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浦島充佳 KP00006323 化学同人 201211 PDF ¥5,225 ー ¥7,837

パンデミックを阻止せよ！

感染症危機に備える10のケーススタ

ディ　Dojin選書

9784759813494

森澤雄司【監修】 KP00019548 リーダムハウス 201502 PDF ¥5,500 ¥11,000 ¥16,500

感染対策 まるごと覚え書きノート

かんせんボウシ見聞録
9784906844081

青島正大【編著】 KP00020112 中外医学社 201502 PDF ¥13,552 ー ¥27,104

結核診療パーフェクトガイド 9784498031982

大久保憲【編】 KP00019274 メディカ出版 201503 PDF ¥13,640 ー ¥20,460

はやわかりレビュー！

感染対策に必要なガイドラインこれだけ

は！

9784840453073

岩田健太郎 KP00020117 中外医学社 201503 PDF ¥8,228 ー ¥16,456

目からウロコ！　外科医のための感

染症のみかた、考えかた
9784498050440

黒木春郎 KP00020120 中外医学社 201503 PDF ¥5,808 ー ¥11,616

プライマリケアで診る

小児感染症　７講
9784498021242

KP00021206 メディカルレビュー社 201506 PDF ¥4,840 ー ¥7,260

感染症道場 9784779214981

原永修作/藤田次郎【編】 KP00012578 羊土社 201507 PDF ¥9,240 ー ¥18,480

目で見る感染症　見ためでここまで

診断できる！感染症の画像アトラス
9784758117746

矢野邦夫 KP00019549 リーダムハウス 201511 PDF ¥5,940 ¥11,880 ¥17,820

矢野流！感染予防策の考え方

知識を現場に活かす思考のヒント
9784906844098

森澤雄司【監修】 KP00019550 リーダムハウス 201603 PDF ¥6,160 ¥12,320 ¥18,480

感染制御ポケペディア 9784906844104

岡田賢司/宮崎千明/深澤満/

楠原浩一/中尾太【監修】
KP00011853

南山堂 201603 PDF ¥7,040 ー ¥10,560

専門医がリードする

小児感染症ケースカンファレンス
9784525286019

渡辺博【編】 KP00015085 総合医学社 201603 PDF ¥9,240 ー ¥13,860

小児の予防接種ハンドブック 9784883786374

11
子どもは大人に比べて免疫力が未発達です。そのため、感染症は重症化しやすく、さまざまな症状を引き起こします。

適切な診断をするには知識と共に経験が重要になります。本書は小児感染症を専門とする執筆陣が、症例の具体

例から考え方を解説しています。小児科医を目指すレジデントや小児感染症診療を得意としたい医師にぜひおすすめ

致します。

12

9

感染対策の概念、基本的な考え方から、知識としての感染対策情報を知恵として現場で実践するための思考のヒン

トを感染対策の第一人者である筆者が、自らの経験をもとにたとえ話をまじえてわかりやすく解説しています。

10

本書は現場で求められる感染予防策の膨大な知識の中から特に重要な項目を厳選し、すべて箇条書きで覚えやす

いスタイルに編集しています。現場で必要な時に必要な情報に簡便にアクセスできる感染対策のお助けポータブルブッ

クです。

NO 書影

内容紹介

1

7

※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なり、著作権等の問題で掲載されないページがありますことをあらかじめご了

承ください。疫学・病態から予防、診断・治療まで、感染症疾患に関する基礎知識を網羅。感染症対策や教育に積

極的な施設や症例検討の流れ、検査のポイントなど、若手医師がより深く理解するための「活きた知識」を提供。

8

感染症を“見ため”で掴んで診断するコツを伝授！正しい診断に導くための炎症所見・検査所見の見かたを解説。さら

に確定診断までのアプローチもわかる！感染症の診断力を磨きたいすべての方、必携！

5

感染症がわかればオペもはかどる！  医療の進歩と共に知識の細分化が進む現代において、オペに専念したい外科医を

悩ませる専門外の問題のひとつが「感染症」。院内に感染症のプロがいなければ、いかに専門外といえども術後感染症

や抗菌薬の適正使用について正しい知識を知っておく必要があります。本書は感染症診療の大原則や各科でよく診

る感染症のピットフォールについてわかりやすい語り口で解説し、また巻末には対談「外科と感染症科のはざまで」を収

録しました。

6

ベテラン小児科医が、豊富な経験から得た診療ノウハウを伝授する。感冒・インフルエンザ・易感冒など、小児プライマリ

ケアで日常的に接する、感染症を中心とした疾患について、ガイドラインを踏まえ、ガイドラインには書いていない診かた

や考えかたについて書き下ろした。ありふれた疾患の中にこそ医療の本質がある。すべての医療者の必読書。

かんせんボウシというキャラクターが、一寸法師がごとく感染の旅に出て、覚えておきたい感染対策の知識を旅を通して

学んでいくイラストを中心としたストーリー仕立ての解説書。

鳥インフルエンザ、ニパ脳炎、西ナイル熱、SARS、パンデミック・インフルエンザ2009など実際に発生したアウトブレイク

の事例を検証し感染症危機管理のあり方を考える。

2

3

「結核は過去の病気」という認識自体が過去のものとなった今、非専門医でも結核に出逢う機会は稀ではなく、イン

フェクションコントロールドクターに任せておきさえすれば大丈夫という環境にない施設も少なくない。本書では、専門医で

はないからこそ知っておきたい結核の知識をまとめ、読者が結核を過剰に恐れることなく適切に対処できるようになること

を目標とした。

4

主要エビデンスを完全網羅！  感染対策に関わる主要ガイドラインのエッセンスだけをぎゅっと凝縮した一冊。CDCから

国内学会のものまで、全14分野27ガイドラインを取り上げ、改訂点や実践ポイントまで明解に解説している。ガイドラ

イン作成や翻訳に携わった錚々たる執筆陣によるレビューも充実しており、感染対策・感染症にかかわる全医療従事

者必携の一冊といえる。
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佐田竜一【編】 KP00012583 羊土社 201604 PDF ¥8,360 ー ¥16,720

トライアングルモデルで身につける

感染症診療の考え型
9784758117890

森澤雄司【監修】 KP00019552 リーダムハウス 201703 PDF ¥5,940 ¥11,880 ¥17,820

おべんきょ抗菌薬

医療関連感染と抗菌薬のお話
9784906844135

矢野邦夫 KP00019551 リーダムハウス 201703 PDF ¥7,480 ¥14,960 ¥22,440

感染対策のレシピ　第２版 9784906844128

橋本浩 KP00018179 中外医学社 201704 PDF ¥5,566 ー ¥11,132

かぜ診療の基本 9784498130326

三嶋理晃【総編集】

藤田次郎【専門編集】
KP00010698

中山書店 201709 PDF ¥26,620 ー ¥39,930

呼吸器感染症

呼吸器疾患診断治療アプローチ　2
9784521745268

倉井華子【監修】伊東直哉【著】 KP00021581 中外医学社 201710 PDF ¥22,440 ー ¥44,880

感染症内科　ただいま診断中！ 9784498021266

中野貴司【編著】 KP00015424 日本医事新報社 201712 PDF ¥10,560 ¥10,560 ¥15,840

予防接種の現場で困らない

まるわかりワクチンＱ＆Ａ　２版
9784784944729

國松淳和【編著】 KP00015468 日本医事新報社 201802 PDF ¥7,700 ¥7,700 ¥11,550

あなたも名医！

外来でよく診るかぜ以外のウイルス

性疾患

9784784966547

矢野邦夫 KP00019554 リーダムハウス 201802 PDF ¥5,280 ¥10,560 ¥15,840

マメカン

絵でみる感染防止キーワード200
9784906844159

古川祐子/日本赤十字社医療セン

ター感染管理室【監修】
KP00016839

インターメディカ 201804 PDF ¥11,000 ー ¥27,500

写真でわかる

看護のための感染防止 アドバンス
9784899963752

岡秀昭【編著】 KP00018775 金芳堂 201804 PDF ¥12,760 ー ¥19,140

こういうときはこうする！

感染症クリスタルエビデンス　治療編
9784765317528

寺田喜平【編著】 KP00021597 中外医学社 201804 PDF ¥15,840 ー ¥31,680

よくわかる予防接種のキホン　第2版

小児，高齢者用から渡航用ワクチン

まで

9784498071179

23

感染治療において、実際の臨床現場で直面するさまざまな問題を提示し、現状の抗生剤・抗菌薬・疾患等の検証と

臨床結果を基に、14のセクションに分けて対応策を詳しく解説。その上で、現状のエビデンスでは未解決の問題につい

て、可能な限り明快な指針になるよう、専門医の立場から「エキスパートオピニオン『こういうときはこうする！』」を提示

し、「現場での治療をどう進めるか」という実際的なノウハウを盛り込んだ一冊。

24

小児用から高齢者用、渡航者用ワクチン、そして新型インフルエンザワクチンに至るすべてのワクチンの情報を網羅し、

予防接種のリスクマネージメントや院内感染対策の予防接種、基礎疾患を持つ児への接種まで、多方面から予防接

種を取り上げた新しいガイドブック。帯状疱疹サブユニットワクチンの追加をはじめ、初版以降に変更のあった予防接種

の方針やガイドラインなどの改正を反映した待望の第2版。

21

感染防止に関係する重要なキーワード200語を１ページ１語でイラストを中心に解説した オールカラーイラストブッ

ク！感染の概念、病原微生物、薬剤耐性菌、医療関連感染、感染予防策、環境整備、抗菌薬、滅菌・消毒・洗

浄など幅広い領域を絵本感覚で学べます。

22
医療・看護現場の最前線で、患者にもっとも近い存在の看護師が感染防止の役割を担うことが、施設全体の感染

防止対策につながります。本書では、カラー写真320点で感染防止対策に必須の知識・技術をわかりやすく解説、現

場で実践できる構成になっています。現任看護師から看護学生まで、幅広くご活用いただけます。

19

初版刊行から3年の変化を踏まえ、全面改訂。新たに誤接種対策の章も加えました。最近の予防接種に関する推

移をこの1冊で整理できます。（電子版付は紙媒体のみ）

20

発熱診療においてこれまで十分に語られてこなかった「ウイルス性疾患」（“かぜ”以外）について、スペシャリスト達が詳

述。怒濤の各論と豊富な症例紹介でより踏み込んだ診療が可能に！

17
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 呼吸器感染症は日常診療で遭遇する頻度の高

いコモンディジーズである。しかし超高齢社会での肺炎の増加、新興感染症や耐性菌の出現、災害時の感染症対策

など、現代の複雑かつ多様化した社会においては、その治療法は画一的でなく、個々の患者の状況に合わせることが

必要となっている。本書では呼吸器感染症診療の第一線で活躍する専門家が、診断・治療の実際についてわかりや

すく解説している。

18

本書は感染症内科を研修する初期・後期研修医を対象に、“臨床感染症の実践的な知識”を短期で習得すること

を目的に作成された。肺炎や尿路感染症といったような、お馴染みな疾患挙げて解説するのではなく、診断に至るため

の基本的アプローチ、臨床推論の基本や問診の在り方、バイタルサインの診かたや身体診察など、どうすれば“正しい

診断”にたどり着くことができるか、そのロジックとプロセス丁寧に解説しているところが最大の特徴。

15

感染対策で重要な50のテーマをメニューに、各々を用語解説から対策に必要なモノやコト、最小限で成果を生むポイ

ント、対策の実施手順、ガイドラインのエッセンス、補足解説の項目立てでまとめ、対策レシピとして解説した本格テキ

スト。

16

もっともコモンな疾患である「かぜ」。かぜ診療は医師の仕事の基本中の基本 であるが、残念ながら、適切とは言えない

処方や考え方がまかり通っている。 小児科医、総合診療医として国の内外で30年以上のキャリアを積み重ねてき た著

者が、このような現状を踏まえ、エビデンスと経験を踏まえて執筆した、 もっともシンプルかつ実用的なかぜ診療の指南

書。

13

「トライアングルモデル」を使えば感染症診療の基本となる考え方が身につく！患者背景からPitall、治療後のマネジメ

ントまでを見やすく、丸ごと解説。この1冊で、見逃しのない感染症診療ができる！

14

薬剤耐性菌（AMR）対策が世界的に深刻な問題となり、医師、看護師など職種を問わず、抗菌薬の知識が求め

られる昨今、本書は、医療関連感染と抗菌薬の関係性を中心に講義形式で読みやすく解説した抗菌薬入門書で

す！感染管理おべんきょブックスシリーズの第2弾。
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岡部信彦　ほか【編著】 KP00022745 近代出版 201806 PDF ¥21,450 ー ¥32,175

予防接種の手びき

2018-19年度版
9784874022443

菊池賢/橋本正良【監修】 KP00025104 ライフサイエンス出版 201807 PDF ¥7,920 ー ¥11,880

サンフォード

感染症治療ガイド2018　第48版
9784897753744

日本ワクチン学会【編】 KP00022494 朝倉書店 201810 PDF ¥31,350 ¥47,025 ¥62,700

ワクチン　基礎から臨床まで 9784254301151

吉田正樹【編】 KP00019171 日本医事新報社 201811 PDF ¥9,900 ¥9,900 ¥14,850

高齢者施設でできる

感染制御マニュアル
9784784940424

岩田健太郎 KP00021632 中外医学社 201811 PDF ¥44,000 ー ¥88,000

抗菌薬の考え方、使い方　ver.4 9784498017870

矢野邦夫 KP00019555 リーダムハウス 201812 PDF ¥5,060 ¥10,120 ¥15,180

5W1H×感染対策

６つの要素で対策の肝をつかもう！
9784906844166

森澤雄司【監修】 KP00019534 リーダムハウス 201903 PDF ¥5,500 ¥11,000 ¥16,500

おべんきょ環境整備

感染管理おべんきょブックス　3
9784906844173

小林順二郎【監修】佐田誠【編】 KP00020786 南山堂 201904 PDF ¥7,700 ー ¥11,550

循環器感染症

難治性症例へのアプローチ
9784525233914

忽那賢志 KP00021656 中外医学社 201904 PDF ¥19,140 ー ¥38,280

症例から学ぶ

輸入感染症　A to Z　ver.2
9784498021235

坂木晴世【編著】 KP00024549 メディカ出版 201908 PDF ¥13,640 ー ¥20,460

院内エリア＆部門別

“はじめてさん”の感染対策レク

チャーブック

9784840466929

石金正裕/うえたに夫婦 KP00024831 南山堂 201908 PDF ¥3,960 ー ¥5,940

まだ変えられる！

くすりがきかない未来　知っておきた

い薬剤耐性（AMR）のはなし

9784525002411

中山久仁子【編】 KP00026209 南山堂 201912 PDF ¥7,700 ー ¥11,550

おとなのワクチン 9784525188115

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

36

一般臨床医のために成人患者向けのワクチン情報をまとめた1冊。定期接種に指定されているワクチンは年代ごとに変

更がなされているため、生まれた年によって患者ごとに接種したワクチンが異なっている。場合によっては追加で接種する

必要があり、本書ではどの年代に何のワクチンが足りていないかなど細かく解説している。

31

病院環境を清潔に保つことは、手指衛生と並んで重要な感染対策の柱。本書は、清掃をはじめとする病院の環境整

備について基本的な考え方から実践的手法までをズバリ解説しています。病院環境中の病原体をどれだけ減らすこと

ができるか？そのヒントが散りばめられた1冊です。感染管理おべんきょブックスシリーズの第3弾。

32

循環器領域の治療では人工物留置が多く、感染症は難治性になる傾向が強い。さらに、患者の高齢化、重症化、

難治化および併存症の増加に伴い、診療のアプローチに有用な情報は重要である。本書では、循環器領域の難治

性感染症に関するこれまでのエビデンスを網羅するとともに、現段階での最適の予防および治療方法を症例とともに解

説。

35

医師見習いのオニギリ君はある夜、悪夢にうなされていた…「薬剤耐性菌」が世界で猛威をふるい、がんの死者数を超

えてしまったと―。抗生物質の効かない「薬剤耐性（AMR）菌」は世界中で増えており大きな問題になっている。

AMR問題に対して私たち一人ひとりができることを医師の「くすり先生」とその弟子「オニギリ君」と一緒に学ぶ！

33

海外渡航者やインバウンドが増加し続ける現在、いかなる医療機関においても輸入感染症に遭遇する可能性は少な

くありません。大幅改訂となったver.2では、マラリアやデング熱などのメジャーな疾患から近年話題のジカウイルス感染症

やエボラウイルス病、さらには見落としてはいけないマイナーな感染症まで、国内で遭遇しうる輸入感染症の診療につい

て忽那、上村の師弟コンビがさらにゆる?く解説します。

34

【具体例で苦手なエリア＆部門を克服しよう！】 「各部署のスタッフが困っているポイントが分からない」「マイナー部門の

感染対策が徹底されていない」と悩む“はじめてさん”のために、あらゆるエリアと部門ごとの感染対策のノウハウをばっちり

解説！院内ラウンドやスタッフ指導、マニュアル作成に使える。アプローチが難しいエリア＆部門も網羅しているため、す

べてのICTにおすすめ！

29

Ver.3から6年……あの『抗菌薬の考え方、使い方』が帰ってきた！ ほぼ書き下ろしに近い大幅加筆に加え、新たな試

みとして各種抗菌薬・抗真菌薬・抗ウイルス薬・抗結核薬・抗寄生虫薬をDr.岩田がジャッジ。従来の「抗菌薬の使い

方」の解説はもちろんのこと、「使える抗菌薬」「使わなくてもよい抗菌薬」まで詳しくレビューします。

30

標準予防策や感染経路別予防策、多剤耐性菌、医療関連感染のカテゴリーにおける感染対策の具体的な手技の

一つ一つを5W1H（いつ、誰が、どこで、なぜ、何を、どのように）の視点からとらえ、意図を持った感染防止行動を実

践するために知っておくべき対策の本質的な意義をわかりやすく解説しています。

27

海外からの旅行者の増大など、感染症罹患のリスクは近年増えつつある。本書はワクチンの歴史・概念から開発・許

認可・製造・品質管理・サーベイランス・副反応などワクチンに関する最新かつスタンダードな考え方を整理し、さまざま

な細菌ワクチンとウイルスワクチン、今後のワクチンそして予防接種のスケジュール・禁忌・法的基盤・費用対効果など、

ワクチンのすべてを詳述。正確な知識を必要とする医師、看護師・保健師・検査技師ら医療や行政の関係者や行政

関係者の必携書。

28

十分な数の医師や看護師が常駐していない、高齢者施設ならではの事情を踏まえて高齢者施設でもできる感染制

御の基本を、施設感染対策のプロが解説します。

25

予防接種に携わる方必携のロングセラーを、執筆者を一新し、改正関連法令～実施要領(2018年4月1日現在)

に対応して大幅改訂した最新版!

26

50年近く全世界の臨床家に活用されている「感染症診療のバイブル」日本語版。 1969年の刊行以来、毎年新たな

文献を取り込み、最新のエビデンスに基づいて内容を改訂。 世界の感染症の状況がわかる、まさに感染症診療のグ

ローバルスタンダード。   カルバペネム耐性、汎薬剤耐性など、世界中で問題となりつつある多剤耐性グラム陰性菌に関

する記載が充実 。コリスチンの用量、吸入薬に関する記載を大幅改定 。肥満患者でも用量調整が不要な薬剤の項

を新設 。腹膜透析による腹膜炎の治療推奨を全面改訂  。臓器ごと、疾患ごとに治療推奨が一目でわかる 。細菌から

真菌、寄生虫、ウイルスまで、遭遇しうるすべての感染症を網羅 。欧米や国際機関のガイドラインに基づいた推奨 。感

染症がグローバル化する今、より重要性が増した一冊 。Antimicrobial Stewardshipは刊行以来の原則。


