優しく・わかりやすく・温かい語り
口で丁寧に解説。また診断エラーを回避するための
tipsを詳解。読み進めるうちに臨床力が身に付く一冊。

●A5判・264頁
　一部カラー
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-2232-4
2022.2

ちょっと待った ! 　
その抗菌薬はいりません
編集�青木 洋介

厚生労働省・薬剤耐性アクションプラン「2020年ま
でに抗菌薬使用量を3分の2に削減！」ちゃんと対応
できていますか？　抗菌薬を「いかに使わないか」

「いかに不要な処方を見直すか」を，診断から治療ま
でポイントを押さえて徹底解説。「今こそ見直した
い」「ここから始めたい」抗菌薬適正使用のための解
説書，決定版！

●A5判・320頁
　一部カラー
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1804-4
2018.12

医師のためのオールラウンド
医療文書　書き方マニュアル
著者�一杉 正仁  渡邉 修　 五十嵐 裕章
���川戸 仁　　 馬塲 美年子

一般病院の医師・医療スタッフが日常診療で記載す
る書類（47文書）を網羅し，正確な書き方を簡潔に
まとめたマニュアル書。見開き2頁の中に具体的な
記入例と注意点，書類の提出先やちょっとしたポイ
ントを掲載。この1冊で完璧な医療書類を作成でき
る。使用頻度が高い英文書類の書き方４文書も掲載。
また，付録として，書類の入手可能場所・提出先の
一覧を収載。一般病院の医師や開業医必携の1冊。

●B5判・194頁
　�著者オリジナルテンプレート
ダウンロードサービス付
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1771-9
2015.8

New Strategy! 超微形態生理学
ICU輸液がみえる
グリコカリックス × アトラス
編集�岡田�英志　　富田 弘之

改訂スターリングの法則の主役である血管内皮グリ
コカリックスに注目し，急性期輸液の根拠をまるご
と総ざらい。臓器別毛細血管の違いをとらえ， ICU
コモンディジーズや病態ごとに，グリコカリックス
の回復や保護に関する視点を交えた考え方と根拠を
押さえる。レジデントから上級医まで魅了する，輸
液実践のためのnew strategy。

●B5変型判・268頁
オールカラー
イラスト80点，写真210点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1781-8
2020.11

臨床医学一般

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1771-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1781-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2232-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1804-4.html


アンチエイジング医学の
基礎と臨床　第3版
編集�日本抗加齢医学会専門医・指導士
　　　認定委員会

日本抗加齢医学会専門医・指導士認定試験のための
研修用，学会公認テキスト「アンチエイジング医学
の基礎と臨床」の第3版。最新の知見に基づく抗加
齢医学のすべてを網羅した，7年ぶりの全面改訂版。
医師・医療従事者・医学生等が抗加齢医学の基本を
学ぶためのテキストとして，また超高齢化社会のニー
ズに応える実用書としても必携の一冊。セルフアセ
スメント問題として，日本抗加齢医学会専門医・指
導士認定試験の過去問ダウンロードサービス付き！

●B5判・466頁
　一部カラー
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-0491-7
2015.9

 痛みにチームでアプローチ！
慢性疼痛ケースカンファレンス
編集� 牛田�享宏　 福井�聖　 川� 元敬

慢性疼痛に対するチーム医療の流れを，症例のカン
ファレンスという設定で会話形式で記載しているの
で，読みやすく，理解しやすい。少人数でもできる
方法も紹介されており，自施設で慢性疼痛チーム医
療を実施できるようになる。

●B5判・488頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真50点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1880-8
2020.4

 くすりが多すぎる！
ポリファーマシー解消に効く
50のTips
著者�池田 迅
薬剤監修�澤村 典子　 鈴木 悠斗

「薬を減らしましょう」と提案するだけではなく，
薬に対する患者さんの思いをどう読み解くか，患者
さんの習慣に対してどう工夫するか，臨床でよく出
会う場面を挙げて，具体的なコミュニケーションの
コツを解説。薬剤処方時のコツや，よくある症状か
ら薬剤性を疑うためのコツ，「CASE」では症例を
挙げて，薬剤師とともに実際の減薬手順も解説。

●A5判・208頁
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-2234-8
2022.3

急性中毒診療実践ルール16
当直・ER・ICUで役立つハーバード式
クリニカルパール
著者�千葉 拓世

Dr.千葉が当直医，救急＆集中治療医向けにやさし
く解説する実践的中毒講義録。「何を，どのように，
いつモニタリングするか」を単なる暗記ではなく薬
物動態と中毒診療の生理に基づいて理解できる。目
からウロコのピットフォールも織り交ぜ，世界標準
の診療指針や基準，実情も踏まえた中毒診療の考え
方がわかる書籍。

●A5変型判・208頁
　一部カラー
イラスト20点，写真20点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-2230-0
2021.12
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0491-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1880-8.html
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2230-0.html


ひと晩待てない
外科系当直疾患
編集�調 憲　 大嶋 清宏

外傷や内因性の致死的疾患，また迅速な処置をしな
ければ重大な後遺障害をきたすような疾患を取り上
げ，それらについての適切な初療・専門医へのコン
サルト・ディスポジション（帰宅，経過観察，入院，
転送の判断）を施すためのポイントを，救急医・専
門科医の両者の視点から解説。当直に臨むにあたっ
ての準備に，また当直時のクイックリファレンスと
して活用できる必読書。

●A5判・360頁
　一部カラー
　イラスト14点，写真160点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1783-2
2021.10

第3版 臨床研修　
わたしたちのなんでも手帖
監修�正岡 直樹

「先輩医師の言っていることがわからない！」初め
て実地臨床の現場に立った新米医師が医師としての
第一歩を踏み出すときに困ること，わからないこと
の答えが満載。改訂にあたって初期臨床研修を終え
たばかりの4名が新たに著者に加わり，現在の臨床
実習現場に視点を合わせてアップデート。薬剤・ガ
イドラインの変更，スマホやICT環境の変化を踏ま
えて全項目を見直した，さらに実地で“使える”充実
の第3版！

●B6変型判・240頁
　オールカラー
　イラスト62点
　定価 2,640円（税込）
ISBN978-4-7583-1790-0
2020.10

留学医師LIVE
世界に飛び出す未来が見える

「働く国を自分で選ぶ」時代の
ロールモデル
編集�北原 大翔　　企画協力�中山 祐次郎

留学医師へのインタビューと100人アンケートか
ら，アメリカ臨床留学のリアルを徹底解説。ワーク
からライフまで誰にも聞けなかった突っ込んだ情報
が明らかに。
「読んでいるだけでワクワクする」「留学してみた
くなる」今までになかった留学本！

●B5判・192頁
　オールカラー
　定価 2,970円（税込）
ISBN978-4-7583-1785-6
2022.2
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0491-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1783-2.html
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YouTubeでみる　身体診察
監修�倉本 秋　 瀬尾 宏美
編集�石井 洋介　　
著者�コーチレジ

学生時代に一通り身につけるべき身体所見の基本
（OSCE）と，研修医になって日常診療でどのように
身体所見をとり，診断へと結びつけるのか，診察技
術のみがき方，診断への実践的なアプローチをイラ
スト・写真でわかりやすく解説。また，教科書だけ
ではわからない手技はYouTubeで動画視聴ができ，
手軽にいつでもどこでも確認できる，身体診察の実
践書。

●B5判・280頁
　オールカラー
　イラスト130点，写真130点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-0048-3
2015.8（在庫僅少／電子版あり）

病歴聴取でここまでわかる
臨床推論集中講座　胸痛
総監修���山本 文雄　
監修����伊藤 宏　 尾野 恭一
監修・編集�長谷川 仁志

外来で最も多い主訴である『胸痛』をテーマにした
「臨床推論」を学ぶための1冊。器質性から心因性ま
で原因疾患が幅広い『胸痛』を，約300点のイラスト
と写真でわかりやすく徹底解説。緊急を要する疾患
を見逃さないために，教科書的な診断ではない「本
当の臨床推論能力」を身につけよう！

●B5判・264頁
　オールカラー
　イラスト150点，写真80点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-0398-9
2017.4

シチュエーションで学ぶ
輸液レッスン　第3版
著者�小松 康宏　 西﨑 祐史　 津川 友介

研修医と指導医の会話からイメージし，その後の解
説でぐんと理解が深まるという構成はそのままに，
つまづきやすいところはさらに噛み砕いて解説。
「実際にはどう投与するの？」の声にもお応えし，
症例とともに具体的な処方例を追加。グリコカリッ
クス，SGLT2阻害薬など輸液にまつわる話題も豊
富に盛り込み，「輸液は苦手」が「ひとりでできる・
もっとできる」に変わる，読みやすさと理解しやす
さにこだわった充実の第3版！

●A5判・316頁
　定価 3,740円（税込）
ISBN978-4-7583-1782-5
2021.3

感染の有無をみる！菌を推定する！
抗菌薬の感受性がわかる！
治療に役立つグラム染色
著者�高橋 幹夫　 櫻井 滋

簡便で，コストパフォーマンスもいいグラム染色検
査の所見の見方と基本的な考え方を解説。一般的に
よく遭遇するが判断に困るケース20症例を具体的
に呈示し，臨床推論へのグラム染色の効果的な取り
入れ方と，データに基づく適正な抗菌薬処方を具体
的に紹介。病態が複雑化している感染症患者に適切
な治療を施すために，すべての医療者必携の一冊。

●B5判・180頁
　オールカラー
　写真140点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1772-6
2017.5

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0048-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0398-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1880-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0048-3.html
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医
学
生
向
け

カラーイラストで学ぶ 集中講義
臨床との結びつきがみえる
モデルコアカリキュラムを参考に，
学生が学びやすいよう構成した
教科書シリーズ

●B5変型判・オールカラー・160～500頁
　定価 4,000～7,000円程度

学生にとって真に必要な知識をまとめた教科書
●各項目はモデルコアカリキュラムの到達目標を参考に，学生
が学びやすいよう考慮して構成。
●豊富な図表と簡潔な文章の『₁項目見開き₂頁』構成。
●図表中とくに重要なポイントは目立つように，吹き出しで掲載。
●重要な用語の解説や，臨床とのつながりを理解するための補
足説明を，欄外や囲み記事で追加。

生理学�第3版
編集�岡田 隆夫

●B5判・368頁・イラスト500点
定価 6,050円（税込）

ISBN978-4-7583-1791-7　2022.3

薬理学�改訂2版
編集�渡邊 康裕

●216頁・イラスト250点
定価 4,620円（税込）

ISBN978-4-7583-0096-4　2015.2

病理学�改訂2版
編集�清水 道生　 内藤 善哉

●400頁・写真，イラスト，シェーマ900点
定価 6,380円（税込）

ISBN978-4-7583-0097-1　2016.7

生化学�改訂2版
編著�鈴木 敬一郎　 本家 孝一

大河原 知水　 藤原 範子

●424頁・イラスト400点
　定価 6,380円（税込）

ISBN978-4-7583-0098-8　2017.4

医事法学・法医学
編集�寺野 彰　 一杉 正仁

●156頁・イラスト，�写真120点
　定価 4,180円（税込）

ISBN978-4-7583-0089-6　2012.2（品切れ）

解剖学
編集�坂井�建雄

●496頁・イラスト600点
定価 7,480円（税込）

ISBN978-4-7583-0088-9　2012.4

医学生向け

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1791-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0088-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0096-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0097-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0098-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0089-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-0075-9
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画像診断の
勘ドコロNEO 
好評を博した「勘ドコロ」シリーズが
スケールアップして帰ってきた！

好評刊行中!!

●B5変型判・200～550頁程度・2色刷（一部カラー）

スペシャリストたちは，どこを見て，どう診断して
いるのか。充実のボリュームと満載のアドバイスで
各領域の画像が�“読める”！
好評を博した「勘ドコロ」シリーズが，「勘ドコロNEO」シリー
ズとしてスケールアップして帰ってきた！
解剖や読影のポイント解説に加え，スペシャリストたちが「ど
こを見て」「どう鑑別し」「どう診断しているのか」を多数の写
真と明快な文章で解説する。また知識を深めるための論文紹
介，要点をまとめた「ここが勘ドコロ」など，スペシャリストた
ちのからのアドバイスも満載した，勉強にも読影室で困ったと
きにも使える充実のシリーズ。

画
像
診
断

画像診断

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1614-9
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p. 9

頭部
画像診断の勘ドコロNEO
編集�田岡�俊昭

● 552頁
　イラスト140点
　写真1,300点
　定価9,680円（税込）
ISBN978-4-7583-1613-2
2021.2

頭頸部
画像診断の勘ドコロNEO
編集�浮洲�龍太郎

● 424頁
　イラスト80点
　写真1,100点
　定価8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1614-9
2020.12

心臓・大血管
画像診断の勘ドコロNEO
編集�横山�健一

● 292頁
　イラスト70点
　写真630点
　定価6,820円（税込）
ISBN978-4-7583-1615-6
2021.3

産婦人科
画像診断の勘ドコロNEO
編集�藤井�進也　 

● 196頁
　イラスト20点
　写真636点
　定価5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1616-3
2021.2

泌尿器領域
画像診断の勘ドコロNEO
編集代表�玉田�勉

● 312頁
　イラスト40点
　写真700点
　定価7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1617-0
2021.4

消化器
画像診断の勘ドコロNEO
編集�松本�俊郎

● 308頁
　イラスト20点
　写真700点
　定価7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1618-7
2021.7

<以下続刊予定>
胸部　 骨軟部　 乳房　 小児

画
像
診
断

画像診断

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1613-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1617-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1614-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1615-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1616-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1618-7.html
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新 画像診断の
勘ドコロ

（全5冊） 

●B5変型判・400～580頁程度
　2色刷（一部カラー）

「ますます増加する画像診断の需要を，限られた時間でこな
していくためには，必要なことが簡潔に記載された教科書が
必須である」というコンセプトから生まれた「これだけおさえ
れば大丈夫」シリーズ（通称「勘ドコロ」シリーズ）の新版。
初版を2006年に刊行し，日々の診断で必要な押さえるべき事
項，なおかつ技術的なことがわかりやすく簡潔に解説されて
いる点で稀有であり，多岐にわたり多くの先生方に好評を博
した人気シリーズが，時代に即した技術的最新知見をふまえ，
臨床では心臓，頭頸部，脊髄などを新たに加え，より実用的
に充実した内容で刊行。

新　頭部画像診断の勘ドコロ
監修�髙橋 雅士　　編集�前田 正幸

● 412頁・イラスト30点
写真1,200点
　定価8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-0895-3
2014.4

新　胸部画像診断の勘ドコロ
監修・編集�髙橋 雅士

● 544頁・イラスト60点
写真1,500点

　定価9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-0896-0
2014.4

新　腹部画像診断の勘ドコロ
監修�髙橋 雅士　　編集�兼松 雅之

● 432頁・イラスト30点
写真1,200点

　定価8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-0897-7
2014.10（在庫僅少）

新　骨軟部画像診断の勘ドコロ
監修�髙橋 雅士　　編集�藤本 肇　 

● 580頁・イラスト120点
写真1,200点

　定価10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-0898-4
2015.1

新　乳房画像診断の勘ドコロ
監修�髙橋 雅士　　編集�角田 博子

● 392頁・イラスト90点
写真750点・オールカラー

　定価9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1596-8
2016.9

画
像
診
断

画像診断

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0895-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1596-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0896-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0897-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0898-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-0895-3
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画像解剖 徹頭徹尾
（全4冊）

「画像解剖を臨床解剖に直結」
「正常変異や構造の複雑な局所解剖」を
意識した，新しい画像解剖書

●B5変型判・平均260頁
　オールカラー

「画像解剖を臨床解剖に直結」「正常変異や構造の複雑な局
所解剖」「わかりやすい・見やすい・調べやすい」の3点をポイ
ントとして編集。臨床解剖のイラストを多数盛り込み，発生学
的観点からもその異常が原因となる疾患，バリエーションなど
を取り上げている。画像診断に必要な解剖学的知識をふまえ
た，読影の際に有用な画像解剖の実用書。

頭部画像解剖　徹頭徹尾
疾患を見極め的確に診断する
編集�蓮尾�金博

● 276頁・イラスト50点
写真1,000点

　定価8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-0890-8
2013.4

胸部画像解剖　徹頭徹尾
疾患を見極め的確に診断する
編集�松永�尚文

● 244頁・イラスト70点
写真800点

　定価8,250円（税込）
IISBN978-4-7583-0847-2
2012.8（在庫僅少）

腹部画像解剖　徹頭徹尾
画像解剖を極め 診断能を向上させる
編集�桑鶴�良平　蒲田�敏文

● 248頁・イラスト125点
写真645点
　定価8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-0892-2
2014.10（在庫僅少）

骨軟部画像解剖　徹頭徹尾
画像解剖を極め 的確に診断する
編集�江原��茂

● 272頁・イラスト145点
写真680点
　定価8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-0891-5
2015.4（在庫僅少）

画
像
診
断

画像診断

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0890-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0891-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0847-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0892-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-0847-2
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カンゲキするほどわかる
頭頸部間隙の画像診断
編集�齋藤 尚子

外見上の特徴に乏しいため難しいとされる頭頸部の
解剖と読影を，間隙に注目して整理。それぞれの間
隙ごとに解剖／原発する疾患／進展・波及・転移し
てくる疾患の画像を症例とともに紹介。間隙の解剖
と連続性を理解して，疾患がどこに転移しうるのか
／どこから波及してきたのかをたどる術を学べる書
籍。初学者にも，勉強しなおしたい医師にも有用な
一冊。

●B5判・192頁
　オールカラー
　イラスト70点，写真220点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-2101-3
2021.10

プライマリ・ケア医＆救急医のための
骨折　あるある見逃し画像
著者�金城 健

「見逃されやすい骨折にはシナリオがある」
本書は，著者の経験に基づき，初療医が見逃しやす
い代表的な骨折を紹介。
読影のコツや画像解剖に留まらず，小児から成人ま
での各骨折の特徴や傾向，撮影オーダーの出し方等
の見逃しを防ぐためのポイント，さらにはX線撮影
の限界と追加すべき検査まで，実際の見逃し例を元
に徹底解説。

●A5判・124頁
　イラスト20点，写真50点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1884-6
2020.6

ポケット正常画像 A to Z
改訂第2版
編集�後閑 武彦

「異常」を知る前に「正常」をマスターしよう！　読影
の基本である「正常画像」を全身にわたり掲載し，画
像ごとに読影の要点と着目すべきポイントを解説。
さらに，すべての画像を部位ごとに色分けすること
により，臓器や血管などの位置・範囲を明確に理解
できる。解剖図などの付録を追加するとともに，掲
載画像の差し替え，色分け箇所や解説の追加を適宜
行い，さらにわかりやすくなった改訂第2版。

●A6変型判・512頁
　オールカラー・写真231点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-0099-5
2018.9

下垂体の画像診断
編集�三木 幸雄　 佐藤 典子

「下垂体」という小さな部位に発生・起因するあらゆ
る疾患を網羅し，下垂体腺腫をはじめとする下垂体
病変の画像診断を徹底解説。内科的・外科的・病理
学的知識についての各章も設け，総合的な知識の習
得ができる構成で，下垂体機能が影響する全身にわ
たる疾患を鑑別し，臨床に活かすためのスペシャリ
スト必携の書。下垂体研究で先んじている日本にお
いて，その粋を集めた決定版としてついに刊行。

●B5変型判・256頁
　一部カラー・写真600点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1603-3
2017.12

画
像
診
断

画像診断

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1884-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1603-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0099-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2101-3.html
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認知症の脳画像診断
早期検出と鑑別をめざして
編集���西村 恒彦　 武田 雅俊
編集協力�松田 博史　 伊藤 健吾

認知症の「早期検出」「鑑別診断」「将来展望」を3本柱
として構成し，臨床における画像診断の現状と今後
期待される発展について一望できるようコンパクト
にまとめた1冊。MCIクリニックにおける画像診断
を用いた診断・治療戦略など，最近のトピックスも
掲載。認知症の画像診断を必要とする放射線科医の
みならず神経内科，精神科，脳神経外科医にとって
も役立つ，手元に置いておきたい1冊である。

●B5変型判・184頁
　オールカラー・写真200点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1584-5
2015.9

脳・脊髄の連想画像診断
画像に見えないものを診る
編著�森 墾

読影に臨む2人の研修医と指導医の軽妙でユーモア
あふれる問答により，脳・脊髄疾患の画像診断につ
いて，症例画像の単なる絵合わせではなく，積極的
に所見を拾う方法論をわかりやすく解説。さらにそ
こから，別の部位に隠れた所見を連想し，画像の向
こう側の病態や症状，患者背景まで推論する思考を
鍛えることができる。脳・脊髄画像診断のエッセン
スと哲学が満載の一冊。

●B5変型判・236頁
　写真300点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-0893-9
2013.4

Key所見からよむ
肝胆膵脾の画像診断　肝臓編
監修�村上 卓道
編集�吉満 研吾　 兼松 雅之
���赤羽 正章　 鶴﨑 正勝

若手放射線科医が実臨床での画像読影に役立てられ
るように，Keyとなる特徴的画像所見から鑑別診断
にアプローチできるよう構成。熟練医師からの「所
見を読みこなすヒント・技」が満載の画像診断の教
科書，肝臓編。消化器内科・外科など，画像所見の
読み方を学びたいという他科の医師も広く利用でき
る内容となっている。

●B5変型判・288頁
　一部カラー・写真560点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1591-3
2016.4

Key所見からよむ
肝胆膵脾の画像診断　胆膵脾編
監修�村上 卓道
編集�吉満 研吾　 兼松 雅之
���赤羽 正章　 鶴﨑 正勝

若手放射線科医が実臨床での画像読影に役立てられ
るように，Keyとなる特徴的画像所見を網羅し，所
見から鑑別診断にアプローチできる画像診断の教科
書，胆膵脾編。肝臓編とともに活用することであら
ゆる消化器疾患に対応でき，消化器内科・外科など，
画像所見の読み方を学びたいという他科の医師も広
く利用できる内容となっている。

●B5変型判・288頁
　一部カラー・写真540点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1592-0
2016.4
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1584-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1592-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0893-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1591-3.html
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パッと出してすぐわかる
肝・脾　超音波アトラス
編著�西田 睦

臨床でよく出会う疾患から，まれな疾患まで網羅。
造影エコーを含んだ豊富な画像を掲載。「画像を見
てシェーマが描ける」ことを目標に，どこに何が描
出されているのか，疾患の概要と併せて，わかりや
すいシェーマでやさしく解説。必要に応じて，CT／
MRI，病理画像も併載。この1冊で肝・脾の腹部エ
コーの撮像・読影が，自信をもってできるようにな
る！

●A5判・268頁
　オールカラー
　イラスト200点，写真200点
　定価 5,060円（税込）
ISBN978-4-7583-1606-4
2019.5

パッと出してすぐわかる
胆・膵　超音波アトラス
編著�西田 睦

臨床でよく出会う疾患から，まれな疾患まで網羅。
造影エコーを含んだ豊富な画像を掲載。「画像を見
てシェーマが描ける」ことを目標に，どこに何が描
出されているのか，疾患の概要と併せて，わかりや
すいシェーマでやさしく解説。必要に応じて，CT／
MRI，病理画像も併載。この1冊で胆・膵の腹部エ
コーの撮像・読影が，自信をもってできるようにな
る！

●A5判・268頁
　オールカラー
　イラスト200点，写真200点
　定価 5,060円（税込）
ISBN978-4-7583-1610-1
2019.6

よクウわかる
腹膜腔・後腹膜腔の画像診断
監修�浅山 良樹　　編著�高司 亮

腹部を腔・膜で理解！　区分ごとに構造物や原発す
る疾患，転移・波及する疾患を1つずつ解説。さら
に周囲の腔との位置関係でどう連続しているのかを
学ぶ。解剖と連続性を理解すれば，疾患がどこに転
移しうるのか／どこから波及してきたのかを判断で
き，迅速かつ見落としのない鑑別が可能になる。
これから腹部を学びたい初学者にも，もう一度勉強
しなおしたい医師にも有用な一冊。

●B5判・176頁
　オールカラー
　イラスト60点，写真420点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-2110-5
2022.3

これから始める腹部エコー
プローブ走査と描出のコツ，
注目すべき所見をおさえる
編集�丸山 憲一
執筆�八鍬 恒芳　 工藤 岳秀　 三塚 幸夫

腹部エコーを使いこなすために必要な基礎知識，技
術をまとめ，どのように考え腹部エコーに取り組め
ばいいのか，再現性を高めるためにはどのようなテ
クニックが必要なのかを解説した，若手医師，技師
のバイブルとなる書籍。解剖図＋手元図＋エコー画
像の一目で理解しやすい紙面構成で，役立つ画像の
描出法，注目すべき所見の見極め方を教えます！

●A4判・244頁
　オールカラー・写真800点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1587-6
2015.10
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1606-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1610-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1587-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2110-5.html
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これから始める体表エコー
押さえておくべき走査方法,描出のコツ,
超音波所見のとらえ方
編著�白石 周一
執筆�小柳 敬子　 岡村 康子

体表領域（乳腺，甲状腺，副甲状腺，唾液腺，表在
リンパ節）のエコーを使いこなすために必要な基礎
知識や技術をまとめ，部位別に，検査の流れに即し
て，検査方法から疾患の鑑別ポイントまで具体的に
解説。重要な箇所は，実際のエコー画像＋解剖イラ
スト＋他モダリティの画像＋手元画像の一目で理解
しやすい紙面構成で，アドバイスを豊富に掲載。

●A4判・196頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真400点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1594-4
2016.6

これから始める運動器・関節エコー
必ず描出するためのコツとテクニック
編集���石崎 一穂
編集協力�藤原 憲太　 鈴木 毅

運動器・関節に対してエコーを使いこなすために必
要な基礎知識・技術をまとめ，検査の流れに即して，
部位別に，1人で撮像するための方法，コツ，テク
ニック，エコーの見方・読み取り方を丁寧に解説。
若手整形外科医，臨床検査技師の初学者にもわかり
やすい紙面構成で，目的に応じた診断に役立つ画像
を描出するポイントを簡潔に解説。関節リウマチや
先天性股関節脱臼に対する撮り方，診断法も詳細に
解説している。

●A4判・260頁
　オールカラー
　写真100点，イラスト50点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1367-4
2015.7

こんなに役立つ肺エコー
救急ICUから一般外来・在宅まで
編集�鈴木 昭広

肺水腫と気胸の鑑別や肺炎の診断，さらに，過剰な
液体の貯留を確認することで心不全の早期発見も可
能となる肺エコー。携帯型エコーで容易に見られる
ため，開業医や高齢者の在宅医療，当直時の救急対
応にも役立つ。本書では，肺エコーの撮り方，読み
取り方等をコンパクトにまとめ，だれでも簡単に肺
エコーが撮れるようになるコツとテクニックを動画
も交えて紹介。 

●A5判・128頁
　写真300点
　定価 3,740円（税込）
ISBN978-4-7583-0387-3
2015.4

こんなに役立つ
point of care超音波
救急ICUから一般外来・在宅まで
編集�鈴木 昭広

呼吸器，循環器，消化器，整形外科など，point of 
care超音波が役立つ領域別に，まず押さえておくべ
き全身観察のポイントを紹介。応用編では，具体的
な症例を挙げて，point of care超音波の活用法，実
臨床で役立つコツやテクニックを，イラストや画像
を用いてわかりやすくコンパクトに解説。初期研修
や患者急変など困った時に役立つ超実践的入門書！

●A5判・180頁
　オールカラー
　写真150点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1599-9
2017.6
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1594-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1367-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1599-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0387-3.html
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こんなに役立つ皮膚科エコー
しこりに潜むのは腫瘍だけじゃない！
一般外来から在宅まで
編集�清島 真理子　 渡邉 恒夫

超音波検査（エコー）は高分解能画像で軟部組織を観
察できるため，皮膚科領域でも，腫瘤の存在診断か
ら術前の切除範囲や進達度の評価まで，その期待度
は計り知れない。本書は，皮膚科領域のエコーの撮
り方，読み取り方等をコンパクトにまとめ，実臨床
でエコーが役立てられるようになる方法を，鑑別の
ヒントとなるような画像を豊富に掲載して，疾患別
にわかりやすく紹介した皮膚科エコーの決定版！

●A5判・172頁
　オールカラー
　写真200点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1598-2
2017.6

100のQuestion & Answerで
みるみるわかる！　エコーが読める！
動画でチェック！運動器・関節エコー
監修�佐野 幹夫　　著者�前田 佳彦

エコーのリアルタイム性（時間分解能）に主眼を置
き，各画像の見るべきポイント，エコーの分類や鑑
別のポイントを端的に解説。100症例の動画を用い
たQ&Aで，診断名を予測し，質問に答えながら読
み進めるうちに，運動器・関節エコーの読み取り方，
考えながら撮るコツが身につく1冊。部位別の構成
で，プローブ位置が一目でわかるよう3D-CTを動
画とともに掲載。　■付録：チェックシート52頁
■［Web版症例問題集］オンラインアクセス権付

●A5判・114頁
　写真100点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1589-0
2016.6

100のQuestion & Answerで
みるみるわかる！　エコーが読める！
動画でチェック！乳腺エコー
監修�佐野 幹夫
著者�桒山 真紀　 前田 佳彦

エコーのリアルタイム性（時間分解能）に主眼を置
き，各画像の見るべきポイント，エコーの分類や鑑
別のポイントを端的に解説。100症例の動画を用い
たQ&Aで，推奨カテゴリー，推奨組織型を予測し，鑑
別を考えながら質問に答えて読み進めるうちに，乳
腺エコーの読み取り方のコツがつかめる。オンライ
ン動画には，マンモグラフィも掲載。Questionのシ
ャッフル機能付き。■付録：チェックシート52頁
■［Web版症例問題集］オンラインアクセス権付

●A5判・114頁
　写真100点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1590-6
2016.6

3人娘の会話でわかる！　
エコーをみるコツ，活かすコツ
乳腺エコーお悩み解決塾
悩みをきっかけに知識と理解を深めよう！
監修�佐野 宗明
著者�小柳 敬子　ハーリー 弘子　河田 晶子

乳腺超音波検査を担当している臨床検査技師の3人
娘が，画像の読み方，疾患ごとの考え方についてデ
ィスカッション！エコー画像＋会話形式で，悩みを
共有し，ベテラン技師はどのように考え推定疾患を
導いているか，乳腺エコーをみるコツ，読めるコツ
がスムーズに理解できる構成。重要箇所にはエコー
動画が閲覧できるQRコードを付記。

●A5判・240頁
　オールカラー・写真500点
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1604-0
2017.7
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1598-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1589-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1604-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1590-6.html
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各種モダリティと比べてわかる
乳腺超音波テキスト
編著�辻本 文雄

超音波検査のスペシャリストである著者が，これま
での経験により習得した技術・視点・コツを懇切丁
寧に解説する。乳腺診療で遭遇するあらゆる疾患・
症状を網羅し，各疾患の症例は，超音波像とマンモ
グラフィ，CT，病理像などの各種モダリティを比
較できるように併せて配置。失敗例も随時盛り込み，
超音波診断時に気をつけなければいけないことを具
体的に解説。最高の技術が身につく，乳腺超音波検
査に携わる全医療者必携の書。

●B5変型判・508頁
　オールカラー
　写真約1,300点，イラスト50点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1588-3
2016.3

完璧マスター ! 　救急エコー
編集�五十嵐 裕章　 金井 信恭
���野口 科子

救急で遭遇する機会の多い49疾患を取り上げ，各
疾患のエコー所見の特徴をシェーマを用いて詳細に
解説。さらに，症例をみながらCT，MRI，血管造
影などと比較をし，各モダリティで「何がどうみえ
るのか」を呈示。また，鑑別すべき疾患のエコー像
も掲載し，救急現場でのエコーの読影力を身につけ
られる1冊。1人当直や急患時に，診断に迷った時に
も役立つエコーの見方・読み取り方を教えます！

●B5判・232頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真500点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1597-5
2016.10

ユキティのER画像
Teaching File
著者�熊坂 由紀子

放射線科以外のドクターでも救急外来で“これだけ
は読影できるようになるべき疾患”に絞って，CT・
MRI画像を中心に，読影のコツ，ポイントを解説。
緊急手術の判断をどこで見極めるか，注目すべき所
見がどこか，「ユキティ先生」がマンツーマンで教え
てくれているかのようにするすると画像がみえるよ
うになる！各科医師からのアドバイスや解剖学，放
射線数値なども交えて幅広く症例を収載。

●A5判・234頁
　一部カラー
　イラスト70点，写真412点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-0899-1
2014.4

ユキティの「なぜ？」から
はじめる救急MRI
著者�熊坂 由紀子

すべてのMRI画像には「こういう信号強度になる」
理由がある。本書では頻度の高い救急疾患を中心 
に「なぜこういう画像になるのか」という疑問に，
読影のエキスパートである著者が1つずつ丁寧に解
説。臨床の現場に必要なMRIの原理についても，著
者渾身の「絶対に理解できるまで噛み砕いた文章」
とシェーマで記載。確かな読影力の獲得に結びつけ
る，若手放射線科医・研修医必携の1冊。

●A5判・280頁
　イラスト40点，写真120点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1608-8
2019.4
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1588-3.html
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1608-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0899-1.html
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改訂第2版
肩関節のMRI
読影ポイントのすべて
著者�佐志 隆士　 井樋 栄二　 秋田 恵一

佐志先生流の率直で，平易で，読みやすい本文はそ
のままに，新たに解剖学の情報を加え，画像量も大
幅にアップした，より一層読者のニーズに応える改
訂版。MRI画像を最新の鮮明画像に差替え，イラス
トは解剖学的視点を加味して一新し，情報を最新化
した，臨床ですぐ使える肩関節MRI診断の教科書。

●B5変型判・336頁
　一部カラー
　イラスト155点，写真986点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1041-3
2011.7

MRIデータブック
最新用語辞典�第3版
監修�土屋 一洋
編集�扇�和之

技術の進歩を反映し，最新250語を含む1,080語を
収載。最新用語はnewマークで示し，また基本用
語と，放射線科専門医認定試験に必須の用語（「放
射線科専門医研修カリキュラムガイドライン2018
年版（改訂版）」に準拠）もそれぞれマークで示した。
INDEXでも基本用語，専門医必須用語と一般用語
を区別し，さらに使いやすくなった待望の第3版！

●A5判・536頁
　オールカラー
　イラスト230点，写真500点
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1611-8
2019.11

MRI応用自在�第4版
監修�高原 太郎
編集�堀 正明　 本杉 宇太郎　 高橋 光幸

「MRIを実践するパワー・ユーザーと，医療画像機
器メーカーに勤める専門家に，いかに理解しやすく
説明するか」をコンセプトに，基礎から最新までの
MRI技術を解説。
改訂にあたっては，近年大きく進歩した「高速撮像
技術」「アーチファクト抑制技術」「拡散強調像」等
の項目を充実させ，また各メーカーが開発した新し
い技術についても解説。さらに臨床応用編では脳神
経，乳腺，肝臓などの部位ごとに，技術の進歩を踏
まえた有用な撮像方法についての記載に改めている。

●B5変型判・532頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真1,000点
　定価 8,690円（税込）
ISBN978-4-7583-2102-0
2021.3

Dual-energy CT
原理を理解し臨床で活用する
編集�粟井 和夫

Dual-energy CTの 技 術 が 導 入 さ れ，Photon-
countingへと進化し続けるCTの撮像テクノロジ
ー。放射線科医にとって今後必要不可欠となる力，
特にDual-energyが有用とされる根拠を一つずつ
ひもとき，造影，被ばくの課題と複雑に絡み合う撮
像技術と画像診断に役立つ実践知識を解説。「なん
となく使っている」から「正確に使いこなせる」へ
のステップアップ！

●B5変型判・236頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真360点
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1612-5
2019.9

画
像
診
断

画像診断

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1041-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1611-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1612-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2102-0.html
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これから始めるIVR
編集�山上 卓士

どんな些細なことでも“わからない”をそのままにし
ない，徹底的に初学者に寄り添ったIVRの入門書。
各項目の冒頭は「まずはここから」で簡単にまとめ
られ，実際に初学者からよく訊かれる点をQ&A形
式で解説。用語解説と重要な点がわかる「Hot 
Point」で随時疑問を解決しながら読み進められる
構成になっている。やや発展的な内容は別途コラム
にまとめられており，読者が難しいと感じれば飛ば
しても読み進めることができる。一部の手技は動画
でも視聴可能。

●A4判・312頁
　オールカラー
　イラスト190点，写真400点
　定価 9,020円（税込）
ISBN978-4-7583-2111-2
2022.3

IVRのすべて
監修�吉川 公彦　 荒井 保明
編集�田中 利洋　 市橋 成夫

我が国のIVRを牽引する執筆陣が，全身のIVRをく
まなく網羅。豊富な血管解剖写真・イラストで適応
や手技を解説するだけにとどまらず，合併症やエビ
デンス・治療成績についても丁寧に記載。加えて，
必要な器材や薬品についての項目も多数設けたIVR
教科書の決定版。初学者からある程度経験を有する
術者まで，IVRに携わるすべての医師に必携の一冊。

●B5判・624頁
　オールカラー
　イラスト210点，写真1,150点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-2100-6
2021.4

腹部救急疾患の画像診断と
インターベンション
編集�水沼 仁孝　 古川 顕

腹部救急疾患により受診する患者は多く，かつ緊急
性が高いことが多く，診断の遅れが致命的となる。
迅速かつ適切な診断・治療が求められており，情報
量の多いCT／MRI画像からいかに見逃しなく情報を
読み取っていくか，画像診断の果たす役割は大きい。
本書は，腹部救急疾患を系統的・網羅的に取り上げ，
画像診断からインターベンション治療まで，豊富な
画像と充実のボリュームで解説。腹部救急診療に携
わるすべての医師，必携の書である。

●B5変型判・424頁
　2色＋4色刷
　イラスト50点，写真910点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1605-7
2018.3

図説　胆道IVR
経皮インターベンションのすべて
編集代表�吉岡 哲也��
編集 �穴井 洋　　 佐口 徹　　

�古市 欣也　 山本 孝信

標準手技が確立しておらず，多様化している胆道
IVRの手技を，一施設の手法にとらわれず，他施設
で行われている方法や文献で紹介されている方法ま
で，約1,000点にもおよぶイラストを中心に解説。
適切な手技の選択と，対処するための総合的な判断・
技術力を養うことができる，胆道IVRの教科書であ
り，困った時にも役立つ実践書。

●A4判・256頁
　イラスト1,000点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1517-3
2015.3

放射腺科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2100-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1517-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1605-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2111-2.html
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がん研スタイル
癌の標準手術
がん研有明病院で行われている
癌の標準手術手技
『がん研スタイル』を豊富な
イラストで解説したシリーズ。

監修
山口 俊晴

●A4判・平均220頁・オールカラー

手術の手順に沿って，各場面でのポイントをイラストで示しなが
ら，手技上の注意点・コツをわかりやすく解説。イラストを追う
ことで，執刀医から直接手技のポイントの説明を受けているよ
うに理解できる，臨場感溢れる紙面構成。癌の基本的な手技
を学ぼうとする若手外科医にとっては，どこにいても現在トップ
レベルの癌専門施設での手技が学べる書籍である。

肝癌
編集�齋浦 明夫

●208頁
　イラスト183点，写真32点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1508-1　2014.3

胃癌
編集�佐野 武

●192頁・イラスト220点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1507-4　2015.3

肺癌
編集�奥村 栄　 編集協力�文 敏景

●272頁・イラスト250点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1511-1　2019.6

食道癌
編集�渡邊 雅之

●216頁・イラスト249点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1506-7　2016.4

結腸癌・直腸癌
編集�上野 雅資

●172頁
　イラスト219点，写真84点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1510-4　2017.8

膵癌・胆道癌
編集�齋浦 明夫

●264頁
　イラスト273点，写真50点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1509-8　2015.8

がん治療・緩和ケア

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1508-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1509-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1507-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1511-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1506-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1510-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1506-7
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消化器がん化学療法
副作用マネジメント　プロのコツ
改訂第2版
編集�小松 嘉人

より使いやすく，よりわかりやすくなった改訂版！
最新の標準治療レジメンに一新し，標準的な投与量・
スケジュールや減量／休薬／再開基準を各レジメン
に記載。複数の薬剤を使用するレジメンにおいて，
どの薬剤から減量すればよいかが一目でわかる。副
作用対策編も最新のエビデンスに更新。新しく登場
した支持療法薬や免疫チェックポイント阻害薬の副
作用についても詳解。

●B6変型判・452頁
　一部カラー
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1806-8
2019.10

肺がん化学療法
副作用マネジメント　プロのコツ
編集�倉田 宝保　 吉岡 弘鎮　 金田 俊彦

免疫チェックポイント阻害薬＋化学療法や新規薬剤
まで，最新の肺がん化学療法レジメンに対応し，治
療の流れに沿ってプロのコツを徹底解説。アピアラ
ンスケアや心のケア，よりよいOSを得るための治
療戦略や転移性腫瘍におけるQOL維持まで，複雑
化する肺がん化学療法をフルサポート。「臨床です
ぐに・本当に使える」この一冊で，副作用マネジメ
ントにはもう悩まない！

●B6変型判・396頁
　定価 4,730円（税込）
ISBN978-4-7583-1805-1
2019.7

乳がん薬物療法
副作用マネジメント　プロのコツ
改訂第2版
編集�増田 慎三

治療強度を保ちながら，患者負担なく継続するため
の「プロのコツ」を，より使いやすく，わかりやす
く改訂。最新のエビデンス・ガイドラインにあわせ
て更新し，免疫チェックポイント阻害薬やirAEの項
目も追加した最新版。遺伝子パネル検査システム，
遺伝カウンセリングなどの話題も掲載。「臨床です
ぐに・本当に使える」この一冊で，乳がん薬物療法
を徹底サポート！

●B6変型判・484頁
　一部カラー
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1814-3
2021.6

肺癌薬物療法レジメン
Expert’s Choice
編��集�倉田 宝保　�吉岡 弘鎮
薬剤監修�藤井 良平

「Expert’s Choice」編では，複数ある第一選択か
らどれを投与すべきか，エキスパートが選ぶレジメ
ンをずばり挙げ，その理由もコンパクトに明記。
「Expert’s Regimen」編では，関西医科大学での
実際の投与スケジュールを，支持療法薬も含めて詳
細に解説。基礎疾患があるときの薬物療法の考え方
もコンパクトにまとめ，さらに遺伝子診断やリキッ
ドバイオプシーなど最近の話題も紹介。
もう迷わない！ 肺癌薬物療法の強い味方が登場。

●B6変型判・184頁
　定価 3,520円（税込）
ISBN978-4-7583-1818-1
2022.3

がん治療・緩和ケア

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1806-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1814-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1805-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1818-1.html
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がん治療医が本当に知りたかった
緩和ケアのレシピ
編集�蓮尾 英明　 監修�倉田 宝保

「もう少しできる・ちょっと上手くできる」をテー
マに，がん緩和ケアのレシピを解説。基本的な疼痛
治療薬の使い分けについて考え方を解説した上で，
どの薬を選び，どんな用量・期間で投与すべきかを
示し，さらに「こんな時どうしたらいいのか」とい
うがん治療医が悩みがちな疑問について明快に回
答。かゆいところに手がとどき，かつ難しすぎない，
すぐに使える具体的な情報が満載！

●B6変型判・340頁
　一部カラー
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1810-5
2020.9

免疫チェックポイント阻害薬
実践ガイドブック
使いこなすためのコツ！
編集�倉田 宝保　 吉岡 弘鎮

「これから始める」「始めたけど悩ましい」をしっかり
サポート！①免疫チェックポイント阻害薬，また，
抗がん剤・分子標的薬との併用療法の特徴や注意点
を詳解。②インフリキシマブや免疫抑制薬の使い方
やコツも具体的に解説。③発熱，嘔気，腹痛，倦怠
感など，「免疫関連有害事象か否か」迷うときに使え
るフローチャートや，スクリーニングのコツが満載。
④免疫関連有害事象に対する対処法は，がん治療医・
コンサルトされた医師，2つの視点から解説。

●A5判・220頁
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1811-2
2020.10

ハイリスクがん患者の化学療法ナビゲーター
すぐに役立つ 合併症があるときの
抗がん剤の使い方� 改訂第2版
編集�高野 利実　 尾崎 由記範
編集協力�近藤 千紘

新規薬剤・治療法・エビデンスを加筆し，「自己免疫
疾患合併症例」「内分泌疾患合併症例」の項目を追加し
た改訂第2版。豊富な治療経験をもつ執筆陣が，がん
と基礎疾患の両方に対する治療法を詳しく解説。各
項目で免疫チェックポイント阻害薬についても言及。
既往症，合併症をもつがん患者に対して抗がん剤を
どう使うか，薬物動態と薬剤別の容量調節のポイン
トを現場目線で具体的に解説した，即役立つ1冊。

●A5判・192頁
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1802-0
2017.11

唾液腺腫瘍の組織診・細胞診
コンサルテーション症例に学ぶ
実践的診断法
著者�原田 博史　 河原 明彦

著者の自験例および長年のコンサルト活動から得ら
れた唾液腺腫瘍約1,500症例より厳選して，バリエ
ーションも含めて豊富に掲載し，実際の診断経験に
即して詳細に解説。材料のあるものは細胞診所見も
記載し，使用語句，表記の用い方についても囲み記
事等で一般病理医や細胞診従事者にもわかりやすく
丁寧に解説。2017年改訂のWHO分類第4版を反映
し，旧版との比較についても項目ごとに記載した，
唾液腺腫瘍病理診断の新たなスダンダードとなる1冊。

●A4判・332頁
　上製本・オールカラー
　写真650点
　定価16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-0397-2
2018.2

がん治療・緩和ケア

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1810-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1811-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0397-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1802-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1802-0.html
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第3版  神経診察クローズアップ
正しい病巣診断のコツ�
編集�鈴木 則宏

OSCE対策／臨床実習／研修時に役立つ神経診察の
方法と，その診察から導かれる病巣部位について必
要十分な内容を掲載。コマ送りのイラストで医師と
患者の動作や立ち位置の場面をリアルに表現し，写
真よりわかりやすい表現・解説となっている。さら
に検者から患者への指示出しが吹き出しで示され，
正しい診察法と誤った診察法や正常者と患者の反応
が併記され，診察の重要ポイントやOSCEの学習に
必須の臨床技術がイラストで示されるなど，初心者
でも理解しやすい工夫が満載。

●B5判・336頁
　オールカラー
　イラスト430点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1812-9
2020.12

第4版
EBMに基づく
脳神経疾患の基本治療指針
編集�田村 晃　 松谷 雅生　 清水 輝夫
���辻 貞俊　 塩川 芳昭　 成田 善孝

前版刊行以降に改訂・追加されたガイドラインの情
報を盛り込み，新規項目（16項目）も追加し，内容
を一新した改訂第4版。脳神経外科・神経内科で扱
う疾患を網羅し，各疾患の概念から治療までをエビ
デンスに基づきコンパクトにまとめた，脳外科医，
神経内科医の日常診療に役立つ一冊。

●B5変型判・824頁
　一部カラー
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1556-2
2016.4

日本医師会生涯教育シリーズ
認知症トータルケア
監修・編集�粟田 主一　 北川 泰久 

�鳥羽 研二　 三村 將　 
�弓倉 整　　 横手 幸太郎

日本医師会生涯教育シリーズ95を単行本化。今や
ごく身近な病気となり，ほとんどすべての人にかか
わる疾患となった認知症について，疫学・診断から
代表的疾患の紹介や各種検査・治療などの医学的情
報はもちろん，ケアや家族介護，社会的な政策まで
を網羅し，総合的に理解できる1冊。

●B5判・424頁
　一部カラー
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1779-5
2018.11

脳神経・神経内科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1812-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1779-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1556-2.html
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循環器診療
ザ・ベーシック�（全6冊）
知識を習得し，実践で活かす最強のメソッド

編集主幹　筒井 裕之

身につけた知識を
実臨床でどれだけ活かせているのか？
どのような根拠があり，どのような結果となるのか？
その答えがみつかる超実践シリーズ！

●B5判・平均230頁・オールカラー・全巻定価合計 41,250円（税込）

「基礎知識」と「実践」のリンク機能で，
知りたい情報がすぐわかる！
頭を整理し，実践でフル活用するためにはどうすればいいのか？
各疾患，各検査の知識は有しているが，いざ実臨床の場面
ではその知識をどのように使いこなせばいいのかわからな
い。そんな場面を想定し，各項目を「基礎知識　Know
ledge」と「実践　Practice」にわけて解説。それぞれに
「Link→」を付けて相互の該当ページを記載。外来，病棟 
で遭遇する頻度の高いcaseを取り上げ，知識がどのような
場面で役立つのかを第一線で活躍するドクターが実体験を
もとに徹底解説。若手医師が苦手とする心臓解剖の知識も
盛り込み，目で見て理解できる紙面構成。
▶ 基礎知識 Knowledge…循環器内科医が知っておくべき
知識を整理する！
▶ 実践 Practice…知識をどのように実臨床で使用したらい
いのかがわかる！
▶ 多彩な囲み記事や目次とのリンクで欲しい情報が一目で
探せる！

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1438-1
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心筋症
編集�筒井 裕之

●204頁・写真200点・定価6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1438-1　2017.10

弁膜症
編集�山本 一博

●240頁・写真250点・定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1439-8　2017.10

肺高血圧症
編集�伊藤 正明

●192頁・写真200点・定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1440-4　2018.3

急性冠症候群
編集�阿古 潤哉

●212頁・写真200点・定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1441-1　2018.10

心エコー図
編集�大門 雅夫

●256頁・写真200点・定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1442-8　2018.4

心臓ペースメーカ・
ICD・CRT・CRT-D
編集�里見 和浩

●276頁・写真200点・定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1443-5　2018.10

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1438-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1443-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1439-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1440-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1441-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1442-8.html
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循環器診療
レジデント・ザ・ベーシック
改訂第2版
編集�心臓血管研究所付属病院

循環器専門医を目指すレジデントにとって必要な情
報を，端的かつわかりやすく解説。カルテの記載方
法から緊急患者への対応法，検査の目的や基礎知識，
疾患別の診断法・治療法，薬剤の使用方法を解説。
「弁膜症のカテーテル治療」と「心不全治療薬」を
追加し，また索引も充実して必要な情報をパッと探
しやすい，待望の改訂第2版！

●B6変型判・528頁
　イラスト383点，写真187点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1974-4
2021.4

循環器診療に活かす
心臓血管解剖学
編集��国立循環器病研究センター　　　　　　

病理部

国立循環器病研究センター病理部がもつ心臓解剖所
見を余すことなく収載した心臓解剖書。500点を超
える鮮明な解剖・病理写真に加え，実際の解剖動画
データを付録。循環器臨床医が知っておくべき心・
血管の解剖を網羅し，“国循”の英知を結集した一冊。
■Web動画視聴権付（2本／11分）�

●A4変型判・226頁
　オールカラー
　写真505点,イラスト34点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1434-3
2016.10

心エコー図検査に役立つ
ヒト心臓形態のすべて
編集�植田 初江　 松山 高明
���泉　 知里　 橋本 修治

国立循環器病研究センターの症例だからこそできた
心エコー図×心臓病理診断アトラス！症例をベース
に心エコー図と病理画像を併載し，所見の特徴，診
断・鑑別診断のポイントを解説。豊富な画像を対比
することで循環器診断のポイントが一目でわかる，
これまでにない1冊。さらに動画も付いて心臓の形
態をより深く理解できる！

●A4変型判・220頁
　オールカラー
　イラスト10点,写真400点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1449-7
2022.2

臨床診断力で差をつける！
循環器医のための
実践臨床循環生理学
心機能・心エコーを診断に有効活用するために
著者�大手 信之
日常診療で理解しておくべき循環生理の知識を整理
し，臨床で活用するためのポイントを解説。視覚的
に理解しやすいように，グラフなど図版をふんだん
に用い，また要所要所でポイントを囲み記事として
解説。患者の見方，心エコー図の読み方などがガラ
リと変わるかもしれない臨床医必読の一冊。

●B5判・172頁
　オールカラー
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1972-0
2021.3

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1974-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1972-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1434-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1449-7.html
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新臨床静脈学
編集�日本静脈学会

総論では静脈の解剖学・生理学の知識，エコーをは
じめとする画像検査，各種治療法の進め方について
詳細かつ平易に解説。各論では，下肢静脈瘤や静脈
血栓塞栓症などを中心に，病態から診断・治療法ま
で実践的に解説。豊富なカラー画像・イラストによ
るビジュアル的なわかりやすさで，静脈疾患の基礎
知識から実臨床における対応まですべてわかる！

●B5判・520頁
　オールカラー
　イラスト120点，写真450点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1961-4
2019.10

新　先天性心疾患を理解する
ための臨床心臓発生学
編集�山岸 敬幸　 白石 公

心臓の発生過程のどの部分の異常により先天性心疾
患が発生するのかについて，部位別かつ時系列的に
記述し，また，心臓発生学・分子生物学の分野に関連
して，基礎から最先端のトピックスについても記載。
改訂にあたって「発生・成り立ち」に関する記載内
容をさらに充実させ，掲載項目についても旧版より
細分化。紙面では解説の見出しを統一することで，
読者が理解しやすい内容となっている。

●A4判・324頁
　オールカラー
　定価 10,780円（税込）
ISBN978-4-7583-1969-0
2021.2

先天性心疾患
編集�中澤 誠

「先天性心疾患」の病態から血行動態，診断，治療，
予後のフォローアップ（術後経過）まで，各疾患が発
症する時期ごとにわけて掲載し，MRIやCT，エコー
画像を豊富に用いてわかりやすく網羅的に解説。�
外科術式やカテーテル治療，SHD等，最新動向も
掲載。また，年間1万人以上が成人期に達するため，
成人先天性心疾患についても簡潔に解説した『先天
性心疾患』の決定版。

●B5判・452頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真1,000点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1403-9
2014.9

腫瘍循環器診療ハンドブック
監修�小室 一成
編集�日本腫瘍循環器学会編集委員会

腫瘍・循環器両領域のエキスパートの執筆により，
多種多様な悪性腫瘍・抗腫瘍薬の特徴とその心血管
合併症への適切な対応，診療科の枠を越えた協力体
制のポイントなど，腫瘍循環器診療に役立つ基礎知
識やわが国におけるスタンダードな診療方法を解説
した，がん患者の心血管合併症管理の指南となる実
践テキスト。

●B5判・248頁
　一部カラー
　イラスト20点，写真30点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1966-9
2020.11

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1961-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1969-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1966-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1403-9.html
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弁膜症診療の〝キモ〟がわかる
徹底討論！
ハートバルブ・カンファレンス
編集�川副 浩平　 泉 知里　 渡邉 望　 渡辺 弘之
「2020年版�弁膜症治療のガイドライン」（日本循
環器学会）に準拠し，症例検討（カンファレンス）
形式により，多様な症例の治療方針決定におけるチ
ーム・アプローチのポイント，ガイドラインが適応
できない場合の考え方や対処法を提示。また方針決
定後の治療結果・経過も記載し，全体を総括して決
定した方針の是非を評価できる構成となっている。

●B5判・284頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真300点
　定価 6,820円（税込）
ISBN978-4-7583-1967-6
2021.3

心不全管理をアートする
脚本はどう作るのか
著者�猪又 孝元
各治療パーツがもつ重みや意義を正確に把握し，適
材適所でパズルを組み立てる作業，すなわち，「心
不全管理」の脚本を書くことこそが，心不全診療で
は非常に重要である。本書は，心不全診療の第一人
者である著者が，日頃，どのように心不全管理の脚
本を書いているかを初公開!!「心不全管理は難しい」
と悩む読者に向けて書き下ろした，著者の診療メソ
ッド満載の読み物。患者が増え続けている心不全の
管理が上手になる1冊！

●A5判・120頁
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1444-2
2017.10

ザ・マニュアル　心不全の心カテ
編集���猪又 孝元
編集協力�石原 嗣郎　坂本 隆史　谷口 逹典

今知りたい心不全の心カテプロトコルを初公開！心
不全患者に対する心臓カテーテル検査の基本手技，
各検査データの読み取り方，疾患病態別のプロトコ
ルを，第一線で活躍するドクターが実体験をもとに
解説。読者が本書のみで実践できるよう，手順にそ
って各ステップにわけ，具体的な心臓カテーテル活
用方法を簡潔かつ丁寧に解説した，日本の心不全心
カテのバイブルとなる1冊。

●B5判・156頁
　一部カラー
　イラスト10点，写真50点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1447-3
2018.4

ザ・マニュアル　
心不全のセット検査
編集���猪又 孝元
編集協力�久保 亨　衣笠 良治　奥村 貴裕

管理が難しい心不全に必要な検査を，病態・原因疾
患ごとに標準的なセット検査メニューとして一目で
わかる形で提示し，所見の解釈のコツやピットフォ
ールの解説を加えた，臨床現場ですぐに使える実践
的書籍。

●B5判・180頁
　一部カラー
　イラスト20点，写真100点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1448-0
2019.4

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1967-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1444-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1448-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1447-3.html
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ザ・ベーシックメソッド
心不全　薬物治療
編集�筒井 裕之
病態が複雑で，適切な投与が難しい心不全の薬物治
療を，第一線の執筆陣がエビデンスと実臨床を基に
解説。基礎知識を実践で十分に使いこなす方法と，
エビデンスだけでは解決できない投与の勘所を，豊
富な図表を駆使してビジュアルで理解でき，新規治
療薬（イバブラジン，サクビトリルバルサルタン，
SGLT2阻害薬）の実践的な使い方・活かし方や服薬
管理・ポリファーマシー対策までを網羅。自信をもっ
て治療を行うための新たな定番書が誕生！

●B5判・320頁
　一部カラー
　イラスト160点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1968-3
2021.3

今さら聞けない心臓カテーテル
第3版
編集�濱嵜 裕司

心臓カテーテルを行ううえでの「ちょっと聞きたい」
「今さら聞きづらい」悩みや疑問をQ&A形式でや
さしく解説。また巻頭に冠動脈の解剖図，巻末には
機種一覧を掲載し，カテーテル検査・治療を行う際
の必須事項を網羅。最新のデバイスやモダリティ，
補助循環，慢性完全閉塞病変に対するテクニックな
どに関する30項目を新たに追加した充実の第3版。

●A5判・464頁
　オールカラー
　イラスト250点，写真450点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1976-8
2021.10

これから始める
心臓カテーテル検査�改訂第2版
編集�矢嶋 純二
心臓カテーテル検査を新たにはじめる若手医師に向
けた実践的入門書。実臨床で最低限必要となる基礎
知識から，実際の穿刺方法，造影方法まで，検査を1
人で行うための知識やテクニックを網羅し，箇条書
きに造影画像＋手元画像＋イラストの一目で理解し
やすい紙面構成。術前の予習として，さらには術後
の復習やレポート作成時にも役立つ必携の1冊。改訂
にあたってグライドシース，スティッフワイヤー等の
新たな機器や薬剤についての項目・記述を追加。

●A4判・448頁
　オールカラー
　イラスト254点，写真933点
　定価 7,920円（税込）
ISBN978-4-7583-1957-7
2019.9

これから始めるPCI　
改訂第2版
編集�及川 裕二

PCIを新たにはじめる若手医師に向けた実践的入門
書。PCIの基礎知識に始まり，各デバイスの構造，
選択および操作方法，さらにPCIの補助ツールとし
て必要なイメージングモダリティや知っておくべき
合併症とその回避方法について豊富な写真・イラス
トを用いて解説。さらに，初版刊行からの約6年の
間に使用可能となった新しいデバイスなど最新の話
題も取り入れた待望の改訂第2版！

●A4判・292頁
　オールカラー
　イラスト200点，写真700点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1959-1
2019.9

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1968-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1408-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1959-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1957-7.html
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PCIエキスパートになるための
28カ条
編集�中村 正人

経皮的冠動脈インターベンション（PCI）について
の基礎はひととおり押さえているが，独り立ちには
まだ不安があるといった若手医師に向けた虎の巻。
これを読めば，エキスパート達が「何を理解し」「何
を考え」「何を身につけ」PCIを行っているのかが
わかる。
手技の上達，さらなるレベルアップのための極意を
凝縮した必携の一冊！

●B5判・182頁
　イラスト30点，写真90点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1973-7
2021.4

明日は我が身
PCI合併症から脱出する術
編著�伊藤 良明
PCI術中に何が起こりうるのか，どう対処すべき
か？　国内でも有数のPCIエキスパートがこれまで
に経験した豊富で貴重な合併症例を紹介し，実際に
切り抜けた方法や究極的な技について解説。稀な症
例・内科的ベイルアウトを断念した症例まで，包み
隠さず赤裸々に，合計千数百枚の画像を用いて徹底
解説。
PCI術者が自身の“疑似”体験として引き出しにスト
ックし，「もしも」に備える一冊。

●B5判・400頁
　オールカラー
　イラスト153点，写真1,417点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1958-4
2019.7

PCI㊙裏技テクニック
編集�伊藤 良明

PCIがもっと上達する秘訣，お教えします。
基本的な症例から困難症例まで，イドワイヤー，ロ
ータブレーター，IVUS，OCT/OFDIなど多様なデ
バイス・モダリティの有効な使い方を中心に，他で
は見ることのできない，経験豊富なPCIエキスパー
トの珠玉の裏技を詳細に解説。難局をうまく突破す
る1ランク上のPCIを実現する1冊。

●B5判・420頁
　オールカラー
　イラスト140点，写真1,050点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1960-7
2019.9

カテーテルスタッフのための
PCI必須知識�3rd�edition
これだけおさえれば大丈夫
編集�木島 幹博　 添田 信之

PCIの施術全体を「スタッフ目線」で俯瞰し，臨床
工学技士や看護師がどう動くべきかをわかりやすく
提示。改訂にあたっては，主に「III　冠動脈の治療
を理解しよう」でPCIのデバイス情報を刷新し，ま
たECMOの項を新規追加。オールカラーでさらに
見やすくなった充実の第3版！

●B5判・340頁
　オールカラー
　イラスト200点，写真400点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1975-1
2021.9

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1973-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1975-1.html
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1960-7.html
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PCIのための虚血評価
FFRスタンダードマニュアル
改訂版『FFRのすべて』を改題し改訂

編集�田中 信大

PCI治療時に必要とされる虚血評価法のなかで，い
ま最も期待されるFFR（冠血流予備能比）を理解し，
使いこなすための知識と技術をまとめた一冊。最新
のエビデンス・症例の収載，注目されつつある他の
モダリティまで解説し，より実践的な内容として虚
血評価と冠動脈疾患の治療につき解説する。

●B5判・272頁
　オールカラー・写真200点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1954-6
2019.3

PCIのための虚血評価
非侵襲的虚血評価
スタンダードマニュアル
編集�松本 直也　　田中 信大

PCIの適応が考えられる慢性冠動脈疾患に対する非
侵襲的虚血評価法（心筋シンチグラム，負荷心電図，
負荷心エコー，CT，MRI等）について，モダリテ
ィごとのさまざまな違いをPCIによる治療にどう活
かし使い分けるか，虚血評価をマルチモダリティで
どう行うかを実践的に解説。慢性冠動脈疾患診断ガ
イドライン（2018年改訂版）の概説も掲載。

●B5判・340頁
　オールカラー・写真200点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1965-2
2020.3

PCIで使い倒す
IVUS徹底活用術�改訂第2版
編集�本江 純子

PCIを行うに際して，「もっとこうしたらIVUSをより
有効に活用できる」という手順，方法などを実例と
ともにわかりやすく解説した，IVUSガイドPCIの実
用書。エキスパートが教える，より効果的かつ安全
にPCIを行うためのIVUSのコツ・注意点・adviceを
満載し，基礎から応用，さらには次世代IVUSの活用
に至るまで，あらゆるシーンですぐに役立つ内容と
なっている。改訂にあたって全面的に内容を刷新。
応用編を増量し，全編フルカラーに変更，さらに動
画配信サービスも付いた充実の改訂第2版！

●B5判・384頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真300点
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1970-6
2020.11

大阪府済生会中津病院編
PCIで使い倒す
OCT／OFDI徹底活用術
編集�志手 淳也
著者�志手 淳也　 木島 洋一　 名越 良治

�上月 周　　 柴田 浩遵　 白樫 貴宏

PCIモダリティとして注目されているOCT／OFDI
（光干渉断層法）ガイドPCIの実際について，その最
先端を行く大阪府済生会中津病院の独自のテクニッ
クや工夫をわかりやすく解説。

●B5判・160頁
　オールカラー
　写真240点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1950-8
2019.3

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1954-6.html
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CTO-PCI 一期一会
難関攻略ノ心得
著者�伊藤 良明

高度な技量と広範な知識が要求される慢性完全閉塞
病変（CTO）に対するPCIについて，術者が何を，
どう考え，どのように手技を行なっているかを著者
の豊富な経験に基づいて症例を提示しながら具体的
に解説。
CTO手技の“キモ”を理解し実践するための指南書。

●B5変型判・360頁
　オールカラー
　イラスト179点，写真1,783点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1971-3
2021.9

超音波ガイドEVT
体表面エコー，IVUSの徹底活用で
手技成功に導く
編集�平野 敬典
体表面エコー・IVUSガイドによる末梢動脈治療
（EVT）に必要な考え方・手技を身につけ，困難な
症例にも対応できるスキルを養成する書籍。実症例
を基に各施設の独自の工夫など，明日からの実臨床
にすぐに役立つ実践的な知識を提供。さらに「成功
のTips」「トラブル回避法」などの囲み記事で，エ
キスパートの視点や考え方，応用的な手技を身につ
けられる。

●B5判・336頁
　オールカラー
　イラスト250点，写真600点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1964-5
2020.3

複雑病変に挑む
EVT最新テクニック
Tokeidai�style
著者�浦澤 一史
進化著しいEVT治療のエキスパート，浦澤一史先生
が実際に治療した症例をもとに，流れに沿って，手
技のポイントを豊富な高解像度の画像と共に紹介。
約100症例をコンパクトにまとめ，EVTに対してど
のように考え取り組んだらよいのか（治療法の選択，
カテーテルの選択），どのテクニックを身につけた
らよいのか，複雑病変へ挑む際に必ず成功する考え
方，実手技，注意すべきポイントを徹底解説！

●B5判・248頁
　一部カラー
　写真800点，イラスト30点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1411-4
2013.11

DCAスターターマニュアル
編集�濱嵜 裕司　 添田 信之

DCAを今こそ学びたいドクター，今まで一度も手
技を行っていない若手ドクターに向けて，どのよう
な症例を選び，どのように考え，検査を行い，手技
を行えばいいのかを具体的に解説。DCA機器の構
造から操作法，病変別の実例やトラブルシューティ
ングまで，豊富な画像とイラストを用いて徹底解説。
カテ室スタッフが知っておくべき注意点等について
も具体的に記載。DCAを行うための「思考力」と「技
術力」を身につけられる1冊。

●B5判・156頁
　一部カラー・写真200点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1431-2
2016.3

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1431-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1964-5.html
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これから始める
カテーテルアブレーション
手技がわかる，流れがつかめる
編集�大塚 崇之
カテーテルアブレーションに従事する医師が身につ
けるべき基礎知識，特に「電気生理学的検査」につい
ては，電気生理学から検査の概要・手順等を詳細に
わかりやすく掲載し，各疾患の診断・治療法を実際
の流れに沿って徹底解説。心電図を読み解く際に注
目すべき部分は，画像を豊富に用いて詳細に解説。
アブレーションで必要な知識を網羅し，手技の流れ・
コツがつかめる1冊。

●A4判・224頁
　オールカラー・写真500点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1430-5
2016.4

今さら聞けない心臓ペースメーカ
編集�岡村 英夫

ペースメーカに携わるスタッフが日頃から疑問・不
安に思う内容を取り上げ，Q&A形式で簡潔に解説。
今さら恥ずかしくて聞けないような初歩的な疑問か
ら，逆に聞かれても答えに窮するような内容，また
困ったときの対処法，ちょっとしたコツ，治療の豆
知識，注意点などを，ペースメーカの適応・設定か
らフォローアップに至るまで幅広く取り上げ，実際
の診療の流れに即して構成し，わかりやすく解説。

●A5判・320頁
　一部カラー
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1425-1
2015.8

ひとりでマスター
心臓ペースメーカ植込み術
著者�岡村 英夫
ペースメーカ植込み術に従事する医師が身につける
べき標準的な手技を，画像を多用して具体的に解説。
透視下穿刺等では透視＋手元の画像を対比させて掲
載。解剖イラストや，必要となる画像の読み方，心
電図の読み方も適宜挿入しながら，手技の流れ，注
意点，コツを箇条書きでコンパクトにまとめた，先
輩がいなくても植込み術が一人でできるようになる
1冊。ペースメーカ植込み術で著名な岡村英夫先生
の手技動画が視聴できるDVD付（12本/計 約30分）。

●B5判・120頁
　オールカラー・写真100点
　DVD-VIDEO付き
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1446-6
2018.2

こんなときどうする　
ペースメーカプログラミングの
キモ !
監修�山科 章　　著者�五関 善成

ペースメーカの普及により，自施設では使っていな
いペースメーカを植込まれた患者を診察・治療する
ケースも増えてきた。外来で慌てず患者の状況に応
じた対応・設定をするためのキモ！をまとめた�
1冊！

●B5判・178頁
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1953-9
2019.7

循環器内科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1430-5.html
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今知りたい疑問に答えました！
心不全治療に心エコーを生かす
Q&A�115
編集���瀬尾 由広　 上嶋 徳久
編集協力�大手 信之　 山田 聡　 土肥 薫
心機能をどのように評価し心不全の治療に役立てる
のか，心エコー所見をどのように目の前の患者の治
療に落とし込むのか等，研修医や若手循環器内科医
が今知りたい情報をQ&A形式にまとめ，疑問に答
える形でやさしく解説。今日から役立つ，心不全治
療をレベルアップする方法を教えます！

●B5判・256頁
　オールカラー
　イラスト220点，写真245点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1436-7
2017.4

ガイドラインに
心エコーを生かす
ケースから学ぶ指針の解釈と活用
編集�瀬尾 由広　 上嶋 徳久

心エコー図検査においてガイドラインをどう解釈し
活用していくべきか，各疾患に関連するガイドライ
ンのポイントと，診断・治療のコツを具体的な症例
をもとに解説。どのように臨床に落とし込み・擦り
合わせて生かしていくか，そのエッセンスを凝縮，
臨床に「生かす」一冊。

●B5判・296頁
　オールカラー
　イラスト69点，写真564点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1963-8
2020.4

これから始める心エコー
絶対撮れる,　1人で撮れる
編集�芦原 京美　 大門 雅夫

基礎知識のおさらいから，機器の準備と操作や各断
面別の描出法，症状別のエコーの撮り方・見分け方
等までを徹底解説。必要なエコー画像を撮るために
はどうすればいいのかを，エコー画像＋手元画像＋
解剖図と超音波ビームで詳細に図解。トラブルシュ
ーティングではイラストを多用し，被検者をどのよ
うに導いたらよいか，被検者の特徴別に会話形式で
解説。心エコーで必ず絵が出る方法，教えます！

●A4判・196頁
　オールカラー
　写真600点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1415-2
2014.7

これから始める
血管エコー�改訂第2版
描出のコツと再現性を高めるためのテクニック
編集�種村 正　 小谷 敦志

血管エコーを使いこなすために必要な知識と技術を
まとめ，再現性を高めるために必要なテクニックを，
解剖イラスト＋プローブ位置＋エコー画像の一目で
理解できる紙面で解説。「エコー検査報告書の書き
方」も，よい例／悪い例を併せて掲載。頸動脈，下
肢深部静脈，下肢表在静脈など，関連ガイドライン
の改訂に則した内容にアップデート。

●A4判・240頁
　オールカラー
　イラスト152点，写真617点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1962-1
2020.3

循環器内科
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新 今さら聞けない心エコー図
編集�田中 秀和 

好評を博した『今さら聞けない心エコー図100』が
新版となって内容を全面刷新。臨床現場ですぐに使
える知識を提供するとともに，初版刊行から10年
の間に変化した知識・最新の内容を網羅。日頃から
若手の医師や技師を指導している著者の経験を生か
し，若手の循環器内科医や臨床検査技師のニーズ・
率直な疑問にQ＆A形式で答える “痒いところに手
が届く”一冊。

●A5判・296頁
　オールカラー
　イラスト60点，写真400点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1977-5
2022.4

今さら聞けない心電図
改訂第2版
編集�池田 隆徳

心電図に関する日頃の疑問を，Q&A形式でエキス
パートがわかりやすく実践的に解説。「Point」
「Advice」など臨床現場ですぐに使える知識も満
載で，知識の確認として，あるいは臨床に活用でき
る知識を身につける実践書として役立つ1冊。最新
機器や新しい疾患概念など20項目を追加した充実
の改訂第2版！

●A5判・312頁
　一部カラー
　イラスト80点，写真300点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1978-2
2022.3

今さら聞けないIVUS
著者�森野 禎浩　 宮澤 亮義　 椎原 大介

齊木 力　　 納口 英次

多施設のIVUSを行っている医師，技師にアンケー
トを実施し，基礎的内容から実際の検査上までの疑
問点などを抽出し，Q&A形式で明確に解説。知識の
確認に活用できる一冊。

●A5判・180頁
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-0180-0
2008.3

治療戦略に活かす!
心臓CT活用マニュアル
監修�華岡 慶一
編集�真鍋 徳子　　管家 鉄平

�佐野 始也　　山口 隆義

常に拍動している心臓の静止画像を取得するための
ポイントとコツを，診療放射線技師・循環器科医・
放射線科医の視点から解説。「心臓CTではこう見え
る」「こう撮像すれば治療戦略に活かせる」「ここを読
影すれば治療戦略がうまくいく」を徹底解説。心臓
CTを使いこなし治療戦略に役立てられる一冊。

●B5判・312頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真200点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1609-5
2019.3

循環器内科
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呼吸器内科 腎臓・透析

初めて握る人のための
気管支鏡入門マニュアル
杏林大学呼吸器内科編�改訂第2版
編集�石井 晴之　 小林 史
気管支鏡をこれから始める若手呼吸器科医，および
研修医に向け，イラストと写真を基に手順や操作を
丁寧に解説。改訂にあたって，末梢気管支の同定（”枝
読み”），EBUS-TBNAの解説が加わり，さらに各操
作に関わるお手本動画を追加。研修医に人気の杏林
大学呼吸器内科が誇る洗練テクニックとコツがわか
る気管支鏡の入門書。

●B5判・188頁
　オールカラー
　イラスト140点，写真220点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1813-6
2021.3

改訂第2版
腎生検診断Navi
編著�片渕 律子

ロングセラーの初版のよさはそのままに，最新の情
報にアップデートした改訂第2版。初版刊行後に追
加・変更された分類や定義を掲載し，画像も差替え・
追加してクオリティを上げた。また，「Fabry病」「糖
尿病性腎症」「移植腎病理」「腎生検でみられる血管」
の新規項目や，付録「FSGSのVariant分類」「MPGN
のType分類」を追加。シンプルに覚え，“木も診て，
森も診る”ための腎病理ナビゲーション。

●B5変型判・128頁
　オールカラー
　写真282点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-0396-5
2016.6

バスキュラーアクセスの手技 & Tips
腎臓内科医と形成外科医のコラボレーション
著者�岡崎 睦　 佐藤 英一

透析のプロである腎臓内科医と血管吻合のプロであ
る形成外科医がタッグを組んだ！さまざまな基礎疾
患を抱える個々の患者に合った，長持ち・穿刺のし
やすいVA作製のノウハウを，豊富な写真とイラス
トでわかりやすく解説。また，瘤や狭窄・逆流など
のトラブル対策や，VA作製後の術後管理と穿刺に
ついても具体的に紹介。初心者から，シャントトラ
ブルに対応する上級医まで使える1冊！

●A4変型判・132頁
　オールカラー
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1801-3
2018.1

バスキュラーアクセス
サルベージ手術集
著者�岡崎 睦　 佐藤 英一

好評刊『バスキュラーアクセスの手技＆Tips』の
姉妹編が登場！�形成外科医と腎臓内科医がコラボ
レーションし，バスキュラーアクセス後のトラブル
に対するサルベージ手術を，部位毎に徹底解説！

●A4変型判・228頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真500点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1895-2
2021.8

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1813-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0396-5.html
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免疫・アレルギー・膠原病血液・造血器

�血液内科医にアクセスする前に読む
“血液疾患もどき”鑑別症例帖
Diagnostic�Skills�for�Mimics�of�
Hematologic�Disorders
著者�脇本 直樹
内科で多く潜むcommonな“血液疾患もどき（ミミ
ック）”の症例を集めた一冊。研修医と指導医の会話
形式で若手がつまづきやすい点を整理しながら検査
値，身体・画像所見，症候の見極めを解説。もどき
を見抜くポイントを知ることで鑑別診断が捗り，自
己解決できるようになる。コラム解説も充実。

●A5判・256頁
　一部カラー
　イラスト10点，写真80点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1816-7
2022.3

レジデント・ジェネラリストのための
リウマチ・膠原病診療
痛み・検査・症状から解く診断への
アプローチと押さえておきたい治療戦略
著者�猪飼 浩樹　 滝澤 直歩
専門医はどこをみているのか，実際のケースをもと
に膠原病診療に必要な知識・着眼点・考え方のコツ
を，コンパクトにわかりやすく解説。実際のケース
をもとに，総論（身体所見，問診），診断，治療を
1冊で網羅。また「ヒントとなる主訴・症状」と「そ
の項目で取り上げられている主な疾患」がひと目で
わかる構成。

●A5判・508頁
　一部カラー
　電子版付き
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-2231-7
2022.3

Evidence Based Medicineを活かす
膠原病・リウマチ診療　第4版
編集��東京女子医科大学病院膠原病リウマチ 

痛風センター
責任編集�針谷 正祥　 編集�猪狩 勝則
世界でも最大規模の豊富なデータ・症例を余すこと
なく用い，国内外のガイドラインの改訂や第3版以
後に明らかになったエビデンスも可能な限り引用し
てアップデートした第4版。妊娠・出産，移行期医
療に関連する項目を新設，また薬物療法に留まらず
治療戦略やアルゴリズムも掲載。書籍に掲載してい
ない症例写真を含む電子版付き。

●B5判・678頁
　一部カラー
　イラスト20点，写真120点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1807-5
2020.5

改訂第9版
リウマチ専門医試験
例題と解説
編集�日本リウマチ学会

日本リウマチ学会編として刊行しているリウマチ専
門医試験の過去問題集。今回は改訂第9版として
532題を掲載。そのうち新規として第32回（2018
年度），第33回（2019年度）の出題問題から34題
が掲載されている。リウマチ専門医試験に備えるた
めには欠かせない1冊である。

●B5変型判・436頁
　カラー口絵
　イラスト75点，写真160点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1887-7
2020.10

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1807-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1887-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1816-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2231-7.html
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改訂第3版
老年医学テキスト
編集�社団法人 日本老年医学会

老年病専門医制度研修カリキュラムに準拠した日本
老年医学会編集の公式テキスト。現在の老年医学の
実際に則して改訂。専門医試験受験のために，また，
老年医学を学びたいコメディカルやスタッフ，学生
などにとっても最適の書。

●A5判・640頁
　上製本
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-0475-7
2008.6

高齢者の安全な薬物療法
ガイドライン 2015
編集�日本老年医学会
����日本医療研究開発機構研究費・高齢者の 

薬物治療の安全性に関する研究研究班
多剤併用などによる薬物有害事象の多い高齢者に対
する薬物療法の安全性を高める目的で2005年に初
めて作成されたガイドライン。「高齢者に対する適
切な医療提供の指針（2014）」の骨子も踏まえて改
訂。クリニカルクエスチョンとキーワード，エビデ
ンスの質・推奨度を明記。安全性に主眼を置いた，
高齢者診療に携わる医師，医療スタッフ必携の1冊。

●B5判・172頁
　定価 1,430円（税込）
ISBN978-4-7583-0490-0
2015.12

改訂版 健康長寿診療ハンドブック
実地医家のための老年医学のエッセンス
編集�日本老年医学会
現行の医療・介護・福祉制度のなかで，より良い高
齢者医療を提供するために，すべての医師が理解す
べき高齢者医療の必須項目を解説。高齢者のうち特
に老年医学的アプローチが必要な対象をスクリーニ
ングし，担当医が介入する病態，専門医への紹介が
必要な病態，他職種との連携が必要な病態に大きく
分類，さらに老年医学的アプローチによる診療を行
うためのミニマムエッセンスを提供することを目指
した実践的ハンドブック。

●B5判・224頁
　一部カラー・イラスト50点
　定価 1,100円（税込）
ISBN978-4-7583-0495-5
2019.6

慢性期医療のすべて
監修�武久 洋三　 
編集�武久 敬洋　 北河 宏之

実際の慢性期医療現場で要求されるのは，既存の教
科書にあるような老年医療の理論ではなく，より実
践的なノウハウである。本書は，全国に27病院を
傘下にもつ平成医療福祉グループのノウハウを1冊
に集約。診療，リハビリテーション，看護・介護，
薬剤，栄養まで，慢性期医療のすべてをこの1冊で
マスター！

●B5判・416頁
　イラスト50点，写真80点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1803-7
2017.10

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0475-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0495-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0490-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1803-7.html
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子どもの心臓聴診
聴診からわかる病態
著者�中澤 誠

診療現場には聴診器が必ずあり，正しい聴診を行え
ば心エコー機器がなくても，心機能の良し悪しを月
齢・年齢を超えて簡単に推量できる。所見をしっか
り把握し，疑問をもち診療に当たることが大切であ
り，正しい聴診が適切な診療への第一歩になる。著
者の長年の診療現場での実際の心音を聴きながら，
正しい聴診技術を身につけることができる。聴診音
ストリーミング配信付き。

●A5判・124頁
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1956-0
2019.4

小児超音波診断のすべて
編集�金川 公夫　 河野 達夫

小児の超音波診断では，身体や臓器のサイズ・発達
状態などから画像診断や描出のテクニックは成人と
は異なるコツがある。本書は，小児・新生児におい
ては頭部も含め全身の診断に有用なモダリティとな
った超音波検査による，病変の描出，読影のテクニ
ックから診断までをまとめた1冊。体の部位ごとに，
正常例と描出テクニック，疾患の病態解説と症例画
像解説をまとめ，貴重な症例も多数掲載。小児超音
波のすべてを網羅した決定版！

●B5判・648頁
　オールカラー
　イラスト230点，写真1,460点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1580-7
2015.12

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1580-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1956-0.html
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外科専門医への
知識のfundamentals
先輩たちからの道しるべ
監修���北野 正剛　 
編集���白石 憲男　 藤島 紀
編集協力�二宮 繁生
外科専門医修練カリキュラムに則して，押さえるべ
きポイントを明示しながら，修得すべき基本的知識
をまとめた1冊。練習問題とその解答と解説で，知
識の確認ができる。外科専門医を取得した先輩医師
たちが求めていた本を，自らの手で執筆。外科専門
医予備試験（筆記試験）の前に絶対必要となる1冊。

●B5判・784頁
　2色＋4色刷
　イラスト300点，写真80点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1526-5
2016.12

外科専門医への検査・
処置手技のfundamentals
監修���北野 正剛
編集���白石 憲男　二宮 繁生
編集協力�藤島 紀

外科専門医に求められる診断技術や外科的処置の手
技を1冊にまとめたテキストがついに完成！外科専
門医修練カリキュラムに則して項目ごとに一般目標
や行動目標を提示し，修得すべき検査・処置手技に
ついて一からわかるよう基本から解説。外科専門医
を目指す医師だけでなく，指導医にも役立つ1冊！

●B5判・424頁
　一部カラー
　イラスト120点，写真100点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1535-7
2018.10

改訂第2版
外傷処置・小手技の技 & Tips
はやく,要領よく,きれいに仕上げる極意
編著�岡崎 睦
外科医が日々行っている手技を「皮膚の縫合法」「手
術」「外傷に対する処置」「手術が上達する秘訣」に
分け，それぞれの具体的なシチュエーションをあげ，
よりはやく，要領よく進めるコツをわかりやすく紹
介。さらに，形成外科的視点から，患者の整容も含
め，きれいに仕上げるためのポイントも解説。改訂
にあたって，より充実した内容となった。

●A4変型判・168頁
　オールカラー
　イラスト600点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1879-2
2020.1

傷・創・小外科対応の術 ＆ Tips
ちがい,例外, 想定外をひもとく
編著�岡崎 睦
臨床の場ではすべてが教科書通りに進むわけではな
く，違いを見抜き例外を知り，それぞれに異なる適
切な対応が求められる。時には「想定外」の経過を
たどることもあるが，想定外を想定内に変えれば事
前に回避することが可能になる。また患者さんへの
説明・対応に関しても，医療従事者と一般人での医
療に関する「常識」の違いを認識しておくことが大
切である。あえて患者さん目線による解説を入れ，
より充実した医療を行うための実践書。

●A4変型判・180頁
　オールカラー
　イラスト600点,写真150点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1885-3
2020.7

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1526-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1885-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1535-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1879-2.html
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さて,�どうする？
かかりつけ医のための
外科系common disease
診療ガイド
編集�白石 憲男　 上田 貴威　 二宮 繁生
外科系の処置が必要なcommon�diseaseについて，
かかりつけ医としてどう対応すべきか，ポイントや
注意点を1冊で網羅。具体的な症例を元に，鑑別診
断までの流れ，診断後の初期治療，専門医に紹介す
るタイミング，帰院（退院）した患者のケアまでを，
現場の第一線で診療に当たる医師が解説。

●B5判・304頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真50点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1541-8
2021.10

ひとりでこなす
外科系外来処置ガイド
監修�北野 正剛　 編集�白石 憲男

日常で多々起きる小さな怪我や事故。専門外の患者
が来ても困らないよう，外来で行う最低限の怪我の
処置法・治療法を，豊富なカラーイラストと写真を
用いて具体的に解説。また，処置後の具体的な処方
例や，さらに，救急を要するときの最低限すべきこ
と，他科（専門医）へのコンサルトのタイミングなど
もわかりやすく解説。外科医だけでなく内科医，当
直医，開業医にも役立つ一冊。

●B5判・360頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真30点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-0462-7
2013.4

術中蛍光イメージング実践ガイド
ラボからオペ室まで
監修�日本蛍光ガイド手術研究会
編集�石沢 武彰
術中の蛍光イメージング技術について，①初めて機
器を導入する方法，②各診療科での基本的活用法，
③応用的活用法と最先端の研究開発，の３部構成で
詳しく解説。各診療科の第一人者が具体的症例を提
示しながら紹介している。また実際に蛍光イメージ
ングを臨床に用いている映像をWeb動画で配信。
外科医，オペナース，ME，MR，メーカー開発者，
基礎研究者の方々にお薦めの１冊。

●B5判・354頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真200点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1537-1
2020.10

FUSE資格者が教える
電気メス
使いこなすための原理と
意外と知らないリスク
著者�渡邊 祐介
安全かつ効果的に電気メスを使いこなすために押さ
えておくべき原理や有害事象のメカニズムを，コン
パクトかつ平易に丁寧に解説した，トラブルシュー
ティングとしても役立つ実践書。巻末にはFUSE（米
国消化器内視鏡外科学会公式プログラム）の協力に
よる用語集も掲載。外科医のみならず，看護師やCE
など手術に携わるすべてのスタッフに有用な一冊！

●A5判・144頁
　オールカラー
　イラスト105点，写真30点
　定価 3,520円（税込）
ISBN978-4-7583-0468-9
2022年4月刊行予定

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1537-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0462-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1541-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0468-9.html
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オールカラーに刷新！
新紙面，新体制で

『新NS NOW』シリーズ
好評発売中！

専門医を目指す医師から，サブスペシャリティを選択
しようとしている専門医まで，脳神経外科手術手技の
習得に必携の新シリーズ
●知識の拡充をがっちりサポート！
・オールカラーで，よりビジュアルな誌面に。豊富なカラー
写真・イラストで細部まで見やすく，わかりやすい！
・手術だけでなく，手術周辺のテーマも取り上げ，新しい
切り口で構成。

● 教科書的な内容ではなく，ベテラン医師の「本音」や
「こだわり」を重視。「一見些細な術中の動作」や
「ルーチンの手順」に隠れているテクニックを
余すところなく紹介。

編集委員
森田　明夫
伊達　勲
菊田　健一郎

●A4判・平均180頁程度・オールカラー
　全巻定価合計 250,800円（税込）

脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1561-6
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 1	バイパス術のすべて
次世代への技術の継承

●196頁・イラスト100点，写真60点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1561-6　2015.2

 2	 	若手脳神経外科医が経験	
したい手術アプローチ
専門医としての第一歩

●180頁・イラスト100点，
写真60点・定価 12,100円（税込）

ISBN978-4-7583-1562-3　2015.5

 3	 基本開頭術と頭蓋底開頭術
速く・美しい展開への道しるべ

●180頁・イラスト100点，写真60点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1563-0　2015.9

 4	脳・脊髄腫瘍摘出のための引き出し
腫瘍摘出のコツとピットフォール

●224頁・イラスト120点，写真90点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1564-7　2015.12

 5	IからXIIまで
脳神経からみた脳神経外科手術

●176頁・イラスト100点，写真80点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1565-4　2016.3

 6	痛みの手術
PAIN FREEへの扉

●152頁・イラスト120点，写真100点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1566-1　2016.5

 7	脳波判読の基礎と手術への応用
脳波ギライを克服しよう!

●184頁・イラスト120点，　写真100点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1567-8　2016.9

 8	脳神経外科手術のコンパス
術中機能・画像情報モニタリングマニュアル

●216頁・イラスト140点，写真100点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1568-5　2016.12

 9	 	デバイスとITを使いこなす	
脳神経外科手術
器具・機器を知って
テクニックに生かす

●156頁・イラスト100点，写真120点
定価 12,100円（税込）

ISBN978-4-7583-1569-2　2017.3

10	 	脳動静脈奇形治療の	
これまでとこれから
脳神経外科のエベレスト登山

●200頁・イラスト120点，写真140点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1570-8　2017.5

担当編集委員
森田　明夫

担当編集委員
伊達　勲

担当編集委員
菊田　健一郎

担当編集委員
森田　明夫

担当編集委員
伊達　勲

担当編集委員
菊田　健一郎

担当編集委員
三國　信啓

担当編集委員
森田　明夫

担当編集委員
伊達　勲

担当編集委員
菊田　健一郎

脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1561-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1570-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1562-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1563-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1564-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1565-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1566-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1567-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1568-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1569-2.html
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11	 Advanced脳血管内治療
一歩上の治療を目指して

●192頁・イラスト120点，写真150点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1571-5　2017.9

12	 	Minimally	Invasive		
Neurosurgery	:	Up	date
脳・神経・外科 低侵襲手術の今

●204頁・イラスト120点，写真160点
　定価 12,100円（税込）

ISBN978-4-7583-1572-2　2017.12

13			脳室を征服する
アプローチとテクニックの王道

●156頁・イラスト90点，写真140点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1573-9　2018.3

14			脳・脊髄外傷の治療
外傷診療を再発見しよう

●160頁・イラスト120点，写真120点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1574-6　2018.5

15			脳幹・脳深部の手術
手術アプローチの基本と手術の考えかた

●160頁・イラスト130点，写真130点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1575-3　2018.9

16			Neurosurgical		
Re-Operations
脳神経外科における再手術・再治療

●188頁・イラスト100点，写真150点
　定価 13,200円（税込）

ISBN978-4-7583-1576-0　2018.12

17			脳動脈瘤　
専門医になるための基本ポイント

●176頁・イラスト130点，写真330点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1840-2　2019.4

18			Neurosurgical	Controversies
脳神経外科の最新ディベート

●248頁・イラスト151点，写真418点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1841-9　2019.8

19		Advanced神経内視鏡手術
神経内視鏡の可能性をさらに拡げる

●132頁・イラスト72点，写真213点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1842-6　2019.10

20			専門医を目指す医師のための器具の使い方
と基本手技　脳神経外科専門医に求められる技

●214頁・イラスト178点，写真325点・定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1843-3　2020.2

担当編集委員
吉村　紳一

担当編集委員
森田　明夫

担当編集委員
伊達　勲

担当編集委員
菊田　健一郎

担当編集委員
斉藤　延人

担当編集委員
森田　明夫

担当編集委員
菊田　健一郎

担当編集委員
黒田　敏

担当編集委員
伊達　勲

担当編集委員
森田　明夫

（新NS NOW）
脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1571-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1843-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1572-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1573-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1574-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1575-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1576-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1840-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1841-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1842-6.html
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新 脳神経外科手術のための解剖学
編集幹事　松谷　雅生　　堀　智勝　　浅野　孝雄
編集　　　塩川　芳昭　　斉藤　延人
　　　　　川原　信隆　　金　彪

脳神経外科手術書のスタンダード，待望の改訂新版。
脳神経外科医必須のアプローチに加え，神経内視鏡，
バイパス手術，CEAを追加。開頭から硬膜切開，顕
微鏡下手術へと順を追い，病変の立体像を捉えるた
めの病変周囲の解剖から，病変の形状・位置によっ
てどのアプローチが最も安全で効率がよいかを豊富
なイラストを中心に解説。手術計画の基本となる手
術イメージをつくりあげる際に役立つ実践的解剖書。

●A4判・248頁
　上製本・オールカラー
　イラスト367点，写真132点
　定価22,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1577-7
2019.2

脳神経外科
周術期管理のすべて　第5版
編集　松谷　雅生　　田村　晃　

　藤巻　高光　　森田　明夫

脳神経外科手術の著しい進歩，ガイドラインの改訂
に対応して大幅改訂。また各地の災害を踏まえて「災
害時の対策」も追加。脳神経外科医およびそれに関
わるスタッフ必携！

●A5判・896頁
　一部カラー
　イラスト127点，写真503点
　定価11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1849-5
2019.5

脳神経外科専門医をめざすための
経験すべき手術44
総編集　河瀬　斌
編集　　片山　容一　　佐野　公俊
　　　久保田　紀彦　　阿部　俊昭

脳神経外科専門医試験を受けるまでの6年間に習得
すべき手術44術式がイラストでわかる解説書。研修
必須項目をすべて網羅。脳神経外科専門医をめざす
ならまずこの1冊！

●A4判・304頁
一部カラー
イラスト290点，写真150点

　定価16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-0907-3
2007.10

脳腫瘍外科	
経験したい手術16
スタンダードからアドバンス
編集　中尾　直之　　井川　房夫

専門医を目指す脳神経外科医が経験すべき脳腫瘍に
対する手術手技をイラスト・写真・動画で丁寧に解
説。ステップアップのポイント，陥りやすいピット
フォールの解説も充実。

●A4判・364頁
　オールカラー
　イラスト240点，写真509点
　定価16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1850-1
2019.4

脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1577-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1850-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1849-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0907-3.html
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脳神経外科手術のための
術後感染症予防実践マニュアル
監修　宮本　享
編集　井川　房夫　　三國　信啓　　森田　明夫

術前から術中・術後までの感染症予防対策をトータ
ルに解説。脳神経外科におけるガイドラインの基本
的な考え方についても解説し，また万が一感染症が
起きてしまったときの治療法も解説。術者のみなら
ず手術にかかわるスタッフ全員が必携の1冊！

●B5判・172頁
　一部カラー
　イラスト9点，写真62点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1857-0
2021.9

パーフェクトマスター
頚動脈狭窄症
監修　永田　泉
編集　中原　一郎

頚動脈狭窄症の診断・治療に携わる医師が，内科的
治療，外科的治療（CEA），血管内治療（CAS）のい
ずれにも偏らない包括的な必須知識を学べる書籍。
頚動脈狭窄症の病態から治療までをトータルに学ぶ
ことができ，病態を的確に見極め，最適な治療を選
択するために役立つ一冊。

●B5判・504頁
　オールカラー
　イラスト88点，写真580点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1557-9
2017.4

パーフェクトマスター
脳血管内治療　第3版
必須知識のアップデート
監修　滝　和郎
編集　中原　一郎　　太田　剛史

脳血管内治療の基礎から実際までを網羅した待望の
第3版。進歩が著しい治療技術，機械器具の最新情
報を「Cutting-edge Knowledge」として紹介し，
また押さえておきたい難しい手技を「Technical 
tips」で解説。脳血管内治療の専門医を目指す医師
の教科書として役立つ書籍となっている。

●B5判・692頁
　オールカラー
　イラスト150点，写真1,205点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1854-9
2021.5

脳動脈瘤に対する
血管内治療 知行合一
編集　大石　英則

脳動脈瘤に対する血管内治療の総論からテクニック
別，部位別，新技術について，陽明学の命題の一つ
である『知行合一』に沿って構成。【知】では，標準的
な知識や，エビデンスレベルの高い報告など基本的
な内容を解説。【行】では，臨床現場で必要とされる
テクニックなどを解説。【合一】では，知と行を総合
して，適応，治療戦略，治療戦術をまとめた。脳神
経血管内治療医必読の1冊。

●B5判・332頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真200点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1579-1
2017.12

脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1557-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1854-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1579-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1857-0.html
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チーム力Up　脳血管内治療
カテーテルスタッフの必須知識
編集　吉村　紳一

脳血管内治療には，医師を中心に看護師や放射線技
師などの存在が欠かせない。本書では，まず解剖や
機器など脳血管内治療に必要な基礎知識と術前～術
中～術後の流れを把握。さらに，代表的な疾患を取
り上げ，その特性と具体的な症例を用いた治療方法
を，各種スケールなど検査に必要な情報も盛り込み
ながら解説。各項目は医師の行動を軸に，看護師の
ポイント，放射線技師のポイントを掲載し，手術の
流れに沿って各職種の連携がよくわかる1冊。

●B5判・240頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真50点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1555-5
2015.4（品切れ／電子版あり）

医師・技師・看護師で臨む
ONE	TEAM脳血管内治療
編集　吉村　紳一

脳血管内治療の実際を，医師・診療放射線技師・看
護師のそれぞれの視点から解説。疾患（手術）ごと
に流れを示しながら「このとき医師はこう考えてい
る」「次にこうした治療手技があるので技師・看護
師はどのような注意が必要か」と，医師からは技師・
看護師への要望を，技師・看護師ではベテランの立
場から後輩に向けてのポイント解説とアドバイスを
記載。

●B5変型判・164頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真120点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1851-8
2020.3

脳血管内治療　
スタート&スタンダード
編集　吉村　紳一

脳神経外科領域において今最も注目されている脳血
管内治療のスタートを助け，スタンダードの獲得に
至る，脳血管内治療の入門書。「スタート編」では機
材のセットアップから基本的なカテーテルの挿入と
トラブル対処など，脳血管内治療を始めるにあたっ
て必要な基本的知識を解説。「スタンダード編」では
特に適応となることの多い「脳動脈瘤」「急性期脳梗
塞」「頚動脈狭窄症」を集中的に取り上げ，カテーテ
ル治療のスタンダードを具体的に解説。

●B5変型判・196頁
　オールカラー
　イラスト200点，写真120点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1845-7
2018.10

神経内視鏡治療　
スタート&スタンダード
編集　伊達　勲

機材のセットアップなどスタートに必要な知識から
特に適応となる疾患における運用と実際までを，豊
富な写真とイラストで詳述。これから神経内視鏡に
よる手術を本格的にはじめようとする医師だけでな
く，すでに取り組んでいる医師にとっても現時点で
の内視鏡治療のスタンダード手技を学ぶことができ
る1冊。

●B5変型判・184頁
　オールカラー
　イラスト70点，写真150点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1848-8
2019.1

脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1845-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1848-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1555-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1851-8.html
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機能的脳神経外科
診療ガイドブック
編集　三國　信啓

総論では，各種ガイドラインから，検査，外科的手
術，定位放射線，ニューロモデュレーションなどの
治療法まで，機能的脳神経外科の基本的な知識を解
説。各論では，Q&A方式で，各疾患に対する治療
を日常診療に即して解説。各項目の最後には，脳神
経外科専門医試験対策のための「Practice」も掲載。
これから機能神経外科を目指す脳外科医にも，日々
の診療にも役立つ一冊。

●B5変型判・224頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真200点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1846-4
2018.4

メディカルチームのための
	ニューロモデュレーション治療	
完全ガイドブック
DBS・SCS・ITBの必須知識
編集　 上利　崇　　旭　雄士　　井関　雅子　 

内山　卓也　小林　一太　深谷　親
ニューロモデュレーション治療は術後の管理が重要
であり，医師・コメディカルがそれぞれの役割を果
たしながら進めていかなくてはならない。脳深部刺
激療法（DBS），脊髄刺激療法（SCS），バクロフェン髄
腔内投与療法（ITB）について，チーム医療を行ううえ
で共有すべき知識をコンパクトに解説。日本モデュ
レーション学会指定講習会（NMSP）コーステキスト。

●B5判・272頁
　オールカラー
　イラスト49点，写真131点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1853-2
2020.4

脳卒中の外科
エキスパートを目指す侍たちへ
監修　冨永　悌二
編集　井川　房夫　　黒田　敏　　清水　宏明

若手脳神経外科医向けに，脳卒中の外科治療の基礎
知識から基本手技，脳血管障害に対する術式をイラ
スト・写真を用いて解説。さらに手術計画，セット
アップ，モニタリング，基本手技，手術の実際等，
知っておくべき必須事項も網羅。術式は，紙面で解
説するだけでなく，ストリーミング配信で実際の手
術動画を見ることが可能。また手術の記載方法（イ
ラスト作成）についても解説。これからエキスパー
トを目指す若手脳神経外科医の必携書！

●A4判・296頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真200点
　定価 15,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1852-5
2020.7

脳神経外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1852-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1846-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1853-2.html
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消化器外科医が身につけるべき
手術を網羅した新スタンダード！
好評を博した「DS NOW」の新シリーズ刊行中‼‼

編集主幹
白石　憲男
編集委員
北川　裕久
新田　浩幸
山口　茂樹

多くの読者からご好評いただいた若手消化器外科医向け
「DS NOW」の新シリーズ。イラスト豊富な紙面はそのまま
に，各術式の中でも特に気をつけるべき手技にFocusを当て，
ポイントを詳しく説明している。また，若手医師が抱きやす
い疑問や手技のコツをQ&A方式でわかりやすく解説。さら
に新シリーズからは，経験豊富な医師による術中動画も
Webで閲覧可能に。術前管理から，術中術後のトラブル対応
まで掲載し，術式の理解に役立つ実践的シリーズである。
 No.15でシリーズ完結（₂・5・8月）

●A4判・平均160頁・オールカラー
　2022年前金年間購読料　33,000円（税込）（No．13～No．15）

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1650-7
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1			上部消化管癌に対する標準手術
手技習得へのナビゲート

●194頁・イラスト160点，写真25点・Web動画41本/116分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1650-7　2019.4

担当編集委員
白石　憲男

2			下部消化管癌に対する標準手術
手技習得へのナビゲート

●146頁・イラスト120点，写真40点・Web動画25本/58分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1651-4　2019.4

担当編集委員
山口　茂樹

3			肝癌に対する標準手術
手技習得へのナビゲート

●174頁・イラスト120点，写真65点・Web動画28本/73分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1652-1　2019.6

担当編集委員
新田　浩幸

4			胆道癌・膵癌に対する標準手術
手技習得へのナビゲート

●196頁・イラスト170点，写真50点・Web動画30本/84分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1653-8　2019.9

担当編集委員
北川　裕久

5			良性・救急疾患に対する	
標準腹腔鏡手術［消化管編］

●224頁・イラスト150点，写真80点・Web動画40本/107分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1654-5　2020.4

担当編集委員
白石　憲男
山口　茂樹

6			良性・救急疾患に対する	
標準腹腔鏡手術	
［肝胆膵脾・腹壁編］

●250頁・イラスト160点，写真100点・Web動画60本/147分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1655-2　2020.6

担当編集委員
北川　裕久
新田　浩幸

7			ディベートから学ぶ	
術式の利点と手技の秘訣	

［上部消化管編］
●268頁・イラスト150点，写真180点・Web動画59本/205分　定価 11,000円（税込）

ISBN978-4-7583-1656-9　2020.11

担当編集委員
白石　憲男

8			ディベートから学ぶ	
術式の奥義・手技の秘訣	

［胆道・膵臓編］
●180頁・イラスト160点，写真117点・Web動画38本/104分　定価 11,000円（税込）

ISBN978-4-7583-1657-6　2020.12

担当編集委員
北川　裕久

（新DS NOW）
消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1650-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1651-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1652-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1657-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1653-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1654-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1655-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1656-9.html


51

p. 51

消
化
器
外
科

9			ディベートから学ぶ	
手術法の選択・手技の秘訣	
［下部消化管編］

●232頁・イラスト120点，写真100点・Web動画53本/165分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1658-3　2021.3

担当編集委員
山口　茂樹

10		ディベートから学ぶ	
手技の選択と秘訣［肝臓編］

●144頁・イラスト105点，写真70点・Web動画27本/68分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1659-0　2021.6

担当編集委員
新田　浩幸

11		あすへの	
膵胆道ロボット支援下手術

●268頁・イラスト200点，写真300点・Web動画61本/160分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1660-6　2021.9

担当編集委員
北川　裕久

12		リンパ節郭清手技を究める	
［上部消化管編］

●240頁・イラスト210点，写真210点・Web動画42本/120分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1661-3　2021.12

担当編集委員
白石　憲男

13		リンパ節郭清手技を究める
［下部消化管編］

●160頁・イラスト130点，写真160点・Web動画28本/65分　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1662-0　2022.3

担当編集委員
山口　茂樹

14		腹腔鏡下肝部分切除術の	
すべて

●定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1663-7　2022年5月刊行予定

担当編集委員
新田　浩幸

15		安全で効率的な医療器具の	
使い方［腹腔鏡手術］

●定価 11,000円（税込）　ISBN978-4-7583-1664-4　2022年8月刊行予定

担当編集委員
北川　裕久
白石　憲男
新田　浩幸
山口　茂樹

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1658-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1661-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1659-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1660-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1662-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1663-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1664-4.html
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5年でマスター 消化器標準手術
消化器外科専門医への道　改訂第2版
監修　桑野　博行　　編集　調　憲

2006年の刊行以来長く好評をいただいていた『卒後
5年でマスターする 消化器標準手術』待望の改訂版。
消化器外科専門医修練カリキュラムに則して新たに
24の手術を追加し，腹腔鏡手術が増えている手術に
は解説を追記して内容をアップデート。現在の消化
器外科領域を代表する執筆陣が，手術の基本だけで
なく，手技のコツや助手のポイントなどを丁寧に解
説。消化器外科専門医をめざす医師必携の1冊！

●B5変型判・536頁
　イラスト600点
　定価 15,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1536-4
2018.12

改訂第2版
消化器外科専門医への
minimal	requirements
知識の整理と合格へのチェック
監修　北野　正剛
編集　白石　憲男　　平塚　孝宏　　河野　洋平

消化器外科領域を網羅した専門医試験対策問題と解
説集，ついに改訂！　2013年以降，新たに発表さ
れた「診療ガイドライン」や「取扱い規約」に対応。消
化器外科専門医を目指す医師のための，知識の整理
にピッタリの1冊！

●B5判・656頁
　一部カラー
　イラスト150点，写真200点
　定価 10,780円（税込）
ISBN978-4-7583-1530-2
2017.8

消化器外科minimal	requirements
実践応用編
専門医に求められる知識の使いかた
監修　北野　正剛
編集　白石　憲男　　平塚　孝宏

既刊『消化器外科専門医へのminimal requirements』
で身に付けた「知識」を実践で活かすために，知識の
使いかたを学ぶことができる臨床問題編。豊富な症
例から正しい診断へのアプローチをやさしく丁寧に
解説した，消化器外科専門医を目指す医師や指導医
にとって，必須の1冊。

●B5判・488頁
　オールカラー
　イラスト60点，写真300点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1515-9
2014.10

消化器外科 周術期合併症の
minimal	requirements
重症度の階層化とその対策
監修　北野　正剛
編集　白石　憲男　　上田　貴威

術後には何らかの合併症が必ず起こる。最終的に手
術の成功を導くためにどうしたらいいのかを，具体
的な症例を提示し，それぞれの症状にどう対応すべ
きかをわかりやすく解説。患者の状況把握から鑑別
診断と診断へのアプローチ，的確な治療を行うため
の重症度分類（階層化），治療方針や対策，予防のた
めの周術期ケアまで，そのポイントを紹介。また，消
化器外科専門医試験の類似症例には過去問題を提示。

●B5判・520頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真50点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1520-3
2015.12

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1536-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1520-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1530-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1515-9.html
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消化器外科	遠隔期合併症の
minimal	requirements
－診断と治療－
術後患者QOLの向上をめざして 
編集　白石　憲男　　上田　貴威　　河野　洋平
編集協力　二宮　繁生

術後早期に発症し晩期に及ぶ合併症や術後晩期に発
症する「術後遠隔期の合併症」にターゲットを絞り，
症例を軸に，状況把握→診断→ケアと治療法と，時
系列順に具体的な対処法を解説する他に類のない書
籍。術後遠隔期の合併症トラブルに正しく対応する
には，これを読んでから！

●B5判・256頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真40点
　定価 7,920円（税込）
ISBN978-4-7583-1544-9
2022.1

実践!	高齢者に対する消化器外科
のminimal	requirements
編集　白石　憲男　　上田　貴威
編集協力　二宮　繁生

高齢消化器患者の周術期管理，術後リハビリテーシ
ョンを一冊で網羅。画一的な成人の評価・治療とは
異なる個々に応じた手術や周術期ケアに関して解説
し，栄養管理やリハビリ，さらには高齢者の術後に
発生しやすい合併症の予防・対策など，高齢者特有
のケアについても解説。全項にセルフチェックでき
る「実例問題」と「習得すべきminimal require-
ments」を掲載。

●B5判・216頁
　オールカラー
　イラスト28点，写真57点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1547-0
2022.2

消化器外科専門医必携問題集
知識のSELF ASSESSMENT
編集　白石　憲男　　河野　洋平　　二宮　繁生

専門医受験をはじめ，専門医更新時やチームでの勉
強会など，さまざまな場面で自己学習に役立つ問題
集。新カリキュラム基準に適合してオリジナル問題
859問を掲載。解いた結果を記録したり学んだ知識
をメモ欄に記入して効率よく学習を進められる。ま
た既刊『消化器外科専門医へのminimal require-
ments 改訂第2版』とリンクし，さらに詳しい解
説を参照することもできる。電子版付き。

●B5判・372頁
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1542-5
2021.4

手術書をレビューする!
一般消化器外科手術
達人へのSuccess	Road
監修　北野　正剛
編集　白石　憲男　　二宮　繁生

若き消化器外科医が抱く19種の一般消化器外科手
術に対する152個の悩みを取り上げ，解決のために
押さえておくべき知識とスキルについて，先人たち
の手術書をレビューし，豊富なイラストと丁寧な解
説でコーチングする「一般消化器外科の手術手技ガ
イド」。先人の知恵と経験を要領よく盗んで効率よ
く知識・スキルを習得でき，より実践に活かせる1冊。

●B5判・432頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真100点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1527-2
2017.4（在庫僅少）

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1542-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1527-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1544-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1547-0.html
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 消化器疾患に対する腹腔鏡手術
術野形成の基礎固め
編集　白石　憲男　二宮　繁生

若手消化器外科医が多く経験する腹腔鏡手術での術
野のつくり方にフォーカスを当て，術中のモニター
には映りにくい，しかし重要な助手の鉗子操作を中
心に豊富なイラストで徹底解説した，これまでにな
い手術書。基本的な知識固め，術野形成の事始め，
術野形成の達人ワザを順序立てて解説。各項の最後
にはチェック問題が付記されており，理解度の確認
にも有用。

●B5判・336頁
　オールカラー
　イラスト377点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1539-5
2020.4

一般消化器外科手術のエッセンス
Q&Aでわかる腹腔鏡手術
編集　白石　憲男　二宮　繁生

重要ポイントだけを，豊富なイラストや術中写真と
ともに簡潔明快に記載した。また，見開き単位のレ
イアウトでパッと見てわかりやすい紙面構成となっ
ている。さらに，各項目に習得すべきポイントの「セ
ルフチェック」や○×形式での「確認問題」が掲載
されており，自身の理解度を簡単に確認することが
できる。多忙な若手消化器外科医にこそ手にとって
いただきたい1冊。

●B5判・200頁
　オールカラー
　イラスト175点，写真305点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1540-1
2020.9

消化器内視鏡外科手術
合併症回避のABC
合併症を科学する
編集　白石　憲男　　上田　貴威

消化器外科医が避けては通れない術中・術後の合併
症について，最前線で活躍する執筆陣が自身の経験
に基づき対処や回避のコツを丁寧に解説。従来の手
術書では深く踏み込まれていなかった合併症につい
て徹底的に論じた，合併症ゼロを目指すすべての消
化器外科医必携の書！

●B5判・288頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真100点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1546-3
2022.3

消化器外科手術 
起死回生の一手
編集　杉山　政則　　正木　忠彦　　阿部　展次

手術中トラブルに遭遇したとき，「なにを考え」「ど
う機転を利かせて」無事に手術を成功に導くのか。
経験豊富なベテラン医師が，実際に起こったトラブ
ル症例を挙げ，どのように対処したかを写真やイラ
ストを多用して丁寧に解説。著者が独自に応用・活
用しているテクニックなども掲載し，上級者になる
ためのヒントも提示。消化管すべてをカバーした，
消化器外科手術のトラブルシューターとなる1冊。

●B5判・344頁
　オールカラー
　イラスト70点，写真150点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1528-9
2017.10

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1528-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1539-5.html
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1546-3.html
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令和スタイル
鏡視下	胃手術のすべて
編集　比企 直樹　　布部 創也

胃の腹腔鏡手術について，いま関心の高まっている
リンパ節郭清・再建法の手技を取り上げ，次代の胃
外科領域を牽引していくであろう全国のエキスパー
トが各手技のコツをイラストに投影して丁寧に解
説。他書には載っていないロボット手術や腹腔鏡・
内視鏡合同手術などの実践的テクニックまで紹介。
新時代に求められるスキルをコンプリートした必読
の手術書！

●A4判・232頁
　オールカラー
　イラスト330点，写真20点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1534-0
2019.12

癌研スタイル
腹腔鏡下胃切除術
編集　山口　俊晴
著者　福永　哲　　比企　直樹

癌研で培われた胃癌の知識・手術法をすべて集約し
た“癌研スタイル”の腹腔鏡下手術を伝授！手術に必
要な鏡視下解剖とともに手技のポイントを手順に沿
いコマ送りのイラストで解説した，今までにない手
術図譜。

●A4判・168頁
　オールカラー
　イラスト265点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1170-0
2011.3（在庫僅少）

がん研スタイル
腹腔鏡下大腸切除術
監修　山口　俊晴
編集　福長　洋介

がん研で培われた大腸がんの知識・手術法をすべて
集約した“がん研スタイル”の腹腔鏡下手術を伝授！
手術に必要な鏡視下解剖とともに手技のポイントを
手順に沿いコマ送りのイラストで解説した，今まで
にない手術書。

●A4判・120頁
　オールカラー
　イラスト270点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1500-5
2013.3（品切れ／電子版あり）

手術の前に読みたい
骨盤拡大手術のすべて
編集　上原　圭

基本となる骨盤内臓全摘術をおさえたうえで，手術
のバリエーション（他臓器合併切除や仙骨合併切除
など）ごとに，難しい操作のポイントや再建，合併
症対策についても詳細に解説。さらに婦人科医，泌
尿器科医，形成外科医，認定看護師の視点からも注
意すべきポイントを紹介。イラストと鮮明な術中写
真を多数掲載し，手技動画も視聴可能な，骨盤拡大
手術のすべてをビジュアルに理解できる一冊！

●A4判・198頁
　オールカラー
　イラスト110点，写真150点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1545-6
2022.4

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1534-0.html
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がん研 肝胆膵外科
ビデオワークショップ
ことばと動画で魅せる外科の基本・こだわりの手技
監修　齋浦　明夫　編集　石沢　武彰　渡邉　元己

がん研有明病院 肝胆膵外科で毎月行われている「手
術ビデオ勉強会」を書籍化。レジデントが日頃は訊
けないような手技の疑問に，専門医が勉強会の臨場
感そのままの語り口で答えている。通常の手術書で
は伝えきれない一つ一つの手技のニュアンスを，巧
みな言葉，実際の手術映像とシェーマを用いて丁寧
に解説した新しい教科書。

●B5判・180頁
　オールカラー
　イラスト45点，写真60点
　Web動画51本／117分
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1533-3
2018.7

Key論文を紐解き，理解する
	消化管癌に対する	
外科治療選択のPlatform
編集　白石　憲男　二宮　繁生　嵯峨　邦裕

消化管癌の外科治療に関連するガイドラインの作成
に影響を与えた論文のうち，特にエビデンスレベル
の高い論文（Key論文）について「研究背景」「研
究目的」「対象」「結論」などの要点を簡潔にまとめ
丁寧に説明。項目の始めと終わりに載せたQues-
tionで臨床判断力や知識を自己評価できるので，消
化器外科専門医試験の筆記試験にも有用。

●B5判・312頁
　オールカラー
　イラスト35点，写真85点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1538-8
2019.12

ガイドラインを上手に使うための
消化器癌のひろがり診断スキル
治療アルゴリズムへの入り方
監修　北野　正剛
編集　白石　憲男　　白下　英史

食道・胃・大腸・肝臓・胆道・膵癌の各治療アルゴ
リズムに必要な「癌のひろがり診断」を取り上げ，身
につけるべき知識・スキルを，多くの画像やシェー
マ，症例とともにQ&A形式でわかりやすく解説。
すべての項目には著者オリジナルの「癌のひろがり
診断のアルゴリズム」を完備。ガイドラインの治療
アルゴリズムに入るためには何をどう診断したらい
いのか，順序立てて整理でき，診療に即役立つ1冊。

●B5判・296頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真100点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1521-0
2016.3

消化器外科インフォームド・
コンセントのための
説明ワザとイラストスキル
著者　　　原　貴生　　多田　和裕　　白石　憲男
執筆協力　猪股　雅史

消化器外科手術の術前・術後に行う，患者やその家
族，医療スタッフへの説明方法（説明ワザ）と，説明
をわかりやすくするための手術イラストの描き方

（イラストスキル）を，代表的な術式ごとに解説。患
者の心的ケアについても言及しながら豊富な例文を
用いて紹介。インフォームド・コンセントや症例カ
ンファレンスにも役立つ必読の書。

●B5判・236頁
　オールカラー
　イラスト65点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1532-6
2018.3

消化器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1533-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1538-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1521-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1532-6.html
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心臓血管外科手術の
まずはここから
編集　岡本　一真

心臓血管外科専門医を目指す外科医に向け，基本中
の基本を丁寧に手取り足取り解説する1冊。基本と
なる開閉胸や人工心肺の着脱，緊急時の初動を自信
をもって行えるように，下肢静脈瘤手術といった若
手外科医が遭遇する機会が多い術式に絞り，今日の
手術から使える基本技術や小技を，豊富なイラスト
および写真で，オールカラー解説。

●A4判・304頁
　オールカラー
　イラスト152点，写真149点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1955-3
2019.2

ステントグラフトの大技・小技
胸腹部大動脈瘤への
ワンランクアップの対処術
編集　西巻　博　　田島　廣之　　加藤　雅明
　　　岡　克彦

胸腹部大動脈瘤のステントグラフト手技の基礎をお
さえた上で，ワンランク上の内挿術を行えるよう具
体的な症例を提示して，デバイスの選択も含めた考
え方や問題解決のための工夫，技術的なコツなどを
まとめた書籍。あらゆる手技とデバイスを網羅し，
高度な技術までわかりやすく解説した，ステントグ
ラフトのエキスパートを目指す医師必携の1冊。各施
設で行われている技術を知る手立てとしても役立つ。

●B5変型判・328頁
　一部カラー
　写真450点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1600-2
2017.11

小児心臓血管外科　
手術シミュレーション
編著　小澤　司

小児心臓血管外科手術の主要な術式を取り上げ，医
師やメディカルスタッフが手術室に入った際に，執
刀医が何をしているのか，手術がどの段階にあるの
かが理解できるよう，著者オリジナルのイラストと
術中写真を用いて図解。手術の流れに沿って，使用
する薬剤や機器などを詳細かつ丁寧に記載。難しい
術式も読み進めるだけで理解でき，今後の手術に役
立つ知識が身につく1冊。巻末には，使用する機器
の写真付き一覧を本文とリンクさせて掲載。

●B5判・298頁
　オールカラー
　イラスト1000点，写真1000点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1429-9
2016.4

補助人工心臓治療チーム
実践ガイド　改訂第2版
監修　許　俊鋭
編集　絹川　弘一郎　遠藤　美代子

　柏　公一　　　天尾　理恵

補助人工心臓治療に携わるスタッフや，人工心臓管
理技術認定士（VADコーディネーター）の資格取得
を目指す医療従事者に向けた，実践的なチーム医療
が学べるガイドブック。改訂にあたって補助人工心
臓治療の歴史，保険償還などの背景，国内外の最新
の治療や製品情報を新たに追加。

●B5判・360頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真100点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1951-5
2018.11

心臓・血管外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1955-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1951-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1600-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1429-9.html
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ハートチームのための
心臓血管外科手術
周術期管理のすべて
編集　國原　孝

心臓血管外科手術における最新動向を踏まえ，進化
著しい周術期管理に必要な知識を網羅した辞書的に
使える1冊！術前・術中・術後の管理法，各疾患の
術式やone point advice等，ハートチームで役立
つ内容を，箇条書きスタイルでイラストを多用して
簡潔かつ詳細に解説。カテーテルアブレーションや
最先端の術式に対する管理についても掲載。

●A5判・640頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真600点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1435-0
2017.3

呼吸器外科ロボット支援
手術実践マニュアル
ロボットの導入と安全・確実な手術のために
監修　日本呼吸器外科学会　ロボット支援手術検討部会
編集主幹　中村　廣繁

日本呼吸器外科学会ロボット手術検討部会の監修に
よる呼吸器外科領域におけるロボット支援手術導入
の手引書。導入に向けての準備・トレーニングから
実際の手技，合併症対策まで解説しており，またス
トリーミング動画によって実際の手技がよくわかる。

●A4判・140頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真180点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-0466-5
2019.5

心臓・血管外科 呼吸器外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1435-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0466-5.html
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スタンダード 小児外科手術
押さえておきたい手技のポイント
監修　田口　智章　　岩中　督
編集　猪股　裕紀洋　　黒田　達夫　　奥山　宏臣

小児外科領域で扱う手術を網羅した，小児外科手術
書の決定版。オープン手術，腹腔鏡下手術，胸腔鏡
下手術から小児の臓器移植まで，100術式を超える
標準的手技のエッセンス・コツを豊富なイラストと
写真で簡潔に解説。これからエキスパートを目指す
小児外科医だけでなく，エキスパートにも手術前の
イメージリマインドに役立つ一冊。

●A4判・388頁
　一部カラー
　イラスト900点，写真280点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-0461-0
2013.4

 スタンダード 小児内視鏡外科手術
押さえておきたい手技のポイント
監修　 田口　智章　　
編集　 奥山　宏臣　　山髙　篤行　　　　　　　

内田　広夫　　家入　里志

現在本邦で行われている小児外科領域（消化器科，
呼吸器科，泌尿器・生殖器科）のすべての内視鏡外
科手術を網羅。これから小児内視鏡外科手術を行う
若い小児外科医，手術のステップアップを目指す小
児外科医必携の手術書。

●A4判・432頁
　オールカラー
　イラスト250点，写真900点
　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-0467-2
2020.5

スタンダード 小児がん手術
臓器別アプローチと手技のポイント
編集　田口　智章　　黒田　達夫

小児がん手術のエキスパートの執筆による，わが国
初の小児がんに特化した手術書。イラストによる図
説で手術手技をわかりやすく解説し，さらに，手術
を安全・確実に完遂するために必要な術前の画像診
断や生検法，術後の対応までを網羅。オールカラー
で術野の写真もわかりやすく掲載した，小児がん手
術に携わる外科医必携の1冊。

●A4判・324頁
　オールカラー
　イラスト450点，写真300点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-0465-8
2017.8

臍の外科
小児の臍疾患治療と臍を利用した手術
監修　田口　智章　　濵田　吉則
編集　土岐　彰　　　奥山　博臣

小児の臍疾患は多種・多様であり，小児外科医にと
ってはその治療に精通することは必須である。また
腹腔鏡手術での臍へのポート設置，整容性に優れた
臍からの開腹手術など，臍を活用した手術の修得も
重要である。「臍疾患の治療」から「臍を利用したア
プローチ法，手術法」まで，疾患と治療を網羅した
小児外科医必携の書。

●A4判・288頁
　イラスト200点，写真200点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1269-1
2018.9

小児外科

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0461-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1269-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0467-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0465-8.html
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産婦人科手術習得のための
基本知識にフォーカスした新シリーズ！

編集委員
平松　祐司
竹田　省
万代　昌紀
小林　裕明

●A4判・平均200頁・オールカラー
　2022年前金年間購読料 44,000円（税込）（No．₉～No．1₂）

若手産婦人科医を対象に「基本的に身につけなければなら
ない手技」を解説し，“十分な理解に基づく手術”をマスタ
ーできる実践的シリーズ。緻密で美しいイラストにより読
むだけで手術をシミュレートできるビジュアル重視の紙面
に加え，スマートフォン等でアクセスできる本文とリンク
した動画をストリーミング配信。解説は簡潔かつ初心者フ
レンドリーで，今さら聞けないような事柄についても丁寧
に記載し，助手などの補助的な立場の手術参加者にもより
役立つ作りとしている。　　 年４冊刊行（1・4・7・10月）

 1	産婦人科手術のための基礎知識
開腹・腹腔鏡・ロボット

●180頁・イラスト90点，写真280点・Web動画21本/30分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1981-2　2020.4

 2	いきなりTLH
ビギナーとその指導者のために

●224頁・イラスト132点，写真284点・Web動画82本/144分・定価 11,000円（税込）
SBN978-4-7583-1982-9　2020.4

担当編集委員
平松　祐司

担当編集委員
万代　昌紀

産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1981-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1982-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1981-2
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 3	いきなり帝王切開術
局所解剖を熟知し，コツを盗もう

●200頁・イラスト100点，写真100点・Web動画24本/65分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1983-6　2020.8

 4	明日からできる良性腫瘍の手術
初心者と指導者のために

●160頁・イラスト100点，写真100点・Web動画21本/76分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1984-3　2020.12

 5	産科手術を極める

●202頁・イラスト70点，写真70点・Web動画35本/59分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1985-0　2021.3

 6	不妊治療の外科的アプローチ
妊娠を目指して

●212頁・イラスト200点，写真150点・Web動画60本/188分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1986-7　2021.5

 7	明日からできる悪性腫瘍の手術
円錐切除術から準広汎子宮全摘術まで

●152頁・イラスト30点，写真150点・Web動画64本/82分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1987-4　2021.8

 8	明日からできる悪性腫瘍の手術
リンパ節郭清（開腹・腹腔鏡・ロボット）

●184頁・イラスト80点，写真150点・Web動画91本/207分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1988-1　2021.11

 9	アドバンス帝王切開術と関連手術

●160頁・イラスト60点，写真150点・Web動画1本/2分・定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1989-8　2022.2

10	 骨盤臓器脱	完全マスター

●定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1990-4　2022年4月刊行予定

11	 	広汎子宮全摘術と　　　　
広汎子宮頸部摘出術
安全に行うために ●定価 11,000円（税込）

ISBN978-4-7583-1991-1　2022年7月刊行予定

12	 卵巣癌の手術
基礎と実践

●定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1992-8　2022年10月刊行予定

担当編集委員
竹田　省

担当編集委員
小林　裕明

担当編集委員
平松　祐司

担当編集委員
竹田　省

担当編集委員
小林　裕明

担当編集委員
万代　昌紀

担当編集委員
竹田　省

担当編集委員
平松　祐司

担当編集委員
小林　裕明

担当編集委員
万代　昌紀

産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1983-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1990-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1984-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1985-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1986-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1987-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1988-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1989-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1991-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1992-8.html
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産婦人科医必携！
イラストでわかるビジュアル手術シリーズ

編集委員
平松　祐司
小西　郁生
櫻木　範明
竹田　省

●A4判・平均180頁・オールカラー

イラスト中心で　“コツ＆注意点”　を随所に配した
オールカラーのビジュアル手術書
本シリーズは産婦人科医が必ず身につけておかなければな
らない手術について，イラストを中心として詳しく手技を
解説します。「疾患をより深く理解し，必要十分な手術を行う」
ことや，「術後QOLを損なわないための工夫」や，「妊孕性
温存のために」など，“十分な理解に基づく手術”をマスター
することを主眼に編集します。第一線の著者らによる丁寧
な解説で，初心者はもちろんのこと，経験を積んだ医師に
とってもさらなるステップアップへの礎となる知識を確実
に習得できる，真に実用のための手術書です。 

（全24巻）

産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1200-4
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No. 1	開腹・閉腹と付属器手術
基本手技の完全マスター

担当編集委員　平松　祐司
●160頁
　イラスト200点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1200-4
2010.2（品切れ）

No.2			腹式単純子宮全摘術
必須術式の完全マスター

担当編集委員　小西　郁生
●172頁
　イラスト200点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1201-1
2010.4

No.3			帝王切開術
基本と応用まるごとマスター

担当編集委員　竹田　省

●160頁
　イラスト200点
　写真50点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1202-8
2010.8（品切れ）

No.4		産科手術
必須術式の完全マスター

担当編集委員　櫻木　範明

●144頁
　イラスト200点
　写真50点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1203-5
2010.11

No.5		子宮頸癌・外陰癌の手術
理論と実際

担当編集委員　櫻木　範明

●160頁
　イラスト200点
　写真50点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1204-2
2011.2

No.6		子宮体癌・卵巣癌の手術
基本術式と腫瘍進展に応じた戦略

担当編集委員　小西　郁生

●184頁
　イラスト150点
　写真50点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1205-9
2011.5（品切れ）

No.7			子宮奇形・腟欠損・	
外陰異常・性別適合の手術
病態理解と術式まるごとマスター

担当編集委員　竹田　省

●196頁
　イラスト200点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1206-6
2011.8（品切れ）

No.8		骨盤臓器脱の手術
正しい診断と適切な術式の選択

担当編集委員　平松　祐司

●188頁
　イラスト200点
　写真80点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1207-3
2011.11

産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1200-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1207-3.html
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1206-6.html
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No. 9	 	前置胎盤・前置癒着胎盤	
の手術
入念な準備で危機に対処

担当編集委員　小西　郁生

●156頁
　イラスト200点
　写真80点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1208-0
2012.2

No. 10	 	産科大出血
危機的出血への対応と
確実な止血戦略

担当編集委員　竹田　省

●176頁
　イラスト200点
　写真80点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1209-7
2012.4

No. 11	 		子宮筋腫　	
こんなときどうする?
叡智を結集して安全手術

担当編集委員　平松　祐司

●148頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1210-3
2012.8（在庫僅少）

No. 12	 		子宮内膜症・子宮腺筋症		
こんなときどうする?
難易度の高い手術を安全，確実に 
行うための基本手技マスター

担当編集委員　櫻木　範明

●152頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1211-0
2012.11

No. 13	 	機能温存の手術
疾患治療と妊娠・性機能の
予後に配慮して

担当編集委員　平松　祐司

●172頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1212-7
2013.2（在庫僅少）

No. 14	 		婦人科がん手術	
こんなときどうする?
がんの根治とQOLの改善をめざして

担当編集委員　小西　郁生

●164頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1213-4
2013.5（品切れ）

No. 15	 		妊娠中の手術・胎児手術	
こんなときどうする?
妊娠の生理・病態理解と術式マスター

担当編集委員　竹田　省

●148頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1214-1
2013.8（在庫僅少）

No. 16	 	合併症対策&知っておきたい	
他科の手術手技
困難な状況に対処するために

担当編集委員　櫻木　範明

●164頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1215-8
2013.11（在庫僅少）

（OGS　NOW）
産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1208-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1215-8.html
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No. 17	 					知っておくと役立つ腔の	
展開法，	鉤の使い方
エキスパートの長年の経験から学ぶ

担当編集委員　平松　祐司

●188頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1230-1
2014.2（在庫僅少）

No. 18	 		よりよい婦人科手術の	
ための器具の使い方
この操作ではこの手術器具をこう使う

担当編集委員　小西　郁生

●188頁
　イラスト150点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1231-8
2014.5（在庫僅少）

No. 19	 		腹腔鏡・子宮鏡手術	
［基本編］

上達をめざす基本手技の完全マスター
担当編集委員　櫻木　範明

●204頁
　イラスト100点
　写真150点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1232-5
2014.8

No. 20	 		腹腔鏡・子宮鏡手術	
［応用編］

悪性腫瘍手術および合併症の予防・対処法
担当編集委員　竹田　省

●224頁
　イラスト100点
　写真150点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1233-2
2014.11

No. 21	 	婦人科ロボット支援手術
その準備と実践

担当編集委員　平松　祐司

●184頁
　イラスト70点
　写真250点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1241-7
2015.2

No. 22	 		手術を要する	
産婦人科救急
こんなときどうする？

担当編集委員　竹田　省

●184頁
　イラスト100点
　写真150点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1242-4
2015.5

No. 23	 		覚えておきたい手術の	
工夫と周術期管理
さまざまな局面で役立つ手技と知識

担当編集委員　櫻木　範明　　小西　郁生

●208頁
　イラスト100点
　写真150点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1243-1
2015.8（品切れ）

No. 24	 			伝えたい私の手術	
ArtとScienceの融合
動画で伝授する産婦人科手術の究み

担当編集委員　平松　祐司　　小西　郁生
　櫻木　範明　　竹田　省

●144頁
　イラスト50点，写真200点
　Web動画視聴権付
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1244-8
2015.11（在庫僅少）

産科婦人科学
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プリンシプル産科婦人科学 1
婦人科編　第3版
監修　武谷　雄二　　上妻　志郎　　
　　　藤井　知行　　大須賀　穣

1991年に初版を刊行し，改訂を重ね，20年以上に
わたって産婦人科医に活用されてきたバイブルとも
いえる書籍，待望の第3版が満を持して登場。1巻で
は，婦人科領域の基礎から，診断治療といった臨床，
さらには研究的課題に至るまでを網羅。学生や研修
医のための“教科書”の役割のみならず，婦人科医療
に従事するすべての医師・医療従事者に役立つ内容
が盛り込まれている。

●B5判・920頁
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1219-6
2014.4

プリンシプル産科婦人科学 2
産科編　第3版
監修　武谷　雄二　　上妻　志郎
　　　藤井　知行　　大須賀　穣

20年以上にわたって産婦人科医に活用されてきた
バイブルともいえる書籍，待望の第3版が満を持し
て登場。1991年に初版を刊行し，改訂を重ね，東
大産婦人科の診療のすべての伝統が示された，産婦
人科書の決定版。2巻では，産科領域の基礎から，
診断治療といった臨床，さらには研究的課題に至る
までを網羅。産科医療に従事するすべての医師・医
療従事者に役立つ内容が盛り込まれている。

●B5判・848頁
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1220-2
2014.3

改訂第2版
産婦人科手術スタンダード
編集　日本産婦人科手術学会

日本産婦人科手術学会編「産婦人科手術スタンダー
ド」の改訂版。一つの術式について複数の施設で実
際に行われている手技をエキスパートが詳しく解説
するというコンセプトを踏襲し，産婦人科手術のス
タンダードを時代に沿ってアップデート。腹腔鏡手
術も取り入れて大幅増頁，オールカラーで大充実の
全面改訂版！

●B5判・304頁
　オールカラー
　イラスト150点，写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1743-6
2017.3

第3版
産婦人科内視鏡手術
スキルアップ
編集　日本産科婦人科内視鏡学会

産婦人科における内視鏡（腹腔鏡，子宮鏡，卵管鏡）
の基礎から応用までを，学会ガイドライン（2019年改
訂）に即してアップデート。動画や写真をふんだんに
盛り込み，オールカラーで手技をわかりやすく，実臨
床に即して解説。単なる技術の解説に留まらず，認定
医を取得するためのポイントや解説なども加わり，産
婦人科領域で内視鏡手術を行うすべての医師の必携書。

●B5判・340頁
　オールカラー
　イラスト120点，写真120点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1765-8
2020.4

産科婦人科学
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症例動画から学ぶ
婦人科腹腔鏡手術
合併症対策とその予防
エキスパートからのメッセージ
編集　伊熊　健一郎

術中に発生する，主に手術操作によって生じる偶発
合併症を取り上げ，産婦人科領域の腹腔鏡手術のパ
イオニアである筆者自らが経験した手術をDVD動
画とともに公開。万が一の際のリカバリー方法から
予防法まで，安全・確実な婦人科腹腔鏡手術の実際
を動画（8項目・計110分）とともに学べる1冊。

●B5判・200頁
　オールカラー・写真540点，
　イラスト21点・DVD-Video付
　定価12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1742-9
2017.4

動画で見る
骨盤臓器脱の腹腔鏡手術
仙骨腟固定術を中心に
編集　明樂　重夫

低侵襲であり，拡大視野の下で安全・正確な手術が
可能となった『腹腔鏡下仙骨腟固定術』の手術手技
を，オールカラーで豊富な写真・イラストとDVD
収載の動画によりエキスパートが詳しく解説。『腹
腔鏡下McCall法』も収載し，骨盤臓器脱に対する腹
腔鏡手術をトータルに学べる，産婦人科・泌尿器科
臨床医必携の書。

●B5判・180頁
　オールカラー・写真300点
　イラスト30点・DVD-Video付
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0464-1
2015.12

第3版
新	広汎子宮全摘術
著者　矢吹　朗彦

骨盤腔の解剖において世界的にも高く評価されてい
る，著者の臨床解剖学の知識の集大成。これまでよ
りも解説に多くのページを割き，近年の成果も加え
られ，大幅なグレードアップがなされた。高度な技
術を持った術者はもちろん，根本的に産婦人科の手
術を理解したい読者には必携の内容となっている。

●A4判・292頁
　オールカラー・上製
　イラスト200点，写真200点
　定価 20,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1750-4
2019.4

ロボット支援子宮全摘術の
ABC
著者　井坂　惠一

多くの術者にとってロボットを用いた最初の手術と
なるであろう良性の子宮全摘術に特化し，GoPro
を使用して術者の手の動きと術野の写真をリンクさ
せ，手元の動きを理解できる画期的な紙面構成を実
現。手技の一コマ一コマについて詳細な解説を行っ
ている。ストリーミング動画配信付き。

●B5判・208頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真200点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1759-7
2019.5

産科婦人科学
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子宮鏡　新常識を極める
編集　日本子宮鏡研究会

外来で実施可能な子宮鏡検査や診断法，手術手技な
ど，子宮鏡を取り入れたい産婦人科医に向けて必要
な情報をまとめた解説書。写真と動画を駆使して基
本操作をしっかり解説。粘膜下筋腫切除術などの手
術手技を中心に，頸管拡張，術中音波，術中の外側
の手の動かし方なども説明。日本子宮鏡研究会が示
すスタンダードを身につけよう！

● B5判・308頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真120点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1761-0
2019.9

子宮鏡の臨床ABC
著者　林　保良

子宮鏡は，汎用性が高く，低侵襲の医療機器であり，
産科を行わない婦人科クリニックの増加など，近年，
産婦人科診療の多様性のなかで再び注目されてい
る。本書は，子宮鏡をゼロから習得したい医師に向
けた実践書。外来で実施できる子宮鏡の検査・手術
について，豊富な正常例から病変までの子宮内所見
の写真，子宮鏡の手技を余すところなく掲載。動画
を収録した付録のDVDで，子宮鏡の手技動作，ポ
イントを視覚的に理解できる，婦人科医必携の書。

● B5判・144頁・オール
カラー・DVD-Video付

　イラスト50点，写真200点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1236-3
2014.3

MEA	マイクロ波子宮内膜
アブレーションの臨床
編集　浅川　恭行

過多月経の外科的療法として注目される，マイクロ
波子宮内膜アブレーション（MEA）を導入するため
の一通りの準備ができる必須テキスト。必要なセッ
トアップ・機器の紹介から手技までを詳細かつ平易
に解説。患者に説明するためのインフォームドコン
セント用の資料ページ，MEA施行のためのガイド
ラインを付録し，外来から手術までを学べる1冊。

●B5判・116頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真50点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1753-5
2018.3

PMS（月経前症候群）
正しい知識をもつために
著者　武谷　雄二

PMS（月経前症候群）/ PMDD（月経前不快気分
障害）の根本的な原因を理解するための必須知識を，
若年層を診療する産婦人科医に向けて解説。難解な
内分泌・ホルモンなどの用語には図解や用語解説を
巻頭につけ，わかりやすく読み物として理解できる。
第一人者により，婦人科医ならではの視点にて書か
れた一歩進んだ“産婦人科読本”。

●A5判・136頁
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-1994-2
2020.10

産科婦人科学
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第3版
コルポ診の臨床ABC
著者　藤井　多久磨

コルポスコピーの決定版書籍がアップデート。最新
のガイドラインに基づく病型分類に合わせて構成を
変更し，併せてほぼすべての写真をデジタル画像に
更新。約400点にのぼる写真アトラスとともに，機
器紹介や手技の解説も全面刷新した充実の第3版！

●B5変型判・176頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真400点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-2133-4
2022.3

外来で行う
子宮頸がん・体がん診断
早期発見のポイント
著者　宇津木　久仁子　　杉山　裕子

がん検診で行われる「子宮頸がん」「子宮体がん」
を対象に，婦人科における実施方法を解説。また子
宮頸がん検診は産科専門施設でも行う例があり，産
科医向けに婦人科がん検診のポイントを示した。
コルポ診をカルテにどのように記載するか，また細
胞採取はどのような器具を用いてどのように行うと
確実か，などの実用的なところに焦点を絞っており，
日本においてはますます増加が予想される子宮頸が
ん，子宮体がんの検診に有用な書籍。

●B5判・176頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真120点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1993-5
2020.10

誰も教えてくれなかった
婦人科がん薬物療法
改訂第2版
編集　勝俣　範之

新しい知見やガイドラインに合わせて，最新のがん
治療薬の投与法を解説。支持療法薬，疼痛治療薬の
使い方も更新。肉腫のレジメンも詳解。免疫チェッ
クポイント阻害薬の副作用への対処法もわかる。「ト
ラブルシューティング」には知りたかった最新の話
題が盛りだくさん。パワーアップした紙面で，治療
をさらに強力にバックアップ！

●B5判・196頁
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1809-9
2020.4

産婦人科学読本
エストロゲンと女性のヘルスケア
生殖と健康の鍵を握るホルモンの謎
著者　武谷　雄二

女性らしさや生殖だけでなく生体に多様な作用をも
たらすエストロゲンについて，基礎的解説，生殖や
疾患・健康との関わり，自然界や環境への影響など，
産婦人科領域にとどまらず，多角的な視点から包括
的に話題を取り上げ大変わかりやすく解説されてい
る。産婦人科医はもちろん，医学生やメディカルス
タッフ，一般の方々にもお勧めの一冊。

●A5判・192頁
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1245-5
2015.3

がん治療・緩和ケア産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1245-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1809-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2133-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1993-5.html
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第6版
産婦人科医のための
社会保険ABC
編集　公益社団法人 日本産科婦人科学会

日本産科婦人科学会編集による，産婦人科医のため
に必要な知識としての保険点数の考え方をわかりや
すく解説した書籍。2018年，2020年の診療報酬改
訂において新設された「ロボット支援下内視鏡手術」
や「婦人科特定疾患治療管理料」（月経困難症へのホ
ルモン剤投与に対する管理），その他の変更点を反映
させた全産婦人科医必携の一冊。

●A5判・232頁
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1997-3
2021.1

多施設からみた最良のART
結果の出せる不妊治療
動画で見るラボワーク　DVD付
編著　JISART

日本屈指の生殖医療を提供するJISARTによる，不
妊治療を多角的に解説した書籍。結果を出してきた
医師達による臨床に役立つQ&Aで構成。特にART
手技については，体外受精のラボワーク35項目の
テクニックのコツをナレーションとともに動画で示
し，詳細にわかりやすく解説。ARTに携わる医師お
よびエンブリオロジスト必見！

●B5判・200頁
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1217-2
2011.12

データから考える
不妊症・不育症治療
希望に応える専門外来の診療指針
編集　竹田　省　　田中　温　　黒田　恵司

不妊症・不育症の外来で産婦人科医に必要な知識す
べてをデータに基づいてまとめた1冊。順天堂大学
および関連施設で実際に行われている基本方針に則
った系統的な治療について詳細に解説。不妊のメカ
ニズムや治療方針などの患者への説明に役立つ
PDFのダウンロードサービス付きで，不妊症・不育
症の外来ですぐに役立つ書籍。

●B5判・442頁
　オールカラー
　写真100点・付録電子版付
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1740-5
2017.3

不育症
編集　竹下　俊行　　藤井　知行　　山田　秀人

初産の高齢化と不妊治療の進歩に伴い広く認知され
てきた「不育症」に関するわが国では初めての教科
書的成書。国内トップレベルの執筆陣が，豊富な文
献をもとに不育症の原因究明，治療まで，心理的・
社会的な要因を考慮した臨床心理士の視点なども交
えて解説。不育症の知識を網羅できる不妊治療に携
わる医療者必携の一冊。

●B5判・248頁
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1996-6
2021.1

産科婦人科学 周産期医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1997-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1996-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1217-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1740-5.html
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基礎と臨床の両側面からみた
胎盤学
編集　日本胎盤学会

産婦人科医にとって胎盤を理解することは，妊娠と
関連疾患，さらには不妊や児の予後を理解すること
である。近年，MRIや超音波の機器の向上に伴って
妊娠中の胎盤を妊婦の管理に応用したり，遺伝子工
学の分野での発展により胎盤研究も進んだりと，胎
盤の理解は大きく変化した。本書は，日本胎盤学会が，
これら新しい知見に基づいて基礎と臨床の両輪から
編んだ，最新の胎盤学である。産婦人科医が知りた
かった胎盤のすべてがここにある。

●B5判・448頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真350点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1762-7
2019.12

妊娠初期超音波と新出生前診断
編著　室月　淳　　原田　文　　

Kypros Nicolaides
超音波によってfirst trimesterの早い時期に染色体
異常や奇形などを形態学的にスクリーニングし，さ
らに確定診断までをめざす技術（first trimester 
screening）を，多数の超音波画像を掲載しわかり
やすく解説。ダウン症をはじめとする染色体異常の
胎児の超音波学的所見を系統的に理解し，診断のシ
ステムを理解することと併せて，母体血液による新
しい出生前診断（NIPT）の正しい実施方法と，それ
と関連した出生前診断についての考え方も解説。

●B5判・208頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真200点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1238-7
2014.4

改訂第2版
ウィリアムス
臨床産科マニュアル
訳　大鷹　美子

産科のバイブルWilliams Obstetrics 23rd edition
より，産科合併症を中心に臨床上の必須知識をコン
パクトにまとめたマニュアル書の翻訳本が，オール
カラーで新登場！イラスト・写真・図表を多用して，
基本知識からアメリカにおける最新の話題までを記
載。ベッドサイドのあらゆる場面で活用できるポケ
ット版。産科に携わるすべての医師必携の一冊。

●A5変型判・576頁
　オールカラー
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1237-0
2014.4

多胎妊娠
妊娠・分娩・新生児管理のすべて
編集　村越　毅

近年，多卵性多胎が増加しており，多胎妊娠の管理
は周産期に携わるすべての医療者が必ず知っておく
べき事項である。本書は，基本的な双胎の一般管理
から，膜性による各多胎の特徴，診断，管理，ハイ
リスクの管理などを，オールカラーでイラスト・写
真を多用して解説。時系列からの理解と病態からみ
た管理方針の立て方などを組み合わせた構成で，多
胎妊娠のすべての問題点に応える決定版。

●B5判・320頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真120点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1248-6
2015.9

周産期医学産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1248-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1237-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1762-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1238-7.html
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第3版
妊婦の糖代謝異常
診療・管理マニュアル
編集　日本糖尿病・妊娠学会

日本糖尿病・妊娠学会がまとめた管理マニュアル。
Clinical Question形式で解説され，読みやすく理
解しやすい記載となっている。また，各項の文献に
はエビデンスレベルを掲載。改訂にあたっては，最
新のガイドラインや文献の内容をわが国の現状に即
した取捨選択を行いながら反映させ，すべての原稿
が査読を経て掲載されている。

●B5判・232頁
一部カラー
イラスト10点，写真10点
定価 4,620円（税込）

ISBN978-4-7583-2132-7
2022.1

妊娠高血圧症候群の診療指針
2021　Best Practice Guide
編集　日本妊娠高血圧学会

日本妊娠高血圧学会編「妊娠高血圧症候群の診療指
針 2015」の改定版。学会のガイドライン改定委員
会での厳密な審議を経て最新の知見を多く含めた必
携書。改定にあたっては，Clinical Questionsの解
説とは別に病態・定義等についての解説を独立させ
てより詳しく記載し，必要な情報にアクセスしやす
くなった。

●B5判・264頁
一部カラー
イラスト10点，写真10点
定価 9,900円（税込）

ISBN978-4-7583-2129-7
2021.7

産科セッティングで行う
母体の心血管エコー
監修　 木村　正
編集　吉松　淳　　神谷　千津子

妊婦なら誰でも起こりうる産科出血，妊娠高血圧症
候群，無痛分娩や帝王切開の輸液管理の評価に役立
つ心血管エコーについて，一般産科医が心血管の簡
単な評価を行い，適切な水分管理はもちろん，高次
施設に適切かつスムーズに搬送することに役立つ書
籍。豊富な動画と画像により，妊娠時の母体心血管
のチェックポイント，症状・シチュエーションごと
の評価法を理解できる。

●A5判・200頁
一部カラー
イラスト50点，写真200点
定価 6,050円（税込）

ISBN978-4-7583-1764-1
2021.4

心疾患合併妊娠の管理
編集　吉松　淳

心疾患合併妊娠の妊婦管理は増加傾向にあり，心疾
患の専門家だけでなく一般開業医においても，その
知識は必須なものとなりつつある。具体的な症例・
典型例を提示しながら，その経過と処置，注意点，
転機と予後を時系列に沿って詳細に解説。わかりに
くいところはQ&A方式を用いて可能な限り平易に
記載し，専門医との連携のタイミングや方法，妊婦
健診時の注意点も示した，産婦人科医のための心疾
患合併妊娠の周産期管理指針。

●B5判・256頁
一部カラー
イラスト30点，写真100点
定価 9,900円（税込）

ISBN978-4-7583-1752-8
2018.4

産科婦人科学 周産期医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1764-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2132-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1752-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2129-7.html
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早産のすべて
基礎から臨床，DOHaDまで
編集　日本早産学会

早産は，多くの産科医が遭遇するにもかかわらず，
そのメカニズムは未だに解明されていない。本書で
は，2018年に発足した日本早産学会が行った大規模
調査により得られた情報に基づいて作成した指針を
紹介する。1章では基礎編として早産の機序・病態
生理を，2章では臨床編として最新の知見に基づく
早産の診療・管理指針を，臨床現場において実際的
なクリニカル・クエスチョン形式に基づいて解説する。

●B5判・308頁
　一部カラー
　イラスト30点，写真30点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1995-9
2020.12

図表でわかる
無痛分娩　プラクティスガイド
監修　村越　毅　　著者　入駒　慎吾

無痛分娩を安全に行うために必要な知識を凝縮した
一番わかりやすいガイドブック。各パート見開き2
頁で，麻酔の効果範囲などを立体的に意識できるイ
ラストでの解説やマトリクスを多用し，視覚的に理
解できる紙面構成。無痛分娩の初心者が手技を習得
するための予習にはもちろん，経験者には手技の見
直しや，「無痛分娩とはなにか」「無痛分娩をより安
全に行うためには」ということへの根本的な理解を
助ける1冊。

●B5判・144頁
　イラスト60点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1751-1
2018.3

産科医ならマスターしたい
子宮頸管縫縮術
編集　大槻　克文

子宮頸管無力症に対する頸管縫縮術を安全に施行す
るために，一般産科医でも習得しておきたい知識に
重点を置き，詳細に記載した初めての書籍。どのレ
ベルの施設でも行う可能性がある産科の基本手技で
はあるが，一人で実施することが多いため技術の伝
達が難しいとされてきた手技の手順や注意点など
を，付録DVDで視覚的に学ぶことができる。

●B5判・176頁
　 オールカラー・イラスト50点

写真100点・DVD-Video付
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1763-4
2020.4

産科危機的出血への対応
編集　関　博之　山本　晃士　松永　茂剛

産科における出血のメカニズムを視覚的に理解でき
る書籍。一次施設においては搬送のタイミングなど
についての理由を示し，妊婦の病状の進行を予想し
て早めに対応することを促す内容としている。一方，
高次医療機関においては，妊婦の特殊性を理解した
上で，適切な対処が早めに行える内容を示す。産科
危機的出血を理解し，実践的に現場で対応するため
の決定版。

●B5判・216頁
　イラスト30点，写真30点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1760-3
2019.4

周産期医学産科婦人科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1751-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1760-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1763-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1995-9.html
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産婦人科・新生児領域の
血液疾患 診療の手引き
編集　日本産婦人科・新生児血液学会

周産期に携わる医師必携！ガイドラインでは手に入
らない知識をエキスパートが解説した，日本産婦人
科・新生児血液学会編の診療の手引き。代表的な妊
産婦の死亡要因である「分娩時の大量出血」や「妊婦
の血栓」など，日常診療で遭遇する産婦人科・新生
児領域の血液に関係する疾患の管理に役立てること
を目的として，知っておくべき血液疾患の知識を総
論的に解説した上で，CQをベースとして実践的な
知識をエキスパートがわかりやすく解説。

●B5判・180頁
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1747-4
2017.8

改訂第2版　症例から学ぶ
周産期診療ワークブック
編集　 日本周産期・新生児医学会　 

教育・研修委員会

日本周産期・新生児医学会　教育・研修委員会編集。
遺伝カウンセリングなど最新の話題や，臨床統計な
ど周産期に携わる医師として知っておきたい知識も
盛り込み，さらにグレードアップした改訂版。周産
期のさまざまな疾患について症例を提示し，臨床に
役立つ実際的な知識・判断力を養うことができるワ
ークブック。専門医試験対策にも役立つ1冊。

●B5判・544頁
　一部カラー
　イラスト70点，写真180点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1736-8
2016.7

児頭下降度の評価と鉗子遂娩術
安全・確実な吸引・鉗子分娩のために
編集　竹田　省　　関　博之

鉗子分娩を安全・確実に遂行するために最も重要な
児頭下降度の正しい評価方法と手技の実際を精緻な
イラストにより詳しく解説。吸引分娩の際にも役立
つ内容となっている。分娩時の児頭と母体骨盤の位
置関係を精緻なCG動画にまとめたDVDは必見！分
娩経過に沿った児頭の下降や回旋の様子がリアルに
表現され，鉗子遂娩手技の実際を目で見て学ぶこと
ができる。

●B5判・128頁
　オールカラー・DVD付
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1246-2
2015.4

CG動画でわかる！
肩甲難産・骨盤位への対応
肩関節の動きからみた肩甲・上肢解出法
編集　竹田　省　牧野　真太郎　竹田　純

ベテラン医師でも時に戸惑う肩甲難産・骨盤位の仕
組みや手技のコツをCG動画（DVD）・イラストで解
説。特に重要となる児の肩関節の動きについても詳
細に示している。より安全な分娩管理を目指し，経
験豊富な執筆陣の知識を織り込んだ，臨床に役立つ
必携の一冊。

●B5変型判・124頁
　オールカラー
　イラスト200点
　DVD-Video付き
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1758-0
2019.4

産科婦人科学 周産期医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1736-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1246-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1758-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1747-4.html
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脳性麻痺と周産期合併症/
イベントとの関連
最新の知見
編集　松田　義雄　　佐藤　昌司　　藤森　敬也

多様な原因が解明されつつある脳性麻痺の実態解明
と予防・治療について，全国の臨床家に広く執筆を
依頼し，網羅的に情報を集約。定義，疫学，診断は
もとより，妊娠中・分娩時・新生児期と時系列のリ
スク因子・管理までを網羅！

●B5判・264頁
　イラスト30点，写真30点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-2130-3
2021.8

 基礎から“その先”まで
実践！	胎児超音波検査
—どこを見て，なにを診るのか—
著者　辻村 久美子
監修　石本　人士　　和泉　俊一郎　　川瀧　元良

豊富なイラストと写真を駆使し，胎児超音波検査に
必要な知識を網羅。直接現場で指導を受けるかのよ
うな平易な語り口で，胎児のスクリーニングにおけ
る正常と異常を繰り返し解説。さらに胎児スクリー
ニングにおけるさまざまな基準値を巻末資料に掲
載。胎児スクリーニングの現場にいるすべての人へ
待望の一冊！

●B5判・464頁
　一部カラー
　イラスト320点，写真760点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1999-7
2022.3

胎児心エコーのすべて
スクリーニング・精査・治療・
そして家族支援
編集　川瀧　元良

児の救命率に大きく関与している胎児診断の主軸を
担う「胎児心エコー」。本書は，発生学から詳細な心
スクリーニング方法，精査，治療までを豊富な画像
を用いてエキスパートが徹底解説！神奈川県立こど
も医療センターの家族への告知方法や，各疾患の胎
児診断率も初公開！最新トピックスのハイブリッド
治療についても解説。本分野の第一人者である川瀧
元良先生の集大成本‼

●B5判・456頁
　 オールカラー
　イラスト100点，写真1,000点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1737-5
2017.2

食道閉鎖のすべて
胎児スクリーニング, 精査, 治療
編集　川瀧　元良

Webセミナー「胎児食道研究会」における胎児診
断のエキスパートによる教育講演を元に，食道閉鎖
の実践的なスクリーニング方法を中心とした手技を
解説。多数の症例を掲載し（20例は動画付き），
Pouchの見つけかたやカラードプラによる羊水の対
流の見方など，より具体的かつ実践的に食道閉鎖を
見つける方法からその後の治療法まで，食道閉鎖の
胎児診断率を上昇させるための知識が詰まった一冊。

●B5判・160頁
　 オールカラー
　イラスト30点，写真250点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-2137-2
2022.4

周産期医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1737-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2130-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1999-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2137-2.html
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日本版救急蘇生ガイドライン2020に基づく
新生児蘇生法テキスト　第4版
監修　細野　茂春

日本蘇生協議会・日本救急医療財団合同委員会の作
成による「日本版救急蘇生ガイドライン2020」に
則った改訂第4版。日本周産期・新生児医学会新生
児蘇生法講習会の公式テキストに指定されており，
予習・復習にも役立つ。
改訂に伴い，QRコードで見られるストリーミング
動画を収載し，各章ごとにポイント解説を追加。ま
た講習会で使用するスライド・問題集も掲載。

●B5判・204頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真70点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1998-0
2021.4

日本版救急蘇生ガイドライン2020に基づく
新生児蘇生法インストラクター
マニュアル　第5版
監修　細野　茂春

『第4版　新生児蘇生法テキスト』に対応したイン
ストラクターマニュアルの第5版。
最新の教育論に基づき，新生児蘇生法（NCPR）講習
会の開催に必要なスキルや講習会の進め方をオール
カラーでわかりやすく解説。2020年から始まった
病院前（P）コースの解説やシナリオも加わり，全
コースのインストラクションを網羅。綴込み別冊の

「V シナリオ集」は講習会への持ち歩きも可能。

●A4判・オールカラー
　260頁（別冊88頁含む）
　イラスト68点，写真36点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-2126-6
2021.5

長野県立こども病院方式
超低出生体重児の管理マニュアル
監修　中村　友彦
編集　廣間　武彦　宗像　俊

　小田　新　　小川　亮

長野県立こども病院で行われている最先端の超低出
生 体 重 児 の 管 理 法 を 漏 れ な く 記 載 し， さ ら に
Q&A，症例に基づくアルゴリズム・実際の管理法
など多角的にわかりやすく解説。「看護のポイント」
も充実させ，チーム医療であるNICUの組織内の連
携を補助できるものとなっている。

●B5判・364頁
　一部カラー
　イラスト70点，写真70点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1755-9
2019.4

改訂第2版
ハイリスク児のフォローアップ
マニュアル
小さく生まれた子どもたちへの支援
編集　ハイリスク児フォローアップ研究会

新生児科医の外来診療やハイリスク児と家族の支援
を行う現場で役立つ実践的マニュアル書。近年重要
度が増している「発達障害の評価と対応」，「医療的
ケアを必要とする児」，「学童期・思春期までのフォ
ローアップ」などの項目を充実させた，待望の改訂版。

●B5判・304頁
　イラスト120点，写真120点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1754-2
2018.7

周産期医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1755-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1754-2.html
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https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2126-6.html
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 （全3巻）
眼科診療の基本知識から
若手眼科医のお悩み解決Q&Aまで，
経験豊富な眼科医が伝授！

編集
飯田　知弘　　
中澤　徹　　
堀　裕一

●経験豊富な専門医によるコツ＝「匠（マイスター）の技」を伝
授し，若手眼科医や開業医に向けて眼科診療の要を解説。

●紙面は教科書スタイルで基本知識をしっかり網羅し，本文
は箇条書きで，図表や写真は必要不可欠なものを網羅。
●各項目の最後には，若手眼科医が日常診療で疑問に思う点
や，つまずきがちな点，今さら聞けないが知りたい点などに
ついて，Q&A形式で解説。日常診療の悩みを解決できる構成。

I . 診察と検査
　

●336頁・イラスト100点，写真550点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1626-2　2016.11

II. 診断と治療
　

●332頁・イラスト100点，写真550点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1627-9　2017.1

III. 処置と手術手技
　

●264頁・イラスト160点，写真500点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1628-6　2017.3

●B5変型判・オールカラー
　全巻定価合計　29,700円（税込）

眼科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1626-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1628-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1627-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1626-2
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眼科診察クローズアップ
監修　宇治　幸隆
編集　山田　昌和

眼科診察の基本を豊富なイラストや写真と十分にか
みくだいた解説とで展開。診察方法・検査方法のイ
ラストや写真を中心に，「医師から患者さんへの声
かけ」「医師の動作の特徴を表す内容」「患者さんの症
状の特徴」をできるだけ盛り込み，コツ，ポイント
を明確に記載。眼科診察の心得やコツをしっかりと
身につけることができ，自信がつく1冊。

●B5変型判・216頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真500点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-0748-2
2014.4

改訂第2版
網膜診療クローズアップ
著者　柳　靖雄

網膜疾患に携わる医療従事者を対象に，基本知識か
ら最新の診療技術にいたるまで網羅的に解説し好評
を得た初版刊行から5年。アップデートしたさらに
役立つ情報をお届けする改訂第2版。進歩が目覚し
い眼底画像検査，ことに超広角眼底検査所見，OCT
アンギオグラフィなどについては最新画像写真を追
加。新しい疾患概念，症例を盛り込み，新たなエビ
デンスをもとに最新の治療方針に差し替えた，網膜
診療にさらに役立つ1冊。

●B5変型判・368頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真800点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1634-7
2018.3

緑内障診療クローズアップ
編集　木内　良明

潜在患者が多く，未治療患者の早期発見，早期治療
が求められている緑内障。長期にわたる緑内障治療
は管理が難しく，眼圧コントロールに苦慮する症例
も少なくない。本書は，緑内障診療の基本を十分に
かみくだき，眼圧，視野，眼底，OCTなどの検査
から，点眼治療，術式の選択と術後管理まで，日常
診療に即役立つようまとめた，診療力アップのため
の1冊。角膜，ぶどう膜，網膜等との関連について
の情報も充実！

●B5変型判・288頁
　オールカラー
　イラスト120点，写真250点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1088-8
2014.4

眼科外来処置・小手術
クローズアップ
編集　江口　秀一郎

眼科医に必須の外来処置・小手術。本書では，眼科
小手術に伴う基本診察，検査，処置および注射から，
具体的な手技，器械の使い方やセットアップまで，
エキスパートが独自のコツ・ポイントを詳しく解説。
場面に応じた「医師から患者さんへの声かけ」も適宜
掲載。図表が豊富な印象強い独特の紙面構成でわか
りやすく，しっかり身につけることができる。入局
したての専修医も臨床にすぐに活かせる1冊。

●B5変型判・228頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真150点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-0749-9
2014.2

眼科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0748-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0749-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1634-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1088-8.html
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全身病の眼病変 早わかり便利帖
編集　平形　明人　　岡田　アナベル　あやめ

　山田　昌和　　井上　真
確定診断の鍵を握る画像を必要十分に掲載し，患者
さんの隠れた病変を見逃さないよう，全身病による
眼病変の特徴や他疾患との鑑別ポイントをわかりや
すく解説。細隙灯，眼底，OCTなどの画像検査写
真を主体としたシンプルな紙面構成で，全身病と眼
病変の関わりをコンパクトにまとめた，重要なこと
がパッとわかる便利な1冊。眼科医の日常診療で活
用できるのはもちろん，「いざ」というとき知識がほ
しい他科の医師（ER，研修医など）にも役立つ。

●A5判・328頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真500点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1633-0
2018.3

新OCT・OCTA便利手帖
編集　白神　史雄　　飯田　知弘
　　　石龍　鉄樹　　丸子　一朗

ポケットに携帯できるコンパクトなサイズと，使い
勝手の良い紙面構成で必要なときに必要な情報がす
ぐに得られることで，好評を博した『OCT便利手帖』
を全面アップデート。新版では，症例をすべて刷新
し，OCTやOCTAで疾患の理解や画像解析が向上
したことによる最新情報を掲載。またレイアウトも
初版の横向きから縦向きの配置になって，より読み
やすくなりました。ポイント解説や撮り方のコツを
充実させ，視能訓練士にもお薦めの一冊。

●B6判・232頁
　オールカラー
　写真560点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1640-8
2021.2

新OCT・OCTA
読影トレーニング
編集　白神　史雄　　飯田　知弘

大好評『OCT読影トレーニング』を刷新！　
いまや眼科検査に不可欠なOCT，OCTA。正常所
見や異常所見，アーチファクト，撮り方のコツなど，
基本画像をしっかりとおさえたうえで，疾患別に典
型例とバリエーション例を豊富に提示して読影ポイ
ントを解説。読影力が自然と身につく1冊。

●B5変型判・400頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真1,200点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1637-8
2019.3

前眼部画像診断A	to	Z
OCT・角膜形状・波面収差の読み方
編集　前田　直之　　大鹿　哲郎　　不二門　尚

前眼部OCT，角膜形状解析，波面収差解析について
の基礎知識（概念，測定原理，検査目的，測定法）から，
疾患別の検査結果の見方までを，図を中心とした紙
面構成でコンパクトにわかりやすく解説。1つ1つの
画像の解読は大事なポイントを検査結果画像に直接
指し示しながら，理解しやすいよう簡潔にまとめて
掲載。スペキュラーマイクロスコープや非侵襲的マ
イボグラフィーなど，最新の前眼部画像検査も紹介。

●B5変型判・400頁
　オールカラー
　写真550点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1099-4
2016.3

眼科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1640-8.html
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眼科診療の基本！
細隙灯顕微鏡スキルアップ
編集　外園　千恵　　辻川　明孝

細隙灯顕微鏡は角膜を観察するための検査というイ
メージが強いが，白内障診断，緑内障診断のための
隅角や視神経乳頭の観察，網膜の観察など多種多様
な疾患に対応する検査であり，そのためには各部位
ごとに観察する際のポイント，所見のみかた等を身
につけることが大切である。豊富な具体的所見に加
えて類似や鑑別の所見も示し，迅速に正しく判断す
るコツを写真で理解し習得できる書籍。

●B5変型判・256頁
　オールカラー
　写真700点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1638-5
2019.9

うまい眼底画像を撮るための
テクニック
編集　飯田　知弘　　石龍　鉄樹　　後藤　禎久

視能訓練士，眼科医が眼底病変診断のため日常的に
行うさまざまな眼底画像検査で，病変部を逃さず漏
らさず，正しく鮮明な眼底画像を撮影するために必
要なポイント・テクニックを，撮影の時系列で検査
別・機種別にイラストや写真を駆使してわかりやす
く紹介。具体的なトラブルシューティング，代表的
眼底疾患での撮影ポイント（眼科医の目線）も解説し
た，眼底画像撮影に必携の1冊！

●B5変型判・232頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真450点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1629-3
2017.4

読めばわかる！	わかれば変わる！
ドライアイ診療
著者　島﨑　潤

ドライアイは大した病気ではない，どう診療しても
大差はないと考える眼科医に向けて「スペシャリス
トが行う診察，検査，治療」のコツを丁寧に解説。
診療の時系列に組み立てられ，要点がすっきり頭に
入ってくる読みやすい構成で，最新知見に基づき，
読者目線で即実践できる診断手順と治療方法をもら
すことなく記載。読めば意識が変わり，明日からの
診療も変わる1冊。

●B5判・192頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真150点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1632-3
2017.10

コンタクトレンズデータブック
第3版
編集　小玉　裕司　　梶田　雅義　　植田　喜一
　　　糸井　素純　　前田　直之

日本で販売しているたくさんのコンタクトレンズと
ケア用品の中から，適応や特徴を正確に捉え選択す
る資料として最適な1冊。各レンズのデータは，パ
ッケージやレンズのカラー画像とともに，旧版より
もさらに詳細に記載。本書のデータを簡単に検索で
きる，iPad／iPhone対応検索アプリのダウンロード
権付きで，大変便利になった第3版。

●B5判・444頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真700点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1089-5
2014.3

眼科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1638-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1629-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1632-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1089-5.html
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これでわかる！
高機能眼内レンズ
著者　ビッセン宮島　弘子　

　谷口　紗織　　南　慶一郎

患者のニーズに合った眼内レンズを選択するため
に，種々の眼内レンズの特徴，適切な検査・診察の
手順，周術期の注意点について，診療の流れに沿っ
て実践的に解説。高機能眼内レンズの導入・診療に
自信が持てる1冊。白内障手術歴が浅い眼科医から
経験豊富な眼科医まで幅広く役立つ内容となってい
る。

●B5変型判・212頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真200点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1636-1
2018.9

どう診て どう治す？ 円錐角膜
編集　島﨑　潤　　前田　直之　　加藤　直子

主に若年層において眼鏡で矯正できない視力低下，
乱視症例などに潜む円錐角膜を早期に発見し，適切
なタイミングで専門医に紹介するために必要な基礎
知識，診断のコツ，治療のポイントを，円錐角膜の
エキスパートが一般眼科医に向けて解説。画像診断
やコンタクトレンズ処方，眼内レンズ処方などでは
具体的な症例を呈示しながら，前眼部OCT，角膜
トポグラフィーや波面形状解析などの検査所見を豊
富に掲載し解説している。

●B5変型判・200頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真270点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1630-9
2017.10

新しいロービジョンケア
編集　山本　修一　　加藤　聡　　新井　三樹

これからロービジョンケアを始める眼科医と眼科ス
タッフのために，ロービジョンに関する基本知識か
ら具体的なケアの方法，福祉施設への橋渡しまでを，
患者の問いに具体的に答えられるようプラクティカ
ルな表現でまとめた，すぐに役立つ情報が得られる
1冊。最新のICT機器活用・応用，患者への声かけ
についても詳しく記載。

●B5変型判・228頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真250点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1635-4
2018.10

涙道内視鏡 入門！
知りたかったすべてがここにある!
監修　井上　康　　鈴木　亨　　佐々木　次壽
編集　後藤　聡　　鶴丸　修士　　松村　望

涙道内視鏡を始めるにあたり必要となる手術環境や
セットアップ，周術期管理などの基本的知識から，
診断，手術手技までを噛み砕いた表現で容易に理解
できる構成。症例の見きわめやコツ，各疾患への対
応および術中術後のトラブルシューティングについ
て，豊富な写真と動画でやさしく具体的に解説。

●A4判・176頁
　オールカラー
　イラスト60点，写真320点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1620-0
2016.4

眼科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1636-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1635-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1630-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1620-0.html
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次世代を担う整形外科医へ
確かな技術をつなげる

「OS NEXUS」の新シリーズ
刊行開始！

編集委員
松田　秀一
今井　晋二
今釜　史郎
＋ゲストエディター

●A4判・160～200頁・オールカラー・ストリーミング動画付き
　2022年 前金年間購読料 48,400円（税込）（No．1～No．4）

整形外科医必携の手術書『OS』シリーズ
Season 5がついに始動！

メインとなる特集項目に加えて，基本的手術・治療手技の
紹介も毎号掲載し，専攻医として必要なスキルを漏れなく
カバーできるシリーズ構成。
● 「専攻医が経験すべき手術」をシリーズを通して網羅。
● 手技の理解を深める解剖学的知識を示した「Anatomy 
Key Point」を掲載。

● 知っておくと有用な「基本的手術手技」を巻末に掲載。
● 前シリーズからの特徴である精緻なイラストと豊富な画
像に加えて，近シーズンではストリーミング動画も配信。
静止画では伝わりづらい部分もよくわかる！
  年４冊刊行（1・4・7・10月）

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-2151-8
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1	 	膝関節の再建手術

●212頁・イラスト250点，写真245点・Web動画35本/96分・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-2151-8　2022.2

2	 	肩外傷の治療と	
リバース型人工肩関節手術

●定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-2152-5　2022年4月刊行予定

3	 	ベーシックな脊椎除圧術の
すべて

●定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-2153-2　2022年7月刊行予定

4	 	下肢の骨折手術	
①骨盤・大腿骨

●定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-2154-9　2022年10月刊行予定

担当編集委員
松田　秀一

担当編集委員
今井　晋二

担当編集委員
今釜　史郎

ゲスト・エディター
野田　知之

（OS NEXUS）
整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2151-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2152-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2153-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2154-9.html
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「OS NOW」の新シリーズ
電子版付きの
次世代型『OS NEXUS』へ！
全20巻 好評発売中！

●A4判・平均200頁程度・オールカラー
　全巻定価合計 242,000円（税込）

ねらいをしぼったテーマを
くまなく掘り下げて理解できる！
最新スタンダードの手術手技を紹介！
スキャン不要の電子版付き！

● 書籍でじっくり読んだり，タブレット，スマホ，パソコ
ンでさっくり確認したり，TPOに応じて使い分けられる！

●オペ室でもすぐ見られる！
　患者さんへの説明用にもすぐ使える！

●絶対役立つテーマを徹底解説！！
　 ・遭遇する頻度が高い疾患・外傷をシリーズを通して網羅。
　・ よりダイナミックになった精緻なイラストで，手術手
技のニュースタンダードを詳細に解説。

編集委員
宗田　大
中村　茂
岩崎　倫政
西良　浩一

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1380-3
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1	 	膝・下腿の	
骨折・外傷の手術

●172頁・イラスト190点，写真140点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1380-3　2015.2

2　	頚椎・腰椎の後方除圧術

●200頁・イラスト240点，写真170点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1381-0　2015.5

3　		手・手関節の	
骨折・外傷の手術

●172頁・イラスト220点，写真170点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1382-7　2015.8

4　		股関節周囲の	
骨折・外傷の手術

●210頁・イラスト350点，写真120点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1383-4　2015.11

5　		スポーツ復帰のための手術	
膝

●196頁・イラスト210点，写真160点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1384-1　2016.2

6　		脊椎固定術	
これが基本テクニック

●198頁・イラスト200点，写真100点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1385-8　2016.5

7　		肩・肘の骨折・外傷の手術

●210頁・イラスト170点，写真60点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1386-5　2016.8

8　		スポーツ復帰のための手術	
股関節，足関節・足部

●202頁・イラスト170点，写真60点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1387-2　2016.11

9	 	膝関節の再建法
最適な選択のために

●206頁・イラスト170点，写真60点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1388-9　2017.2

10		脊椎固定術
匠のワザ

●206頁・イラスト200点，写真50点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1389-6　2017.5

担当編集委員
宗田　大

担当編集委員
西良　浩一

担当編集委員
岩崎　倫政

担当編集委員
中村　茂

担当編集委員
宗田　大

担当編集委員
西良　浩一

担当編集委員
岩崎　倫政

担当編集委員
中村　茂

担当編集委員
宗田　大

担当編集委員
西良　浩一

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1380-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1389-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1381-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1382-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1383-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1384-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1385-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1386-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1387-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1388-9.html
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（OS NEXUS）

11		スポーツ復帰のための手術	
肩・肘

●184頁・イラスト180点，写真60点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1390-2　2017.8

12			股関節の再建法
成功への準備とコツ

●230頁・イラスト300点，写真90点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1391-9　2017.11

13			高齢者上肢骨折に	
対する手術

●180頁・イラスト220点，写真100点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1392-6　2018.2

14			脊椎手術と合併症
回避の技とトラブルシューティング

●178頁・イラスト180点，写真150点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1393-3　2018.4

15			膝関節手術の落とし穴
陥らないためのテクニック

●226頁・イラスト250点，写真160点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1394-0　2018.8

16			小児の四肢手術
これだけは知っておきたい

●210頁・イラスト230点，写真50点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1395-7　2018.11

17			末梢神経障害・損傷の	
修復と再建術

●194頁・イラスト230点，写真50点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1396-4　2019.2

18			State	of	the	Art 脊椎外科
レベルアップのための18の奥義

●218頁・イラスト330点，写真100点・定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1397-1　2019.5

19			足・足関節の最新の手術

●164頁・イラスト250点，写真330点・定価12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1398-8　2019.8

20			関節鏡手術の基本 
ルーチン操作とデバイスの扱い方

●202頁・イラスト220点，写真310点・定価12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1399-5　2019.11

担当編集委員
岩崎　倫政

担当編集委員
中村　茂

担当編集委員
岩崎　倫政

担当編集委員
西良　浩一

担当編集委員
宗田　大

担当編集委員
中村　茂

担当編集委員
岩崎　倫政

担当編集委員
西良　浩一

担当編集委員
中村　茂

担当編集委員
宗田　大

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1390-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1399-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1391-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1392-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1393-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1394-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1395-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1396-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1397-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1398-8.html
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整形外科 日常診療のエッセンス
上肢
編集　池上　博泰

整形外科医の日常診療を，より正確に，効率的に行
えるエッセンスが詰まったシリーズ。上肢では，肩・
肘・手それぞれの診察法だけでなく，上肢全体とし
ての診かたも解説。特に上肢全体の痛みとして，心
筋梗塞や動脈瘤解離，頚椎系の疾患などとの鑑別診
断も紹介。

●B5変型判・388頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1865-5
2019.7

整形外科 日常診療のエッセンス
下肢
編集　石橋　恭之

整形外科医の日常診療を，より正確に，効率的に行
えるエッセンスが詰まったシリーズ。「疾患別治療
法」では，下肢の各部位ごとに診断と治療に分けて
解説。診断では，「これで確定診断」「見逃し注意」な
ど，注意すべき点がよくわかるようになっている。

●B5変型判・412頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1863-1
2018.11

整形外科 日常診療のエッセンス
脊椎
編集　紺野　愼一

整形外科医の日常診療を，より正確に，効率的に行
えるエッセンスが詰まったシリーズ。脊椎の診療で
大切な鑑別診断をはじめ，痛みの評価法・検査法を
紹介。「疾患別治療法」では，特発性側弯症や骨粗鬆
症など脊椎全体の疾患から頚椎・腰椎の疾患までわ
かりやすく解説している。

●B5変型判・236頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1866-2
2019.3

聴いて，視て，触ってわかる
これだけは知っておきたい
整形外科身体診察スキル
編集　帖佐　悦男

月刊「関節外科」の連載記事「これだけは知ってお
きたい整形外科的徒手検査法」をベースに，整形外
科の身体診察をイチから学びたい人のために，診察
の基礎から画像を含めた各種検査法，診断後の治療
の流れまでを各部位ごとに解説。若手整形外科医だ
けではなく，研修医や総合診療医も使えるように，
専門用語，重要な知識などを「Tips」として欄外
に記載し，徒手検査法にはWeb動画を配信。

●B5判・264頁
　一部カラー
　イラスト350点，写真190点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1886-0
2021.3

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1865-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1886-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1863-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1866-2.html
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新　執刀医のためのサージカルテクニック
上肢
総編集　　德橋　泰明
担当編集　長尾　聡哉

基本的な手技を学べる現場に即した手術書として好
評を得た『執刀医のためのサージカルテクニック』シ
リーズの刊行から10年以上が経過し，手術手技・
使用器具の進歩により大きく変更されている術式
や，新たな術式も取り上げ，今の時代に即した手術
内容で新シリーズとして刊行。

●B5変型判・296頁
　オールカラー
　イラスト370点，写真146点
　定価 15,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1860-0
2019.3

新　執刀医のためのサージカルテクニック
下肢
総編集　　德橋　泰明
担当編集　齋藤　修

基本的な手術のペース配分を理解しやすいように各
術式の流れを「起承転結」の4段階に分け，豊富なイ
ラストと具体的かつ簡潔な解説で構成。特に執刀医
になりたての整形外科医が経験することが多い疾患
を取り上げ，観血的整復固定術（ORIF），鏡視下手術，
靱帯再建術，人工関節置換術などを，執刀医の視点
に立った記述でわかりやすく紹介。

●B5変型判・280頁
　オールカラー
　イラスト340点，写真70点
　定価 15,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1861-7
2018.10

新　執刀医のためのサージカルテクニック
脊椎
総編集・担当編集　德橋　泰明

脊椎・脊髄外科手術の基本的な手技について，手術
の流れとペース配分が理解しやすいよう「起承転結」
の4段階に分けて解説。執刀医になりたての医師が
経験する疾患を取り上げ，基本の固定術・除圧術か
ら内視鏡下手術，XLIFやOLIFまで，最前線で活躍
する医師からのアドバイスを随所に盛り込み，豊富
なイラストでわかりやすく紹介。術前の心構えや準
備，術中の注意点の確実な理解と整理に役立つ1冊。

●B5変型判・256頁
　オールカラー
　イラスト300点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1862-4
2018.6

整形外科サージカルアプローチ
体位から到達術野まで
編集　井樋　栄二　　野原　裕　　松末　吉隆

手術書では省略されがちなアプローチにスポットを
当て，「皮切」「浅層展開」「深層展開」「到達術野」と大
きく4段階に分け，軟部組織の処置も含めて，イラ
ストを中心に詳細に解説。整形外科主要手術の主な
アプローチ（進入法～展開まで）を網羅し，鏡視下法
の皮切，進入法，助手の視点での操作法，アプロー
チの注意点，応用技術についても解説した極めて実
践的な1冊。最良の手術は最良のアプローチから。

●B5変型判・560頁
　イラスト620点，写真280点
　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1039-0
2014.10

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1860-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1039-0.html
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DVDで動きがわかる
モーション解剖アトラス
上肢・体幹
編著　青木　光広
著者　和田　卓郎　　射場　浩介

未固定解剖体を用いた「モーション解剖アトラス」
DVDと解剖知識，臨床への応用を詳説した書籍の画
期的なハイブリッドアトラス。手術アプローチ，リ
ハビリテーション，運動療法などにも役立ち，この
1冊，この1枚で上肢・体幹の「動き」が学べる。

●B5判・136頁・上製本
オールカラー・写真86点
イラスト112点・DVD付

　定価 27,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1026-0
2008.6

DVDで動きがわかる
モーション解剖アトラス　
下肢・骨盤
監修　山下　敏彦
編集　青木　光広　　鈴木　大輔

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
とのセットで，下肢・骨盤の「動き」を学べる画期的
なアトラス。

●B5判・148頁・上製本
オールカラー・写真110点
イラスト135点・DVD付

　定価 27,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1034-5
2009.10

DVDで動きがわかる
モーション解剖アトラス 脊椎
監修　山下　敏彦
編集　青木　光広　　鈴木　大輔

竹林　庸雄　　吉本　三徳

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
とのセットで，脊椎や種々の組織の「動き」をみなが
ら，手術を行う際のアプローチやリハビリテーショ
ン，運動療法などのイメージトレーニングができる。

●B5判・124頁・上製本
　オールカラー・写真83点
　イラスト114点・DVD付
　定価 27,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1037-6
2010.10

整形外科徒手検査法
編集　高岡　邦夫

整形外科医自身の目と手により外来で行われる各種
徒手検査法を約400点のイラストで図説。視診，周
辺解剖の触診法，可動域の確認法，テスト法のポイ
ントが見てわかる構成。

●B5判・236頁
　イラスト400点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-0614-0
2003.10

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1026-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0614-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1034-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1037-6.html
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 スタンダード骨折手術治療
上肢
編集　渡部　欣忍

インプラント（プレート，スクリュー，髄内釘など），
アプローチ法（前方，後方など），骨折の状態（関
節内骨折，関節外骨折，単純骨折，粉砕骨折）など，
現在日本で起こりうるすべての骨折に対応できる内
容を網羅した手術治療の決定版。複雑な解剖に対応
できるよう，豊富なイラストでわかりやすく解説。

●B5変型判・400頁
　オールカラー
　イラスト400点，写真900点
　定価 19,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1890-7
2022.4

スタンダード骨折手術治療
下肢
編集　渡部　欣忍

インプラント，アプローチ法，骨折の状態など，現
在日本で起こりうるすべての骨折に対応できる内容
を網羅した手術治療の決定版。さらに骨折手術後の
偽関節に対する手術や近年増加傾向にあるインプラ
ント周辺骨折，創外固定治療の項目も収載し，また
大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術におけるセ
メント充填法の項目も追加。あらゆる場面で役立つ
1冊。

●B5変型判・472頁
　オールカラー
　イラスト800点，写真1,000点
　定価 19,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1889-1
2021.1

骨折　プレート治療マイスター
編集　澤口　毅

プレート治療の頻度が高い骨折を部位別に取り上
げ，基礎的な知識（解剖・画像診断・整復など）と，
プレート治療において最も大切な「プレートをどこ
に置くか」「固定用のスクリューをどこにどの向きで
入れるか」などの具体的な手技を，各部位のエキス
パートが豊富な経験と工夫に基づき，精緻なイラス
トを豊富に用いて詳説。

●B5変型判・364頁
　オールカラー
　イラスト480点，写真300点
　定価 19,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1044-4
2012.5

骨折　髄内固定治療マイスター
編集　澤口　毅

『骨折　プレート治療マイスター』の姉妹編。プレー
ト治療に比較し，骨折部周囲の軟部組織に低侵襲な
髄内固定治療。本書では，全身の髄内固定治療が適
応となる骨折を網羅した。整復に始まり，画像情報
を基に，どの位置にリーミングし，どの長さの髄内
釘を選択し，挿入時に何に気を付けなければいけな
いのか，エキスパートが丁寧にわかりやすく解説。
それぞれの特性を理解して選択できるよう，プレー
ト治療と比較した髄内固定の長所や短所についても
紹介。

●B5変型判・282頁
　オールカラー
　イラスト500点，写真300点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1369-8
2016.4

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1044-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1889-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1369-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1890-7.html
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整形外科
骨折ギプスマニュアル
編集　日本骨折治療学会教育委員会

骨折に対する最も基本的な治療法であるギプスの基
本的な操作・適応・合併症と禁忌から，各種骨折に
対するギプス巻きのテクニックは順を追って写真・
イラストで具体的に解説。動画（付属のDVDと
Web配信）では著者による字幕・音声で注意点やコ
ツがよりわかりやすい。書籍では動画中のポイント
を確認しやすいようにマークで明示。書籍と動画で
ギプステクニックに熟達できる一冊。

●A4判・160頁
　オールカラー・DVD付
　イラスト100点，写真140点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1359-9
2014.3

超実践　肩の外来診療
症例で学ぶ診断テクニック
著者　中川　照彦

初診時から術前後まで，疾患の特徴的な画像を豊富
に盛り込み，撮るべき画像，見るべきところがよく
わかる。またキャプションとともに画像だけを追っ
て読むことも可能。著者独特の懇切丁寧な解説と多
くの写真・イラストで肩を専門としていない整形外
科医にもわかりやすく，また良好な経過を辿らなか
った症例も隠すことなく掲載しているので，読者の
反面教師にもなる。

●B5変型判・272頁
　オールカラー
　イラスト200点，写真1,000点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-2175-4
2022.4

ゼロからマスター
肩の鏡視下手術　改訂第2版
著者　中川　照彦

新たにブリッジングスーチャー法にも対応し，より
わかりやすくパワーアップして改訂。『基礎知識』で
は，手術機器やセットアップ法，各種ポータルの作
製法と縫合法を解説。『代表的手術』では，腱板断裂
や反復性肩関節脱臼を中心に，初心者が行う機会の
多い疾患を取り上げ，手術手技の手順を一つひとつ
省略することなく，鏡視写真とともにイラストを掲
載して丁寧に解説。初心者が起こしやすい失敗の回
避法やレスキュー法も記載。

●B5変型判・368頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真700点
　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1379-7
2018.3

肩関節手術のすべて
編集　　　菅谷　啓之　　
編集協力　秋田　恵一　　二村　昭元

鏡視下手術を中心とした肩関節の主要疾患および外
傷手術を網羅し，幅広くテクニックを紹介した，肩
関節手術の「すべて」が学べる1冊。肩関節不安定症や
腱板断裂，変形性肩関節症，RSAの応用，また，感
染症や神経麻痺，リウマチ，肩関節周辺骨折までを
収載。「Anatomical Key Shot」で，各疾患の手術に
必要な解剖をイラストで示し，解剖医がわかりやす
く解説。また，直視下手術は写真とイラストを併記し，
リアリティとテクニックの両方を学べる構成。

●A4判・326頁
　オールカラー
　イラスト500点，写真300点
　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1377-3
2018.5

整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1379-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1377-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1359-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2175-4.html
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手・肘の外科	
診断と治療のすべて
編集　岩崎　倫政

近年，目覚ましい発展を遂げた手・肘の外科のすべ
てを集約したテキスト。解剖，画像診断，症候学と
いった基本的知識から，各疾患の病態，診断，治療
まで，豊富な解剖イラストや症例画像とともに詳細
に解説。診断から治療まで，日々の診療はもちろん，
領域全体を俯瞰する系統的知識の整理にも役立つ一
冊。

●B5変型判・468頁
　オールカラー
　イラスト180点，写真300点
　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1893-8
2021.10

肘関節手術のすべて
編集　　　今谷　潤也
編集協力　秋田　恵一　　二村　昭元

手術における解剖を重要視し，筋肉や神経の付着・
走行などが術野で実際にどう見えるかを克明に記載
した『Anatomical key Shot』に基づき，肘関節の
主な手術の診断・適応・アプローチ，そして手技を
豊富なイラストとともに明示して解説。「外傷」「疾
患」に加え「小児」「バイオメカニクス」の章を設け，
肘の手術に必要な知識を包括的に記載し，肘関節の
治療に携わる医師に必要な「すべて」を集約した1冊。

●A4判・408頁
　オールカラー
　イラスト500点，写真350点
　定価 19,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1365-0
2015.9

阪和人工関節センター	
TKAマニュアル
―Basic Course―
著者　格谷　義徳

25年以上の執刀医経験をもつ著者が，TKAに対す
る考え方や手技を根拠とともに丁寧に解説。増加の
一途を辿っている TKA の術式全体の　Learning 
curveを最小にし，できるだけ少ない症例で技術を
上達させるために，これからTKAをはじめる医師・
はじめたばかりの医師必読の1冊。

●A4判・154頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真60点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1867-9
2019.3

阪和人工関節センター
TKAマニュアル
―Advanced Course―
著者　格谷　義徳

『阪和人工関節センター TKAマニュアル –Basic 
Course–』（2019年）の続編。セメンティング，
高度内反膝，外反膝など，決して多くはないが時に
遭遇する，Basic Courseだけでは対処できない患
者や問題に対する危機管理マニュアル。読者の使い
やすさを重視して，起こりうる重要な事項順に掲載
している。

●A4判・124頁
　オールカラー
　イラスト40点，写真80点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1881-5
2021.4

整形外科学
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人工膝関節全置換術［TKA］
のすべて　改訂第2版
―より安全に・より確実に―
編集　勝呂　徹　　田中　栄

年間7～8万件行われている人工膝関節全置換術
（TKA）。予後良好な手術を行うためには，正しい
手術適応，術前計画，基本手技が重要である。初版
刊行から10年を経て，基本手技に重きを置きつつ，
プレカット法など新しい手技についても詳しく解説
した改訂第2版。TKAに関する情報を網羅した万全
の1冊。

●A4判・380頁
　上製本・オールカラー
　イラスト350点，写真250点
　定価 20,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1371-1
2017.3

人工股関節全置換術［THA］
のすべて　改訂第2版
監修　松野　丈夫　　編集　伊藤　浩

人工股関節置換術（THA）に必要な解剖・進入・手
術の手技と要点を網羅し，情報を刷新して，現在注
目されている術後感染や再置換術についての項目を
充実させた改訂第2版。インフォームドコンセント
やクリニカルパスなども含めて周術期全般をカバー
し，一連の流れを経験豊富な医師たちによる詳説と
オールカラーのイラスト・写真で解説。

●A4判・280頁
　上製本・オールカラー
　イラスト380点，写真250点
　定価 18,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1363-6
2015.3

筋腱完全温存AL-Supine
THAの手術手技
仰臥位前外側アプローチ
編著　久留　隆史

THAのなかでも最小侵襲手術である仰臥位前外側
（ALS）アプローチに特化して解説。ALSアプロー
チを実施するために必要な解剖学的特性，基本手技
について，各ステップに応じたコツとピットフォー
ルを解説。どの施設でも行えるように，少人数で特
殊な器具や特別な体位を要することなく手術を完遂
できることを目指した内容となっている。

●A4判・82頁
　オールカラー
　イラスト170点，写真60点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1891-4
2021.1

膝周囲骨切り術のすべて
編集　岡崎　賢

膝周囲骨切り術（AKO）のすべてを網羅。複雑な
術式の手順を豊富なイラスト・写真とともに丁寧に
解説し，加えてイラストや写真上の豊富な文字情報
により，図を追うだけでも理解できる紙面構成。ま
た各疾患，適応・術前計画・手術手技・治療成績な
ど統一した見出しにより，知りたい情報がすぐに見
つかる。保存か，骨切りか，人工関節か，患者さん
の適応を見極めて適切な治療を選択しよう！

●A4判・276頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真200点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1897-6
2021.10
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股関節骨切り術のすべて
編集　糸満　盛憲

股関節の骨切り術は股関節において人工関節置換術
と並ぶ大きなテーマである。本書では骨盤の骨切り
術，大腿骨の骨切り術に加え，小児例，骨切り術後
のTHA例などの「股関節機能を快復させる手術手
技」を，豊富かつ精緻なイラストと共に徹底解説。
疾患の進行期，患者の年齢などによってどの手技が
適応となるか，どう展開するか，ブラインドでの骨
切りをどう進めるか，予後と追跡調査をどうするか，
など手術を行ううえでのポイントとコツが満載！

●A4判・352頁
　オールカラー・上製本
　イラスト350点，写真150点
　定価 20,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1358-2
2013.12

人工股関節のバイオマテリアル
材料選択からデザインまで
編集　山本　謙吾

人工股関節の製造，構造，特性から，そのデザイン
の特徴やインプラントの耐久性など，人工股関節の
インプラントに関する基礎知識を網羅し，系統立て
て丁寧に解説。日進月歩を続けるインプラントの最
先端を知ることで，現在のTHAにおいて克服でき
る課題があるはずである。より良い手術成績につな
げるためにも，THAを行うすべての医師必読の1冊。

●B5変型判・280頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真50点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1376-6
2017.5

整形外科医のための
骨のバイオメカニクス解析
CT画像からモデルを作って
有限要素法で解析しよう!
編集　稲葉　裕　　東藤　貢

CT画像から患者の骨を正確にモデル化して，シミ
ュレーションをするための解析法の一つである有限
要素法（FEM）を理解し，実際の解析から検証，臨
床へどのように活用するかを工学者と医師が具体的
に解説した，整形外科医のための入門書。

●B5変型判・164頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真50点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1373-5
2017.3

 骨粗鬆症患者に対する	
手術と成功の秘訣
編集　湏藤　啓広

骨粗鬆症患者の手術に際して，術前・術中・術後で
ポイントとなる事項を部位ごとに記載。さらに脆弱
骨で起こりやすいインプラント周囲骨折についても
記述。「準備しておくべきもの」や「成功の秘訣」，
術前後の骨折連鎖防止への対処法についても解説。

●B5変型判・260頁
　一部カラー
　イラスト80点，写真100点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1874-7
2019.10

整形外科学
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大阪南医療センター 編
実践　関節リウマチ診療
内科治療から外科手術まで
監修　橋本　淳　　大島 至郎
編集　野口　貴明

大阪南医療センターでのリウマチ診療を一挙公開！ 
内科治療は，ガイドラインでは対応が難しい症例へ
の対処法についても紹介。外科治療は，最低限の知
識（手術適応，入院期間，手術のメリット／デメリッ
ト）とともに，手術の流れを解説。適切なタイミング
で患者へ外科治療を提案できることを目指して，内
科医・外科医ともに知っておくべき知識をまとめた
一冊。

●B5判・140頁
　一部カラー
　イラスト40点，写真100点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-2172-3
2022.2

 大腿骨近位部骨折	
チーム医療スターターガイド
編集　 富山市民病院 

高齢者大腿骨近位部骨折に対する 
多職種連携アプローチプロジェクトチーム

国際的にも評価が高い富山市民病院での経験を基
に，多職種連携治療の具体的な導入の仕方をステッ
プに分けてQ&A方式で解説。大腿骨近位部骨折に
対するチーム医療を導入する際に実際に起こった問
題やその解決法を紹介し，各部門で実際に使用して
いる簡易マニュアルも掲載。

●A5判・102頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真50点
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1873-0
2019.10

改訂3版
図説　足の臨床
監修　高倉　義典
編集　田中　康仁　　北田　力

イラスト・写真を一新し，新規に6項目追加して更
なる情報の充実を図った改訂3版。最新知見を揃え，
足の診断・治療のあらゆる場面に対応できる，足の
診療に携わる医師必携の書。

●B5変型判・512頁
　上製本・オールカラー
　イラスト530点，写真1,000点
　定価 24,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1036-9
2010.6

外反母趾
病態を理解し，正しい治療選択ができる
編集　須田　康文

外反母趾を単独で取り上げた本邦初の書籍。母趾の
痛みだけではなく，他の足指の痛みや，歩きにくさ
といった機能の問題にも触れ，症状・機能障害・治
療について「なぜそうなるのか」「なぜその治療を
行うのか」の根拠を明示し，運動療法，装具療法，
手術をまんべんなく解説。特に手術は各術式を得意
とするエキスパートが担当しており，日々の診療に
活かせる一冊。

●B5判・250頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真100点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1878-5
2019.11
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 匠が伝える	
低侵襲脊椎外科の奥義
編集　西良　浩一　　石井　賢

低侵襲化が急速に進んでいる脊椎手術の最前線がこ
の1冊に凝縮！全内視鏡手技（FED），脊椎最少侵
襲手術（MISt）に加え，最先端治療である人工椎
間板や仮想現実／拡張現実（VR/AR）を使用した
手術法等も紹介。さらに理学療法士任せになりがち
な運動療法についても，脊椎外科医が知っておくべ
き内容を解説。「匠のポイント伝授！」や「匠の奥義」
など，重要ポイント解説も充実！

●B5変型判・432頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真500点
　定価 19,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1877-8
2019.12

脊椎手術 
合併症回避のポイント
編集　山崎　正志

若手脊椎外科医が執刀する手術で起こりうる合併症
の予防法と対処法を部位別・術式別に豊富なイラス
ト・写真で解説した書籍。起こる頻度の高い合併症，
起こしやすい場面（メルクマール：指標）を術式別に
取り上げ，イラスト・写真とともに解説している。

●B5変型判・308頁
　オールカラー
　イラスト500点，写真300点
　定価 14,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1868-6
2019.5

新 脊椎インストゥルメンテーション
テクニカルポイントと合併症対策
編集　野原　裕　　鈴木　信正　　中原　進之介

現在の脊椎インストゥルメンテーション手術に関す
る必須知識と必須テクニック，そして避けて通れな
い合併症対策を網羅した1冊。この手技の習得には

〈正確に器具を扱う技術〉〈症例に対して安全に操作
できる技術〉〈起こりうる合併症に対する早期発見と
適切に対応できる技術〉が求められる。この3つを
章立てとして構成し，〈テクニカルポイント〉として
コツ，注意点，トラブルを明記。合併症の早期発見
のポイントと適切な対応法も簡潔に収載。

●B5変型判・268頁
　イラスト330点，写真462点
　定価 10,780円（税込）
ISBN978-4-7583-1049-9
2014.9

そのX線正常ですか？
骨腫瘍の画像診断
疑う目を養う・鍛える
編集　尾﨑　敏文　　国定　俊之

骨腫瘍治療の最大のポイントである「最初のX線で
見逃さない」ことに重点をおき，主要な骨腫瘍それ
ぞれの好発部位の典型画像を網羅し，どこに注目し，
どのように所見をとるべきかを詳しく解説。Q&A
形式の紙面構成で，良性腫瘍から悪性腫瘍，難易度
の高い鑑別疾患までを取り上げ，段階的に骨腫瘍の
読影トレーニングができる1冊。

●B5判・196頁
　写真450点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1366-7
2015.10

整形外科学
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脳性麻痺	
運動器治療マニュアル
編集　粟國　敦男　　金城　健

児の5年後，10年後を見据えた継続的かつ包括的な
治療を行うために必要な脳性麻痺の基礎知識から内
科治療・外科治療，リハビリテーション，装具治療
まで，臨床で使える実践的な内容を厳選してタイプ
別の治療の使い分けを具体的に記載。また原因不明
骨折を予防するためのチーム活動についても紹介。
徒手検査の仕方や児の観察の仕方，術前・術後の比
較などの動画も付いた充実の1冊！

●B5変型判・162頁
　一部カラー
　イラスト40点，写真60点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1888-4
2020.11

先天性股関節脱臼の診断と治療
編集　尾﨑　敏文　　赤澤　啓史

先天性股関節脱臼を見逃さないための診断技術，進
行させないための治療方法を凝縮した1冊。早期発
見症例に対する保存療法から，症状が進行した症例
に対する手術療法については年齢別に適応を記し，
詳しく解説。コツ，ポイント，アドバイス，ピット
フォールで，診断・治療の各場面の要点をコンパク
トに理解できるよう配慮した紙面構成。先天性股関
節脱臼のすべてを網羅した決定版。

●B5変型判・176頁
　イラスト85点，写真235点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1360-5
2014.3

子どもから大人までこの1冊！
	受診時年齢別	発育性股関節	
形成不全の診かた・治しかた
編集　稲葉　裕　　中島　康晴

新生児から高齢者まで，発育性股関節形成不全患者
の診療を年齢別に，どこを診て，どの検査をし，ど
う評価し，どのタイミングで何をすべきかを具体的
に解説。成長期の子どもにいつまで保存治療をする
のか，手術に踏み切るタイミングはいつか，さらに
移行期医療の諸問題や保護者への対応，人工関節の
適用と耐用年数など，関連する年代の前後にトピッ
クスを配し，この1冊で全年代に対応可能！

●B5変型判・168頁
　一部カラー
　イラスト40点，写真100点
　定価 7,700円（税込）
ISBN978-4-7583-1875-4
2019.11

改訂第2版
小児整形外科テキスト
監修　日本小児整形外科学会
編集　日本小児整形外科学会　教育研修委員会

日本小児整形外科学会　教育研修委員会のカリキュ
ラムを基に，小児整形外科医を目指す医師に必要な
すべての情報を網羅し，疾患の疫学から分類，治療
法や予後について，豊富な写真とイラストで丁寧に
解説。さらに，小児特有の事象については一目でわ
かるように「Point」として強調して掲載。整形外科
専門医取得を目指す医師も必読のテキストである。

●B5変型判・394頁
　イラスト50点，写真100点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1374-2
2016.12
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整形外科	
感染対策エッセンシャルズ
編集　田中　康仁　　宗本　充

国際コンセンサス会議で採択された整形外科に関連
する感染症対策についての合意事項から，特に重要
な推奨項目を厳選。整形外科のほぼ全領域を網羅す
る約160のクリニカルクエスチョンを掲載し，それ
ぞれに推奨とエビデンスレベルを示した上で，その
根拠を解説。手術を行う施設には必携の一冊！

●B5判・400頁
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-2150-1
2021.11

整形外科医のための
局所麻酔法・ブロック療法
改訂第2版
編集　德橋　泰明　　加藤　実

整形外科医が行う局所麻酔と神経ブロックの基本的
な手技を簡潔にまとめたロングセラーが，時代の変
化を反映して全面改訂。刺入部周辺の解剖図から始
まり，刺入法の流れをチャートで示しながら，ポイ
ントとなる場面をイラストで解説。コンパクトな
A5判だが，大きめのイラストとフルカラーの解剖
図でわかりやすい内容が特徴。「Pitfall!」や「こう
すればうまくいく！」等の実践的アドバイスも満載。

●A5判・244頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真30点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1870-9
2019.12

うまくいく!
超音波でさがす末梢神経
100％効く四肢伝達麻酔のために
監修　田中　康仁　　著者　仲西　康顕

超音波ガイド下伝達麻酔は，必要最小限の局所麻酔
薬で確実な効果を得られるが，思ったような超音波
画像，特に末梢神経の描出には困難が伴う。本書は，
初心者でも必ず見える組織からスタートし，そこか
らどういう順番で目的の神経を探し当てるかについ
て，一手順ごとに，イラスト・写真で詳しく解説し，
効果的な針の進め方のテクニックを動画で紹介。失
敗しない四肢伝達麻酔のための手技も詳述。 

●B5判・176頁
　オールカラー
　イラスト140点，写真300点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-1364-3
2015.10

超音波でわかる運動器疾患
診断のテクニック
著者　皆川 洋至

器械の進歩で格段に鮮明になり，運動器分野の特徴
が十二分に理解できるようになった超音波検査を，
外来やスポーツ現場で活用・応用するために，検査
体位・手順から部位別読影テクニックまでをわかり
やすく詳述したマニュアル書。

●B5変型判・328頁
　一部カラー
　イラスト140点，写真1,080点
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1032-1
2010.6

整形外科学
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これから始めるスポーツエコー
インターベンションからリハビリテーションまで
編集　後藤 英之

スポーツ現場の第一線でエコーを片手に活躍してい
るスポーツドクターやエコーを活用しリハビリを積
極的に実施しているセラピストが，「どこにエコー
を当てるか」「何が映し出されているのか」をわか
りやすく解説。特に重要なポイントについてはウェ
ブ動画で閲覧可能。スポーツ診療でエコーを活用す
るためのテクニックが満載！

●A4判・258頁
　オールカラー
　イラスト120点，写真1,000点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1871-6
2019.7

半月板のすべて
解剖から手術，再生医療まで
編集　宗田　大　　関矢　一郎　　古賀　英之

解剖，疫学から病態，治療（手術，リハビリテーシ
ョン，再生医療研究など）まで，半月板のすべてを
網羅。基礎研究の内容は簡潔平易に，また治療（手
術，リハビリテーション）ではすぐに臨床に役立つ
よう具体的な手技を，スペシャリストの執筆陣が丁
寧に解説。

●B5変型判・328頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1869-3
2019.9

改訂第2版
膝痛　知る	診る	治す
著者　宗田 大

どのように診察すれば患者の膝痛の発痛源を見つけ
ることができるか，エキスパートによる膝痛の診療
法を具体的に紹介。また，著者が長年の経験と実績
に基づいて行っている痛点ストレッチ法をイラスト
でわかりやすく解説。改訂にあたって各ガイドライ
ンの紹介と鎮痛薬による薬物治療の解説を追加。膝
痛を診療する機会が多いドクターにはヒントとポイ
ントが満載の必見書！

●B5変型判・216頁
　一部カラー
　イラスト160点，写真100点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1883-9
2020.5

膝痛　こだわりの保存治療
著者　宗田　大

膝痛の保存治療に必要な，痛みの分類から診察時の
コツ，撮るべき画像とその読み方を解説。さらに，
パターンの異なる7症例を診察風景のWeb動画と連
動させながら紹介。歩行・姿勢の改善法，薬物治療
やヒアルロン酸を用いた一般的な保存治療，TKA
後の疼痛など術後早期のリハビリテーションまで解
説。膝診療に必ず役立つ1冊！

●B5変型判・204頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真100点
　定価 9,900円（税込）
ISBN978-4-7583-1378-0
2018.6

リハビリテーション医学整形外科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1869-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1378-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1883-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1871-6.html


100

p. 100

整
形
外
科
学
／
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
学

復帰をめざすスポーツ整形外科
編集　宗田　大

スポーツ外傷・障害について種目ごとに，各スポー
ツの基礎知識，代表的な病態の診断・治療，リハビ
リテーションを，ケースレポートを中心に，受傷か
らスポーツ復帰までを流れで解説。復帰・予防のツ
ボをおさえ日常診療に役立つ1冊。さらに小児のス
ポーツ外傷・傷害の対処法，スポーツ整形外科の基
礎知識も掲載。

●B5変型判・676頁
　一部カラー
　イラスト310点，写真1,000点
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-7583-1040-6
2011.4

頭頚部・体幹のスポーツ外傷
編集　永廣　信治　　西良　浩一

重症化が生命予後を左右する頭頚部・体幹のスポー
ツ外傷の治療とリハビリテーションについて，脳神
経外科・整形外科双方の視点からスペシャリストが
解説した，迅速かつ的確な対応に役立つ1冊。頭部・
頚部・腰部に章分けし，発生現場での初期対応から
適切な診断と治療法の選択，復帰のための指導，引
退の告知までを詳しく記載。主立った種目別に，特
性や競技復帰のプロトコール，競技団体（協会）の取
り組みなども紹介。

●B5変型判・212頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真120点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1578-4
2017.10

 Save	the	Athlete
股関節スポーツ損傷
編集　高平　尚伸

治療に難渋することが多い股関節のスポーツ損傷に
ついて，診断から治療，リハビリテーションまでを詳
細に解説。疾患編では，病態 → 診断 → 治療（保存
療法，手術療法） → リハビリテーション（メディカ
ルリハ，アスレティックリハ） → 症例という流れで
解説。対象編ではジュニア／女性／高齢者／トップ
アスリート／パラアスリートと，年代・性別・競技レ
ベル別に生じる具体的な問題を挙げ，その治療を解
説している。股関節スポーツ損傷の診断から競技復
帰までをまとめた集大成の書籍。

●B5変型判・240頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真50点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-1882-2
2020.10

 投球障害	予防＆治療	
プラクティカルガイド
メディカル・スキル・コンディショニングの架け橋に
編集　筒井 廣明　 山口 光國　 千葉 慎一

Medical（医学的知識），Skill（投球動作の技術），
Conditioning（体のケア，トレーニング，栄養学ま
で含めたコンディショニング全般）の三本柱で構成。
医療者は野球現場の実際にそれほど詳しくなく，野
球指導者は医学的知識が十分ではない。このギャッ
プの橋渡しを目的に，投球障害にかかわる職種それ
ぞれの知識・技術を，シンプルにかつポイントを押
さえ，わかりやすい図や言い回しで解説。

●B5変型判・272頁
　一部カラー
　イラスト300点，写真50点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1876-1
2020.6

整形外科学 リハビリテーション医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1040-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1578-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1876-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1882-2.html
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改訂第2版
投球障害肩	こう診てこう治せ
ここが我々の切り口!
著者　筒井 廣明　 山口 光國　　牛島　和彦

初版刊行から12年，整形外科医 筒井廣明先生と理
学療法士 山口光國先生が，診察室やリハビリテーシ
ョン室，講演会場，学会場で伝え続けてきた情報と
ノウハウとテクニックをまとめた改訂第2版。正しい
知識と細やかなアプローチで投球障害肩の診察眼と
運動療法テクニックを確実にレベルアップできる1冊。

●B5変型判・336頁
　オールカラー
　イラスト500点，写真150点
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1368-1
2016.12

足の運動療法
術前・術後にも効果的な外来テクニック
編著　高倉　義典
著者　高倉　義幸　　小俣　訓子

足のスペシャリスト高倉義典先生と高倉整形外科ク
リニックで行われている足の保存療法（装具・薬物・
運動療法）の実際を豊富なイラストと臨床写真で簡潔
に解説。運動療法（リハビリテーション）は，手術成
績にも影響を与え，術前・術後にも効果的な方法を，
疾患・外傷別に，実症例を呈示して解説。保存療法
の限界を見極めるための“手術のタイミング”も明記。

●B5判・212頁
　オールカラー
　イラスト162点，写真254点
　定価 9,350円（税込）
ISBN978-4-7583-1362-9
2015.4

整形外科理学療法の
理論と技術
編集　山嵜 勉

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院では，整形外
科との協力で独自の概念を基盤に，人間の機能形態か
らヒントを得て生まれた治療法（Cuff-Y exercise，
dynasole PCなど）を実践している。本書では，リハ
ビリテーションのなかでも整形外科領域にポイント
を絞り，その理論を紹介するとともに，同施設で経
験した豊富な症例をもとに，機能解剖から実際の手
技まで，多数の写真・イラストを用いて，詳細にわ
かりやすく解説。

●B5変型判・304頁
　定価 10,450円（税込）
ISBN978-4-89553-636-3
1997.4

主要疾患・全身網羅!
体操療法オールブック
ひとめでわかる効果的な筋の使い方
編集　高平　尚伸

整形外科的体操で，どの筋肉・骨を，どのように，
どの程度（頻度・回数）動かしたら効果的であるかを
260点のイラストを用いて詳述。最も効果的な体操
を厳選して掲載した指導箋PDFデータのダウンロー
ド権付き。指導箋PDFはプリントアウトして外来で
の配布が可能。実際の診療の場ですぐに役立つ一冊。

●B5判・176頁
　イラスト264点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1372-8
2016.4

リハビリテーション医学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1368-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1362-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1372-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-89553-636-3.html
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（全9巻）
泌尿器科手術の進歩を踏まえて
第一線で活躍するエキスパートが
イラストを駆使して図解する手術シリーズ
全９巻 完結！！

編集委員
荒井　陽一
髙橋　悟
山本　新吾
土谷　順彦

●A4判・平均200頁・オールカラー

日々進歩している泌尿器科手術。主要な泌尿器科手術を取
り上げ，最前線の手術手技を詳細なイラストと写真を豊富
に用いてわかりやすく解説。若い泌尿器科臨床医の手術手
技習得に役立つ“図説“の手術書シリーズ。
●オールカラーで見やすくわかりやすい紙面。
●手術手技の解説では，「手術のアウトライン」を掲載。
　手術の全体像を俯瞰できる。
●「Advanced Technique」，「DO NOT」などの囲み記事を
随所に挿入。若い術者が手術をする際のポイント，禁忌
事項・注意点が一目でわかる！

泌尿器科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1330-8
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No.1		腹腔鏡手術
担当編集委員　荒井　陽一

●212頁
　イラスト250点
　写真50点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1330-8
2018.4

No.2		ロボット支援手術
担当編集委員　土谷　順彦

●196頁
　イラスト150点
　写真150点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1331-5
2018.4

No.3		エンドウロロジー
担当編集委員　山本　新吾

●180頁
　イラスト120点
　写真100点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1332-2
2018.10

No.4		オープンサージャリ一
担当編集委員　土谷　順彦

●218頁
　イラスト250点
　写真45点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1333-9
2019.4

No.5		尿路変向・再建術
担当編集委員　荒井　陽一

●184頁
　イラスト180点
　写真50点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1334-6
2019.10

No.6			尿失禁・女性泌尿器科	
手術

担当編集委員　髙橋　悟

●224頁
　イラスト180点
　写真160点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1335-3
2020.4

No.7		小児泌尿器科手術
担当編集委員　山本　新吾　　兼松　明弘

●232頁
　イラスト400点
　写真60点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1336-0
2020.10

No.8			陰茎・陰嚢・	
アンドロロジーの手術

担当編集委員　髙橋　悟

●184頁
　イラスト250点
　写真135点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1337-7
2021.3

No.9		外傷の手術と救急処置
担当編集委員　山本　新吾　　兼松　明弘

●176頁
　イラスト160点
　写真180点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1338-4
2021.9

泌尿器科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1330-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1338-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1331-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1332-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1333-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1334-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1335-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1336-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1337-7.html
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新	泌尿器科手術のための解剖学
監修　吉田 修
編集　荒井 陽一　 松田 公志

機能解剖，リンパ節解剖，発生学，機能再建，エン
ドウロロジーの項を新たに加え，腹腔鏡手術関連の
項をより充実させた新版。術式により異なる解剖が
よりよくわかる構成。オールカラーで，豊富なイラ
スト・写真により，解剖の細部がリアルに分かり，
実際の手術に役立つ解剖書。

●A4判・240頁
上製本・オールカラー
イラスト300点，写真110点

　定価 27,500円（税込）
ISBN978-4-7583-0561-7
2006.4

泌尿器腹腔鏡手術
ベーシックテクニック
安全な手術のために
編集　Urology View編集委員会

エキスパートによる術中腹腔鏡写真とていねいなイ
ラストを多数掲載。泌尿器腹腔鏡のエキスパートを
目指すには欠かせない一冊。泌尿器腹腔鏡技術認定
制度にも役立つようテキスト性も兼ね備えた，オー
ルカラーの手術書。

●B5変型判・336頁
上製本・オールカラー
イラスト150点，写真100点

　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-0564-8
2007.4

泌尿器科手術における血管外科
編集　田邉　一成

開腹手術，腹腔鏡下手術，ロボット手術の
各術式では，同じ疾患の手術であっても，それぞれ
で術野が異なり，また血管の操作手技も異なる。そ
こで本書では，泌尿器科領域における血管の解剖，
血管を扱う器具と基本手技を3つの術式ごとに解説
し，各手術を完遂するための安全・確実な血管の操
作と処置のノウハウを解説。豊富なイラスト・写真
とストリーミング動画で，現在の泌尿器科手術にお
ける血管外科手技を習得できる一冊。

●B5判・264頁
　オールカラー
　イラスト300点，写真200点
　定価 16,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1263-9
2015.4

泌尿器科薬物療法
1st	VISIT,	2nd	VISIT
編集　Urology View編集委員会

1st VISITの基本処方から2nd VISITの効果判定と
その後の治療，さらには薬物療法終了・中止の判断
や長期治療（3rd VISIT）まで，泌尿器疾患の薬物療
法の実際を臨床時間軸に沿って解説。実際の日常診
療で役立つよう，各ステップで「患者説明のポイン
ト」も記載した泌尿器科医必携の書。

●A5判・232頁
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-0566-2
2011.2

泌尿器科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0561-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0566-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0564-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1263-9.html
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泌尿器科超音波を使いこなす
編集　棚橋　善克　　千葉　裕

泌尿器科の日常診療で最も汎用される画像モダリテ
ィである超音波。腫瘍性疾患から結石，炎症性疾患，
血管病変，先天異常，外傷など，幅広く診断が可能
であり，生検や穿刺にも活用されることから，日常
診療で超音波を適切かつ自在に使えることが泌尿器
科臨床医には不可欠である。本書は，泌尿器科超音
波のエキスパートが，日常診療で“どのように有効
に超音波を使いこなすか”を，オールカラーでわか
りやすく解説した手引書である。

●B5判・216頁
　オールカラー
　イラスト250点，写真300点
　定価 8,800円（税込）
ISBN978-4-7583-0569-3
2014.4

改訂第2版
腎癌のすべて
基礎から実地診療まで
編集　田邉　一成

東京女子医科大学腎臓病総合医療センター編集によ
る，腎癌診療の実際をあますところなく解説し好評
を博した「腎癌のすべて」待望のオールカラー改訂版。
2003年初版刊行以降の新たな知見，腎癌診療の進
展を踏まえ，全面的に改訂。ロボット手術や分子標
的薬など急速に大きく変わってきている最先端の腎
癌診療のすべてを網羅した，日常診療に役立つ1冊。

●B5変型判・408頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真200点
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-1260-8
2014.4

第4版
前立腺癌のすべて
基礎から最新治療まで
編集　　　市川　智彦　鈴木　啓悦
編集協力　小宮　顕

泌尿器科臨床医が克服しなければならない最重要疾
患である前立腺癌のすべてがわかる必携の一冊。治
療の選択肢が多岐にわたる前立腺癌の的確な治療戦
略をたてるために，前立腺癌の基礎と治療方法の理
解，外科治療における手技の習得まで，最新の知見
と実地診療の実際をあますところなく解説。

●B5変型判・416頁
　オールカラー
　イラスト120点，写真140点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1271-4
2019.4

Q	&	Aでスッキリわかる
前立腺癌
編集　鈴木　啓悦

前立腺癌の日常診療にあたって身につけておくべ 
き疫学・予防から検診・診断，監視療法，根治療法，
薬物療法（ホルモン療法，去勢抵抗性前立腺癌）， 
予後・緩和にいたるまで，前立腺癌診療のすべてを
Q&A形式で学べる書籍。患者へのインフォームド・
コンセントにも役立つやさしい記述で，若手泌尿器
科医や前立腺癌を診断する機会のある一般内科医に
もわかりやすくコンパクトにまとめた1冊。

●A5判・244頁
　一部カラー
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1267-7
2017.8

泌尿器科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0569-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1260-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1271-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1267-7.html
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ロボット支援前立腺全摘除術
A	to	Z　解剖から理解する
編集　
鳥取大学医学部附属病院低侵襲外科センター

わが国のロボット手術をリードしてきた鳥取大学医
学部附属病院低侵襲外科センターのエキスパートが

『ロボット支援前立腺全摘除術』のすべてをイラス
ト，写真を豊富に用いて図説。手術解剖の観点から，
安全・確実に手術を完遂するためのノウハウを余す
ところなく解説。さらに，74本のWeb動画で本文
で解説されている重要事項，実際の手技を確認でき
る，泌尿器科医必携の手術書。

●B5変型判・240頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真190点
　定価 12,100円（税込）
ISBN978-4-7583-1264-6
2016.9

膀胱癌診療最前線
編集　堀江　重郎　　山口　雷藏　　武藤　智

　米瀬　淳二　　納谷　幸男　　三木　淳

泌尿器科医が克服しなければならない3大泌尿器癌
の一つである膀胱癌の基礎から，診断，最新の治療
まで，イラスト・写真を多数掲載してわかりやすく
詳解。選択肢が多い膀胱癌の治療方法を筋層非浸潤
性膀胱癌，筋層浸潤性膀胱癌，転移性膀胱癌の種類
別に分類し，若手泌尿器科医にもわかりやすく構成。
現在の膀胱癌診療のすべてを網羅した泌尿器科医必
携の書。

●B5判・296頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1268-4
2017.12

	究める鏡視下膀胱全摘術・	
尿路変向術
Level up LRC, RARC
監修　頴川 晋　　大山 力
編集　三木 淳　　古家 琢也

膀胱全摘術において今後主流となると考えられてい
る腹腔鏡下膀胱全摘術（LRC）とロボット支援膀胱
全摘術（RARC）を，両術式のエキスパートたちが
豊富なイラスト・写真とともに丁寧に解説。手術手
技の項目では，冒頭に手術のポイントをまとめた囲
み記事を掲載。またトラブルシューティングも充実。

●A4判・160頁
　オールカラー
　イラスト170点，写真100点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1272-1
2020.4

膀胱全摘除術と新膀胱造設術
Studer変法を究める
編著　山中　望

泌尿器科臨床医がぜひとも習得しておきたい膀胱全
摘除術と新膀胱造設術の手術手技を，その道の達人
である著者が，皮切から新膀胱の造設まで詳細なイ
ラストで解説した泌尿器科医必携の書。重要なステッ 
プを解説した動画DVD付。あなたも尿路変向手術
の達人を目指そう！

●B5変型判・148頁
　オールカラー
　イラスト150点・DVD付
　定価 13,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0567-9
2011.7（在庫僅少）

泌尿器科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1264-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1272-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1268-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0567-9.html
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経尿道的尿管砕石術
安全・確実なTULの手術手技
著者　松崎　純一

経尿道的尿管砕石術（TUL）は尿路結石治療の中心と
なりつつあるが，麻酔や入院を必要とし，尿管穿孔，
尿管断裂などの重大な合併症の可能性もある。本書
は，イラスト・写真による図説の書籍とストリーミ
ング動画で安全・確実なTULの手技が学べる，泌尿
器科医必携の書。TULのエキスパートである著者の
多くの経験を通して得られた，安全で確実に結石を
除去するためのノウハウとコツが満載！

●B5判・180頁
　オールカラー
　イラスト70点,写真80点
　定価 11,000円（税込）
ISBN978-4-7583-1262-2
2015.9

泌尿器科学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1262-2.html
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医学辞典

ステッドマン医学大辞典
改訂第6版【英和・和英】
総監修�高久 史麿　　編著�ステッドマン医学大辞典編集委員会

100カ国以上で長年愛用され続け，今や世界標準の
医学辞典として確固たる信頼を得ているSted-
man's Medical Dictionary。原著28版では，医学
ならびにその周辺科学の進歩を反映することはもと
より，内分泌学，胃腸病学，老年病学，リウマチ学
などの分野を中心に，広範囲な分野について改訂が
行われた。日本語版第6版では，我が国の医学界の
指導的な立場にある70余名の方々の編集による改
訂を実施。単なる翻訳ではなく，進歩の著しい分野
の用語や原著の説明では不十分な用語に対しては，
補足説明や日本の実状にあわせた訳注も適宜付記。

●A5判・2,688頁
　上製本・ソフトカバー
　函入り・オールカラー
　定価 17,600円（税込）
ISBN978-4-7583-0021-6
2008.2

ステッドマン
ポケット 医学略語辞典

「ステッドマン医学略語辞典」から，特に頻用される
約22,000の略語を抽出し，さらに最新の略語を加え
て新書サイズに収録。また，米国医療施設評価機構

（JACHO）と米国医療安全研究所（ISMP）の勧告に基
づき，患者さんに対しては使用すべきでない「要注意
略語」を明示。より使いやすくコンパクトに編集した
ポケット版！

●新書判・544頁
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-0027-8
2009.3

iPhone/iPad版
ステッドマン医学大辞典
改訂第6版【英和・和英】

使い勝手の良い機能と優れたユーザーインターフェ
ースで，“最新”のステッドマン医学大辞典が手のひ
らの上で使えます。
●前方一致と後方一致で，日本語・英語のどちらで
もサクサクとインクリメンタル検索。略語での検索
も可能。●小さな画面でも見やすいレイアウト●ネ
イティブの発音音声を約56,000語収録●高精細な
解剖イラストを26点収録●「履歴」と「単語帳」も装備
●全収載語　 約 100,000語　●発音音声 約 56,000語
●イラスト・図・写真 約 550点　●解剖イラスト　　26点

●価格19,000円（税込）
（日本のApp Storeで発売）
●動作環境●
��iOS�8〜15をインス
トールできるiOS機器

�約500MBの空き容量
＊アプリご使用時にインターネット
　接続の必要はありません。

コ･メディカル版
ステッドマン医学辞典
【英和・和英】
原著に合わせ，“ナース版”改め『コ・メディ
カル版』として刊行。リハビリテーション
医学，スポーツ医学，運動生理学，看護 
学，放射線学，歯学等コ･メディカル領域の

　

用語を大幅に追加収載し，医学専門用語につい
ては理解しやすい表現で解説。医療現場の英語を
正しく理解するために役立つ，医療・看護職向けの
医学英和・和英辞典。
●全収載語　45,000語　●イラスト・写真  約 450点
●和英索引　40,000語　●解剖カラーイラスト　27点

●四六判・1,600頁
　2色刷・上製本
　ソフトカバー
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-0033-9
2010.4

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0021-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0033-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0027-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/iphone978-7583-0021-6.html
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講義録 医学英語 （全3巻）

医師・医療関係者に求められる英語力を体系的に
学ぶための，日本で初めての医学英語教科書

編集
日本医学英語教育学会

●B5判・平均160頁・2色刷

英語での診療・学会発表・論文執筆を最終到達目標として，医
師・医療関係者に求められる英語力を総合的・体系的に学ぶた
めに企画された，日本で初めての医学英語教科書。
●第１段階（初級編）　語彙の充実（専門用語の習得やその語源
の理解，および文章としての表現）と読解力の向上（一般向け医
療関連読み物を題材にして）をめざす

●第２段階（中級編）　一般向け医療記事から症例報告・論文
までの読解や聴取ができるようになる
●第３段階（上級編）　問診時の会話，カンファランス等での発
表，論文の執筆ができるようになる

医学英語　I
語彙の充実と読解力の向上
担当編集委員�清水 雅子

●168頁
　定価2,750円（税込）
ISBN978-4-7583-0407-8
2005.1

医学英語　II
科学英語への扉
担当編集委員�Nell L. Kennedy　菱田 治子

●164頁
　定価2,750円（税込）
ISBN978-4-7583-0408-5
2005.12

医学英語　III
専門英語の理解と実践
担当編集委員�J. Patrick Barron

●272頁
　定価2,750円（税込）
ISBN978-4-7583-0409-2
2006.7（品切れ）

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0407-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0409-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0408-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-0055-1
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医学・医療系学生のための
総合医学英語テキスト Step 1
編集�日本医学英語教育学会

医師・医療関係者に求められる英語力を体系的に学
ぶための医学英語教科書。日本医学英語教育学会に
よる「医学英語教育ガイドライン」のminimum 
requirementsレベルに対応。Step 1では専門知識
に乏しい医療系大学1～2年生を対象に，貧血，頭痛，
骨折，腹痛といった一般的な症状・症候をトピック
として構成。音声ダウンロード・サービス付き。

●B5判・168頁
　音声ダウンロード
　サービス付
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0448-1
2016.7

医学・医療系学生のための
総合医学英語テキスト Step 2
編集�日本医学英語教育学会

日本医学英語教育学会による「医学英語教育ガイド
ライン」のminimum requirementsレベルに対応す
る医学英語教科書。Step 2では専門教育を受ける3
年生以上を対象として，急性心筋梗塞，炎症性腸疾
患，糖尿病など代表的な疾患の定義や治療法で構成。
医療現場で必要な英語力を総合的に身につけられる
1冊。音声ダウンロード・サービス付き。

●B5判・192頁
　音声ダウンロード
　サービス付
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-0449-8
2017.10

日本医学英語検定試験
3・4級教本�第3版
編集�日本医学英語教育学会

医学・医療に特化した英語検定である「医学英語検
定試験（医英検）」の受験者向け教本の改訂3版。3級・
4級試験で出題される，語彙問題，読解問題（長文
読解，会話読解），プラクティカル問題（写真や図表
の読み取り），リスニング問題の出題傾向や対策に
ついての解説に加え，実際に出題された問題とその
解答・解説が豊富に収載されている。巻末には必須
ワードリスト等も掲載。受験準備に最適！

●B5判・284頁
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-0442-9
2015.3

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0448-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0449-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0442-9.html
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第4版 �これだけは知っておきたい
医学英語の基本用語と表現
編著�藤枝 宏壽　 玉巻 欣子
　　　Randolph Mann

「膝を擦りむく」「鼻づまり」など，日常的に誰もが
使う用語・表現でありながら意外と知らないことが
多い基本的な用語・日常的会話表現から専門語彙ま
で網羅した医学英語用語集。医学生・医師だけでな
く，看護師，海外旅行者にも役立つ一冊。改訂にあ
たって感染症など近年話題になった単語を追加し，
また歯科学・薬学系の用語も充実。第4版から新た
に音声データも追加。

●A6変型判・260頁
　定価 2,420円（税込）
ISBN978-4-7583-0967-7
2021.10

クイズで学ぼう！　医学英単語
著者�森 茂

分野別の医学英単語をクイズ形式で学習できる。左
ページに医学英語クイズ，右ページに解答・解説を
掲載する「見開き1ユニット構成」で効率のよい語彙
増強が可能。正解が隠せるチェックシート付き。

●四六判・152頁
　赤色チェックシート付
　定価 2,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0423-8
2009.3

実例による
英文診断書・医療書類の書き方
改訂第2版
著者�篠塚 規

欧米での国際標準書式に則った正しい英文診断書・
医療書類の作成法を経験豊富な著者が実例とともに
解説。国際医療搬送や医療費明細書，自己記入式安
全カルテなど新しいトピックを追加し，実例と解説
をアップデート。書類テンプレートをダウンロード
できるホームページ・サービスも付いて，さらに充
実した改訂版。

●B5判・124頁
　写真70点
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0429-0
2011.10

もうプレゼンで困らない！
和英で引ける
医学英語フレーズ辞典
著者�伊達 勲

学会発表や論文でよく使われる英語フレーズを和英
で紹介。日本語原稿から英訳する際にも和英辞典的
に活用できる。またプレゼンテーションの流れに沿
った構成なので，初心者でも目次を眺めるだけで全
体の流れを把握できる。英語での口頭発表・論文執
筆に必携の一冊。

●A5判・212頁
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0438-2
2013.3

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0423-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0429-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0438-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0967-7.html
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もう質疑応答も怖くない！
学会発表のための
サバイバル英語術
著者�マイク・ゲスト　　訳�南部 みゆき

日本人の弱点を知り尽くした外国人著者が伝授する
学会発表のための実戦テクニック。単なる口頭発表
用フレーズ集に留まらず，最大の難関とも言える質
疑応答を乗り切るためのさまざまな戦略を中心に，
困ったときの具体的な対策や心理面でのアドバイス
を満載。質問が聴き取れなくても，答えに窮しても
大丈夫！もう英語での学会発表も怖くない！

●A5判・152頁
　定価 2,860円（税込）
ISBN978-4-7583-0440-5
2014.11

今日から役立つ！
医師のための英会話フレーズ
500　学会発表編
編著�大井 静雄　 植村 研一
　　　Paul Hollister

参加登録，演題発表，質疑応答など，国際学会のさ
まざまな状況で頻用される英語のフレーズをCDに
収載！ 文法知識，語彙力を“実践的な英会話力”に昇
華させるための1冊。

●A5判・144頁
　音声CD付き
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-0419-1
2007.8（在庫僅少）

医師のための　即効！
英会話フレーズ　国際学会編
編集�伊達 勲
監訳�Timothy Minton

「国際学会」で必要となる英会話フレーズを網羅し
た，英語音声のダウンロード付き英会話書籍。「ス
ライドの右斜め上をご覧ください」「前方の席が空い
ているのでつめてください」など，学会の「決まり文
句」ともいえる英語表現がある。本書では，受付で
使う表現から，演題発表，質疑応答，懇親会でのソ
ーシャルな表現まで，それぞれに特有の表現を日英
併記で掲載。学会参加時に必ず役立つ1冊。

●B6変型判・176頁
　音声ダウンロード
　サービス付
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0444-3
2015.4

医師のための　即効！
英会話フレーズ　外来診療編
編集�伊達 勲
監訳�Timothy Minton

「外来診療」の場面で外国人患者さんとのやり取りに
役立つ英会話フレーズを網羅した，英語音声のダウ
ンロード付き英会話書籍。「舌を出してください」「手
のひらを上向きにしてください」などの表現には，
英語での「決まり文句」がある。本書では，外来診療
の流れに沿って細かくシチュエーションを区切っ
て，それぞれに特有の表現を日英併記で掲載。知り
たいフレーズがすぐに見つかる必携の1冊。

●B6変型判・184頁
　音声ダウンロード
　サービス付
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0443-6
2015.4（品切れ／電子版あり）

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0440-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0444-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0419-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0443-6.html
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外国人患者が来ても困らない
外来診療のための英会話
ノンネイティブの多様な英語の
聞き取りにも！���� 増補新装版
著者�Norma E.Wyse　 小林 ひろみ

時代の変化に対応して全面的に見直しを図り，より
見やすく持ち歩きやすくなった充実のアップデー
ト！外来診療におけるあらゆる場面の英会話を収録
し，利用度の高い基本表現，豊富な応用表現を紹介。
音声は米国人の発音に加えて，東南アジアやスペイ
ン語圏，ヨーロッパ各国などの癖のある英語を並行
して収録。さまざまな英語を聴き取る訓練ができる。

●A5判・164頁
　音声ダウンロードサービス付
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-0968-4
2022.4

外国人患者さんが来ても困らない！
英語でつたえる病気のあらまし
著者�一杉 正仁　 安藤 千春　 五十嵐 裕章
英文監修�Timothy Minton

毎日のように診ている疾患でも，英語で説明すると
なるとテクニックが必要になる。本書は，病院で遭
遇する頻度が高い疾患を取り上げ，必ず伝えるべき
病気のあらまし（＝患者さんがまず知りたい内容）を
日英併記で掲載。また，一方的な「説明」だけでなく，
語りかける表現や付き添いの方への対応なども掲
載。診察時の医学英語『虎の巻』である。

●A5変型判・160頁
　イラスト110点，写真60点
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0437-5
2013.9

患者さんは「英語で…」と言ってます！
�OSCEを英語で／Medical�Interviewから／�
Physical�Examまで
編著�齋藤 宣彦　 野中 泉　 アラン・ハウク

「先生！英語しか話せない患者さんが来てます！！」と 
言われても困らないための入門書。内科必須の臨床
能力である「医療面接」「身体診察」の「基本的な言い
回し」を，簡単な英語表現を用いポケットサイズに
まとめて掲載。日英対応が明確にわかるレイアウト
で，すべての英文に和訳をつけ，関連用語はイラス
トを使って解説。医学英語初心者には最適な1冊。

●B6変型判・192頁
　定価 2,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0433-7
2013.1

病院スタッフのための
シチュエーション英会話
著者�服部 しのぶ

グローバル化や医療ツーリズムの進展に伴い，日本
語が不自由な在住外国人や外国人旅行者が日本の医
療機関を利用する機会が増えている。病院職員（受
付や案内係，会計，薬局等）がそうした状況に適切
に対応できるように，外国人患者が日本の病院を訪
れた際に考えられる種々の場面での英会話をロール
プレイ形式で紹介。また，宗教や食文化など，異文
化理解に役立つ知識をコラム形式で解説。

●A5判・128頁
　音声ダウンロード
　サービス付
　定価 1,980円（税込）
ISBN978-4-7583-0964-6
2017.3

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0437-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0433-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0964-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0968-4.html
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病院で役に立つ
ゆびさし6カ国語会話手帳
編著（日英）�芦田 ルリ

東京慈恵会医科大学で外国人患者に対応している看
護師が，現場で必ず役立つ「言いたくても出てこな
かった」フレーズを厳選し，6カ国語（英語，中国語，
韓国語，スペイン語，フランス語，ロシア語）に翻
訳してコンパクトにまとめた1冊。現場でポケット
に忍ばせておけば，外国人患者さんに対応するとき，
ゆびさしで使える6カ国語対応のコミュニケーショ
ンツールになる！

●B6変型判・232頁
　オールカラー
　イラスト50点
　定価 2,750円（税込）
ISBN978-4-7583-0962-2
2017.5

病院で使える　イラスト英単語
監修�菱田 治子
著者�奥 裕美　 朝澤 恭子

病院で外国人患者さんとコミュニケーションをとる
ために最低限必要と思われる英単語約800語を，
300点以上の豊富なカラーイラストで紹介。解剖用
語，疾患名だけでなく，ベッドサイドで使う英単語
も数多く掲載。また，すべての英単語にはカタカナ
で読み方を付記。イラストを指さして会話もできる，
簡単・便利なポケットブック。

●A6変型判・132頁
　オールカラー
　イラスト350点
　定価 1,760円（税込）
ISBN978-4-7583-0435-1
2013.2

高山赤十字病院　編
医療現場ですぐに役立つ
外国人患者対応マニュアル
監修�棚橋 忍　　編集�竹中 勝信

年間約30万人の外国人観光客が訪れている高山市
の中核病院である高山赤十字病院が培った「外国人
患者対応のノウハウ」を余すことなく詰め込んだガ
イドブック。「受付・看護」「診察」「薬剤」において 

「頻出する英会話フレーズ」と「英文資料（問診票， 
同意書，薬袋など）」を，実例エピソードを交えなが
ら掲載。英文資料はすべてダウンロードが可能で，
どの病院でもすぐに使うことができる。

●B5判・156頁
　英文書類ダウンロード
　サービス付
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-0963-9
2017.4

疑問・難問を解決！
外国人診療ガイド
著者�西村 明夫

日本語を話せない患者さんが来院したら…？　外国
人患者の受け入れにあたって多くの医療機関が抱え
る，ことばの問題から文化や宗教，医療制度の違い
に起因する種々の問題まで，その対策を紹介。医療
現場でのさまざまな疑問にお答えします。

●A5判・248頁
　定価 3,520円（税込）
ISBN978-4-7583-0425-2
2009.9

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0962-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0435-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0963-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0425-2.html


115

p. 115

医
学
英
語

Dr.押味の　
あなたの医学英語なんとかします!
「論文読解」「プレゼンテーション」「病歴聴取」「身体診察」
「症例報告」まで，医師に必須の英語スキルの奥義を伝授!
著者�押味 貴之

医学英語教育分野の第一人者である押味貴之先生
が，医師や医学生にとって必要最低限の，「論文読解」

「プレゼンテーション」「医療面接」「症例報告」という
4つの医学英語スキルの奥義を余すことなくやさし
く伝授！医学英語習得の近道である「基本ステップ」
と「基本表現」を身につけよう！

●A5判・232頁
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-0960-8
2017.2

医療従事者が
絶対通じる英語を話すために
知っておくべき5つのポイント
監修・著者�西口 智一

日豪の専門医としてシドニーを拠点に働く日本人医
師が書いた，リアルな英語学習 虎の巻である。ネイ
ティブスピーカーがどのように発音しているのかを
図解し，絶対押さえておくべき「5つのポイント」を
伝授する。「医師－患者」問診シーンの動画も豊富に
揃えた，医療英会話の本質が詰まった1冊。

●A5判・156頁
　Web動画視聴権付
　（約35分）
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0966-0
2018.4

医学英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0960-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0966-0.html
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医療統計学・医学情報学

絶対に知るべき臨床研究の進め方
PMDAで得た研究者の心構え48
編集�レギュラトリー・ドクターズ

臨床研究を行う臨床医に向けて，PMDAに勤務し
て初めて知って驚愕した一般臨床研究の極意を，臨
床医の目線でアドバイス。今まで臨床医が知らなか
ったPMDA目線の考え方，これからの臨床研究に
必要な48の心構えを，カラーイラスト満載の紙面
でどこからでも読めるよう構成し，やさしく解説。
社会に還元される真の臨床研究のためのレギュラト
リー哲学を伝える，臨床医必携の入門書。

●A5判・168頁
　オールカラー
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1624-8
2016.8

医学論文執筆のための
臨床研究と医療統計
まずはここからはじめよう!
著者�神田 英一郎

若手医師自らが主導して臨床研究を始めるための足
掛かりになるよう，日常の疑問点から臨床研究を始
め，データを収集し，統計解析の結果をまとめるま
でをストーリーにして，臨床研究に必要な情報を網
羅。リサーチクエスチョンの立て方，研究デザイン，
医療統計など，臨床研究の重要な各ステップを丁寧
に解説。練習問題とチェックリストで確実に知識を
定着させる1冊。

●B5判・232頁
　定価 3,520円（税込）
ISBN978-4-7583-1774-0
2016.3

ゼロから学ぶ　医薬統計教室
著者�佐藤 泰憲　 五所 正彦

「まずは論文を読めるようになる」ために最低限必要
な知識をゼロから分かりやすく解説し，用語理解か
ら統計知識の活用法までをサポートする初学者向け
の入門書。特に，わかった気になってつまずきがち
な「統計用語」について，概念・考え方から具体例を
交え，やさしい表現でわかりやすく解説。最終章で
は実際の論文を用いて，用語や解析法の知識をどう
活かせばよいのかを解説。自分の理解度をはかれる，
実践的な1冊である。

●A5判・168頁
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-0044-5
2014.9

イチから使う　医薬統計教室
−SPSS−
著者�五所 正彦

既刊『ゼロから学ぶ医薬統計教室』の実践編。より具
体的・実践的な統計知識を得られるように，統計ソ
フト（SPSS）を用いた解析の実際を解説。ソフトを
どのように用いて解析を進めるのか具体的に示し，
さらに，使い方だけでなく，得られた解析結果の見
方や，結果の解釈の仕方についても解説。SPSSを
使いこなすならこの1冊！

●A5判・264頁
　定価 3,520円（税込）
ISBN978-4-7583-1776-4
2017.10

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1624-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1776-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1774-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0044-5.html
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すぐに使える医療・看護英語
English�for�Healthcare�Communication
著者�井上 麻未　 松岡 里枝子　 芦田 ルリ

�宮津 多美子　 Huffman Jeffrey

実践的な英語コミュニケーション能力と，異文化看
護の視点と異文化間能力（cultural competence）を習
得できる看護英語の教科書。外国人患者と向き合う
さまざまな医療シーンを想定し，ストーリーに従っ
て設問を解いていく合計12レッスン構成で，半期の
講義コマ数にベストマッチ。音声ダウンロードサー
ビスと教官の役に立つTeaching Manual付き。

●B5判・116頁
　音声ダウンロードサービス付
　Teaching Manual付（採用特典）
　定価 2,640円（税込）
ISBN978-4-7583-0759-8
2016.1

�����これだけは知っておきたい
看護英語の基本用語と表現
編著���園城寺 康子　 川越 栄子
英文校閲�Christine D. Kuramoto

看護英語習得の第一歩である語彙（基本用語）と，簡
単で実践的な定型フレーズ（表現）の両方を網羅し
た，看護英語学習の定番書。項目ごとに，ケアに必
要な「基本用語」と，コミュニケーションのための「表
現」をセットで掲載する構成に一新して，使いやす
くなった改訂新版。白衣のポケットに忍ばせておけ
ば，外国人患者の対応にもすぐに役立つ1冊。

●A6変型判・248頁
　定価 2,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0446-7
2016.1

看護英語読解15のポイント
編著�園城寺 康子　 名木田 恵理子
　　　川越 栄子　　 渡邉 容子

英字新聞記事から専門誌の論文まで，看護に関連す
る15のトピックを読みながら，用語や文法の解説と
練習問題を通して英文読解の基本事項が学べる構成。
英文読解力アップに最適！！

●B5判・136頁
　定価 2,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0411-5
2005.5

改訂新版

看護英語

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0759-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0411-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0446-7.html
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発達障害のある看護職・
看護学生支援の基本と実践
編集�北川 明

発達障害の特性がみられる看護学生や看護スタッフ
の学修や臨床実務における困難さへの支援を解説す
る実践的テキスト。
学校や病院などの現場において，場面ごとに課題に
つながる障害の特性と関連要因を丁寧にひもとき，
どう支援すべきかが具体的に理解できる。また発達
障害に併存しやすい二次障害の予防やその対応など
についても解説し，合理的配慮に基づく支援と評価
の手がかりとなる手順やマニュアル類も充実。

●B5変型判・200頁
　イラスト50点
　定価 3,080円（税込）
ISBN978-4-7583-1808-2
2020.8

チームステップス ［日本版］
医療安全
チームで取り組むヒューマンエラー対策
編集�東京慈恵会医科大学附属病院医療安全管理部

落合 和徳　 海渡 健

米国医療研究・品質調査機構が推進している医療安
全対策，Team STEPPS（医療の成果と患者の安全
を高めるためにチームで取り組む戦略と方法）のわ
が国での実践を，各臨床分野での取り組みの実例を
盛り込みながら詳しく紹介。

●A5判・192頁
　オールカラー
　定価 2,860円（税込）
ISBN978-4-7583-0040-7
2012.12

試験対策問題集
糖尿病療養指導のための
力試し300題　第10版
編集�片山 茂裕　 河津 捷二　 野田 光彦

「日本糖尿病療養指導士認定試験」をはじめ，地域
で行われている糖尿病療養指導士試験などの対策と
して，また勉強会などの復習にも使える力試し問題
集。2018年刊行の「第9版　糖尿病療養指導のため
の力試し300題」の構成はそのままに，2019年の
出題問題を新たに加え，内容をアップデートした。
過去に実際に出題されたとされている問題をできる
だけ復元し，その復元度をA，B，Cで表している。

●B5判・276頁
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-0173-2
2021.1

ナースのための
眼科ベーシックポイント
編集主幹�大橋 裕一　 編集�山田 昌和　 白石 敦

好評を博した『新ナースのための眼科学』が眼科医
療の進歩を踏まえてアップデート。「眼の基礎知識」
「診療のしくみ」「眼科疾患の知識」「手術，レーザ
ー，点眼薬の一覧」など，眼科診療で看護師に求め
られる知識とエッセンスを網羅し，どこからでも読
める構成。各項目冒頭の「ナーシングポイント」や
囲み記事「トラブルシューティング」など，看護師
目線の紙面構成により医療現場で必要となるポイン
トが一目でわかる！

●B5判・296頁
　オールカラー
　イラスト140点，写真380点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1639-2
2020.2

臨床看護

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1808-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1639-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0040-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0173-2.html


119

p. 119

助
産図説CTGテキスト

助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）®
レベルIII認証必須研修CTG対応テキスト
著者�中井 章人

アドバンス助産師として身につけておきたいCTG
（cardiotocography；胎児心拍数陣痛図）判読のた
めの知識をその背景となる生理学的機能も含めてわ
かりやすく解説。自己学習の到達度を確認できる50
問の問題集も掲載。臨床で活用できるカラー付録頁
には，CTG波形レベル分類とその対応，胎児評価ツー
ル，急変時の対応フローチャートなどを掲載。

●B5判・184頁
　一部カラー
　イラスト20点，写真120点
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1733-7
2016.3

図説CTGテキスト　アドバンス
助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）®
レベルIII認証必須研修　アドバンス
助産師更新に必要なCTG対応テキスト
著者�中井 章人

アドバンス助産師として身につけておきたいCTG判
読のための基礎知識を復習でき，また，周産期医療
現場で起こりがちな20のトラブルのケーススタディ
を元に，咄嗟の状況への対応の仕方，メカニズムな
ど，生きたCTG判読のための知識をわかりやすく解
説。アドバンス助産師資格更新に対応するテキスト。

●B5判・128頁
　一部カラー
　イラスト20点，写真100点
　定価 3,850円（税込）
ISBN978-4-7583-1748-1
2017.7

CG動画でわかる!
分娩のしくみと介助法
編集�竹田 省　 髙橋 眞理

実際には見ることのできない母体内の児の動きと産
道の位置関係を中心に，分娩のしくみと介助法を，
CG動画（約18分）を用いてわかりやすく表現。オー
ルカラーで図および動画のキャプチャーを多用し，
動画と連動してビジュアル的に理解できる書籍。医
療的介入を必要としない正常分娩と軽度異常のみを
取り上げ詳細に解説した，助産師・産科看護師の学
習に役立つ1冊。昨今話題となっている「フリースタ
イル分娩」についても記載。

●B5変型判・132頁
　オールカラー
　イラスト150点
　DVD-Video付
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1738-2
2016.10

助産

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1733-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1738-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1748-1.html
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教科書（PT・OT・ST）

リハビリテーション
テキスト
リハビリテーション領域の
専門基礎科目に対応したテキストシリーズ
刊行開始！

●B5判・オールカラー・200～420頁程度

理学療法士（PT），作業療法士（OT），言語聴覚士（ST）養成校
を対象とした『Crosslinkシリーズ』の専門基礎分野版。
リハビリテーションに携わるうえで基盤となる知識を単なる丸暗
記ではなく，なぜ重要なのか，臨床のどの場面で役立つのか，
根拠を示しながら具体的に解説。
●さまざまな角度からの情報を盛り込んだ囲み記事が充実！本
文の内容とリンクさせて学ぶことができ，深く正しい理解に
つなげます。
　【学習の要点】学習している内容について，学内試験・国家
試験対策に役立つ情報を記載。
　【実践!!臨床に役立つアドバイス】本シリーズが実習や卒後
臨床に出る際の橋渡し役となるように，知識がどのように臨
床に結びつくか，臨床の場でどのように活かすかを実践的に
アドバイス！
　【基礎分野へのリンク，専門分野へのリンク】理解度を高め
るために，今学んでいることが他科目や実習・臨床にどうつ
ながるのか，さらに詳しく勉強したいときはどの科目のテキス
トを読めばいいのかを簡潔に記載。他科目のテキストを開か
ずとも，その場で結びつけながら学習できます。
●各見出しごとの【POINT】で重要事項をまとめて掲載。どこ
に重点を置いて学習すべきか一目で把握できる！
●オールカラーで，視覚的にも理解しやすい紙面構成。噛み砕
いた表現で簡潔な本文と，文字だけの解説ではなく，対応
したイラストや写真・図表を豊富に掲載。【補足】【用語解説】
を欄外に適宜追加し，知識の漏れを防ぎます。
●各項目の最後に【まとめ】を設け，学習の理解度を確認する
ための簡単な問題を掲載。

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-2061-0
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教科書（PT・OT・ST）

リハビリテーション医学
編集�上月 正博　 高橋 仁美

リハビリテーション医学の定義や歴史，評価法，多
職種連携，リハビリテーション治療の実際的な内容
を網羅し，近年のトピックスも盛り込んだ，今求め
られているリハビリテーション全体を俯瞰できる1
冊。はじめてリハビリテーションを学ぶ学生でも将
来の自分の姿をイメージできて読みやすく，ある程
度リハビリテーションを学んだ学年においても読み
応えのある内容となっている。

●432頁
　イラスト323点
　写真85点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-2061-0
2021.9

人間発達学
編集�浅野 大喜

胎児期から成人・老年期まで，人間の生涯における
心身の正常発達（変化）について幅広い観点から解
説し，運動や遊び，ADLの発達といったPT・OT向
けの内容に加えて，言語，嚥下の発達などST向け
の内容も網羅。リハビリテーションを学ぶ学生がさ
まざまな基礎知識と臨床とのつながりをイメージし
やすく，また最新の研究知見に基づいた記載も充実
しており，ハイレベルな内容まで学べるテキスト。

●288頁
　イラスト300点
　写真50点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-2062-7
2021.11

＜既刊のみ掲載。続刊予定あり＞

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2061-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2062-7.html
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教科書（PT）

理学療法学テキスト
講義，実習，臨床に!
広く長く活用できる，
オールカラーの新テキスト

全11巻 好評発売中!

（全11巻）

●B₅判・オールカラー
　200～700頁

理学療法学専門科目に対応し，理学療法士養成校の先生や
学生の声を反映させた新テキスト誕生！
国家試験合格を最終目標とするだけでなく，臨床実習やそ
の先の臨床の場でも活用できる内容で，広く長く使えるテ
キストシリーズです。
◎本文は噛み砕いた表現で詳しく解説し，図表を多用した，視
覚的にも理解しやすい紙面構成。特に，評価・治療手技に
ついては写真を豊富に掲載。
◎各見出しごとに「POINT」を設けて重要事項をまとめ，どこ
に重点を置いて学習すべきか一目でわかる。
◎「基礎へのフィードバック」，「学習の要点」，「臨床に役立つ
アドバイス」などの囲み記事を設け，知識の漏れを防ぐととも
に，さまざまな角度からの情報を盛り込んでいる。
◎巻末に症例検討や実習で役立つ「症例集」をまとめて掲載。

このままの大きさで入れてください。
↓

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-2000-9
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教科書（PT）

理学療法評価学
編集�中山 恭秀

●432頁
　イラスト250点
　写真220点
　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-2000-9
2022.3

運動器障害理学療法学
編集�加藤 浩

●692頁
　イラスト600点
　写真1300点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-2001-6
2020.12

神経障害理学療法学I
脳血管障害, 頭部外傷, 脊髄損傷
編集�鈴木 俊明　 中山 恭秀

●280頁
　イラスト200点
　写真200点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-2002-3
2019.2

神経障害理学療法学II
神経筋障害
編集�中山 恭秀　 鈴木 俊明

●220頁
　イラスト150点
　写真100点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-2003-0
2019.2

内部障害理学療法学
編集�解良 武士　 椿 淳裕

●376頁
　イラスト200点
　写真100点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2004-7
2019.10

運動療法学
編集�対馬 栄輝

●516頁
　イラスト250点
　写真300点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-2005-4
2020.2

物理療法学
編集�吉田 英樹

●376頁
　イラスト130点
　写真270点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2006-1
2020.1

小児理学療法学
編集�藪中 良彦　 木元 稔　 坂本 仁

●488頁
　イラスト400点
　写真150点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2007-8
2020.10

高齢者理学療法学
編集�池添 冬芽

●404頁
　イラスト200点
　写真90点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2008-5
2020.2

日常生活活動学
編集�臼田 滋

●384頁
　イラスト200点
　写真250点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2009-2
2020.2

地域理学療法学
編集�浅川 康吉

●320頁
　イラスト100点
　写真100点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-2010-8
2019.3

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2000-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2010-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2001-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2002-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2003-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2004-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2005-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2006-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2007-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2008-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2009-2.html
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理学療法学
ゴールド・マスター・テキスト
PTを目指す学生のための
教科書シリーズ
PT専門分野を基本からマスターできる！

（全7巻）

編集
柳澤　健

●B₅判・2色刷・全巻定価合計 33,770円（税込）

◎豊富なイラストとわかりやすい解説で，ゼロから学べる
理学療法学テキストの決定版！
◎PTになるために必要かつ十分な，学習すべき項目を簡潔

に網羅！講義用にも自己学習用にも最適！
◎病院実習や臨床の現場でも必携！
●物語のように読み進められるわかりやすい文章と充実したイラ
ストで，初歩から学べる理解しやすい構成。
●用語解説や補足説明，重要ポイントを適宜配置。さらに，
知識の整理や国試対策にも使える「まとめのチェック」で，
効率良く確実に学習できる！
●写真を交えた症例解説や身近なエピソードなども随所に掲
載。病院実習や臨床の場に出ても使える知識が身に付けられ
る！

教科書（PT）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1108-3
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1 理学療法評価学 ●464頁
　一部カラー
　イラスト500点
　写真170点
　定価 5,390円（税込）
ISBN978-4-7583-1108-3
2010.2

2 運動療法学 ●420頁
　一部カラー
　イラスト600点
　写真50点
　定価 5,390円（税込）
ISBN978-4-7583-1109-0
2010.3

3 物理療法学
●160頁
　イラスト100点
　写真20点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1110-6
2009.9

4 整形外科系理学療法学
●352頁
　イラスト610点
　写真94点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1111-3
2009.10

5 中枢神経系理学療法学
●252頁
　イラスト440点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1112-0
2010.1

6 内部障害系理学療法学
●304頁
　イラスト310点
　写真29点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1113-7
2010.3

7 地域理学療法学
●208頁
　イラスト130点
　写真15点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1114-4
2009.12

教科書（PT）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1108-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1114-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1109-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1110-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1111-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1112-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1113-7.html


126

p. 126

教
科
書︵O

Ｔ
︶

作業療法学
ゴールド・マスター・テキスト
OTを目指す学生のための教科書シリーズ
OT専門分野を基本からマスターできる！

監修
長﨑 重信

●B5判・260～540頁程度
　定価 4,400円～6,200円程度

さらに学習しやすく教えやすくなった第3版，順次刊行中!!
①紙面のフルカラー化
②試験対策がさらに充実
③考える力を養う囲み記事「アクティブラーニング」を新設
④新しい実習形式である作業療法参加型臨床実習の解説を
新設

⑤事例提示「Case Study」内に，授業や自習で活用できる問題
   「Question」を追加
⑥事例などのWeb動画，事例集の追加
　※Web動画，事例集については，収載されない巻もあります。

作業療法学概論　
編集�里村 恵子

●448頁・オールカラー
　写真80点
　イラスト160点
　定価 4,840円（税込）
ISBN978-4-7583-2041-2
2021.10

作業学　
編集�浅沼 辰志　編集協力�野本 義則

●392頁・オールカラー
　写真250点
　イラスト150点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2042-9
2021.2

第3版

第3版

教科書（OT）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1670-5
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2041-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2042-9.html
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作業療法評価学　
編集�佐竹 勝　 石井 文康

●544頁・一部カラー
　写真190点
　イラスト690点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1672-9
2015.12

身体障害作業療法学 
編集�長﨑 重信

●512頁
　写真200点
　イラスト300点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1673-6
2015.9

高次脳機能障害作業療法学
編集�鈴木 孝治　　　　　

●328頁・オールカラー
　写真70点
　イラスト227点
　定価 4,840円（税込）
ISBN978-4-7583-2045-0
2022.3

精神障害作業療法学 
編集�山口 芳文　 野本 義則

●388頁
　オールカラー
　イラスト200点
　定価 4,840円（税込）
ISBN978-4-7583-2046-7
2021.2

発達障害作業療法学 
編集�神作 一実

●336頁・オールカラー
　写真50点
　イラスト300点
　定価 5,170円（税込）
ISBN978-4-7583-2047-4
2021.10

老年期作業療法学
編集�德永 千尋　 田村 孝司

●264頁
　写真50点
　イラスト160点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1677-4
2017.1

地域作業療法学
編集�德永 千尋　 田村 孝司

●352頁
　写真50点
　イラスト160点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1678-1
2016.10

日常生活活動学（ADL）
編集�木之瀬 隆　　　

●320頁・オールカラー
　写真200点
　イラスト300点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-2050-4
2022.3

福祉用具学
編集�山中 武彦

●272頁
　写真100点
　イラスト30点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1680-4
2015.12

義肢装具学
編集�山中 武彦　 中村 恵一

●340頁・オールカラー
　写真750点
　イラスト200点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-2052-8
2022.2

改訂第2版

改訂第2版

第3版

第3版

第3版

改訂第2版

教科書（OT）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1672-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1670-5
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1673-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2045-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2046-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2047-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1677-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1678-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2050-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1680-4.html
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理学療法士・作業療法士
ブルー・ノート　基礎編
2nd edition
編集�柳澤 健

「PT・OT国家試験出題基準 平成22年版」専門基礎
分野を網羅。学生が苦手な解剖学や生理学を充実化
させ，用語解説や補足説明も拡充し，2色刷りの視
覚的に理解しやすい紙面に刷新して，さらにわかり
やすくなった改訂第2版。講義用のサブテキストと
して，また学内試験，国試対策に威力を発揮！

●B5判・592頁
　イラスト600点，写真160点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1128-1
2011.1

理学療法士・作業療法士
グリーン・ノート　基礎編
2nd edition
編集�柳澤 健

『PT・OTブルー・ノート基礎編 2nd edition』をベ
ースに改訂された，PT・OT基礎領域の「穴埋め形式」
問題集。新たに国試過去問題を掲載し，1問ごとに
丁寧な解説を付記。国試対策に最適な充実の1冊！
学内試験対策用にも威力を発揮!!

●B5判・408頁
　イラスト200点，写真7点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1127-4
2011.2

PT臨床実習ルートマップ
編集�柳澤 健

理学療法士養成校学生に向けた臨床実習の解説書。
実習に臨むにあたり，知っておくべき実習中のマナ
ー・接遇などに始まり，患者の治療については，指
示箋を受けてから情報収集，評価，治療，症例報告
まで，治療全体の流れを把握できるよう，障害領域
ごとに解説。これ一冊で実習全体の流れと押さえる
べきポイントを理解できる！

●A5判・340頁
　一部カラー
　イラスト70点，写真90点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1132-8
2011.7

基礎から確認！
PT臨床実習チェックリスト
編集�青木 主税　 飯田 修平

これさえ守れば臨床実習は乗り切れる！という項目
を列挙したチェックリスト，レポートの見本，メン
タルケアの仕方，社会人としてのマナーなどを掲載。
各項目のチェックリストは，日本理学療法士協会が
公開している学生評価表をもとに作成しているた
め，実習の要点を素早く確認できる。ほかにも，
MMTやROM測定などの代表的な評価をまとめて
掲載した，学生が臨床実習を乗り切るための1冊。

●B5判・252頁
　イラスト50点，写真30点
　定価 3,520円（税込）
ISBN978-4-7583-1924-9
2018.3

学生向け（PT・OT）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1128-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1127-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1132-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1924-9.html
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PTスタートガイド
基礎理学療法概論
監修�網本 和　 編集�加藤 宗規

「理学療法とは何か？」「理学療法の歴史や法制度」な
ど理学療法の全体像を，写真を豊富に使用したイメ
ージが湧きやすい紙面で，楽しみながら興味を持っ
て学べるよう構成した，学生にやさしい講義用テキ
スト。適宜囲み記事を設け，教員側から学生に一方
的に教えるのではなく，教員と学生の間でコミュニ
ケーションが取れるようなしかけが満載！おさえて
おくべき補足資料などは巻末付録として収載。理学
療法の世界を学ぶ第一歩は本書から！

●B5判・224頁
　巻頭カラー
　イラスト50点，写真150点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1921-8
2018.2

作業療法士　
イエロー・ノート　専門編
2nd edition
編集�澤 俊二

「PT・OT国家試験出題基準 平成22年版」に準拠し
た改訂第2版。OT専門分野を網羅し，臨床実習の
章を新設。2色刷りの視覚的に理解しやすい紙面に
刷新し，用語解説や補足説明も拡充して，さらにわ
かりやすくなった。各自の学習に合わせて＋αの知
識を書き込み，オリジナルの講義ノートを作成できる。

●B5判・768頁
　イラスト400点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1451-0
2013.3

改訂第2版
OT臨地実習ルートマップ
編集�菊池 恵美子　 齋藤 佑樹

臨地実習に臨む作業療法士養成校学生必携の一冊！
20年ぶりに改定となる「理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則」を踏まえ，本当に必要な知識に
的を絞り，実習全体の流れと押さえるべきポイント
を学べる改訂版!

●A5判・312頁
　一部カラー
　イラスト50点，写真120点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1941-6
2019.4

実習の要点を網羅！
�作業療法臨床実習の�
チェックポイント
編集�丹羽 敦　 松田 隆治

指定規則改正による「診療参加型」の考え方に基づ
き，臨床実習の概要，コミュニケーション技術から，
実際に実習を進めるうえで必要な知識，さらには症
例報告書の書き方まで，臨床実習の要点を解説。「学
習のポイント」で要点を自己確認でき，付録の下敷
きで「臨床実習の到達目標」（55項目）を確認しな
がら進捗具合を確認できる。

●B5判・232頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真45点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-2024-5
2020.3

学生向け（PT・OT）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1921-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1451-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2024-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1941-6.html
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運動療法のための
機能解剖学的触診技術 上肢
改訂第2版
著者�林 典雄　　監修�青木 隆明

フルカラーの写真とイラストで，より見やすく・わ
かりやすくなった待望のオールカラー改訂第2版。
運動器リハビリテーションに関わるすべてのセラピ
ストに欠かせない触診技術を機能解剖とともに詳解
し，絶大な支持を得た初版に，超音波解剖など最新
の知見を反映し，ボリューム大幅増でさらにパワー
アップした，上肢の触診技術の決定版。

●B5判・376頁
　オールカラー
　イラスト450点，写真660点
　定価 6,270円（税込）
ISBN978-4-7583-1136-6
2011.12

運動療法のための
機能解剖学的触診技術 下肢・体幹
改訂第2版
著者�林 典雄　　監修�青木 隆明

運動器リハ必携の『触診技術』，待望のオールカラー
改訂第2版。すべての写真・イラストを刷新してフル
カラー化。肌の微妙な凹凸がハッキリ見えるので，
触診するポジションなどがよりわかりやすい！新た
に超音波画像を追加して，深層の構造までも詳説。
最新知見を反映して解説もさらに詳しくなった， 
下肢・体幹の触診技術の決定版。

●B5判・344頁
　オールカラー
　イラスト360点，写真640点
　定価 6,270円（税込）
ISBN978-4-7583-1137-3
2012.3

動画でマスター！
機能解剖学的触診技術
上肢＋下肢・体幹セット
監修�林 典雄

大好評の定番書『運動療法のための機能解剖学的触
診技術』の手技内容を網羅し，動画に収録した携帯
アプリ新登場！ 本セットは，『上肢』と『下肢・体幹』
を1つにまとめたお買い得パッケージ。
■収録動画：計232本（計222分）　■解剖イラスト 
計160点　■iOS／Android／Windows専用　
※「メジカルビュー社 eBook Library」に準ずる

● B6判プラスチックケースに
コンテンツダウンロード用
のシリアルナンバー封入

　定価 5,500円（税込）
ISBN978-4-7583-1707-8
2016.4（品切れ／電子版あり）

Visual�NAVI！ 整形外科学
著者�岡田 恭司

PT・OT養成校の学生が学ぶ整形外科学の重要ポイ
ントを網羅。難解な整形外科系疾患をオールカラー
の豊富な図表と「リハビリのポイント」で初学者にも
わかりやすく解説。ビジュアルな紙面構成や，実際
に学生からあがった質問を集めたQ&A集「リアル質
問箱」も掲載するなど，「初学者にわかりやすく」を
追求した1冊！

●B5判・256頁
　オールカラー
　イラスト500点，写真100点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1142-7
2012.11

リハビリテーション基礎

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1136-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1142-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1137-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1707-8.html
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リハビリテーション神経科学
監修�玉木 彰
編集�鈴木 俊明　大西 秀明
編集協力�解良 武士

神経の伝導・活動などの基礎知識から，中枢神経・
末消神経・自律神経の電気的な検討やリハビリテー
ションの実践など臨床での応用までを網羅。イラス
トや図表を多用して視覚的に解説。

●B5判・366頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真100点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1937-9
2019.3

リハビリテーション運動生理学
監修�玉木 彰　　編集�解良 武士

運動療法は，運動による効果を利用して疾患・障害
を治療・予防するものである。そのため，運動を行
うと身体でどのような反応が起こるのかという運動
生理学の知識は必須である。これまでの運動生理学
の専門書は，健常者やスポーツ選手の運動生理につ
いて解説しており，リハビリテーション関連職種に
必要な情報は少なかった。本書は，健常者だけでは
なく疾病・障害をもつ人の運動生理反応やトレーニ
ング効果について，病態生理を踏まえて解説。

●B5判・416頁
　一部カラー
　イラスト370点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1719-1
2016.10

身体運動学
関節の制御機構と筋機能
編集�市橋 則明

運動機能の改善を目指すPT・OTにとって礎となる
「運動学」のエビデンスに基づいた新テキスト。各関
節の構造や動きを700点を超えるイラストでわかり
やすく示すとともに，筋や靱帯，関節包，関節構造
が関節運動をどのように制御しているかを解説。特
に筋の機能について詳細に解説するとともに，研究
結果に裏付けられた運動学的知見を豊富に掲載。運
動学を深く理解でき，視覚的にも学べる1冊。

●B5判・464頁
　イラスト720点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1712-2
2017.10

適切な判断を導くための�
整形外科徒手検査法
エビデンスに基づく評価精度と検査のポイント
編集�松村 将司　 三木 貴弘

リハビリテーション現場や国家試験で頻出する整形
外科検査法を精選し，エビデンスや解剖学，運動学
等の周辺知識とともに解説。また複数の検査を組み
合わせて疾患の鑑別を行うためそれぞれに関連する
他の検査法も示し，さらに主訴からどの検査をどの
順番で選択していくかを示すフローチャートを掲載
して臨床家の思考をたどる一助としている。

●B5判・312頁
　イラスト140点，写真500点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2030-6
2020.9

リハビリテーション基礎

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1937-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1719-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1712-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2030-6.html


132

p. 132

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
基
礎

動作分析　臨床活用講座
バイオメカニクスに基づく臨床推論の実践
編著�石井 慎一郎

患者の動作遂行能力を調べる「動作分析」は，臨床の
場で欠かせない重要な評価法である。本書は，基本
動作である「寝返り」「起き上がり」「起立・着座」「歩
行」について，写真やイラストを豊富に用いてその
メカニズムを詳細に解説。また，分析で得られた情
報をもとに動作障害の要因を探る臨床推論について
も記載。動作メカニズムの基本から，分析法，臨床
における活用法まで学べる1冊！

●B5判・256頁
　オールカラー
　イラスト250点，写真300点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1474-9
2013.9

動作練習　臨床活用講座
動作メカニズムの再獲得と統合
編著�石井 慎一郎

『動作分析』での評価を踏まえて，基本動作である「寝
返り」「起き上がり」「起立・着座」「歩行」をどの
ように治療するかを解説。基本動作を遂行するため
に必要なメカニズムを解説した後に，動作メカニズ
ムの再獲得に向けた練習法を豊富なイラストと写真
を用いて具体的に紹介する。

●B5判・244頁
　オールカラー
　イラスト350点，写真300点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-2017-7
2021.4

改訂第2版
臨床歩行分析ワークブック
監修�武田 功　　 編集�廣瀬 浩昭 �
執筆�廣瀬 浩昭　 弓岡 光徳　 西守 隆

動作のなかでも歩行（および立ち上がりなどの周辺
動作）とその分析に内容を絞り，基礎知識から分析
までを学べるワークブック。理解を助ける豊富な図
表とともに，練習問題の解答を書き込むことで知識
が身につく構成。周辺知識も豊富に盛り込み，学生
のみならず臨床家にも役立つ内容となっている。
11章「異常歩行とクリニカルプラクティス」につい
て，治療手技のWeb動画が付いた改訂第2版。

●B5判・244頁
　イラスト120点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1905-8
2017.10

基本動作の評価と
治療アプローチ
監修�武田 功
編集�弓岡 光徳　 廣瀬 浩昭

観察的動作分析（評価）を身につけられるように，臥
位，寝返り，起き上がり，座位，立ち上がり，立位，
歩行といった基本動作の基礎知識から，異常動作の
解説，さらには基本動作の改善に必要なハンドリン
グ（徒手的な動作誘導）までをオールカラーの詳細な
連続写真で解説。さらに，ウェブサイト上の動画配
信サービスと連動しており，実際の動作，治療法を
視聴できる。臨床現場で活用できる一冊。

●B5変型判・224頁
　オールカラー
　イラスト171点，写真657点
　定価 6,820円（税込）
ISBN978-4-7583-1499-2
2015.3

リハビリテーション基礎

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1474-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1905-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2017-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1499-2.html
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臨床での測定精度を高める！
ROM測定法
代償運動のとらえ方と制動法の理解と実践
著者�齋藤 慶一郎

PT・OTにとって欠かせない臨床スキルであるROM
（range of motion）測定法の正確な測定手技が身に
付けられる1冊。全身の関節（上肢，下肢，頸部・
体幹）について，豊富な写真を用いながらROM測定
の手順や注意すべき点をわかりやすく解説。特に，
運動する関節や方向に応じて生じる多様な「代償運
動」と，その「制動法」について詳細に解説。

●B5判・272頁
　オールカラー
　イラスト160点，写真870点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1694-1
2016.3

臨床での検査精度を高める！
MMT
適切な検査肢位の設定と代償運動の制御
著者�齋藤 慶一郎

徒手筋力検査（MMT：manual muscle testing）に
ついて解説した理学療法士・作業療法士養成校の学
生，若手の理学療法士・作業療法士向けの書籍。学
習者自身が「適切な検査肢位」「確実で安定的な徒手
抵抗方法」について考察できるような内容となって
おり，さらに，MMTに必要な触診，臨床での応用
方法や，代償運動についても解説。

●B5判・452頁
　オールカラー
　イラスト120点，写真700点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1922-5
2019.4

リハで活用！
わかりやすい運動器エコー
運動療法に役立つ機能解剖と評価のテクニック
監修�小竹 俊郎　 著者�中山 昇平　福元 喜啓

リハスタッフが超音波を活用するために，筋・腱・
脂肪体などの運動器の測定法や機器の設定，他の画
像機器との違いなどを基礎から解説。「運動療法を効
果的にする3 step」と題し，①解剖，②運動による
各組織の動態，③疾患による変化を，断面図のイラ
ストや複数の超音波画像で画面上の変化を見比べる
構成によりわかりやすく説明。手技と同期したWeb
動画付き。 

● B5判・280頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真400点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-2016-0
2019.12

リハビリテーションのための
画像の読み方
編集�本間 光信　 高橋 仁美

X線・CT・MRIなど医療現場で接するさまざまな医
用画像を基本から理解しリハビリテーションに活用
するための1冊。頭部，胸部，骨・関節の3領域に
ついて，画像を理解するための知識（モダリティや
疾患の説明，正常像など）と代表的疾患の必ず知っ
ておくべき画像を，リハ上の注意点とともに解説。
最低限必要な情報をコンパクトに網羅し，より高度
な理論面やリハに役立つ実践的な内容も掲載した，
初学者にもわかりやすい画像読影の入門書。

●B5変型判・200頁
　イラスト202点，写真391点
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-1686-6
2015.4

リハビリテーション基礎

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1694-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1922-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2016-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1686-6.html
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運動療法に役立つ
単純X線像の読み方
著者�浅野 昭裕　　監修�青木 隆明

単純X線像がもつ多様な情報を臨床症状に結び付け
て，より効果的な運動療法を行うための「読み方」を
解説した1冊。正常像と骨折像を計100種以上掲載
し，それぞれに筋や靱帯の状態を図示して，正常時
と比べて骨折時にはどのようになっているのか，運
動療法にどのような影響を及ぼすのかを，詳細な解
説とともにわかりやすく示した。また，手を動かし
実際に描いてみることで，骨の形状や位置関係をは
じめ，画像解剖がより理解できる「絵の描き方」も掲載。

●B5変型判・360頁
　イラスト182点，写真602点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1135-9
2011.9

リハで読むべき運動器画像
監修�塩野 寛大　 著者�瀧田 勇二

X線，CT，MRIなどの運動器画像から，リハビリテ
ーションで重要なポイントとなる運動器の痛み，関
節可動域，安定性・不安定性に焦点を当て，どのよ
うに読み解いていくかを詳説したリハ実践書。初学
者のために，医療画像の基本，X線画像，CT，MRI
の原理などもわかりやすく解説。画像解剖を理解す
るための正常画像も掲載し，疾患画像との比較がで
きるよう構成。運動器疾患のリハビリテーションで
役立てられる情報が満載の1冊。

●B5判・312頁
　イラスト100点，写真300点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1920-1
2017.12

コツさえわかればあなたも読める
リハに役立つ脳画像�改訂第2版
監修�酒向 正春　　著者�大村 優慈

脳画像を漠然と見て曖昧な結論を出すのではなく，
損傷された領域を把握し，障害を受けた機能と残存
する機能を見出して，障害による症状や残存機能を
予測するために脳画像を最大限活用できるようにな
る1冊。改訂にあたって認知症に関連する6項目を
追加。また全体に画像の読み解き方や用語の解説を
追加し，初学者にもさらに理解しやすくなった待望
の改訂第2版！

●B5判・200頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-2013-9
2020.10

内部障害リハのための
胸部・腹部画像 読影のすすめ
監修�美津島 隆　 山内 克哉
著者�鈴木 啓介　 櫻田 隆悟

胸部と腹部の疾患画像を理解し，リハビリテーショ
ンに活かすための読影の方法を解説した実践書。単
純X線とCTを中心に，多数の正常画像を掲載し，
画像の基礎から学べるよう構成。内部障害リハで対
象となるさまざまな疾患画像を列挙しながら，画像
から病態を把握し，リハビリテーションに直結する
評価のポイントを解説。さらに，検査データや栄養
状態などを加味しながら，画像情報を活用して手技
や運動療法を導き出すところまで踏み込んで解説。

●B5判・320頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真300点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1902-7
2017.9

リハビリテーション基礎

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1135-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1902-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1920-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2013-9.html
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リハカルテ活用ハンドブック
監修�宮越 浩一　　著者�南場 芳文

リハスタッフが接する機会の多い整形外科系，内部
障害系，中枢神経系の疾患について，リハカルテを

「読む」「書く」，そしてカルテから得た情報をリハに
「活かす」ための知識をまとめた一冊。カルテの一般
的文法であるSOAPの読み書き，臨床で用いられる
専門用語について丁寧に解説。リハカルテを通して，
疾患別リハビリの流れと治療のポイントがよくわか
る！

●B5変型判・296頁
　イラスト104点，写真60点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1497-8
2015.3

リハビリテーション
管理・運営実践ガイドブック
編集�金谷 さとみ　 高橋 仁美

チーム医療に携わる一員として，またリハビリテー
ション科のチームをまとめる管理職として知ってお
くべき知識を集約。環境をどう活かすか，また人的
資源をいかに円滑に動かしてリハを最適化し，患者
のリハゴールを達成するかといった，臨床の現場で
必要な内容を解説。臨床現場だけでなく，管理学の
教科書としても役立つ1冊。

●B5判・216頁
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1931-7
2018.9

リハビリテーション 
リスク管理ハンドブック 第4版
編集�亀田メディカルセンター

リハ現場で働くスタッフを対象に，主に「患者の急
変」という視点からリスク管理について解説。第4
版では，最新のエビデンスや『リハビリテーション
医療における安全管理・推進のためのガイドライン』
をはじめとする各種ガイドラインを基に内容をアッ
プデート。また「筋骨格系の疼痛」や「リスク管理
に必要な検査所見のみかた」「医師不在の環境での
対応」などの内容もさらに充実。リハビリテーショ
ンに携わる医療職には必携の1冊。

●B5判・396頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真110点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1943-0
2020.4

リハビリテーション
リスク管理ケーススタディ
編著�宮越 浩一

実際に生じた急変事例を基に，臨床現場での対処法，
リスク管理法を解説。病院（急性期，回復期，外来），
介護老人保健施設，在宅と，リハビリテーションが
行われる施設・環境別に構成。自分の働く現場でど
ういったリスクがあるか，急変が生じたときにどう
すればよいかをシミュレーションできる，現場で役
立つ1冊。基礎知識を解説した『第3版 リハビリテ
ーション リスク管理ハンドブック』と合わせて学ぶ
ことで，リスク管理を完璧に身につけられる。

●B5判・232頁
　イラスト45点，写真34点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1702-3
2016.3

リハビリテーション基礎

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1497-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1931-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1702-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1943-0.html
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リハビリテーション基礎 神経障害

PT・OTのための治療薬
ガイドブック
リハビリテーション実施時の注意点
監修�本間 光信　 編集�高橋 仁美

臨床勤務のセラピストを対象に，治療薬服用中の患
者のリハを行う際に役立つ薬の知識について解説し
た書籍。疾患の治療の流れのなかで，各時期にどの
ような薬を用いているか，その薬にはどういった効
果・副作用があるかを解説し，リハを行う際の注意
点を紹介。訪問リハなどでも携帯しやすい新書判で，
プログラム実践とリスク管理に必携の1冊！

●A6変型判・424頁
　一部カラー
　イラスト46点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1903-4
2017.9

脳卒中理学療法マネジメント
基本動作のパフォーマンス改善に
向けた臨床思考を紐解く
編集�杉本 諭　 藤野 雄次

基本動作（座位・立ち上がり・立位・歩行）を切り口
とし，臨床でよく脳卒中患者に観察される現象をいく
つかのパターンに分類してクリニカルリーズニングに
則した流れで解説。患者への接し方，脳卒中の病態
と機能改善につながるリハビリテーションの要点をま
とめ，さらにケーススタディで具体的な実践例を紹
介し，臨床で活用しやすい構成となっている。

●B5判・240頁
　イラスト60点，写真200点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2053-5
2022.4

脳卒中理学療法の理論と技術
第4版
編集�原 寛美　 吉尾 雅春

エビデンスに基づく治療のために，日進月歩の脳卒
中医療における最新の理論と技術を集約。改訂にあ
たっては，患者の退院後の生活につながる項目を追
加し，またボツリヌス治療の項に最新レビューの知
見を追加。“エビデンスに基づく治療理論を，技術
として臨床に導入する”という初版からのコンセプ
トはそのままに，最新ガイドラインに対応する充実
の第4版！

●B5変型判・544頁
　一部カラー
　イラスト480点，写真380点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-2039-9
2022.3

リハ実践テクニック
脳卒中　第3版
編集�千田 富義　 髙見 彰叔

臨床に役立つ新規内容を追加し，脳卒中治療ガイド
ライン2015や関連法規の改定にも対応した改訂第3
版!! 簡潔な解説と豊富なカラー写真，DVDビデオで，
脳卒中リハの臨床で求められる知識と技術をわかり
やすくまとめた，即，実践に役立つ1冊。実際の脳
卒中者の協力により，運動・動作と指導を動画に収
録したDVDビデオ（計9本・約27分）を新たに付録。
実践的なリハテクニックが理解できる。

●B5変型判・392頁
　オールカラー・イラスト143点
　写真363点・DVD-Video付
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1727-6
2017.3

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1903-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1727-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2053-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2039-9.html
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脳卒中片麻痺者に対する
歩行リハビリテーション
編集�阿部 浩明　 大畑 光司

理学療法士が臨床で携わる機会の多い「脳卒中片麻
痺者の歩行リハ」について，歩行の神経制御機構や
バイオメカニクスといった基礎的な内容から，評価
法やトレーニング法といった実践的な内容まで詳し
く解説。トレーニング法では急性期，回復期，生活
期それぞれの病期別アプローチ法を記載するととも
に，下肢装具，ロボティクスなどを用いた多様なト
レーニング戦略を紹介。最新のエビデンスも多数交
え，明日からの臨床に役立つ1冊。

●B5判・272頁
　イラスト120点，写真180点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1711-5
2016.12

脳卒中片麻痺の基本動作分析
バイオメカニクスから考える
動作パターン分類と治療法の選択
著者�長田 悠路

脳卒中片麻痺患者の動作分析と治療法について，「寝
返り」「起き上がり」「起立」「歩行」等の基本動作
をバイオメカニクスの観点から解説。動作分析の視
点から提示する評価・治療のフローチャートによっ
て，臨床の場で動作をどのように解釈し，治療につ
なげるかを具体的に学ぶことができる。

●B5判・232頁
　オールカラー
　イラスト150点，写真300点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2015-3
2021.6

セラピストのための
脳卒中評価指標の解釈と活用
編集�髙見 彰淑

脳卒中のリハビリテーションに用いる評価指標の検
査結果の解釈や活用法に焦点を当てた，これまでに
ない書籍。臨床で使用頻度の高いものを網羅し，1
つ1つの評価指標の検査結果が示す意味の解説はも
ちろん，複数の評価指標の検査結果を組み合わせる
と何がわかるかについても，可能な限り実例を用い
て記載。臨床現場はもちろん，学生のサブテキスト
としてもお薦め。

●B5判・280頁
　イラスト120点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-2018-4
2020.3

盲点チェック！
脳卒中リハ
装具活用実践レクチャー
監修�勝谷 将史　 編集�大村 優慈

装具作製の支給制度や装具の選定基準，装具のオプ
ション部品の活用，訓練時間外での使用方法，生活
期での装具不適合，着脱や外観など，さまざまな「盲
点」に着目して，どのような「工夫」ができるかを解
説。加えて，最新の股関節装具，体幹装具，上肢装
具にも言及し，装具療法の幅を広げ，リハビリテー
ションに新たな視点をもたらしてくれる1冊。

●B5判・232頁
　イラスト100点，写真100点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1928-7
2018.7

神経障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1711-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1928-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2018-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2015-3.html
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地域包括ケア時代の
脳卒中慢性期の
地域リハビリテーション
エビデンスを実践につなげる
監修�藤島 一郎　 大城 昌平
編集�吉本 好延

エビデンスを基に脳卒中の地域リハビリテーション
を実践するための1冊。脳卒中慢性期における機能
の維持からQOL向上に向けて，評価とアプローチ
の実際と地域リハの具体的な方法を医師，PT，
OT，ST，看護師が事例を交えて解説。

●B5判・304頁
　イラスト50点，写真50点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1698-9
2016.6

高次脳機能障害を解きほぐす
臨床推論と理学療法介入
著者�渡辺 学

病態像や障害像が複雑に絡み合う高次脳機能障害に
取り組むための糸口として，「多彩な症状をどう評
価し，どのように介入すればよいのか」科学的根拠
に基づく理学療法の考え方と介入方法を臨床症状か
ら紐解く1冊。「リーチがずれる」「左側に気づかない」
など臨床症状に基づく構成で，それぞれ関連する高
次脳機能障害を挙げ，鑑別方法，理学療法評価，治
療介入を簡潔に解説する。

●B5判・176頁
　一部カラー
　イラスト53点，写真158点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1926-3
2018.3

脳機能の基礎知識と
神経症候ケーススタディ
脳血管障害を中心に
編集�沼田 憲治

脳損傷後のリハビリテーションで遭遇する多種多様
な神経症候について，脳解剖，脳機能の基礎からイ
ラストを多用してわかりやすく解説し，さまざまな
神経症候のメカニズムを症例ベースで解き明かす。
脳画像から正確に病巣を把握し，神経学的検査と評
価，メカニズムの解説から，これらの知見をどのよ
うにリハビリテーションの臨床に活かせばよいかま
でを網羅した実践書。

●B5判・280頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真200点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1699-6
2017.1

神経難病領域の
リハビリテーション
実践アプローチ 改訂第2版
監修�小森 哲夫
編集�田中 勇次郎　 南雲 浩隆　 望月 久

神経難病の治療に携わるセラピストに必要な知識を
網羅し，臨床写真を豊富に提示してオールカラーで
具体的に解説した充実の1冊。在宅でのリハビリテ
ーションを追加し，新しいガイドラインなど，神経
難病領域を取り巻く状況の変化を踏まえ，最新の技
術を追加し，内容を刷新した改訂版。

●B5変型判・384頁
　オールカラー
　イラスト30点，写真250点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1938-6
2019.2

神経障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1926-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1699-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1938-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1698-9.html
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姿勢を意識した
神経疾患患者の
食べられるポジショニング
監修�森若 文雄　 編集�内田 学

脳卒中，パーキンソン病，脊髄小脳変性症患者を対
象とした，クッションやタオルを用いて嚥下障害を
抑制する「ポジショニング」のテクニックを解説し
た実践書。6事例×3疾患＝計18事例に対するポジ
ショニングのテクニックを中心に，疾患の病態，誤
嚥の現状および検査法等について紹介。

●B5判・164頁
　一部カラー
　イラスト210点，写真90点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-2014-6
2019.10

姿勢から介入する摂食嚥下�
パーキンソン病患者に対するトータルアプローチ
監修�森若 文雄　 編集�内田 学

リハ場面の写真を多数掲載し，食事時に咽せたり誤
嚥を生じている患者に対してPT・OT・STが「いま何
が出来てどう改善できるか」をトータルアプローチ
の視点から具体的に解説。薬物療法や栄養管理な
どの基本事項をおさえつつ，リハ関連職種として「安
全で機能的な摂食」を実現するための「姿勢」と「呼
吸」に焦点を当てた介入を紹介。誤嚥を防ぎ，誤嚥
性肺炎を起こさせないためのノウハウが詰まった１冊。

●B5判・256頁
　オールカラー
　イラスト106点，写真294点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-2026-9
2020.9

姿勢から介入する摂食嚥下
脳卒中患者のリハビリテーション
監修�森若 文雄　 編集�内田 学

脳卒中患者に出現する嚥下障害について姿勢調節異
常という観点から解説し，摂食行為における評価と
介入の具体例について，PT・OTの視点を重点的に
紹介。食事時に咽せたり誤嚥を生じている患者に対
して「いま何が出来てどう改善できるか」を，実際の
リハ現場の写真を豊富に掲載して具体的に解説。よ
り良い運動機能の発揮を目指すことで嚥下障害の改
善につなげるための1冊。

●B5判・224頁
　オールカラー
　イラスト104点，写真253点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1904-1
2017.9

�前庭障害に対する
リハビリテーション
EBMに即した実践アプローチ
編集�伏木 宏彰 　加茂 智彦

解剖生理，各疾患，検査，リハビリテーション，症
例紹介を網羅し，前庭機能障害に対するリハビリテ
ーションの全貌をまとめた1冊。エビデンスが明確
なリハビリテーションを豊富なイラストと写真で視
覚的に解説。また症例紹介を多く設けて，実際の重
心動揺検査の結果などのデータも示した実践的書籍。

●B5判・288頁
　イラスト100点，写真100点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2022-1
2019.10

神経障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2014-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1904-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2026-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2022-1.html
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バランス障害リハビリテーション
障害像を的確にとらえるための
基礎理論と評価・治療の進め方
編集�望月 久

バランス障害の原因をどのように評価し，その原因
に対してどのように治療を行うのか，抽象的な概念
や障害発生のメカニズムに留まらず，臨床でのアプ
ローチを具体的に解説する書籍。評価方法や疾患・
障害ごとに現れる特徴，領域別の評価・治療につい
てイラストや写真を用いて効果的に提示することで，
視覚的に理解できる紙面構成となっている。

●B5判・260頁
　イラスト150点
　写真300点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-2032-0
2021.4

リハスタッフのための
イチからわかる臨床検査値
活用術
監修�美津島 隆　 山内 克哉
著者�鈴木 啓介　 加茂 智彦

リハスタッフが検査データをどのように解釈したら
よいか基本から理解でき，実践につなげられる1冊。
検査値の意義やリハへの活かし方を簡潔に解説。リ
ハ医からのアドバイスや症例も掲載。患者の症状を
深読みして，より効果的なリハビリテーションにつ
なげていくための実践書。

●B5判・180頁
　イラスト200点，写真50点
　定価 3,740円（税込）
ISBN978-4-7583-1935-5
2018.9

中枢神経障害・運動器障害 × 
内部障害を解釈するための
臨床検査値活用術
リハビリテーション治療の実践
監修�角田 亘　 西村 行秀　 山内 克哉
編集�鈴木 啓介

PT・OT向けに症状別に複数の検査値を組み合わせて
どう解釈するかを解説。さらに，そこから得られる
一般的な考え方にも言及。検査値の解釈に留まらず，
検査値を踏まえたリハビリテーションについて運動
負荷量やプログラム内容などをより具体的に解説し
ており，読者が臨床で応用しやすい構成となっている。

●B5判・256頁
　イラスト100点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-2076-4
2022.3

 リハビリテーションに活かす�
呼吸・循環モニタリング
モニター心電図から生体情報を読み解く
監修�美津島 隆　 山内 克哉
著者�竹内 真太　 鈴木 啓介

理学療法士・作業療法士向けに，実際の症例におけ
る不整脈の心電図波形を提示して特徴を解説し，加
えて血圧や呼吸数，呼吸波形など，モニター心電図
から得られるさまざまな生体情報をどのように解釈
し，リハビリテーションに活かすかについて解説。さ
らに，複数の情報をどのように組み合わせて解釈す
るかケーススタディで理解できる。

●B5判・228頁
　イラスト180点，写真50点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1949-2
2019.9

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1935-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2032-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1949-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2076-4.html
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循環器リハビリテーションの
理論と技術
改訂第2版
編集�増田 卓　 松永 篤彦

循環器疾患に対する理学療法の臨床的意義や運動療
法（プロトコール）の列挙にとどまらず，理学療法
を組み立てるための理論的背景とその理論に基づい
た評価ならびに治療技術を明らかにする一冊。改訂
第2版では，心エコーやPCIの普及など進歩著しい循
環器医療についてアップデートし，禁煙指導や術後
ケアについても項目を設けた。

●B5変型判・472頁
　一部カラー
　イラスト150点，写真170点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1942-3
2020.3

呼吸リハビリテーションの
理論と技術　改訂第2版
監修�本間 生夫
編集�田中 一正　 柿崎 藤泰

初版『呼吸運動療法の理論と技術』を最新の知見に 
基づき改訂。新規項目として「調息（呼吸と心理の関
わり）」「画像診断」「吸引」などを追加した改訂第2
版。「呼吸」と呼吸器障害のある患者の社会復帰を妨
げる大きな因子である「呼吸困難感」を生理学的に 
理解し，「息苦しさ」をやわらげる呼吸リハビリテー
ションに活かすための理論と技術を集約。

●B5変型判・264頁
　一部カラー
　イラスト213点，写真190点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1495-4
2014.12

リハ実践テクニック
呼吸ケア�第4版
病期別呼吸リハビリテーションとケア・サポートの技術
編集�塩谷 隆信　 高橋 仁美

豊富な写真と図によって理学療法士に必要な呼吸ケ
アの手技が一目で理解できる必携書が待望の改訂。
評価・介入については新ガイドライン『呼吸リハビ
リテーションに関するステートメント』に沿った内
容に変更し，また評価や治療手技を患者や利用者に
接する流れに沿って病期別の解説を追加。
臨床でより使いやすくなった充実の第４版！

●B5変型判・440頁
　オールカラー
　イラスト210点，写真400点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2036-8
2021.3

内部障害に対する運動療法
基礎から臨床実践まで
編集�古川 順光　 田屋 雅信

内部障害に対する各種運動療法の原理，目的，方法
を解説し，それが心血管系，呼吸筋などさまざまな
機能や臓器に対してどのような効果をもたらすかを
示した後，それらの根拠を基にした臨床実践を解説。
各種疾患に対する評価，疾患の基礎知識，リスク管
理などにも触れながら，具体的な症例に対するリハ
を示した。目の前の患者に対して根拠を基にした効
果的なリハを自ら工夫できるようになるための1冊。

●B5判・272頁
　イラスト30点，写真200点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1929-4
2018.9

内部障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1942-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1495-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2036-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1929-4.html
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糖尿病の理学療法
監修�清野 裕　 門脇 孝　 南條 輝志男
編集�大平 雅美　 石黒 友康　 野村 卓生

糖尿病治療に携わる理学療法士に必須の知識を網羅
し，図版や臨床写真を豊富に用いて解説した「糖尿
病の理学療法」の教科書。糖尿病の診断・治療の考
え方，食事療法などの基礎知識を「総論」，各種運動
療法，合併症に対するアプローチ，集団・個別指導
などの患者教育といった臨床的知識を「各論」として
構成。PTはもちろん，医師，看護師，管理栄養士
など，糖尿病チーム医療に携わる専門職が，それぞ
れの分野を確かなエビデンスとともに解説。

●B5判・352頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真100点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1492-3
2015.6

がんリハビリテーション
実践マニュアル
編集�宮越 浩一

2019年改訂の「がんのリハビリテーション診療ガ
イドライン 第2版」（日本リハビリテーション医学
会）に準拠した最新の情報を元に，臨床の理学療法
士・作業療法士向けに，がんの基礎知識，各種がん
の病態，症状，進行による合併症や医学的治療およ
びリハ治療方針，がんのリハに特有の練習手技，合
併症の管理のポイントを解説。臨床現場で難渋する
リハビリテーションのゴール設定に必要な生命予後
や治療方針の把握方法の解説を充実させた。

●B5判・268頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真80点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-2038-2
2021.3

卒後5年までにマスターすべき
運動器障害理学療法�
基礎から実践まで�上肢・頸部
監修�寒川 美奈　 編集�三木 貴弘

卒後5年目までに習得しておくべき運動器障害理学
療法の知識を，臨床経験豊富で学術的にも実績があ
るセラピストが指南。全体像をフローチャートで示
した上で，臨床で遭遇しやすく判断に迷う内容を取
り上げ，エビデンス，運動学・解剖学などの知識を
織り交ぜながら実践的に解説。評価手技，治療手技
は実際の手順を写真付きで紹介。

●B5判・352頁
　一部カラー
　イラスト180点，写真420点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2079-5
2022.4

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1492-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2038-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2079-5.html
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関節機能解剖学に基づく
整形外科運動療法ナビゲーション
上肢・体幹　改訂第2版
編集���整形外科リハビリテーション学会
編集委員�林 典雄　 浅野 昭裕

症例を通して整形外科運動療法の知識と技術を学
び，よりよい結果へ導く道しるべ『ナビゲーション』。
超音波解剖，新しい術式など最新の知見を反映した
オールカラー改訂第2版。本書では，「肩関節」「肘
関節」「手関節・手」「体幹」の治療に必要な整形外科
的知識，機能解剖学の応用，具体的な運動療法の技
術と留意点を学ぶことができる。

●B5判・416頁
　オールカラー
　イラスト603点，写真928点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1478-7
2014.3

関節機能解剖学に基づく
整形外科運動療法ナビゲーション
下肢　改訂第2版
編集���整形外科リハビリテーション学会
編集委員�林 典雄　 浅野 昭裕

超音波解剖，新しい術式など最新の知見を反映し全
面刷新。さらなる充実化を遂げたオールカラー改訂
第2版。本書では，「股関節」「膝関節」「足関節・足」
の治療に必要な整形外科的知識，治療，機能解剖学
の応用，具体的な運動療法の技術と留意点について，
症例解説を通して学ぶことができる。

●B5判・408頁
　オールカラー
　イラスト600点，写真900点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1479-4
2014.3

セラピストのための
機能解剖学的ストレッチング
上肢
監修�林 典雄　　編著�鵜飼 建志

関節機能解剖学に基づき，筋それぞれの起始と停止，
そして走行を確実にとらえ・伸ばすためのストレッ
チング手技を解説。セラピストが意識すべき指のあ
て方・ポジショニングまで，多数のカラーイラスト
と写真で詳説。2分冊のうち，本書『上肢』編には肩
から手指までの内容を収載。

●B5判・260頁
　オールカラー
　イラスト292点，写真601点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1703-0
2016.10

セラピストのための
機能解剖学的ストレッチング
下肢・体幹
監修�林 典雄　　編著�鵜飼 建志

2分冊のうち，本書『下肢・体幹』編には股関節／膝
関節／足関節および足部／体幹に関する筋の内容を
収載。

●B5判・272頁
　オールカラー
　イラスト313点，写真777点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1704-7
2018.9

運動器障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1478-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1704-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1479-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1703-0.html
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理学療法
マネジメント 
機能障害の原因を探るための
臨床思考を紐解く！

関節の機能障害に対する
評価・解釈・治療アプローチを
詳細に解説！

●B5判・240～370頁程度・2色刷（一部カラー）

理学療法士は患者が有する機能障害（関節の可動域制限，不
安定性，過可動性，疼痛など）を評価・分析し，それに基づ
いて治療プログラムを立案し，実践している。機能障害を的
確に見つめ理解することで，限られた期間でも効果的で計画
的なリハビリテーションを実施する「理学療法マネジメント
能力」を身に付けられるシリーズ。
●医師から診断名が下された後，患者の症状をどのように評
価し，その結果を解釈し，治療の方向性を定めるか。理学
療法評価とその結果の解釈，そして理学療法プログラムの
立案に至る意思決定のプロセスを詳細に解説。

●多くのエビデンスを提示し，経験則だけではなく科学的根
拠に基づいた客観的な記載を重視した内容。

●各関節で代表的な機能障害を取り上げるとともに，ケース
スタディも併せて掲載し，臨床実践するうえでのポイント
や判断，実際の理学療法について解説。

評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを評価・解釈・治療アプローチを

運動器障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1911-9
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�肩関節�
理学療法マネジメント
監修�村木 孝行　 編集�甲斐 義浩

●276頁・一部カラー・イラスト100点，写真430点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1909-6�2019.8

�股関節�
理学療法マネジメント
編集�永井 聡　 対馬 栄輝

●368頁・イラスト140点，写真580点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1910-2�2018.9

�膝関節�
理学療法マネジメント
監修�石井 慎一郎　 編集�森口 晃一　 

●336頁・一部カラー・イラスト120点，写真400点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1911-9�2018.2

�足部・足関節�
理学療法マネジメント
監修�片寄 正樹　 編集�小林 匠　 三木 貴弘

●264頁・一部カラー・イラスト150点，写真380点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1912-6�2018.3

�脊柱�
理学療法マネジメント
編集�成田 崇矢　

●356頁・一部カラー・イラスト150点，写真400点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1913-3�2019.2

�肘関節�
理学療法マネジメント
編集�坂田 淳　

●240頁・イラスト100点，写真540点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2023-8�2020.2

運動器障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1909-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2023-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1910-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1911-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1912-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1913-3.html
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結果の出せる
整形外科理学療法
運動連鎖から全身をみる
著者�山口 光國　 福井 勉　 入谷 誠

どのようにすれば良い結果が出せるのか。全身の運
動連鎖をとらえ，分析し，結果の出せる整形外科理
学療法の進め方を，豊富な臨床経験に基づき，写真
や図を多用して解説。

●B5変型判・304頁
　オールカラー
　イラスト521点，写真341点
　定価 8,250円（税込）
ISBN978-4-7583-0666-9
2009.2

整形外科�術後理学療法プログラム
第3版
編集�島田 洋一　 高橋 仁美

リハスタッフに向けに「理学療法に必要な解剖・疾
患の知識」，「手術の知識」を整形外科医が丁寧に解
説し，それに沿ってPT，OTが「術後理学療法プロ
グラム」，「理学療法の進め方」を解説。各疾患の術
後プログラムの流れが図で示されているので，一目
で全体を把握できる。改訂にあたって術式などの記
載内容は最新の情報に改め，さらに，近年増加して
いる高齢者に対する手術の術式などを追加した。

●B5判・352頁
　オールカラー
　イラスト130点，写真480点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-2031-3
2020.10

運動器疾患の治療と
リハビリテーション
手術・保存療法とリハプログラム
編集�島田 洋一　 高橋 仁美

外科手術だけでなく保存的治療なども含めた，50の
代表的な運動器疾患のリハビリテーションについ
て，整形外科医と理学療法士・作業療法士がペアと
なって執筆。医用画像や術中写真を含む多数の図表
をオールカラーで掲載し，新しい知見も盛り込み，
臨床で求められる知識と技術を集約した，即戦力と
なる1冊。リハビリテーションのタイムスケジュール
を一目でわかるようにまとめた表も疾患ごとに掲載。

●B5判・376頁
　オールカラー
　イラスト140点，写真634点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-1720-7
2016.10

軟部組織損傷・障害の病態と
リハビリテーション
組織特性に基づくアプローチ法の構築
監修�熊井 司　片寄 正樹　 編集�小林 匠　窪田 智史

運動器リハにおいて重要な筋や腱，靱帯などの軟部
組織について，解剖や損傷機序，治癒過程に対して
好影響と悪影響を与える因子を丁寧に解説。最新の
エビデンスに基づいた評価法やプロトコル，判断基
準を解説し，また組織の機能回復を促すために必要
な運動負荷を病期や組織特性に応じて判断する具体
的な臨床アプローチについてケーススタディで学べ
る内容となっている。

●B5判・672頁
　一部カラー
　イラスト220点，写真500点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-2011-5
2021.3

運動器障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0666-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2011-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2031-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1720-7.html
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スポーツ理学療法学
動作に基づく外傷・障害の理解と
評価・治療の進め方�改訂第2版
監修�陶山 哲夫　編集�赤坂 清和

主要種目の基礎・特徴を紹介したうえで，スポーツ
外傷・障害の発生原因について解説し，受傷から競
技復帰までの具体的なアプローチを提示。改訂にあ
たって，新たに「スポーツ医学の基礎知識・基本手技」
を設け，コンディショニングや応急処置などあらゆ
るスポーツに共通する内容を盛り込んだ。また，障
がい者スポーツとして視覚障害と車いすテニスを新
規項目として追加。

●B5判・372頁
　一部カラー
　イラスト142点，写真1,183点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1933-1
2018.11

ジュニアアスリートをサポートする
スポーツ医科学ガイドブック
編集�金岡 恒治　 赤坂 清和

ジュニアアスリートの傷害の治療・予防，さらには
競技力向上に必要な知識・技術をわかりやすく解説。
各種目の著名な執筆陣が，競技スキルと外傷の関係，
傷害予防のためのトレーニング・スキル練習までを
具体的に詳しく解説。子どもたちに充実した競技生
活を送ってもらうために，ジュニアアスリートをサ
ポートする医療スタッフ・指導者に役立つ知識が満
載の1冊。

●B5判・376頁
　一部カラー
　イラスト168点，写真443点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1691-0
2015.10

初めて携わるメディカルスタッフの
ための障がい者スポーツ
レクリエーションレベルから競技レベル
までのケアとサポートの実践術
編集�青木 隆明

レクリエーションレベルから競技レベルまで，ルー
ルや競技動作などの基本から丁寧に解説。またクラ
ス分けや階級についても競技ごとに解説。障がいが
原因となる体調面での注意点や競技中に発生しやす
い外傷を挙げ，予防のためのアプローチについても
解説しており，障がいを抱える人の特性を踏まえた
ケアとサポートの実践に役立つ一冊。

●B5判・288頁
　イラスト140点，写真200点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-2033-7
2021.8

リハ実践テクニック
骨・関節疾患の理学療法
改訂第2版
編集�島田 洋一　 高橋 仁美

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。整形外科リハビリテーションの対象と
なる頻度が高い疾患を部位別に構成し，それぞれの
手技をカラー写真でコマ送り的に解説。複雑な動作
でも直感的に理解でき，最新の実践テクニックがす
ぐわかる！

●B5変型判・248頁
　オールカラー
　イラスト20点，写真630点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1129-8
2010.10

運動器障害

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1933-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1691-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1129-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2033-7.html
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リハ実践テクニック
関節リウマチ　改訂第2版
監修�西林 保朗
編集�佐浦 隆一　 八木 範彦

関節リウマチのリハビリ技術と知識を豊富な臨床写
真とともにトータルに学べる実践書，オールカラー
改訂版。昨今のリウマチ治療に欠かせない「手術療
法」「ADL評価」「患者の心理」などの知識を新たに加
え，「薬物治療」の解説を増補し，EBMを重視して文献・
臨床データを充実させるなど，最新の情報を取り入
れて刷新。実際の患者をとらえた臨床写真を豊富に
掲載し，リハビリの様子を一目で理解できる！

●B5変型判・288頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真400点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1491-6
2014.12

リハ実践テクニック
ハンドセラピィ　改訂第2版
編集�齋藤 慶一郎

「傷ついた手」を「使える手・生活する手」へ導い
ていくために，ハンドセラピィに求められる技術と
理論をオールカラーで集約。改訂にあたって，
TFCC損傷，de Quervain病，テニス肘などの手の
炎症性疾患に対する保存療法を追加し，またスプリ
ント療法に対する考え方や教え方についての項目を
新設した充実の改訂第2版！

●B5変型判・480頁
　オールカラー
　イラスト270点，写真1,760点
　定価 6,820円（税込）
ISBN978-4-7583-2072-6
2022.3

5W1Hでわかりやすく学べる
�作業療法理論の教科書
編集�小川 真寛　 藤本 一博　 京極 真

作業療法理論を臨床にどう活かすかを5W1H［な
ぜ（Why），どんな理論を（What），誰が/誰に（Who/ 
Whom），いつ（When），どこで（Where），どのよう
に（How）］を用いた構成で統一して解説。適応と
なる状況がイラストで表されているので，具体的な
イメージとともに読み進められる。Q&Aの章では，
実践にあたって共通の悩みとしてあがりがちな内容
をとりあげて解説。また，どの理論を選択したらよ
いかが比較しやすい一覧表を付録として掲載。

●B5判・264頁
　イラスト100点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-2029-0
2020.10

精神科作業療法の理論と技術
編集�早坂 友成

日本の精神科作業療法は，これまで主に統合失調症
患者を対象としてきたことから，統合失調症への実
践によって研鑽されてきたともいえる。しかし，近
年のうつ病や双極性障害の患者の増加，地域医療の
推進など，精神科領域を取り巻く環境の変化は著し
く，精神科作業療法の治療構造を前提とした，各精
神疾患に対応する作業療法の実践がより重要になっ
た。本書は，新進気鋭の作業療法士を執筆陣に迎え，
近年の傾向に即して精神科作業療法の理論と技術を
解説。養成校のテキストとしても，臨床現場での実
践書としても活用できる書籍である。

●B5判・296頁
　イラスト80点，写真20点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1925-6
2018.4

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1491-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2029-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1925-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2072-6.html
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主観的感覚と生きづらさに
寄り添う
精神科作業療法士が伝えたい
臨床思考ケースブック
編集�岩根 達郎

精神科リハビリテーションを担当する作業療法士を
はじめとした看護師，公認心理士など医療職，精神
保健福祉士など福祉職向けに，対象者の主観的感覚
と「生きづらさ」に焦点を当てて現場での臨床思考
を解説。対象者との臨床現場をイメージできる対話
文とともに示しながら詳細に解説し，さらに臨床思
考のポイントから日常遭遇する様々な事例にも応用
できるように構成されている。

●B5判・272頁
　イラスト50点，写真20点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-2060-3
2021.7

認知障害作業療法ケースブック
疾患別にみる認知症と作業療法
AD，DLB，FTDを中心に
監修�池田 学　 編集�村井 千賀

認知症を疾患別に分け，アルツハイマー型認知症
（AD），レビー小体型認知症（DLB），前頭側頭型
認知症（FTD）等への対応を具体的に解説。国際
生活機能分類（ICF）を基に各ケースを解説し，院
内作業療法から地域での対応までが盛り込まれてい
る。実臨床ではもちろん，養成校での実習にも有用
な1冊。

●B5判・188頁
　一部カラー
　イラスト30点，写真50点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1945-4
2020.3

認知障害作業療法ケースブック
重度別の認知症と作業療法
ADL/IADL能力の獲得に向けて
監修�池田 学　 編集�村井 千賀

認知症を軽度と中高度に分けてそれぞれの日常生活
活動（ADL）/手段的ADL（IADL）の対応を中心に具体
的に解説。認知症者の残存能力を各種評価より見出
し，訓練や環境調整によりできる限り自立して生活
する方法を示し，認知症の方の支援を行う作業療法
士が明日からの実践に使えるような内容となってい
る。実臨床ではもちろん，養成校での実習にも有用
な1冊。

●B5判・184頁
　一部カラー
　イラスト30点，写真50点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1946-1
2021.3

認知症をもつ人への
作業療法アプローチ
視点・プロセス・理論�改訂第2版
監修�宮口 英樹
編集�小川 真寛　 西田 征治　 内田 達二

認知症をもつ人に対する作業療法について，評価から実際
の介入およびその効果の検討まで，作業療法理論に基づく
一貫性のあるプロセスでわかりやすく解説。改訂にあたっ
て「地域支援」の内容を追加して多職種連携についての解
説を盛り込み，認知症特有の作業療法で使用する評価を掲
載，また用語解説の囲み記事を適宜掲載するなど全体の約
40％を改稿。臨床・講義でさらに活かせる1冊。

●B5判・344頁
　イラスト40点，写真50点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1944-7
2019.8

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1945-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1946-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1944-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2060-3.html
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子どもの能力から考える
発達障害領域の
作業療法アプローチ 改訂第2版
編集�小西 紀一　小松 則登　酒井 康年

発達障害領域に長年携わっているベテラン作業療法
士が，子どもをどう見て，どう考え，どう実践して
いるのかを解説した書籍。オールカラーの連続写真
を豊富に掲載。改訂にあたって，児童発達支援や放
課後等デイサービス，特別支援教育の大きな動向の
変化について加筆し，また初版で掲載した事例は，
可能なものについてその後の経過も追った。

●B5判・360頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真610点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1932-4
2018.10

子どもの感覚運動機能の
発達と支援
発達の科学と理論を支援に活かす
編集�大城 昌平　 儀間 裕貴

新生児期から学童期の子どもの感覚運動機能につい
て正常発達と疾患別に分け，臨床での評価と支援に
活かせる障害の基本的知識から実践までを網羅した
1冊。低出生体重児や発達障害などリハの対象とな
る疾患（障害）を取り上げ，子どもの感覚と運動がど
のように関連しているか，評価と支援をイラストや
写真を交えて丁寧に解説。脳科学，発達に関する最
新情報も盛り込んだ基礎と臨床をつなぐ実践書。

●B5判・320頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真100点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1900-3
2018.1

統合と解釈のための
小児リハ評価ガイド
編集�楠本 泰士　　
編集協力�友利 幸之介

小児のリハビリテーションに関連する約70点の評
価法を，イラストや写真により視覚的にイメージで
きるように紹介。さらに約40症例を通して現場で
の使用法を示し，実践にあたって必要な動作や認知
の評価も学ぶことができる。

●B5判・432頁
　イラスト300点，写真200点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1948-5
2019.10

ウィメンズヘルス�
リハビリテーション
編集�ウィメンズヘルス理学療法研究会

女性の一生涯にわたる健康に対して，リハビリテー
ションスタッフがどのようにかかわっていくか，ま
たどうかかわればよいかを解説。女性の解剖生理学，
性周期，妊娠・出産といった基礎医学の内容から，
思春期～老年期にかけた年代別の特徴と障害，女性
特有の疾患・症状に対する理学療法の実際などを，
豊富なイラストを用いて具体的にわかりやすく紹介。

●B5判・340頁
　一部カラー
　イラスト189点，写真63点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1493-0
2014.12

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1900-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1948-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1932-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1493-0.html
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早期リハビリテーションの実践
予後改善のためのアプローチ
監修�西田 修　 編集�飯田 有輝

重症度の高い患者に対する手技として難易度が高い
イメージがある早期リハビリテーションについて，
現場で必要となる知識・技術をわかりやすい図表を
盛り込んで解説した実践書。昨今の課題である集中
治療後症候群（PICS）の病態と対応やICU-AWなど
の最新知見から，集中治療室における鎮痛・鎮静や
ADL訓練，人工呼吸器モニタリングまでを網羅。
実践を重視して症例を豊富に紹介し，リハビリテー
ションの流れを理解できるような構成となっている。

●B5判・312頁
　一部カラー
　イラスト50点，写真100点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1901-0
2018.1

リハスタッフのための
排泄リハビリテーション
実践アプローチ
編集�鈴木 重行　 井上 倫恵

2016年の診療報酬改定で「排尿自立指導料」が新設さ
れ，PTはチームで患者のケアにあたることとなった。
本書は主に臨床勤務のPT・OTを対象に，泌尿器科医・
看護師・理学療法士の執筆で，疫学，解剖，生理，
疾患の病態～治療まで，リハに必要な排泄に関する
基礎知識から，患者のアセスメント，具体的なリハ
の方法・テクニック，実践例を紹介。リハが奏効し
た症例や難渋した症例についても詳細に解説。

●B5判・432頁
　一部カラー
　イラスト130点，写真150点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-1908-9
2018.2

改訂第2版
高齢者リハビリテーション
実践マニュアル
編集�宮越 浩一

高齢者リハの実践に必要な知識を包括的・横断的に
解説する実践書。改訂にあたっては，各種疾患に関
するガイドラインのアップデートを反映させ，また
画像評価方法や生活期リハを追加。臨床現場はもち
ろん，学生にとっても参考になる充実の改訂第2版。

●B5判・360頁
　一部カラー
　イラスト50点，写真100点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2073-3
2022.3

訪問リハビリテーション
アドバイスブック
監修�青山 朋樹　 高橋 紀代
編集�辰巳 昌嵩

訪問リハにすでに携わっている，またはこれから新
たに携わる理学療法士・作業療法士にむけて，現場
での応用力・柔軟性・実践力を養うための詳細な知
識・技術を解説。訪問現場で活躍しているセラピス
トを中心に，医師，看護師，介護福祉士，歯科衛生
士，薬剤師，管理栄養士，保健師，義肢装具士，社
会福祉士など訪問リハにかかわるスタッフにより多
職種にまたがる知識や技術をまとめた1冊。

●B5判・336頁
　イラスト100点，写真150点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1914-0
2018.4

その他

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1901-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1908-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1914-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2073-3.html
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リハビリテーション義肢装具学
編集�清水 順市　 青木 主税

義肢・装具のリハビリテーションの実際を豊富な事
例とともに重点的に解説した，理学療法士・作業療
法士養成校の学生向けテキスト。部品や構造といった
一般的な内容だけではなく，義肢・装具の処方から，
製作，リハビリテーション，最終的な家庭・職場復
帰といった一連の経過を，イラスト・写真も豊富に
用いて紹介。養成校の授業カリキュラムと国試出題
範囲の内容を余すところなく解説し，国家試験の例
題も掲載。授業から国試対策までカバーできる1冊！

●B5判・472頁
　一部カラー
　イラスト300点，写真800点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1722-1
2017.3

リハビリテーションの基礎英語
第3版
企画・構成・編著�清水 雅子
英文監修�Timothy Minton
PT・OT監修�三木 貴弘　 上 梓

理学療法士・作業療法士を目指す学生のための，リ
ハビリテーションに特化した英語テキスト第3版。

「リハビリテーションの基本語彙」「基本概念の英文
での読解」「患者さんとの会話表現」の3章から構成
されており，リハビリテーションにまつわる実践的
な英語を総合的に学習することができる。

●B5判・168頁
　定価 2,640円（税込）
ISBN978-4-7583-0961-5
2017.4

リハビリテーション英語の
基本用語と表現
編著�清水 雅子　 服部 しのぶ

基本的な肢位・体位や動作，検査や測定・評価，装
具や器具の名称など，リハビリテーション領域で用
いられる基本英単語に加え，医学・医療で用いられ
る基本語や人体各部の名称も含めた約3,000語をポ
ケットサイズに収載。また患者さんとのコミュニケ
ーションに必要な基本英会話約500例も収録。トピ
ック毎に分類され関連語が一目でわかる配列となっ
ているので，リハビリテーションに必要な基本英単
語・英会話を体系的に学ぶことができる。

●A6変型判・296頁
　定価 2,200円（税込）
ISBN978-4-7583-0441-2
2015.2

PT・OTが書いた
リハビリテーション英会話
著者���三木 貴弘　 今本 大地

�岡谷内 美乃里
英文監修�Jeffrey Huffman

「聞く」「話す」に重点を置き，PT・OTが医療現場で
すぐに活用できる英会話フレーズを「若い理学療法
士が外国人患者にセラピーを行う」というストーリ
ーに沿って掲載し，音声をつけて詳しく解説。挨拶
から問診，肢位設定，評価，治療，退院まで，PT・
OTの動線に沿った舞台設定で交わされるリアルな英
会話力が身につく1冊。音声ダウンロード付き！

●A5判・156頁
　音声ダウンロード
　サービス付
　定価 2,640円（税込）
ISBN978-4-7583-0965-3
2018.3

その他

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0961-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0965-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-0441-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1722-1.html
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柔道整復その他

臨床家 諸君!!
セラピスト達のための教化書
著者�山口 光國

「本来のセラピーとは？　セラピストとしてどうあ
るべきか？」を追求してきたカリスマ理学療法士が，
若手セラピストのために書き下ろした初めての単
著。笑いあり涙ありのエピソードを織り交ぜながら，
セラピストとして育つための教養，先人が残した言
葉，自らを良い方向へ導くための視点・ヒントとな
る素材を紹介。臨床での困りごと解決のヒントとな
る言葉が随所に散りばめられており，セラピストと
しての共通理念，向かうべき方向性を示す。

●A5判・280頁
　イラスト220点
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1892-1
2021.3

クリニカル・レクチャー
柔道整復�実践技術
監修���平澤 泰介　編集�樽本 修和
編集協力�伊藤 譲　　佐藤 裕二　田宮 慎二

�加藤 明雄　煙山 奨也
柔道整復師養成校の学生，若手の柔道整復師向けの
柔道整復実技の解説書。600点を超えるイラスト・
写真を用い，視覚的に理解しやすい内容となってい
る。臨床で遭遇する頻度が高い疾患を精選して掲載
し，さらに臨床で必要な柔道整復のコツを「Tips」
として盛り込んだ。教科書としてはもちろん，その
後の臨床でも役立つ一冊。

●B5判・240頁
　オールカラー
　イラスト50点，写真560点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1939-3
2019.3

柔道整復師
ブルー・ノート　基礎編
監修�平澤 泰介　 渡會 公治
編集�樽本 修和　 安藤 博文

「柔道整復師国家試験出題基準　平成22年版」に準
拠し，解剖学，生理学，運動学，衛生学・公衆衛生
学，関係法規を収載。学生がおさえるべき重要な内
容を，効率よく短期間で学べるよう図表を多用しな
がらわかりやすく解説。講義用サブテキストとして，
また，学内試験・国家試験対策で活用できる一冊。

●B5判・456頁
　イラスト300点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1459-6
2013.3

柔道整復師
イエロー・ノート　臨床編
監修�平澤 泰介　 渡會 公治
編集�樽本 修和　 安藤 博文

「柔道整復師国家試験出題基準　平成22年版」に準
拠し，専門分野を網羅。効率よく短期間で学べるよ
う図表を多用しながら，各項目ごとにポイントをま
とめ簡潔に解説。本書を読み進めながら「＋α」の知
識を書き込めば，オリジナルの講義ノートを作成で
きる。日々の講義から学内試験・国試対策まで役立
つ一冊！『柔道整復師 ブルー・ノート 基礎編』と併
用すれば国試出題範囲を網羅できる。

●B5判・624頁
　一部カラー
　イラスト390点，写真70点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1460-2
2013.9

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1892-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1939-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1460-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1459-6.html
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診療放射線技師
スリム・ベーシック

「自己（自宅）学習」にも最適な
スリムだけれど内容は充実の講義用テキスト 

編集
福士 政広

●B5判・160～370頁程度・2色刷（一部カラー）・定価5,000円程度

〈より “教えやすく学びやすい” 改訂第2版！！〉
◎平成32年版国家試験出題基準に基づいて加筆修正
◎ 授業でより使いやすい1冊となるように解説や例題を　

拡充！
診療放射線技師養成校の学生を対象に，平易な文章，多彩な
イラスト，臨床を意識した解説で，とっつきやすく，面白く，
楽しく学ぶことができるテキスト・シリーズ。学生の目線で高
度な内容についてもレベルを落とさず平易に解説。
＜改訂のポイント＞
●初学者でも読み進めやすい記述・構成を初版から受け継ぎ
ながら， 必要に応じて原理の解説を強化！
●理解を助ける「例題」を要所に配置！
●巻頭の「学習到達目標」と項目の最後にある「おさらい」が
より見やすくなり， 講義や自己学習の状況把握が容易に！
●視覚的・直感的な理解を助ける図表や， より深い知識や応
用力を得るための囲み記事をさらに拡充！

◎新たに「診療画像機器学」と「放射線安全管理学」がライン
ナップに加わります!!

臨床放射線

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1100-7
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放射線生物学 ●164頁
　一部カラー
　イラスト130点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-2025-2
2021.3

放射線物理学　
●368頁
　イラスト290点
　定価5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1915-7
2018.10

放射化学　 ●192頁
　一部カラー
　イラスト122点
　写真8点
　定価 4,840円（税込）
ISBN978-4-7583-1916-4
2018.3

医用工学　
●344頁
　イラスト482点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1917-1
2018.2

著者�小倉 泉

放射線計測学　 ●272頁
　一部カラー
　イラスト250点
　写真50点
　定価 5,170円（税込）
ISBN978-4-7583-1918-8
2018.10

核医学　 ●312頁
　一部カラー
　イラスト200点
　写真100点
　定価 5,170円（税込）
ISBN978-4-7583-1919-5
2019.8

診療画像機器学 ●352頁
　一部カラー
　イラスト150点
　写真250点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2058-0
2022.3

放射線安全管理学

ISBN978-4-7583-2059-7
2022年9月刊行予定

改訂第2版

改訂第2版

改訂第2版

改訂第2版

改訂第2版

改訂第2版

臨床放射線

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2025-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1919-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1915-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1916-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1917-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1918-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2058-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2059-7.html
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診療放射線技師
ブルー・ノート　基礎編
4th edition
編集�福士 政広

2020年春の国試から適用される新ガイドライン「平
成32年版　診療放射線技師　国家試験出題基準」に準
拠し，『専門基礎分野』を完全網羅。第64～69回の
国試出題傾向を吟味して加筆・修正し，法令改正に
も準拠した改訂第4版。押さえておくべきポイント
のみを平易に記述した，診療放射線技師を目指す学
生の国試対策必須本！講義用のサブテキストから，
学内試験，国試まで対応し，低学年時から使える1冊。

●B5判・592頁
　イラスト600点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1728-3
2017.8

診療放射線技師
イエロー・ノート　臨床編
4th edition
編集�福士 政広

平成32年版国家試験出題基準に準拠し『専門分野』
を完全網羅。第64～69回の国試出題傾向を吟味し
て加筆・修正し，法令改正にも準拠した改訂第4版。
日々の学習を積み重ねながら自ずと国家試験に十分
対応できる知識が身に付く構成で，書き込んで完成
させる愛着の湧く1冊。『診療放射線技師　ブルー・
ノート　基礎編　4th edition』とセットで，2018～
19年実施の国試にも対応できる対策本！

●B5判・632頁
　一部カラー
　イラスト210点，写真410点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1729-0
2017.8

診療放射線技師　
グリーン・ノート　基礎編
2nd edition
編集�福士 政広

診療放射線技師をめざす学生のための「穴埋め式問
題集」。今回の改訂にあたり，近年の国試過去問題
から厳選した「演習問題」を解答・解説とともに新た
に掲載！国家試験の【専門基礎分野】対策のみなら
ず，学内試験対策や就職採用試験対策にも威力を発
揮する1冊。

●B5判・248頁
　イラスト155点
　定価 5,170円（税込）
ISBN978-4-7583-1453-4
2012.12

診療放射線技師　
グリーン・ノート　臨床編
2nd edition
編集�福士 政広

診療放射線技師をめざす学生のための「穴埋め式問
題集」。今回の改訂にあたり，近年の国試過去問題
から厳選した「演習問題」を解答・解説とともに新た
に掲載！国家試験の【専門分野】対策のみならず，学
内試験対策や就職採用試験対策にも威力を発揮する
1冊。

●B5判・276頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真300点
　定価 5,170円（税込）
ISBN978-4-7583-1454-1
2012.12

臨床放射線

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1728-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1454-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1729-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1453-4.html
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診療放射線技師　
ポケット・レビュー帳
3rd edition
編集�福士 政広

国試突破の重要ポイントのみをまとめて簡潔に解説
したおさらい帳。2nd edition刊行以降の各種法改
正や『平成32年版　診療放射線技師国家試験出題基
準』の内容を踏まえ，現状に即して記述や図表を刷
新した改訂3版。本書1冊のみで国家試験全科目を
網羅。重要語句は赤字で記載し，付録の暗記用赤シ
ートで隠しながら効果的な学習が可能。コンパクト
サイズで携帯しやすく，毎日の予習・復習から国試
当日まで手放せない1冊！

●A5判・440頁
　一部カラー
　イラスト400点，写真165点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1726-9
2017.3

RT臨床実習ルートマップ
編集�橋本 光康

診療放射線技師（RT）養成校の学生必携の臨床実習
の解説書。知っておくべき実習中のマナー・患者の
接遇などの基礎知識から，画像検査（単純X線，X線
CT，MRIなど），核医学検査，放射線治療の実技まで，
実際の業務の流れに沿って解説。各検査・治療の冒
頭には『臨床実習のルートマップ』を示し，検査依頼
から撮像の手技，画像データの処理，評価まで，一
連の内容を掲載。学生が診療放射線技師の業務全体
の流れと押さえるべきポイントを把握できる1冊。

●A5判・352頁
　一部カラー
　イラスト50点，写真330点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1710-8
2016.9

出題傾向徹底分析!
診療放射線技師国家試験
重要問題集
編集�熊谷 孝三

診療放射線技師を目指す学生必携の国家試験問題
集。2017年現在の国家試験科目である14科目に，
2015年4月から養成校のカリキュラムに追加された

「医療安全管理学」を加えた15科目で構成。各章の冒
頭に，過去7年間の頻出事項および傾向と対策をま
とめた「出題傾向分析シート」を設定。出題傾向に応
じて問題を掲載し，要点を押さえた解説と＋αの知
識も記載。解答を簡単に導くためのコツなど，国試
突破のためのテクニックが凝縮された1冊。

●B5判・308頁
　イラスト100点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1906-5
2017.10

診療放射線技師　先手必勝！
弱点克服完全ガイド
編集�福士 政広

診療放射線技師を目指す学生のための学習指南書。
過去6年分（61回～66回）の診療放射線技師国家試
験の問題を精査し，出題傾向や設問の難易度を基に，
国試突破のために必ず理解しておくべきポイントを
わかりやすく解説。国家試験出題基準の大項目に合
わせ，全14章で構成。学習効率アップに欠かせな
い1冊。国試直前の総まとめに最適！

●B5判・360頁
　一部カラー
　イラスト240点，写真225点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1498-5
2015.1

臨床放射線
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診療放射線技師　
画像攻略　テク・ナビ・ガイド
監修�福士 政広
編集� 高橋 満弘　 村松 博之　  

小屋 栄一　 長島 宏幸
過去5～6年の診療放射線技師国家試験の画像呈示
問題や撮影・撮像法などについての問題を厳選し，
解説した，画像攻略のためのテクニカル・ナビゲー
ション・ガイド！！この1冊を勉強すれば，国試に
100％対応できる！「レベル・アップ」では，関連す
る知識や画像を積極的に掲載。国試合格後の臨床の
場でも活用できる＋αの知識を身に付けられる。

●B5判・452頁
　一部カラー
　イラスト50点，写真600点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1149-6
2012.9

診療放射線技師
画像診断機器ガイド 第3版
編集�中澤 靖夫

臨床現場で求められる画像診断機器の最新情報と基
礎的知識を網羅しコンパクトにまとめた，さらに充
実の第3版。最新装置の解説を盛り込み，機器の写
真・臨床画像を一新。各章末には近年の国家試験問
題をベースにした○×形式の問題を掲載。出題傾向
をまとめた「One Point Advice」を読めば，短時間
で効率的に知識を整理できる。若手診療放射線技師
や国試対策・臨床実習に臨む学生必携の1冊。

●A5判・496頁
一部カラー

　イラスト180点，写真550点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1688-0
2015.9

診療放射線技師
画像診断マスター・ノート
監修�土屋 一洋
編集�土屋 一洋　 荒川 浩明
　　　兼松 雅之　 新津 守

診療放射線技師養成学校生が把握しておくべき画像
診断の必須知識を網羅。部位別，疾患別に，正常解
剖や病態から適応modality，画像診断技術，所見の
ポイントまで簡潔に解説。

●B5判・536頁
一部カラー

　イラスト50点，写真800点
　定価 7,150円（税込）
ISBN978-4-7583-0657-7
2005.9

診療放射線技師　
画像検査フルコース
改訂第2版
監修�宗近 宏次　　編集�中澤 靖夫

診療放射線技師を目指す学生や若手技師が知ってお
くべきすべての画像検査について，ポイントをわか
りやすくまとめた1冊。どんな検査で，何が目的で，
どんな画像が得られるかが理解できる。PETなど新
しい検査法や症例写真を追加し，さらに見やすく充
実した改訂版。

●B5判・680頁
　一部カラー
　定価 8,580円（税込）
ISBN978-4-7583-1131-1
2010.9

臨床放射線
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第1種放射線取扱主任者試験
マスター・ノート　4th edition
編集�福士 政広

「第1種放射線取扱主任者試験」対策本として好評の
テキストが待望の改訂。試験に必要な項目を網羅し
た，合格を勝ち取るための一助となる1冊。
改訂にあたって，法令改正やICRPからの声明の内容
を反映し，近年の出題傾向も吟味して内容を加筆。
また全体の体裁を整えるとともに例題を厳選し，重
要事項を凝縮させた。さらに，今後，法令が改正さ
れた場合は，その内容を弊社ホームページに解説。

●B5判・404頁
　イラスト200点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-2037-5
2021.3

第1種放射線取扱主任者試験
重要問題集中トレーニング
2nd edition
編集�福士 政広

『第1種放射線取扱主任者試験』合格に必要な力を効
率よく身につけられる試験対策問題集の改訂第2版。
第53回～60回試験で出題された過去8年分の問題の
中から重要な問題を厳選し，図表を交えてわかりや
すく解説。『第1種放射線取扱主任者試験　マスター・
ノート　3rd edition』と併用して学習することで，合
格をより確実なものとすることができる！

●B5判・448頁
　一部カラー
　イラスト30点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1696-5
2015.12

第2種放射線取扱主任者試験
マスター・ノート
編集�福士 政広

試験合格のために必要な最低限の知識を網羅した，
「第2種放射線取扱主任者試験」対策用テキスト。初
めて受験する人にも，とっつきやすく，理解しやす
いよう，箇条書きスタイルで統一し，イラストやチ
ャート，表を多用した見て理解できる構成で要点を
おさえやすい。理解度を測れる「例題」も適宜掲載。
実際の問題を解きながら「+αの知識」を本書に書き
込んで，自分独自のノートを作成できる1冊。

●B5判・284頁
　イラスト100点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1483-1
2014.2

第2種放射線取扱主任者試験
重要問題集中トレーニング
編集�福士 政広

『第2種放射線取扱主任者試験』の合格を目指す人の
ための試験対策問題集。第48～55回試験で出題さ
れた問題の中から重要な問題を厳選し，問題を解く
うえで必要な図表や試験に役立つ知識を交えて解
説。さらに応用問題も掲載。合格に必要な力を効率
よく身に付けられる1冊。『第2種放射線取扱主任者
試験　マスター・ノート』と併用して学習することで，
合格をより確実なものにすることができる。

●B5判・332頁
　一部カラー
　定価 3,960円（税込）
ISBN978-4-7583-1484-8
2014.7

臨床放射線
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第3版
若葉マークの画像解剖学
監修�松村 明　 阿武 泉
編集�磯辺 智範

多くの診療放射線技師養成校で活用されている「画
像解剖学」の入門書。画像も解説もよりわかりやす
くなった改訂第3版。診療放射線技師養成校の学生
や若手診療放射線技師はもちろん，まずは一通り，
画像検査と正常画像を学びたい方におすすめの1冊。

●B5変型判・784頁
　オールカラー
　イラスト970点，写真1,850点
　定価 8,140円（税込）
ISBN978-4-7583-1930-0
2019.4

人体のメカニズムから学ぶ
放射線生物学
編集�松本 義久

診療放射線技師養成校の学生を対象とした『放射線
生物学』のテキスト。疾病や体内で起こる異常の原
因，発生機序などの目には見えない難解な内容を，
イラストや身近な例え話などを積極的に用いてわか
りやすく解説。放射線の生物に対する作用や人体へ
の影響，放射線によるがん治療はもちろん，近年着
目されている放射線防護や安全管理についても網
羅。放射線学の核となる「放射線生物学」の知識が 
しっかり身につく，講義用に最適な1冊。

●B5判・328頁
　イラスト300点，写真50点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1725-2
2017.2

人体のメカニズムから学ぶ
画像診断技術学
編集�森 墾 　小倉 明夫

診療放射線技師が放射線科医の「画像診断のサポー
ト」をするために必要な疾患・病態の知識を前提に，
描出される結果だけを記述するのではなく，理由も
踏まえて解説。基礎から臨床的な内容まで網羅した
「画像診断技術学」テキスト。

●B5判・496頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真800点
　定価 6,600円（税込）
ISBN978-4-7583-2020-7
2020.3

実践！　医用画像情報学
基礎から実験・演習まで
監修�福士 政広　 編集�橋本 雄幸

単なる講義用テキストとしてデータの変換法や処理
法の原理を記述するだけでなく，用語アラカルトや
囲み記事も盛り込みながら難しい工学的な部分をわ
かりやすく解説。さらに臨床画像も例示し，臨床に
出たときにその技術や知識がどう役に立つのかをイ
メージできる。理解度確認に使える演習問題や，実
験レポートを作成する際の着眼ポイント，典型的な
実験手順，押さえておきたい知識なども記載され，
実体験とともに理解できる実践的教科書。

●B5判・404頁
　一部カラー
　イラスト370点，写真385点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-2021-4
2020.1

臨床放射線
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フルカラーCGで学ぶ
X線撮影のポジショニングと
テクニック
監修�神島 保　 著者�杉森 博行

体の部位ごとの代表的な撮影法について，ポジショ
ニングをわかりやすいフルカラーCGで解説した，
X線撮影のテキスト。正常画像や典型的な異常画像，
うまく撮影するコツも適宜並べて掲載。「なぜその
体位を取らせる（取らせない）べきなのか」「この体位
が取れない場合の代替法は？」「どんなことを想定し
て撮影する必要があるのか」3D-CTやMRI，イラ
ストを駆使した解説で視覚的に理解できる1冊。

●B5判・248頁
　オールカラー
　イラスト45点，写真1000点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1907-2
2018.1

フルカラーCGで学ぶ
MR撮像のポジショニングと
テクニック
監修�神島 保　 著者�杉森 博行

どうコイルを装着するかだけでなく，患者さんが安
定した姿勢でいられる工夫や検査を安全かつスムー
ズに進めるためのコツをわかりやすいカラーCGで
解説。撮像パラメータやシーケンスの選択，撮像ス
ライスの設定など細かな撮像方法を記載し，また機
器メーカー別の用語読替え表も付記。「これだけ読
めば，適切なポジショニングやスライス設定ができ，
必要な画像を安全かつスムーズに得られる」という
エッセンスを凝縮！

●B5判・248頁
　オールカラー
　イラスト69点，写真1,982点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-1934-8
2019.8

フルカラーCGで学ぶ
核医学検査のテクニック
監修�加藤 千恵次　 編集�孫田 惠一
編集協力�杉森 博行

検査の流れから画像収集まで，核医学検査を安全か
つ効率的に行うコツと流れを視覚的に理解できる書
籍。CGの複数カットを用いて，ポジショニングの
コツだけではなく検査前からの患者設定を解説。新
人だけでなく，職場内のローテーションで核医学に
異動した際にも有用。また養成校での講義や臨床実
習にもお薦め。

●B5判・288頁
　オールカラー
　イラスト170点，写真780点
　定価 6,050円（税込）
ISBN978-4-7583-2019-1
2020.3

症状・症候からアプローチする
救急撮影 コツとポイント
監修�中尾 彰太　 
編集�坂下 惠治　 西池 成章　 藤村 一郎

臨床・当直で遭遇する救急症例を豊富に掲載。症状・
症候別の救急撮影のコツとポイントを，実際の撮影
プロセスに沿って解説したレファレンスブック。症
状・症候別に構成され，外傷と内因性疾患が1冊に
まとまり，また臨床家の経験に基づくコラムから現
場を学ぶこともできる。

●B5変型判・272頁
　一部カラー
　写真480点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1940-9
2019.9

臨床放射線
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 Dr.のほしい画像が撮れる!
オーダーの解釈と
撮影・撮像技術　四肢・体幹
監修�工藤 與亮　 編集�杉森 博行

診療放射線技師が知っておくべき150以上の四肢・
体幹の疾患について，どのような画像を撮影・撮像
するべきか，その画像を撮影・撮像する際の医師の
指示とその意味はどのようなものか，その画像は実
際にどうやって撮影・撮像するかといった知識を身
につけるための書籍。

●B5判・464頁
　一部カラー
　イラスト70点，写真1,300点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-2034-4
2021.8

 どう撮り，何を作成する?
手術支援に役立つ3次元CT画像
監修�吉岡 正一
編集�重松 良典　 沖川 隆志　 奥村 秀一郎

診療放射線技師を対象に，3次元画像を術式検討やシ
ミュレーションに活用するために最適な画像の撮り方
から，どんな角度でどんな種類の画像を作ればよい
かまでを解説。技師が知っておきたい手術の術式や
術野の解説，画像をオーダーした医師が求めている
ポイントも掲載。書籍に連動した3D画像作成の動画
や手術動画を弊社HPにて視聴可能（14本/約100分）。

●B5変型判・256頁
　オールカラー
　イラスト60点，写真656点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-2054-2
2021.12

診療放射線技師
若葉マークのぺーシェントケア
監修�松村 明　 編集�磯辺 智範

日本の医療現場に即したペーシェントケア（接遇）の
診療放射線技師向けテキスト。患者の移送や撮影時
の対応，検査時の患者の心理状態まで具体的な接遇
例を豊富なイラストと写真でわかりやすく解説。学
生・新人放射線技師が現場に出る前に最低限押さえ
ておきたいポイントが充実！

●B5判・228頁
　一部カラー
　イラスト111点，写真191点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1139-7
2011.8

臨床放射線

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1139-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2034-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2054-2.html
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若葉マーク 臨床検査学
エッセンス・ノート （全4巻）

臨床検査学の
各専門科目に関する
エッセンスを凝縮した
ノート型サブテキスト！！

●B5判・2色刷（一部カラー）

　初学者にとって必要な「エッセンス」の知識を箇条書きス
タイルで羅列し，読者自らが書き込めるノートスタイルのサ
ブテキスト。本文はイラストや写真ごとに要点のみ箇条書き
スタイルでまとめてある。文章を読み砕いて理解するのでは
なく，写真，イラストを積極的に用いて，視覚的に理解でき
るよう工夫を凝らしてある。さらに，「補足」や「Coffee 
Break」を適宜配置して，飽きないように配慮した。教える
側の先生方にとっても講義用に独自の資料を作成せずとも本
書をそのまま用いて講義ができる，いわば「講義用の資料的
サブテキスト」ともいえるシリーズである。

₁ 臨床生理機能検査
編集�磯辺 智範

●276頁
　一部カラー
　イラスト150点，写真100点
　定価 4,620円（税込）
ISBN978-4-7583-1461-9
2013.4

2 臨床形態検査
編集���山内 一由
企画協力�磯辺 智範

●240頁
　一部カラー
　イラスト95点，写真295点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1462-6
2013.10（品切れ）

3 臨床生物化学分析検査
編集���山内 一由
企画協力�磯辺 智範

●280頁
　一部カラー
　イラスト200点，写真30点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1463-3
2013.12

4 臨床病因・生体防御検査
編集���山内 一由
企画協力�磯辺 智範

●376頁
　一部カラー
　イラスト244点，写真94点
　定価 5,060円（税込）
ISBN978-4-7583-1464-0
2013.11

臨床検査

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1461-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1464-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1462-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1463-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1461-9
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臨床検査技師ブルー・ノート 3rd  edition
臨床検査総論，臨床検査医学総論，
臨床生理学，臨床化学，病理組織細胞学
編集�芝 紀代子

令和3年版臨床検査技師国家試験出題基準に準拠し
た国家試験科目別の構成に完全リニューアル。本巻
には「臨床検査総論」「臨床検査医学総論」「臨床生理
学」「臨床化学」「病理組織細胞学」の5科目を収載。各
項目の冒頭で要点をまとめ，本文は箇条書きで重要
箇所は太字にて記載。図表も多く掲載し，専門用語
の解説や補足記事も充実。国試で出題された内容や
出題傾向，おさえておくべきポイントなども満載。

●B5判・696頁
　一部カラー
　イラスト320点，写真300点
　定価 7,920円（税込）
ISBN978-4-7583-2027-6
2021.3

臨床検査技師イエロー・ノート 3rd  edition
臨床血液学，臨床微生物学，臨床免疫学，
公衆衛生学，医用工学概論
編集�芝 紀代子

令和3年版臨床検査技師国家試験出題基準に準拠した
国家試験科目別の構成に完全リニューアル。本巻には
「臨床血液学」「臨床微生物学」「臨床免疫学」「公衆衛
生学」「医用工学概論」の5科目を収載。各項目の冒頭
で要点をまとめ，本文は箇条書きで重要箇所は太字に
て記載。図表も多く掲載し，専門用語の解説や補足記
事も充実。国試で出題された内容や出題傾向，おさえ
ておくべきポイントなども満載。

●B5判・456頁
　一部カラー
　イラスト163点，写真93点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-2028-3
2021.1

臨床検査技師
先手必勝！弱点克服完全ガイド
2nd edition
編集�芝 紀代子　 下村 弘治

臨床検査技師国家試験合格を目指す学生のための学
習指南書改訂版。過去6年分（54回～59回）の臨床
検査技師国試問題を精査し，出題傾向や設問の難易
度を元に，国試突破のために必ず理解しておくべき
必勝ポイントをわかりやすく解説。平成27年度国
試出題基準での追加・変更点も解説。国試直前のお
さらい用として，また，学習効率アップに必携の1冊。

●B5判・496頁
　一部カラー
　イラスト160点，写真57点
　定価 5,170円（税込）
ISBN978-4-7583-1485-5
2014.1

臨床検査

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2027-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1485-5.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2028-3.html
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人体の
メカニズムから学ぶ
臨床工学                       （全5冊）

今，臨床現場で求められる
臨床工学技士になるために！
病態生理を絡めてわかりやすく
解説した 講義用サブテキスト！

●B5判・300～400頁程度
　2色刷（一部カラー）
　全巻定価合計 31,240円（税込）

本シリーズは，臨床工学技士養成校の学生を対象とした講義
用に最適なサブテキストである。医療機器の高度化，臨床工
学技士の業務の拡大といった現状を踏まえ，臨床工学技士に
求められる知識（正常解剖の構造と機能，各疾患の概要）を
病態生理を絡めて解説し，最新の医療機器についても解説。
臨床にもつなげられる臨床工学の知識が身につけられるシリ
ーズ。
●解剖・生理・病態生理といった人体のメカニズムから臨床
工学までをリンクさせて1冊の中で詳しく解説

●イラストや写真を数多く盛り込み，難しい内容も視覚的に
理解できる！

●欄外の「用語アラカルト」や「補足」の囲み記事で＋αの
知識が充実！

●章末の「まとめのチェック」で知識の理解度を確認できる
から安心！
●臨床現場に出ても使える実践的な内容だから長く役立つ！

臨床工学技士になるために！
病態生理を絡めてわかりやすく
解説した 講義用サブテキスト！
病態生理を絡めてわかりやすく
解説した 講義用サブテキスト！解説した 講義用サブテキスト！

B5判・300～400頁程度

　全巻定価合計 31,240円（税込）

解説した 講義用サブテキスト！解説した 講義用サブテキスト！

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/series.php?id=series&code=SERI978-4-7583-1713-9
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手術治療学
監修���平田 哲
編集���髙橋 典彦　 加藤 伸彦
編集協力�柏 公一

●424頁・イラスト300点，写真200点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1713-9�2016.12

血液浄化学
監修�坂井 瑠実
編集�八城 正知　 小寺 宏尚

●372頁・一部カラー・イラスト200点，写真50点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1715-3�2017.3

呼吸治療学
監修�磨田 裕
編集�大塚 将秀　 相嶋 一登

●316頁・イラスト150点，写真90点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1714-6�2017.3

循環器治療学
監修�的場 聖明
編集�白山 武司　 八木 克史

●384頁・一部カラー・イラスト350点，写真200点
　定価 6,380円（税込）
ISBN978-4-7583-1716-0�2017.10

集中治療学
監修���讃井 將満
編集���山口 敦司　 安藤 勝信
企画協力�山下 芳久

●368頁・イラスト300点，写真200点
　定価 6,160円（税込）
ISBN978-4-7583-1717-7�2018.1

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1713-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1717-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1715-3.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1714-6.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1716-0.html
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臨床工学技士
ブルー・ノート　基礎編
編集�見目 恭一

「臨床工学技士国家試験出題基準　平成24年版」に完
全準拠し，「専門基礎科目」を網羅。本文は箇条書きで，
国試合格を目指す学生がおさえておくべき重要ポイ
ントを各項目ごとにまとめ，図表を多用して簡潔に
解説。また，各自の学習に合わせて＋αの知識を欄
外の余白に書き込んで，オリジナルの講義ノートを
作成できる。学内試験，国家試験対策はもちろん，
講義用サブテキストとしても使える必携の一冊。

●B5判・544頁
　一部カラー
　イラスト230点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1465-7
2013.9

臨床工学技士
イエロー・ノート　臨床編
編集�見目 恭一

「臨床工学技士国家試験出題基準　平成24年版」に
完全準拠し，「専門科目」を網羅。本文は箇条書きで，
国試合格を目指す学生がおさえておくべき重要ポイ
ントを各項目ごとにまとめ，図表を多用して簡潔に
解説。また，各自の学習に合わせて＋αの知識を欄
外の余白に書き込んで，オリジナルの講義ノートを
作成できる。講義用サブテキストとして，また学内
試験，国家試験対策にも活用できる！

●B5判・824頁
　一部カラー
　イラスト400点，写真100点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1466-4
2013.9

臨床工学技士　
グリーン・ノート　基礎編
編集�見目 恭一

臨床工学技士を目指す学生のための「穴埋めスタイ
ル」の問題集。国家試験出題基準の「専門基礎科目」
について，出題頻度の高い内容を重点的に盛り込ん
でおり，短期間で効率良く学べる1冊。国試突破の
ためにおさえておくべき内容の「1st stage」と，さ
らにレベル・アップする内容の「2nd stage」で構成
し，各章末に掲載の「国家試験既出問題」で，理解度
を測れる。国試直前のおさらいとしてはもちろん，
学内試験対策用にも威力を発揮！

●B5判・272頁
　一部カラー
　イラスト100点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1681-1
2014.12

臨床工学技士　
グリーン・ノート　臨床編
編集�見目 恭一

臨床工学技士国家試験「専門科目」の出題頻度の高い
項目を重点的に取り上げた「穴埋め形式」の問題集。
各重要項目についての解説と穴埋め問題を，国試突
破のために必須の内容の「1st stage」と，臨床にも
直結するような踏み込んだ内容の「2nd stage」に分
けて構成。「国試の要点」として過去問題の出題ポイ
ント・傾向も掲載。各章末の「演習問題」には過去5
年間の国家試験既出問題から厳選して収載。短期間
で専門科目領域をまとめて力試しできる1冊。

●B5判・324頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真20点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1682-8
2014.12

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1465-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1682-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1466-4.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1681-1.html
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臨床工学技士　
ポケット・レビュー帳 改訂第2版
編集�福長 一義

学生必携の定番書がついに改訂！14章立てで臨床
工学の重要ポイントを簡潔に解説。重要語句は赤字
で示し，付録の暗記用赤シートで隠しながら学習で
きる。記載内容と国試との関連性をイメージできる
よう，関連した国家試験問題を掲載。日々の学習，
試験勉強，臨床実習など，さまざまなシーンで役立
つ1冊！

●A5判・436頁
　イラスト200点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-2071-9
2022.3

臨床工学技士　
先手必勝！弱点克服完全ガイド
編集�見目 恭一

臨床工学技士国家試験合格を目指す学生を対象とし
た学習指南書。過去6年分（23～28回）の臨床工学
技士国家試験問題を精査し，出題傾向と設問の難易
度を元に，重要なポイントをピックアップしてわか
りやすく解説。国家試験出題基準に沿って構成して
いるので，苦手な項目を拾って重点的に学習するこ
とができる。国家試験直前の総まとめに，また，苦
手分野の克服に最適な1冊。

●B5判・384頁
　イラスト200点，写真30点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1689-7
2015.9

CE臨床実習ルートマップ
編集�日比谷 信

臨床実習をただの見学の場に終わらせるのではな
く，何を学ぶかを順を追って解説し，さらに臨床現
場に出てからも活かせるように工夫した，臨床工学
技士養成校の学生に向けた臨床実習の手引書。臨床
実習のマナー，安全管理，感染症対策などの基礎知
識から，呼吸器系・循環器系・代謝系など各領域の
代表的な疾患に対するCE業務を詳細にわかりやす
く解説。また，写真やイラストを多用して，臨床実
習の現場を意識した紙面構成で，これ一冊で実習全
体の流れと押さえるべきポイントが理解できる。

●A5判・360頁
　イラスト100点，写真200点
　定価 5,280円（税込）
ISBN978-4-7583-1721-4
2016.9

臨床工学　
プラクティカル・フルコース
編集���川崎 忠行
編集協力�松阪 淳　 江村 宗郎　 真下 泰

各治療分野の最新の医療機器の構造と原理，使用方
法から，臨床における治療適応，機器の管理まで，
臨床工学技士（CE）が関わる機器と臨床現場で行う
業務を網羅。『臨床工学技士基本業務指針2010』『同
業務別業務指針2012』に準拠し，CEに必要な基礎
知識から実践的な技術までを，写真や図版・イラス
トを多数盛り込み細部までわかりやすく解説。

●B5判・608頁
　イラスト200点，写真400点
　定価 7,480円（税込）
ISBN978-4-7583-1494-7
2015.5

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2071-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1494-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1689-7.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1721-4.html
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第2種ME技術実力検定試験
マスター・ノート
2nd edition
編集�中村 藤夫

「第2種ME技術実力検定試験」合格を目指すための
テキストである「マスター・ノート」の改訂版。簡潔
な箇条書きの本文と豊富な図表で要点をわかりやす
く解説。さらに欄外には用語解説や＋αの知識を掲
載。初版刊行後の36回（2014年）～39回（2017年）
の出題傾向も吟味して，過去9年間の出題傾向を反
映させた内容となっている。臨床工学技士養成校の
学生はもちろん，初学者にも易しい一冊。

●B5判・480頁
　イラスト200点，写真30点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1923-2
2018.3

第2種ME技術実力検定試験
重要問題集中トレーニング
編集�中村 藤夫　 石田 等

「第2種ME技術実力検定試験」合格を目指す人のた
めの問題集。過去5年分〔第31～35回試験（2009～
2013年実施）〕の試験問題を吟味し，その傾向を踏ま
えてオリジナル問題を約350問作成し，計算の途中
式や正誤の理由まで丁寧に解説。重要問題に的を絞
って，分野別に掲載しているので効率良く学習でき
る。『第2種ME技術実力検定試験　マスター・ノート』
と併用して学習することで，合格をより確実なもの
とすることができる。

●B5判・316頁
　イラスト200点，写真30点
　定価 4,400円（税込）
ISBN978-4-7583-1496-1
2014.12

第2種ME技術実力検定試験
必勝ポイント帳       改訂第2版
編集�中村 藤夫　 石田 等

「第2種ME技術実力検定試験」対策テキスト。試験
で特に頻出する内容を簡潔にまとめ，コンパクトに
解説。また重要語句は赤字で示し，付録の暗記用赤
シートで隠しながら学習できる体裁。さらに，記載
内容と試験問題との関連性をイメージできるよう，
項目ごとに関連したオリジナル問題を掲載。JISの
改正内容と2015～19年の出題傾向を反映させた待
望の改訂版！

●A5判・208頁
　イラスト120点
　定価 3,300円（税込）
ISBN978-4-7583-2055-9
2022.1

医療機器の日常お手入れガイド
清掃・消毒・滅菌
編集�川崎 忠行　 田口 彰一

感染症対策が欠かせない，人体に直接関わる医療機
器（代謝，呼吸器，循環器，IVR，手術，高圧酸素
治療，内視鏡などの各種関連機器）の清掃・消毒・
滅菌の方法を，初学者にもわかりやすく，写真やイ
ラストを多用したビジュアルな紙面構成と箇条書き
スタイルで簡潔に解説した臨床の場で即役立つ実践
書！！機器ごとに，使用目的・類似装置・付属する機
器や各部の名称・日常のお手入れなどについても簡
潔に記述。

●B5判・260頁
　イラスト30点，写真400点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1468-8
2013.3

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1923-2.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1468-8.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1496-1.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-2055-9.html
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手術領域医療機器の
操作・管理術
編集�（公社）日本臨床工学技士会 手術室業務検討委員会
編集協力�吉田 克法　 萱島 道徳

電気メスやレーザーメス，内視鏡，手術支援ロボッ
トなど，手術領域医療機器の基本構成・原理から使
用・管理上の注意点，禁忌・禁止事項，使用前のセッ
ティング法，点検法について解説。内視鏡手術装置，
眼科手術装置では，清潔野補助業務についても，実
際の手術の流れに沿ってポイントを記載。手術室業
務に携わるCEにとってスタンダードとなる1冊。

●B5判・288頁
　一部カラー
　イラスト100点，写真500点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1685-9
2015.3

臨床工学技士のための
呼吸治療ガイドブック
監修�山口 修
編集�相嶋 一登

臨床工学技士基本業務指針2010で，人工呼吸器の
保守管理中心の業務からより患者側にシフトした，
臨床工学技士（CE）が行う新しい呼吸治療業務につ
いて，基礎から応用まで徹底解説。人工呼吸療法の
基礎知識から，CEが行う呼吸治療業務の具体的な
内容，人工呼吸器に関連する安全管理手法まで，保
守点検だけでなく，患者管理まで含めた内容を網羅。

●B5判・272頁
　オールカラー
　イラスト80点，写真150点
　定価 4,950円（税込）
ISBN978-4-7583-1480-0
2014.3

穿刺技術向上に役立つ
透析スタッフのための
バスキュラーアクセスガイドブック
監修�前波 輝彦　　編集�山家 敏彦

血液透析では避けて通れない，多くの臨床工学技士が
携わる穿刺業務。血液透析の継続に重要なVA穿刺と
VA管理のノウハウ，解剖などの基礎知識からQ&Aま
で，プロの視点からのコツを交えながら，イラストや
写真を豊富に用いて丁寧に解説したマニュアル本。
手技については，豊富な写真でポイントや手技の実際
が流れるようにわかるオールカラーの紙面構成。

●B5判・160頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真230点
　定価 4,180円（税込）
ISBN978-4-7583-1482-4
2014.9

エコーを使った
バスキュラーアクセス
穿刺法ガイド
編集�木船 和弥

穿刺におけるエコーの基礎知識から，症例・手技な
どの実践的な内容までを網羅した，エコー下穿刺の
実践書。実際のエコーや穿刺の様子を画像を用いて
紹介し，穿刺のテクニックなど文章のみでは伝わり
にくい内容はイラストを用いてわかりやすく解説。
経験者だからこそ伝えられるテクニックやコツを盛
り込んだ，透析スタッフ必携の1冊！

●B5判・224頁
　オールカラー
　イラスト100点，写真200点
　定価 5,720円（税込）
ISBN978-4-7583-1927-0
2018.5

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1685-9.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1927-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1480-0.html
https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1482-4.html
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臨床工学技士のための
血液浄化療法フルスペック
監修�秋葉 隆　　編集�金子 岩和

臨床工学技士（CE）が行う血液浄化療法業務につい
て，装置の操作・保守管理法からトラブル対応など
臨床上の注意点まで，必要な知識をトータルに解説
した実践書。血液透析法，血液濾過法，血液吸着法
など各治療法の仕組み・特徴や原理，治療条件など
をわかりやすく解説。重要な治療法は，臨床現場に
おける実際の流れを図表を多用して詳しく解説。水
処理装置や透析液供給装置，抗凝固薬など関連する
装置や薬剤についても記載したCE必携の1冊。

●B5判・328頁
　一部カラー
　イラスト120点，写真150点
　定価 5,940円（税込）
ISBN978-4-7583-1487-9
2014.9

臨床工学

https://www.medicalview.co.jp/catalog/ISBN978-4-7583-1487-9.html
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循環器専門医のための最新ジャーナル

編集顧問 　
 矢﨑義雄　　松﨑益德　　島田和幸
 相澤義房

編集委員 　
 小室一成　　代田浩之　　筒井裕之
 室原豊明　　山下武志

編集協力委員 　（五十音順）
 磯部光章　　伊藤　宏　　伊藤　浩
 伊藤正明　　井上　博　　小川久雄
 奥村　謙　　尾崎行男　　尾辻　豊
 木原康樹　　木村　剛　　倉林正彦
 朔啓二郎　　下川宏明　　砂川賢二
 野出孝一　　檜垣實男　　平山篤志
 湊口信也　　山岸正和　　山科　章

循環器専門医と専門医を目指す臨床医のための専門月刊誌。基本
コンセプトは臨床に直結する［診る／識る／治す］。特集では，循環
器病学の重要テーマを最新の科学的裏付けに基づきながら，日常診
療に即して豊富な図表とともに解説。より深く学びたい読者のため
の［Expertise］コーナーも。

バックナンバーおよび特集予定

2021年（Vol.25）
11月号　 AIと心臓病診療 

日常診療への可能性を探る
11月増刊号　 心エコー　計測/描出のコツ， 

身につけたい考え方/進め方
12月号　 心不全治療にSGLT2阻害薬を使

いこなす
2022年（Vol.26）
 1月号　 心不全治療のアップデート
 2月号　 不整脈に対するカテーテルアブ

レーション治療を改めて考える
　3月号　 循環器疾患合併妊娠　患者の変

化を見逃さない，妊娠から産後
管理まで

 4月号　 いま，これだけは押さえたい弁
膜症診療

 5月号　 備えあれば憂いなし！ 
心臓カテーテル検査・治療の
重大合併症と回避術

 6月号　 画像は治療の設計図！ 
循環器診療に画像検査をどう
活用するか

 7月号　 SHDカテーテル治療の現状を知
ろう　教育から適応，治療まで

 8月号　 CLTIの足病診療の実際
 9月号　 循環器疾患と在宅医療
10月号　 Onco-cardiology Update（仮）
11月号　 ICD/CRT治療　腕の見せどこ

ろ（仮）
11月増刊号　 心電図波形を読む　見落

とさないためのコツと落
とし穴（仮）

12月号　 成人先天性心疾患　診断・治
療介入に必要な知識（仮）

●毎月9日発売
●A4変型判・平均100頁

●2022年　通常号　定価 3,080円（税込）
増刊号　定価 6,160円（税込）

●2022年　年間購読料 43,120円（税込）
 （2022年1月号～12月号）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/jnoya.php?id=parent&code=SERIE978-M-17541-1997
https://www.medicalview.co.jp/catalog/jnoya.php?id=parent&code=SERIE978-M-17541-1997
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第一線臨床医のための総合画像医学雑誌

編集顧問
 松山正也　　平松慶博　　宗近宏次
 隈崎達夫　　遠藤啓吾　　松永尚文
 後閑武彦

編集主幹 　江原　茂

編集委員
 土屋一洋　　田島廣之　　対馬義人
 粟井和夫

編集協力委員 　（五十音順）
 天野康雄　　石守崇好　　井田正博
 市川智章　　稲岡　努　　浮洲龍太郎
 ウッドハムス玲子　　　　鹿戸将史
 菊池真理　　隈丸加奈子　栗原泰之
 桑鶴良平　　五島　聡　　小西浩司
 小橋由紋子　近藤浩史　　杉本英治
 曽根美雪　　高瀬　圭　　竹中大祐
 坪山尚寛　　中村優子　　福倉良彦
 真鍋徳子　　本杉宇太郎　梁川雅弘

画像医学，画像診断に携わる第一線の放射線科医や一般臨床医を
対象に，画像診断の基本から専門性の高い最新のテーマを取り上
げて解説するユニークな総合画像医学雑誌。毎号up to dateな内
容を特集し，時代が求める必須知識や情報を提供。日常の読影に
即役立つCurrent Topicsや連載も充実。症例報告，原著論文も 
随時掲載。

バックナンバーおよび特集予定

2021年（Vol.37）
10月号　 いま考えたい 新興・再興感染

症の画像診断
11月号　 乳腺画像のプロローグ
12月号　 これを見つけたら即対応 重要

疾患を読影でみきわめる
12月増刊号　 これだけは見逃したくない

重要救急病態の画像診断
2022年（Vol.38）
 1月号　 やさしくRADSを学ぶ
 2月号　 ①地力が伸ばせる 骨軟部画像

診断／②人間ドック（検診）の
画像診断

 3月号　 ①絶対苦手分野にしない 脳梗
塞の画像診断／ 
②COVID-19の後遺症

 4月号　 ①放射線科スーパーセレクシ
ョン 2022／②放射線部のリ
スク管理

 5月号　 ①絶対苦手分野にしない 市中
肺炎の画像診断／ 
②造影EOB・造影CT

 6月号　 ①放射線診断医を悩ませる全
身イメージング／②中枢神経
系の脱髄，炎症，感染症

 増刊号　 術後と合併症の画像診断

●毎月26日発売
●B5判・平均120頁

●2022年　通常号　定価 2,750円（税込）
増刊号　定価 5,500円（税込）

●2022年　年間購読料 44,000円（税込）
 （2022年1月号～12月号）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/jnoya.php?id=parent&code=SERIE978-M-09471-1996
https://www.medicalview.co.jp/catalog/jnoya.php?id=parent&code=SERIE978-M-09471-1996
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整形外科最新のトピックスをお届けする専門誌

編集顧問
 井上　一　　高倉義典　　進藤裕幸
 筒井廣明　　吉矢晋一

編集主幹
 帖佐悦男

編集委員
 山崎正志　　田中康仁　　岩堀裕介
 内尾祐司　　尾﨑敏文　　高平尚伸
 岡崎　賢　　國吉一樹

第一線で活躍中の整形外科医が最も知りたい最新の臨床・研究の
知見を各分野の専門医の鋭い執筆によりお届けする総合専門誌。
毎号，話題の特集テーマを設定，詳細なイラストと鮮明な症例写
真を多数使用してわかりやすく解説した，臨床に直結した内容と
なっている。

バックナンバーおよび特集予定

2021年（Vol.40）
 7月号　 早期変形性膝関節症の診断と治療
 8月号　 創外固定法Update
 9月号　 UKAの適応と手技の最前線
10月号　 野球肩診療の最前線
10月増刊号　 運動器エコーのエキスパー

トを目指そう
11月号　 大腿骨近位部骨折治療のエキ

スパートを目指そう
12月号　 大腿骨頭壊死症の基礎と臨床 

Up to date
2022年（Vol.41）
 1月号　 変形性足関節症の臨床 　　　
 2月号　 コンバージョンTHAのすべて

—難易度の高いprimary THA—
 3月号　 脊髄損傷の治療アップデート
 4月号　 発育性股関節形成不全の基礎

と臨床

 4月増刊号　 レジデントが知るべき 
整形外科基本手技

 5月号　 上肢の麻痺と痛み：鑑別診断
を含めて

 6月号　 小児肘関節近傍骨折のコツと
落とし穴

 7月号　 運動器慢性疼痛の病態と治療
 8月号　 手の変形性関節症に対する手

術療法 
—DIP関節から手関節まで—

 9月号　 膝靱帯再建の何が今アツイのか
10月号　 運動器疾患に対する体外衝撃

波療法
10月増刊号　 疲労骨折の病態と治療
11月号　 腱板断裂治療のエキスパート

を目指そう
12月号　 上肢のスポーツ外傷・障害 

Up to date

●毎月19日発売
●B5判・平均120頁

●2022年　通常号　定価 2,640円（税込）
増刊号　定価 5,500円（税込）

●2022年　年間購読料 42,680円（税込）
 （2022年1月号～12月号）

https://www.medicalview.co.jp/catalog/jnoya.php?id=parent&code=SERIE978-M-12363-1996
https://www.medicalview.co.jp/catalog/jnoya.php?id=parent&code=SERIE978-M-12363-1996
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電子系サービス

● 電子系サービスのご案内 ●
当社ウェブサイトの「電子系サービス」では，電子
書籍・雑誌の紹介，書籍と連動した動画のストリー
ミング配信や付録データのダウンロードなど，各種
のサービスをご利用いただけます。
https://www.medicalview.co.jp/eservice/

弊社トップページ左側の
サイドバー「電子系サービス」
からアクセスしてください。

左のマークが付いた書籍では，
ストリーミング動画を配信しています！
書籍と連動した動画でわかりやすさUP！！

●動画配信ページ●
「Movie Archives書籍一覧」はこちら

https://www.medicalview.co.jp/movies/

https://www.medicalview.co.jp/eservice/
https://www.medicalview.co.jp/movies/


表２　特選図書目録 表３

ご注文について

 営業部
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2番30号
TEL.03（5228）2050 FAX.03（5228）2059 郵便振替 00180-9-102417
URL https://www.medicalview.co.jp　E-mail eigyo@medicalview.co.jp

最寄りの医書取扱い書店をご利用ください。
店頭にない場合は，取り寄せも可能です。

直接小社へのご注文は，電話・はがき・ホームページ・E-Mail等
で承ります。
お届け方法を下記の３通りの方法から選んでご指定ください。
それぞれ配送手数料がかかります。

（ご注文の本体価格の合計が5,000円以上は無料）

代引き宅配便 ………………………１～ 2営業日で発送します
　配送手数料 550円（税込）
　最も早いお届け方法です。

宅配便 ………………………………２～ 3営業日で発送します
　配送手数料 550円（税込）
　クレジットカードでの決済となります。
　 郵送 …………………………………２～ 3営業日で発送します
　配送手数料 330円（税込）
　クレジットカードでの決済となります。

　※ 宅配便・郵送でのお届けは，ホームページからのご注文のみ受け
付けております。

　※ 上記のお届け方法・配送手数料につきましては，運送会社の運賃
の動向により変更させていただくことがございます。

請求書宛先について
請求書の宛先名に病院名や法人名などをご希望される場合は，あらか
じめその旨お申し出ください。なお，代引き宅配便の場合は指定でき
ません。

領収書の発行
あらかじめ，その旨お申し出ください。なお代引き宅配便の場合は，
宅配便会社の領収書となりますのでご了承ください。

インターネットをご利用の方は，小社ホームページも是非ご覧
ください。

https://www.medicalview.co.jp
1.小社の全書籍，雑誌バックナンバー，本目録に掲載できなかった新刊・

近刊も簡単・迅速な検索でご覧いただけ，ご注文も簡単です。
2.サンプルページや充実した目次も掲載しています。
3.お受け取りを希望する書店の選択や，また直接送付の場合の送付方法

も指定できます。
※詳しくは小社ホームページの「ご利用ガイド」をご覧下さい。

Ⅰ

ⅠⅠ

ⅠⅠⅠ

https://www.medicalview.co.jp


表４　特選図書目録 表１




