
         

感染症関連の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

感染症対策マニュアル 
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快適に閲覧可能 
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著者 ISBN

サンフォード感染症治療ガイド

第50版
KP00031691

ライフサイエンス出版 202008 PDF ¥7,920 ¥11,880

菊池賢/橋本正良【監修】 9784897754161

こういうときはこうする！

感染症クリスタルエビデンス　感染

対策・予防編

KP00028341

金芳堂 202003 PDF ¥9,900 ¥14,850

岡秀昭【監修】加藤英明【編】 9784765318136

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
KP00018775

金芳堂 201804 PDF ¥12,760 ¥19,140

岡秀昭【編著】 9784765317528

医療現場ビギナーさんのための

感染防止の絵本　カラー版
KP00029557

リーダムハウス 202003 PDF ¥5,060 ¥10,120 ¥15,180

矢野邦夫

オールカラー改訂2版　訪問看護師

のための在宅感染予防テキスト
KP00028149

メディカ出版 202002 PDF ¥11,880 ¥17,820

HAICS研究会PICSプロジェクト【編著】 9784840471954

エキスパートが疑問に答える

ワクチン診療入門
KP00030800

金芳堂 202007 PDF ¥8,360 ¥12,540

谷本哲也/蓮沼翔子/濱木珠恵/久住英

二【編著】
9784765318259

企業のための

新型コロナウイルス対策マニュアル
KP00031416

東洋経済新報社 202006 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

和田耕治 9784492557969

新型インフルエンザパンデミックに日

本はいかに立ち向かってきたか
KP00030230

南山堂 202004 PDF ¥5,280 ¥7,920

岡部信彦/和田耕治【編】 9784525185510

抗菌薬ドリル　実践編 KP00029718
羊土社 202003 PDF ¥11,880 ¥23,760

羽田野義郎【編】 9784758118668

抗菌薬ドリル KP00020554
羊土社 201903 PDF ¥11,880 ¥23,760

羽田野義郎【編】 9784758118446

3

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。

4

医療現場にデビューしたその日から感染防止行動の実践を求められます。本書は、研修医や新人

ナースさんをはじめとする医療現場ビギナーの方々に、現場での感染防止行動に必要な「カモシレナ

イ思考」を軸に感染防止対策の要点がオールカラーの絵本スタイルでわかりやすく解説されています。

スマホでも見やすく読みやすい形式ですので、手軽に学べて、しかも役に立つ！病院の新人研修に

もおすすめの教材です。

『こういうときはこうする！感染症クリスタルエビデンス』シリーズの続編は治療編に続き“感染対策・予

防編”　抗菌薬適正使用支援の意義から職員の感染管理、施設の管理にいたるまで、感染症コン

トロール業務にかかわる日常の疑問について、エビデンスを整理し、感染対策分野のエキスパートが

実際の治療をどうしたらいいかエキスパートオピニオンを提案する。

1969年の刊行以来、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。■

今年の特徴・新型コロナウイルスの最新情報をまとめた付録つき・市中肺炎の推奨を大幅改訂・小

児用量を大幅改訂、年齢と体重区分がよりきめ細かく・薬物相互作用を大幅改訂、相互作用情

報がより詳しく

2

5
【在宅ならではの感染予防が学べ指導にも最適】 「在宅の感染対策って、何をすればいいの？」「訪

問看護師が押さえておくべき知識を身に付けたい」というあなたのためのすぐに役立つ実践テキスト。

感染予防の基本から在宅ケアにおける注意点まで、誰にでもわかるように解説！指導＆説明ツー

ルはダウンロード可なので、サッと使える！

6

感染症を予防するワクチンの臨床医学的な側面を中心に、初学者向けに簡潔にまとめた入門書で

ある。1つのテーマに対して、概略を伝え、また、代表的な臨床上の疑問点を挙げ、その解説では、

根拠となる制度や論文の出典を明示し伝えている。知っておくべき重要な制度や臨床医学論文の

エビデンスがひと目でわかる内容になっている。医師やレジデント、そして、看護師、薬剤師にもワクチ

ンの世界への入り口として、役立つ1冊である。

7
事業継続計画ＢＣＰのために今すぐに企業がやらねばならないこと。新型コロナウイルス感染症対

策専門家会議のメンバーが緊急提言。

8
パンデミックが生じたその時、医療者は、行政は、社会は、それぞれどのような行動をとったのか。本書

では、過去100年に生じた新型インフルエンザパンデミックをレビューした。さらに、現在も監視が続く

鳥インフルエンザの状況や2009年以降の政策についても、最新事情が専門家により解説されてい

る。パンデミックに備える上で必須の一冊。

NO 書影

内容紹介

1

9

感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方、アレルギー、感染対策など、感染症診療の基盤になる

考え方が問題を解きながら楽しく身につく！やる気をなくすほど難しくはなく、笑い飛ばせるほど簡単

じゃない、珠玉の73問に挑戦しよう！

10

大好評の「抗菌薬ドリル」、第２弾！今回は肺炎、尿路感染症、小児の感染症診療など、実際に

出会う疾患・シーン別の考え方を学べる問題を収録。解けば解くほど現場感覚が身につく78問に挑

戦しよう！
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決定版 ICT 器具・物品の

洗浄・消毒・滅菌 ハウツーブック
KP00028144

メディカ出版 202002 PDF ¥13,640 ¥20,460

小野和代【編】 9784840470261

おとなのワクチン KP00026209
南山堂 201912 PDF ¥7,700 ¥11,550

中山久仁子【編】 9784525188115

医療従事者のための

感染対策ルールブック
KP00028312

リーダムハウス 201909 PDF ¥5,940 ¥11,880 ¥17,820

矢野邦夫 9784906844180

本質の寄生虫 KP00029667
中外医学社 202004 PDF ¥12,540 ¥25,080

岩田健太郎【編】 9784498021280

医ダニ学図鑑 KP00031009
北隆館 201909 PDF ¥33,000 ¥49,500

高田伸弘【編著】

高橋守/藤田博己/夏秋優【著】
9784832610538

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
KP00024549

メディカ出版 201908 PDF ¥13,640 ¥20,460

坂木晴世【編著】 9784840466929

まだ変えられる！

くすりがきかない未来
KP00024831

南山堂 201908 PDF ¥3,960 ¥5,940

石金正裕/うえたに夫婦 9784525002411

症例から学ぶ

輸入感染症　A to Z　ver.2
KP00021656

中外医学社 201904 PDF ¥19,140 ¥38,280

忽那賢志 9784498021235

CDCガイドラインの使い方

感染対策
KP00019985

メディカ出版 201902 PDF ¥9,900 ¥14,850

矢野邦夫 9784840468541

べッドサイドで使える！　ICTのため

の耐性菌対策お助けブック
KP00020932

メディカ出版 201902 PDF ¥13,640 ¥20,460

山本剛【編著】 9784840466912

11
【マニュアル作成＆現場での指導に使える！】 「最新情報を知らないので、自信をもって指導できな

い」「ラウンドで遭遇する質問にうまく答えられない」…など、洗浄・消毒・滅菌に疎いICTメンバーのお

悩みを一気に解決！業務のアウトソーシングが進んでいるからこそ、知っておくべき情報がたっぷりそ

ろっている。マニュアルなどにすぐ使える！物品の写真やポイント解説がダウンロード可。

12
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。

13
感染対策は感染防止のために必要なルールの集積です。本書は、エビデンスに基づいた227のルー

ルを感染対策の第一人者である矢野邦夫先生がカテゴリー別に厳選し、ハンディーな新書判にまと

めています。現場で感染対策を実践する医療従事者の方々、とりわけ研修医や新人看護師のみ

なさんにとって有益な情報を満載した手軽に使える実務重視のポケットルール集です。

14

感染症のなかでは希少かつ特異な領域といってよい寄生虫の世界。本書では「寄生虫学は得意で

はない」と自認する岩田健太郎先生が寄生虫の専門家たちの元を訪れてインタビューを実施。臨床

現場で遭遇しうる寄生虫の問題解決に必要なエッセンスがざっくり理解できるよう構成されています。

原虫、蠕虫、線虫、条虫、吸虫……不思議ながらも興味深い、めくるめく寄生虫ワールドをお楽し

みください！

15

16
【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！

17
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！

18

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。

19
【エビデンスに基づいた感染対策ができる！】 「CDCガイドラインは知っているけれど、どのように使えば

いいのかな？」「説得材料として使いたいけれど、よくわからない」と悩むあなたのために、朝から晩まで

CDCガイドラインについて考えている矢野先生がクスっと笑える“たとえ話”をまじえてバッチリ解説！

知ってて当たり前のCDCガイドラインを実践で生かすためのノウハウが満載！

20

【研修の準備から物品の管理方法まで網羅！】 「うちの耐性菌対策は大丈夫かな？」「研修で何を

伝えればいいのかな？」と不安を感じているICTメンバーのため、耐性菌対策に必要な知識と情報を

解説！実践者が解説する研修方法やアウトブレイク対応、日常で使う物品の管理方法、各職種

へのフィードバック方法まで。ICTに必要な耐性菌対策へのノウハウはこの一冊にお任せください！
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日本産蚊全種検索図鑑 KP00031006
北隆館 201902 PDF ¥33,000 ¥49,500

津田良夫 9784832610064

5W1H×感染対策 KP00019555
リーダムハウス 201812 PDF ¥5,060 ¥10,120 ¥15,180

矢野邦夫 9784906844166

高齢者施設でできる

感染制御マニュアル
KP00019171

日本医事新報社 201811 PDF ¥9,900 ¥9,900 ¥14,850

吉田正樹【編】 9784784940424

抗菌薬の考え方、使い方　ver.4 KP00021632
中外医学社 201811 PDF ¥44,000 ¥88,000

岩田健太郎 9784498017870

インフルエンザ KP00031437
メディカルレビュー社 201811 PDF ¥4,620 ¥6,930

「インフルエンザ」編集委員会【編】 9784779221705

写真でわかる

看護のための感染防止 アドバンス
KP00016839

インターメディカ 201804 PDF ¥11,000 ¥27,500

古川祐子【監修】日本赤十字社医療セン

ター感染管理室【監修】
9784899963752

ジェネラリストのための

性感染症入門
KP00018841

文光堂 201804 PDF ¥6,600 ¥9,900

谷崎隆太郎 9784830610240

よくわかる予防接種のキホン

第2版
KP00021597

中外医学社 201804 PDF ¥15,840 ¥31,680

寺田喜平【編著】 9784498071179

感染症内科　ただいま診断中！ KP00021581
中外医学社 201710 PDF ¥22,440 ¥44,880

倉井華子【監修】伊東直哉【著】 9784498021266

結核・非結核性抗酸菌症を

日常診療で診る
KP00012710

羊土社 201704 PDF ¥14,850 ¥29,700

佐々木結花【編】

特定非営利活動法人 非結核性抗酸菌症

研究コンソーシアム【編集協力】

9784758118026

21

22
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。

23
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。

24
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。

25
※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。「インフルエンザ」に関する情報を必要とするあらゆる領域の一般臨床

医、基礎研究者、学生などを読者対象に、ウイルス学の最新の研究成果から、公衆衛生的見地

に立った予防対策まで、インフルエンザ領域の情報を継続して提供する。

26
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。

27

性感染症の診療には、医学的な知識があるだけでは不十分で、患者とそのパートナーの心情や社

会的背景にも配慮が必要である。また、性器に関連した症状が出るとは限らず、産婦人科・泌尿

器科・皮膚科・感染症内科をはじめ、複数の科にまたがる疾患であり、これまで系統だって学ぶこと

は難しかった。本書は、そんな性感染症の基本的知識から診断・治療、フォローアップ・予防までを

一冊で学べるジェネラリストのための入門書である。

28

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。

29

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。

30
近年、プライマリ・ケアで診療する機会が増えている結核・非結核性抗酸菌症について、すべての医

師が知っておくべき基礎知識と診断・治療の進め方を1冊で網羅。ありそうでなかった、実践的でわか

りやすい入門書！
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