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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

サプリメントの正体 KP00005271 東洋経済新報社 201310 EPUBリフロー ¥3,080 ¥3,850 ¥4,620

田村忠司 9784492223338

イラストでわかる！特定保健用食品と

医薬品
KP00011495

文光堂 201608 PDF ¥6,160 - ¥9,240

藤本浩毅/篠塚和正【著】 9784830660498

頻用薬の落とし穴 KP00011503 文光堂 201510 PDF ¥11,000 - ¥16,500

宮地良樹/上田裕一/郡　義明/

服部隆一【編集】
9784830610202

薬物動態のイロハ KP00011778 南山堂 201602 PDF ¥4,180 - ¥6,270

加藤基浩 9784525727413

薬物動態の基礎 はじめての薬物

速度論
KP00011828

南山堂 201504 PDF ¥4,180 - ¥6,270

加藤基浩 9784525727215

患者指導のための剤形別外用剤

Q&A
KP00011830

南山堂 201710 PDF ¥5,500 - ¥8,250

大谷道輝【編】 9784525782818

The Art of Travel and Global

Health トラベル＆グローバルメディスン
KP00011848

南山堂 201709 PDF ¥11,440 - ¥17,160

近 利雄/三島伸介【編】 9784525233815

もう迷わない！ 抗菌薬Navi

改訂2版
KP00011862

南山堂 201803 PDF ¥5,500 - ¥8,250

三鴨廣繁【監修】

坂野昌志【編著】
9784525774424

薬剤師よ，心電図を読もう！ KP00011879 南山堂 201610 PDF ¥6,160 - ¥9,240

大八木秀和 9784525704919

薬剤過敏症 KP00011880 南山堂 201603 PDF ¥5,280 - ¥7,920

宇野勝次 9784525721411

薬剤師のための薬物療法に活かす

検査値の読み方教えます！
KP00012688

羊土社 201608 PDF ¥10,560 - ¥21,120

野口善令【編】 9784758109338

薬剤師が解決するポリファーマシー KP00012689 羊土社 201601 PDF ¥8,910 - ¥17,820

平井みどり【編】 9784758109345

NO 書影

内容紹介

1

飲めば飲むほど健康から遠ざかる！？全国のドクターが熱烈支持！サプリメント業界を知りつくした著者が本当に効

くモノを徹底検証！

2
特定の効果を謳う特定保健用食品（トクホ）と、同様の薬効を持つ医薬品との関係（作用機序の違いや相互

作用など）を効果の種類別に解説。各項目の冒頭には作用機序の図を掲載して、ビジュアルでも理解できるように

している。まずはこのイラストを見てイメージをふくらませて、本文を詳しく読み進めていただきたい。特定保健用食品と

医薬品の関係について理解を深めたい薬剤師や管理栄養士、看護師にもオススメの一冊。

3

本書では、日常診療で何気なく処方している頻用薬に潜んでいる、思いがけないピットフォールを解説する。とりあげ

る頻用薬は、研修医なら誰もが使用するものに限り、陥りやすい異常事態を、症例とともに紹介する。さらに、これら

の症状を見逃さないために、臨床的な特徴と対処法もあわせて詳細に解説することで、早期発見、および症状改善

につなげることができる一冊。

4

薬物の体内での吸収・分布・代謝・排泄という薬物動態全般について解説された入門書。本書では、苦手意識の

強い数式を用いずに薬物動態の概念が理解できるよう、著者独自に調べた情報等を基に分かりやすく解説。薬物

動態の勉強の第一歩としてお勧めの一冊。

5
薬物速度論をはじめて学ぶ人にも取っ付きやすいよう分かりやすい具体的なたとえ話で解説された入門書。平易な

言葉を用いて確実な理解に導ける、まさに“目から鱗を落とす”きっかけとなる一冊である。薬学生、大学院生は勿

論、薬剤師、製薬企業の動態研究者やメディシナルケミスト、薬理学者、製剤学者の方にもぜひ読んでいただきた

い。

6
外用剤は内服剤と異なり、使用方法に注意が必要なものが多く、患者が適正に使用していないケースが多い。最

近、アドヒアランス向上や副作用軽減を目的とした外用剤が開発され、製剤技術が向上し注目を集めている。そこ

で、本書では外用剤の使用にあたり臨床現場でよくある質問や、注意が必要なポイントを簡潔にまとめた。

7
開業医の外来にも先週までアフリカ出張に行っていた人が訪れる時代。本書では、ワクチンや感染症に留まらず、イ

ンバウンド・アウトバウンドそれぞれで渡航にはどのような形態があり、どんなリスクがあるのか、リスクを減らすために何が

できるのかを解説。多岐にわたる不安や疑問を抱く渡航者に必要な医療を提供できるようになるための一冊。

8
本書は抗菌薬の初学者に押さえてほしいポイントを丁寧に整理。改訂版は情報のアップデートに加え、初版を手に

した読者からの要望に応え、より臨床に役立つ内容へと刷新。約130種類の薬剤の解説をさらに充実させ、感染制

御のエキスパートによる臨床応用や副作用モニタリングのコツを追加した。抗菌薬を攻略する入門書としておすすめの

一冊！

9

月刊誌「薬局」の好評連載が書籍化！「薬剤師は心電図を読めなくても大丈夫」、そう思っていませんか？でも、心

電図がわかると抗不整脈薬の使い方や医師の処方意図が手に取るようにわかります！オールカラーで心電図や心

臓生理をわかりやすく解説。心電図初心者の薬剤師「ひろし」と一緒に、心電図の勉強を始めてみませんか？

10

薬剤過敏症は未だ謎に包まれており、臨床現場での管理が難しい医薬品の有害作用の1つです。�本書では薬剤

過敏症を4つの視点、①原因薬検出の視点、②発現機構の視点、③薬物（アレルゲン）側の視点、④生体

（過敏症患者）側の視点から解析して、薬物過敏症の本質に迫りました。

11
検査値の異常をみたときの考え方を、病態、患者背景、処方薬の影響をふまえて解説。症例をもとにした解説で、

処方提案に向けた具体的なアプローチがわかる！検査値異常をきたしやすい薬剤や鑑別疾患など、基礎知識も充

実！

12

41の症例をもとに、処方意図の推測や処方適正化の進め方を具体的に解説！漫然投与されがちな薬剤、エビデ

ンスなく処方されがちな薬剤など知っておきたいコツも満載。病院、薬局、在宅に関わる薬剤師におすすめ！
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ライフステージや疾患背景から学ぶ

臨床薬理学
KP00012691

羊土社 201709 PDF ¥12,210 - ¥24,420

大井一弥 9784758109369

薬局ですぐに役立つ薬の比較と

使い分け100
KP00012692

羊土社 201701 PDF ¥12,540 - ¥25,080

児島悠史 9784758109390

ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK

改訂２版
KP00013724

南山堂 201807 PDF ¥4,400 - ¥6,600

日本ジェネリック製薬協会【編】 9784525704728

誰も教えてくれなかったくすりの始め方・

やめ方
KP00015075

総合医学社 201610 PDF ¥5,500 - ¥8,250

石原藤樹 9784883786466

薬局の正体 KP00015742

東洋経済新報社 201711 EPUBリフロー ¥3,168 ¥6,336 ¥7,128

週刊東洋経済編集部 9784492920442

病態で考える薬学的フィジカル

アセスメント
KP00016892

羊土社 201806 PDF ¥12,540 - ¥25,080

鈴木孝 9784758109406

ジェネリック医薬品の新たなロードマップ KP00017398 医学通信社 201607 PDF ¥1,188 - ¥2,376

武藤正樹 9784870586390

漢方一問一答　99の素朴なギモンに

答えます！
KP00018182

中外医学社 201703 PDF ¥6,534 - ¥13,068

田中耕一郎【著】

入江祥史【編著】
9784498069206

栄養士と看護師、薬剤師のための

生活習慣病ケースファイル
KP00018200

中外医学社 201608 PDF ¥7,744 - ¥15,488

富野康日己 9784498076846

よくある副作用症例に学ぶ

降圧薬の使い方　改訂4版
KP00018644

金芳堂 201510 PDF ¥7,040 - ¥10,560

後藤敏和/鈴木恵綾 9784765316491

薬のデギュスタシオン KP00018649 金芳堂 201511 PDF ¥8,360 - ¥12,540

岩田健太郎【編】 9784765316569

薬のデギュスタシオン 2 KP00018745 金芳堂 201707 PDF ¥8,800 - ¥13,200

岩田健太郎【編】 9784765317191

13 コアカリの「テーラーメイド薬物治療」を網羅した画期的なテキスト。高齢者、妊婦、小児、腎疾患、肝疾患など薬物

治療で考慮すべき重要因子をおさえることができます！章末のチェック問題は国家試験に頻出の薬剤をセレクト！

14 「この薬、前の薬とどこが違うの？」と聞かれて返答に困ったことはありませんか？本書は、類似薬の違いを約730点

の参考文献を明記して解説。医師の処方意図がわかり、服薬指導や疑義照会、処方提案にも自信がもてます！

15 ジェネリック医薬品の研究開発や承認までの流れ、市販後の動きなどを徹底解説！　改訂2版では、2018年診療

報酬改定に対応し、最新の情報を盛り込んだ。「ジェネリック医薬品80％時代」に備えて押さえてほしいジェネリック

医薬品の基本がわかる一冊。

16

17 コンビニ店舗数を上回る5.8万店がひしめく薬局。なぜ潰れずにやっていけるのか。一方、薬科大学の先行きに対す

る危機感は強い。複雑な薬局ビジネスを解剖するとともに、薬局・薬剤師の今後の行方も展望する。

18 発疹、出血傾向、リンパ節腫脹、チアノーゼ…など、日常臨床でよく遭遇する41症候を網羅！主訴や症状から病

態や疾患を予測し、適切なフィジカルアセスメントができる！薬局・病院・在宅などすべての薬剤師におすすめ！

19

なぜ後発医薬品の使用が推進され、いかに普及が図られているか。なぜ医師や薬剤師は不信を抱き、いかにその不

信を払拭するか─その解決策をナビゲート!!★後発医薬品については、今なお診療所医師の5割以上が「品質、

効果に問題がある」との不信を抱き、薬剤師の不信も払拭しきれていない。なぜそのような不信が根強いのか、それ

を払拭するにはどうすればよいかについて客観的に分析し、前向きに解決策を検討します。 ��★後発医薬品とはどの

ようなものか、どのように生産・承認・販売されているか、先発品との違いは何か、後発品市場の現状はどうか、オーソ

ライズド・ジェネリックとは何か、後発品使用促進に向けた医療政策・診療報酬改定とはどのようなものかなどについて

わかりやすく解説。

20 「そもそも漢方ってなに？」「東洋医学と西洋医学の違いは？」「インフルエン�ザは傷寒ですか？」といった基本的なギ

モンから、「漢方薬の正しい飲み方は�あるの？」「乳幼児に漢方薬をうまく飲ませる方法は？」「水太りは防風通聖

散�で治療できますか？」といった日常診療に直結する漢方薬処方のギモンまで�、初学者が知りたい99の質問に答え

ます！

21 これ1冊で生活習慣病の基本がやさしく理解できる！生活習慣病の中から�代表的なものをピックアップし、臨床現場

でよくある困ったシチュエーションごと�に、 ケースを交えて解説。生活指導、食事療法、薬物療法についても網羅し、

食事�箋や処方箋の発行に至る判断のプロセスまでも学べます。栄養士、看護師、薬�剤師のみならず、生活習慣病

のケアにあたるすべての医療職にとって心強い�味方となりうる内容です。

22 患者に副作用の少ない降圧薬の処方を追及していく経過が臨場感にあふれ、退屈せずに読める解説書である。長

年にわたる主治医と患者の関わり合いが見えてくる好著。新しく発表された「高血圧治療ガイドライン2009」に準拠

して、全面改訂し、新しく発売されたアルドステロン拮抗薬のエプレレノン、利尿薬/ARB合剤についても詳しい解説

を加えた。

23
薬の「あれ」と「これ」の違いを臨床的に吟味し、どのように使い分けるか比較検討、現場で役に立つ薬の差別化を学

ぶ。製薬メーカーに踊らされない医薬品の学び方が身に付く。本書を読んで、薬の使用者たる医師や看護士、薬剤

師さん達に医薬品の正しい選び方を学んでもらいたい。すべての医療従事者にお薦めのユニークな書である。

24
医薬品の価値は「他者との比較」によってなされる。ある単独での医薬品の効能や副作用を勉強するだけでなく、同

種との比較によってその特長・副作用を学ぶことが重要である。同じ効能を持つ薬品であっても、どのような特徴があ

るのか、その副作用の違いはどうかなどを吟味することで相対的に選択し、使い分けることができる。好評を博した「薬

のデギュスタシオン」の続編。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


