
         

外科関連の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 
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スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
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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

新しい創傷治療のすべて KP00010510 中山書店 201306 PDF ¥34,001 - ¥51,000

古江増隆【総編集】尹浩信【専門編集】 9784521733494

運動器の外傷学 KP00010813 中山書店 200706 PDF ¥39,000 - ¥51,000

越智隆弘【総編集】

糸満盛憲【専門編集】

新藤正輝【編集協力】

9784521722214

手術進入法と基本手術手技 KP00010814 中山書店 200906 PDF ¥40,000 - ¥52,000

越智隆弘【総編集】

戸山芳昭【専門編集】
9784521722313

手術進入法 KP00010815 中山書店 200812 PDF ¥40,000 - ¥52,000

越智隆弘【総編集】

高岸憲二/三浪明男【専門編集】
9784521722412

手術進入法 KP00010816 中山書店 200905 PDF ¥40,000 - ¥52,000

越智隆弘【総編集】

越智光夫/糸満盛憲【専門編集】
9784521722511

縦隔の外科 KP00011854 南山堂 201304 PDF ¥26,400 - ¥39,600

矢野智紀【著】 9784525312213

救急や病棟で必ず役立つ基本手技 KP00012555 羊土社 201404 PDF ¥7,040 - ¥14,080

奈良信雄【編】 9784758116022

研修医のための見える・わかる外科手術 KP00012581
羊土社 201501 PDF ¥9,240 - ¥18,480

畑啓昭【編】 9784758117807

確実に身につく！縫合・局所麻酔 KP00012611 羊土社 200904 PDF ¥9,900 - ¥19,800

落合武徳/清水孝徳/吉本信也【編】 9784897063386

上腕・肘・前腕の手術 KP00013474 中山書店 201507 PDF ¥60,500 - ¥90,800

金谷文則【専門編集】 9784521732541

脊髄の手術 KP00013475 中山書店 201403 PDF ¥58,100 - ¥87,200

馬場久敏【専門編集】 9784521732534

骨盤・股関節の手術 KP00013476 中山書店 201212 PDF ¥58,100 - ¥87,200

内藤正俊【専門編集】 9784521732527

手関節・手指の手術 KP00013477 中山書店 201204 PDF ¥58,100 - ¥87,200

三浪明男【専門編集】 9784521732510

膝関節の手術 KP00013478 中山書店 201109 PDF ¥50,900 - ¥76,300

黒坂昌弘【専門編集】 9784521732503

肩関節の手術 KP00013479 中山書店 201103 PDF ¥43,600 - ¥65,400

井樋栄二【専門編集】 9784521732497

NO 書影

内容紹介

1 最新の皮膚科学を日常診療に直結する視点に立ってわかりやすく解説。12は、皮膚科診療において頻度が高い疾

患である創傷の治癒起点や治療法について詳細に分かりやすく、最新のトピックスを交えながら概観する。

4

本巻では、巻頭で手術に必要な上肢各部の局所解剖に触れ、以降に肩甲骨、鎖骨周囲、肩関節、上腕、肘関

節、前腕、手関節、手指部への手術進入法、および肩関節、肘関節、手関節、指関節への関節鏡によるアプローチ

が詳述されている。上肢へのあらゆる進入路を網羅し、読者が実際の手術をイメージできるように、イラストや写真をふ

んだんに用いて解説。第一線で活躍する著者による上肢進入法の集大成。

5

本巻では、巻頭で手術に必要な下肢各部の局所解剖に触れ、以降に骨盤、股関節、大腿部、膝関節、下腿部、

足関節、足部への手術進入法、および股関節、膝関節、足関節への関節鏡によるアプローチが詳述されている。下

肢へのあらゆる進入路を網羅し、読者が実際の手術をイメージできるように、イラストや写真をふんだんに用いて解説。

第一線で活躍する著者による下肢進入法の集大成。

2

運動器外傷患者の治療にあたっては、全身状態の正確な把握や損傷部の厳密な評価が重要である。そこで本巻で

は、外傷治療の全体像を把握したうえで包括的な対応ができるように、骨折の治療に加えて外傷の疫学、法医学的

な問題、初期治療、呼吸・循環管理、多発外傷、そして関節部や軟部組織の損傷などに関する内容も盛り込んだ。

第一線で活躍する執筆者による一冊である。

3

本巻では、脊椎・脊髄の手術に必要な手術進入法を上位頚椎から腰仙椎まで局所解剖を含め解説。また、脊椎・

脊髄手術の基本となる手術手技―除圧法、固定法、移植骨採骨法、矯正法とinstrumentation手術、さらには

周術期管理、使用器具、コンピュータ支援手術、マイクロサージャリー、内視鏡手術にいたるまでもれなく収載。脊椎

外科医の基準書。

8 研修で出会いうる50の外科手術について、初期研修医向けに解説した１冊！所要時間・出血量などの基本情報

や、手術の手順を、イラストを用いて噛みくだいて解説。これを読めば、手術がイメージできるようになる！

9 意外と難しい「縫合・局所麻酔」の基本手技を、写真・イラストで１つ１つ丁寧に解説した入門書！適切な針・糸の

選び方とともに、結紮が緩む・結び目が捻れる等のトラブルに陥らないためのコツも伝授！

6

わが国初の縦隔外科の標準手術書！縦隔腫瘍手術のエキスパートが、189点のカラー・シェーマを用いて、「胸腺腫

瘍切除術」「胸腔鏡下胸腺部分・拡大切除術」「上大静脈合併切除人工血管置換術」などのポイントをわかりやすく

解説。安全・上手に手術するためのコツや独自の工夫を開陳。この１冊で縦隔外科の標準的な手術手技が習得出

来る。

7 「レジデントノート」好評連載を書籍化！キズの処置や骨折の診かた、注射・採血など、誰も教えてくれなかった基本手

技のワザとコツを、ベテラン医師が伝授します！1~3巻セットでのご利用をおすすめします！

12 ※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 骨盤・股関節に関する代表的な手術について、そのコツとピットフォール

を、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。

13 ※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 手関節・手指に関する手術全般をほぼ網羅し、そのコツとピットフォール

を、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。

10 ※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 最新の知識に基づく、上腕・肘・前腕の標準的な手術手技を詳述。

手術手技のコツとピットフォールを、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。

11 ※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 高い専門性が要求される脊髄疾患の手術手技のコツとピットフォール

を、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。

14
※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 膝関節の手術法と手術術式を総括的にまとめたテキスト。整形外科

専門医として経験が求められる手術手技の実践書として、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説す

る。

15 ※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 肩関節の疾患や外傷に対する主な手術法についてまとめたテキスト。

肩関節への進入法を直視下と鏡視下に分けて説明したのち、代表的な手術術式を、美しく正確なイラストと写真を

多用してわかりやすく解説する。
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腰椎の手術 KP00013480 中山書店 201009 PDF ¥36,300 - ¥54,500

高橋和久【専門編集】 9784521732480

基本手術手技 KP00013495 中山書店 201705 PDF ¥63,000 - ¥94,400

戸山芳昭【専門編集】 9784521732558

重症外傷患者の管理 KP00013513 総合医学社 201609 PDF ¥5,720 - ¥8,580

藤野智子【編集】 9784883789153

形成外科の基本手技２ KP00013726 克誠堂出版 201704 PDF ¥35,200 - ¥52,800

清川兼輔/亀井譲【編集】波利井清紀/

野崎幹弘【監修】平林慎一【総編集】
9784771904781

目で見る口唇裂手術 KP00013734 全日本病院出版会 201004 PDF ¥16,830 ¥20,790 ¥25,245

中島龍夫 9784881170502

アトラス きずのきれいな治し方 KP00013744 全日本病院出版会 201206 PDF ¥18,700 ¥23,100 ¥28,050

百束比古/小川令【編】 9784881170663

徹底ガイド

心臓血管外科　術後管理・ケア
KP00015079

総合医学社 201611 PDF ¥7,480 - ¥11,220

編者：山中源治/小泉雅子 9784883786480

創傷の治療：最近の進歩

改訂第2版
KP00015163

克誠堂出版 200504 PDF ¥19,800 - ¥29,700

森口隆彦【編著】 9784771902879

熱傷の治療：最近の進歩 KP00015180 克誠堂出版 200306 PDF ¥22,000 - ¥33,000

百束比古【編著】 9784771902640

形成外科の基本手技１ KP00015181 克誠堂出版 201604 PDF ¥33,000 - ¥49,500

波利井清紀/野崎幹弘【監修】

平林慎一/川上重彦【総編集】

鈴木茂彦【編集】

9784771904576

創傷外科 KP00015182 克誠堂出版 201504 PDF ¥39,600 - ¥59,400

波利井清紀/野崎幹弘【監修】

平林慎一/川上重彦【総編集】

楠本健司【編集】

9784771904392

わかりやすい外科学 KP00016162 文光堂 201704 PDF ¥10,560 - ¥15,840

馬場秀夫/赤木由人/猪股雅史【編集】 9784830623431

外科医の眼 KP00017399 医学通信社 201607 PDF ¥1,485 - ¥2,970

森田博義 9784870586406

外科病理診断学 KP00018831 金芳堂 201812 PDF ¥30,800 - ¥46,200

真鍋俊明【監修】三上芳喜【編】 9784765317665

写真でわかる外傷基本手技 KP00018863 インターメディカ 200911 PDF ¥39,600 - ¥79,200

益子邦洋/松本尚【監修】 9784899962397

16 ※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 胸腰椎移行部および腰椎・腰仙椎へのアプローチをまとめた上で、後方

除圧術、後方除圧固定術、前方除圧固定術に関する具体的手術手技の詳細を、美しく正確なイラストを多用して

わかりやすく解説。

17

※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 整形外科手術の基本はopen surgeryであり、手術手技の基本を十

分に習得しておくことは必須である。本書では、皮膚・筋・腱・骨・末梢神経・関節の手術、四肢切断術、マイクロサー

ジャリー、感染症や腫瘍に対する手術、外傷治療などにおける最も基本となる手術手技を取り上げて、動画と写真、

美しく分かりやすいイラストを用いて解説、第一線で活躍するエキスパートが基本手術手技の実際を指南。

20 著者が３０数年口唇裂手術を行ってきた中で、自分なりに工夫したことや内外の文献から役立ちそうな事項を図やメ

モとして記録した「虎の巻」がもとに、理論や文章による解説は最小限にとどめ、図や詳細なカラー写真を見ただけで容

易に理解し、応用できるようにしました。

21 大好評のアトラス形式はそのままに、顔のきず、褥瘡、瘢痕拘縮などの内容をボリュームアップして大改訂! 「きず」を診

る全ての医師、看護師、コメディカルの方々に是非手にお取りいただきたい1冊です!

18

19 形成外科治療手技全書の中でも最も基本的な手技を解説する。本書はその２、皮弁・組織弁を解説する。

24
病態解明の進歩とそれに基づく初期治療法の進歩により、広範囲熱傷の治療は飛躍的な発展を遂げた。本書は、

そのもっとも新しい知見はもちろん、救命率向上の実際の評価や、リハビリテーション・社会学的予後などの重要である

が軽視されやすい命題も解説している。

25
書斎ではなくむしろ臨床の現場で、必要な時に、いつでも手に取って読まれる全書が登場！総論として標準的な診断

と治療をなるべく網羅。次に各論として、その治療に最適と思われる代表的手技をいくつか示す。実際の流れを写真に

よりstep by stepで解説。形成外科治療手技全書の中でも最も基本的な手技を2冊にわたって掲載する。

22

23 外科系医師必見！　骨、軟骨、毛などの項目を加え、解明がすすむ創傷治癒の最先端を「基礎」と「治療」の二部

構成で解りやすく整理した。

28 なぜ外科医は切りたがるのか、外科医は何を思い何に悩むのか、どんなときに外科医は肝を冷やすのか──日本の外

科医の現実と未来を大胆に「切り取る」１冊!!

29
病理診断学をめぐる状況は大きく変化し、病理医がかかわる業務や習得すべき技術、知識は増加の一途をたどってい

ますが、病理にとって最も重要な組織形態の観察に基づいて病理診断を確定するための基本的な考え方と病理診断

の作法を教授する。また、専門医プログラムを補完し、今日の実地臨床の場で病理医が知っておくべき事項がまとめて

ある。

26 創傷外科が目指すのは、キズを早く綺麗に治すことです。それは形成外科の基盤であり、ある意味、形成外科そのも

のでもあります。

27
医学部学生、コメディカル学生を対象に、外科学の要点をコンパクトにまとめたテキスト。医学教育コアカリキュラムに準

拠し、CBT受験前の学生に役立つ内容とした。従来の外科学教科書と違い、学生にとって必要十分な内容のみ、

ぱっと開いてすぐに理解できるよう、全ての項目は１ページもしくは見開き２ページで完結。コンパクトなボリュームと価格

で、医学部学生、コメディカル学生に役立つ一冊となっている。

30

たった１つの手技で死の淵に瀕した命を救うこともある外傷手技。一方で不適切な手技により、患者の回復の可能性

を阻害してしまうことも稀ではない。本書では、従来の書籍には見られない、細やかな手技のコツを、オールカラーの写

真を元に解説。実際に処置しているかのような感覚で必要な手技を習得できるように配慮。救急医だけでなく、外科

医、脳神経外科医、整形外科医、臨床研修医、看護師など、救急医療に携わる全ての人に活用されたい１冊！



◆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。 


