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Kunimatsu's Lists KP00029661
中外医学社 202003 PDF ¥8,910 ¥17,820

國松淳和 9784498010246

血液細胞アトラス　第6版 KP00020573
文光堂 201802 PDF ¥22,000 ¥33,000

通山薫/張替秀郎【編】 9784830614262

ここからはじめる！

神経伝導検査・筋電図ナビ
KP00022805

南山堂 201906 PDF ¥7,700 ¥11,550

飛松省三【監修】有村公良【編】 9784525225711

みんなで解決！病棟のギモン KP00029719
羊土社 202003 PDF ¥12,870 ¥25,740

香坂俊【監修】

吉野鉄大/宇野俊介【編】
9784758118675

Medical Practice

実践的輸液ガイド 2020年臨時増刊

号（37巻）

KP00031523

文光堂 202006 PDF ¥10,725 ¥16,087

Medical Practice編集委員会

科研費獲得の方法とコツ

改訂第7版
KP00031619

羊土社 202009 PDF ¥12,540 ¥25,080

児島将康 9784758121071

研修医24人が選ぶ

小児科ベストクエスチョン
KP00029665

中外医学社 202004 PDF ¥14,520 ¥29,040

岡本光宏 9784498145665

内科初診外来　ただいま診断中！ KP00029666
中外医学社 202004 PDF ¥13,860 ¥27,720

鋪野紀好 9784498020863

Dr.ヤンデルの

臨床に役立つ消化管病理
KP00029715

羊土社 202004 PDF ¥20,460 ¥40,920

市原真 9784758110693

産婦人科研修ポケットガイド KP00030174
金芳堂 202004 PDF ¥11,440 ¥17,160

柴田綾子 9784765318297

9

産婦人科研修のイロハや女性診療に必要なポイント解説に加えて、豊富な参考文献や関連資料

が整理されており、特に産婦人科特有の臨床現場で戸惑う研修医や教え方に悩む指導医にとって

役立ち、また初期研修医にとって必要な知識と手技を完全網羅。研修期間はもとより、臨床実習

にも研修後の振り返りにもフル活用できる。産婦人科ローテーション必修化直前、必携の１冊。

10

内視鏡診断に活きる病理の視点を身につけたい方へ！大腸と胃の病理像の見かた・考え方を軽妙

な語り口でやさしく解説。マクロを読み込み、内視鏡像と病理像を丁寧に対比することで病変の成り

立ちや特徴がよくわかる。

NO 書影

内容紹介

1

7
研修医へのアンケートなどによって厳選された小児科診療に関する38のクエスチョンを、実地臨床に

適応しやすい形で分かりやすく解説。クエスチョンの推奨度やリスクの高低、研修医アンケートでの正

答率に基づいた重要度を示し、診療において注意すべきポイントを学習できるようにした。「注射の

痛みを軽減するコツ」や「非専門医のアトピー診療」、「授乳中の服薬」など、研修医の「本当に知り

たい疑問」に応えた一冊。

8
本書では、内科の初診外来におけるコモンな症候や症状で診断が想起できない場合、どのような戦

略的アプローチを行うべきかについて、Semantic Qualifier、解剖学的アプローチ、Pivot and

Cluster Strategyなど、具体的な診断戦略を挙げながら分析的かつ、わかりやすく解説。他の成

書ではあまり扱わないテーマや手法による診断推論も展開され、研修医のみならず、専攻医?指導

医レベルの医師にとっても実践的に役立つ書となっている。

5
第一線で活躍する臨床医を執筆陣に迎えた、輸液療法実践のための必携書。第1～3章で電解

質輸液や栄養輸液の基礎知識と基本手技について明快にまとめ、第4章では「ベッドサイドで役に

立つ輸液療法とその管理の実際」と題し、さまざまな病態における輸液とその管理について実践的な

内容で解説。各項目ではポイントをEssenceとして冒頭に箇条書きでまとめ、臨床の現場で迅速に

対応できるよう配慮するほか、Mini Columnで最新の話題を提供する。

6
「応募者の研究遂行能力」の書き方、重複応募制限の緩和などを加筆したベストセラー最新版！

令和2年度公募に採択された申請書見本を追加。申請書の書き方を中心に、応募戦略、採択・

不採択後などのノウハウを解説。

1971年の初版以来、血液に携わる医師や臨床検査技師、学生の絶大な支持を得ている血液

形態学教科書の決定版。第5版発行以来、14年ぶりの今改訂では、内容を一新するとともに、写

真点数を大幅に増やし、典型的な細胞写真から希少なものまで、更なる充実を図った。特に、診

断技術などの進歩が著しい骨髄病理やリンパ系腫瘍に力を入れ、免疫組織染色所見にも踏み込

んでいる。研究、臨床、学習にと、手元に置いて使い込んでほしい。

鬼才臨床医・國松淳和による鑑別リスト。誰しもが思いつく鑑別とは一味どころかまったく異なる國松

流を体感しよう。國松淳和の臨床思考を“文章を使わずに詰め込んだ”本書は、直観とスピードを

磨く絶好の機会となるだろう。症候・病名・検査異常・薬剤性の4章に分かれており、その時々にお

いて考えるべきことを一冊にまとめた網羅性は必見。リスト部分はもちろん、目次や索引すべてに意

図があり、何度読んでも発見が尽きないだろう。

2

3
これから神経伝導検査と筋電図を学ぶ人が、一人で診断が出来るようになるまでをサポートする初

学者向けの書籍。基本的な考え方が簡潔にわかりやすく書かれている。実際の症例を提示する章

もあり、理解を深めることができる。読了後に末梢電気生理検査が面白くなる一冊。

4 レジデントノートの人気連載がパワーアップ！ルーチン処方は必要？検査の使いどきは？など内科研

修で誰もが抱く身近な疑問を会話形式でやさしく解説。疑問を自分で解決するプロセスやエビデンス

の活かし方も学べる。
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検診で使える！

心電図自動診断とのつきあい方
KP00030226

南山堂 202004 PDF ¥6,600 ¥9,900

三原純司/関口守衛 9784525222215

眼科学　第3版 KP00030366
文光堂 202004 PDF ¥169,400 ¥254,100

大鹿哲郎/園田康平/

近藤峰生/稲谷大【編】
9784830656064

小児の薬の選び方・使い方 KP00030475
南山堂 202004 PDF ¥11,880 ¥17,820

横田俊平/田原卓浩/

加藤英治/井上信明【編】
9784525284459

外科病理学　第5版 KP00031149
文光堂 202004 PDF ¥92,400 ¥138,600

深山正久/森永正二郎【編集主幹】

小田義直/坂元亨宇/松野吉宏
9784830604812

臨床が変わる！

画像・病理対比へのいざない「肝臓」
KP00028339

金芳堂 202003 PDF ¥11,440 ¥17,160

大村卓味【監修】市原真【編】

腹部画像研究会【著】
9784765318105

THE 心臓リハビリテーション

症例で紐解く超実践ガイド
KP00028340

金芳堂 202003 PDF ¥8,360 ¥12,540

山下武志【監修】加藤祐子【著】 9784765318129

この1冊で極める頭痛の診断学 KP00031492
文光堂 202003 PDF ¥5,434 ¥8,151

柴田靖 9784830610288

肺高血圧症診療ハンドブック KP00027104
中外医学社 202002 PDF ¥11,880 ¥23,760

波多野将【編著】 9784498136601

専門外でも不安にならない

救急外来「はじめの一手」
KP00028307

南山堂 202002 PDF ¥7,040 ¥10,560

岩田充永【監修】

近藤貴士郎/綿貫聡【編】
9784525411015

SPAM 浦添ER診療ガイドブック KP00025261
中外医学社 201912 PDF ¥13,860 ¥27,720

山内素直【監修】浦添総合病院

SPAM本制作グループ【著】
9784498166189

19
日本では、救急外来の診療は救急科専門医以外の医師によって行われている現状がある。本書

では、専門外領域で悩ましいと思うケースを中心に、冒頭に初期対応のフローを掲載し、症例を提

示しながら対話形式でポイントを学べるようにまとめた。診療以外の諸対応で知っているとよいことな

どもQ&A形式で学べる。

20
本書は、初期研修医が救急外来（ER）で自信をもって初期対応に臨むことができるようにと沖縄

県の浦添総合病院で生まれた救急初療標準化コース、通称「SPAM」をベースに、最新の知見とエ

ビデンスを盛り込んで作成された救急診療ガイドです。最大の特徴は「研修医目線」で作り上げられ

てきた“現場感”と“実用性”。コンパクトにまとめられ、持ち歩くことが容易な本書は、研修医だけでな

く、救急外来に携わるすべての医師にお薦めの1冊です。

17
頭痛は頻度の高い主訴のひとつであるが、訴えは主観的で評価が難しい。加えて、原因疾患は緊

急性の高いものから全身性の疾患まで多岐にわたるため、診断に至らず、“とりあえず鎮痛薬を処

方” ということもあるのではないだろうか。本書では、頭痛の病態生理から、問診、身体・神経診察、

画像検査まで、適切な診断と治療を導く考え方をロジカルに解説。ケーススタディでは著者の厳選

22症例を収録。「頭痛の診断力」が身につく一冊。

18
Beyond the Guidelines?ハンドブックでありながら、ガイドラインにも書かれていないような最新の

トピックスやエキスパートオピニオンまで盛り込まれた一冊。日本が大きな貢献を果たしてきた肺高血

圧症診療のすべてがここに！ 「ポイント」で短時間に診断・治療方針を立てられ、ガイドラインとエキス

パートたちの実際の診療アルゴリズムの比較で個別評価と対応が重要な現場で役立つ。 研修医、

レジデントから専門医まで幅広く一読して頂きたい一冊。

15
多くの知識と経験を積んだスタッフが集結し、20年超に及ぶ臨床症例をもとに、画像と病理の対比

を試みたテキストブック！　単なる診断名の当てっこだけでない、所見と診断名の照合で終わらせな

い。病変の拡がりや進展度、組織型や予後まで推測し、疾患の本態に迫ることこそが画像診断の

本質である。様々な病理組織、臨床画像を見ながら、病理医と直接ディスカッションしている気分を

味わおう。

16
高齢化率の上昇と共に心臓リハビリテーション（心リハ）の対象範囲は広がり、その需要も高まって

いる。本書はすべての医療者を対象として、心リハに関する様々な基礎知識や各種データ（CPXな

どの検査結果やエビデンス）の活かし方など、日本を代表する専門医療機関における豊富な実例

を交えて、わかりやすく、すぐに役立つ内容を網羅した“超実践ガイド”である。

13
小児の日常診療で頻繁に遭遇する26症状・49疾患について、薬を選び使うまでのステップを経験

豊かな小児科専門医がその手の内を公開。いつ何をどう使えばよいか使うべきでないか、わかりやすく

解説。改訂5版は新規項目の追加でさらに内容充実、薬用量の表や処方例も最新動向に沿って

アップデート。小児を診るすべての医師、研修医、薬剤師必携。

14
1984年刊行の初版より絶大なる支持を得ている『外科病理学』、14年ぶりの第5版改訂。「実用

性を重視した病理診断医の座右の書」という初版からのコンセプトを守りつつ、現在の病理診断の

標準を示すべくWHO分類、取扱い規約などに沿って最新の内容にアップデート。また、第4版までは

モノクロ印刷であったのをフルカラー印刷とし、病理写真をカラー掲載した。病理専門医資格取得の

ためにも役立つ、すべての病理診断医必携のテキスト。

11
心電図検査は、自動診断のみに頼ると思わぬ間違いをおかす。心電図の結果で着目すべき点、ほ

かに確認すべき点などについて症例形式で解説し、著者らが日々の臨床の中で発見したピットフォー

ルや教訓をおしみなくご紹介いただいた。心電図を専門としない医師にも簡単に読めて、明日からの

読影にすぐに役立つ一冊！

12
“一冊で眼科専門医に必要十分な知識を学べる”教科書、『眼科学』の9年ぶりとなる改訂第3

版。眼科研修医ガイドライン、眼科専門医認定試験出題基準に準拠し、疾患・診療から法律・歴

史にいたるまで眼科のあらゆる領域を、最新知見を盛り込みつつ、当代一流の執筆陣272名が明

瞭に解説。約3000点の豊富な図版掲載で、臨床の現場でも活躍する一冊。
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後眼部アトラス KP00025058
総合医学社 201910 PDF ¥33,000 ¥49,500

大鹿哲郎【監修】

近藤峰生/辻川明孝【編】
9784883786862

外眼部アトラス KP00025059
総合医学社 201910 PDF ¥33,000 ¥49,500

大鹿哲郎【監修】

野田実香/渡辺彰英【編】
9784883786879

多発性骨髄腫・全身性アミロイドー

シスと腎障害の診断と治療
KP00024568

羊土社 201909 PDF ¥19,800 ¥39,600

今井裕一 9784758118576

皮膚病理のすべて KP00024638
文光堂 201906 PDF ¥26,400 ¥39,600

真鍋俊明/安齋眞一 9784830634697

プライマリ・ケアの現場で役立つ

さらに！一発診断100
KP00024342

文光堂 201905 PDF ¥11,000 ¥16,500

宮田靖志/中川紘明【編著】 9784830610271

レジデント・臨床検査技師のための

はじめての超音波検査　第2版
KP00022564

文光堂 201904 PDF ¥16,500 ¥24,750

森秀明/平井都始子【編】 9784830637544

総合内科　ただいま診断中！ KP00021604
中外医学社 201806 PDF ¥13,860 ¥27,720

徳田安春【監修】森川暢【著】 9784498020788

レジデントのためのこれだけ心電図 KP00013076
日本医事新報社 201802 PDF ¥8,800 ¥8,800 ¥13,200

佐藤弘明 9784784947300

レジデントのための腎臓教室 KP00013075
日本医事新報社 201711 PDF ¥9,900 ¥9,900 ¥14,850

前嶋明人 9784784947133

レジデントのための腹部画像教室 KP00013074
日本医事新報社 201709 PDF ¥9,240 ¥9,240 ¥13,860

山﨑道夫 9784784947003

29
初期研修医のための『ベストティーチャー』シリーズ。腎疾患の診かたを、基礎から無理なく学べる入

門書です。 腎機能検査、糸球体疾患の分類、水電解質、酸塩基平衡・・・みんながつまずくポイン

トを「わかりやすさ重視」で解説しました。成人の8人に1人が慢性腎臓病と言われる今、どの診療科

においても腎臓病学の知識が必須となっています。これから腎臓内科をローテートする方はもちろん、

腎臓病診療のエッセンスを身に付けたい他科の先生方にもお勧めします。

30
初期研修医必携！腹部画像診断の「はじめの一歩」 腹部CTの見方がわかる！　急性腹症の鑑

別診断が身につく！ 研修医１年目の先生方のために、腹部画像診断のエッセンスを一冊にまとめま

した。腹部CT・エコーの見方を、基礎から無理なく学べる入門書です。急性腹症を20のパターンに

分け、それぞれの代表的疾患について、「典型的な画像所見」「典型所見がない場合の考え方」

「初心者が間違えやすい画像所見」を提示しました。

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

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

27
“ただいま診断中！”シリーズの最新刊のテーマは、ずばり“総合内科”。内科初診外来のファースト

タッチにおける主訴の考え方、解析、絞り込み、そして問診などの流れをフレーム法を利用して丁寧

にわかりやすく解説。そして、実際に現場でよく出遭うコモンディジーズを挙げ、主訴の決定から診断

に至るまでを、指導医のメガネ先生と研修医のピカピカ先生とのテンポの良い会話形式で学ぶことが

できるレジデント必読の入門書。

28 研修医必携！基礎から無理なく学べる入門書。 みんながつまずくポイントを「わかりやすさ最優先」で

解説。初学者のことを徹底的に考えて作られた入門書。「大事なところだけ」を簡潔にまとめました。

短時間で効率的に心電図の読み方を身に付けることができます。

25
第1弾「一発診断100」、第2弾「もっと！一発診断100」に続く、プライマリ・ケアに携わる医師から

大きな支持を得る好評書の第3弾。病歴や身体所見から診断をすばやく導く「一発診断（snap

diagnosis）」を、100のcaseを通して解説。シンプルな記述とビジュアル重視の構成で一発診断

のポイントを楽しみながら理解できる、プライマリ・ケアの現場で役立つ一冊。

26
研修医や臨床検査技師から好評の「はじめての超音波検査」（2009年発行）の改訂版。腹部

エコーや心エコーのみならず、泌尿器、血管、甲状腺、皮膚、整形外科領域等々、12領域のエ

コーについて、走査法や代表的な疾患の画像などエッセンスを1冊にまとめ、効率良く基本が身につく

構成とした。研修医や、臨床検査技師のテキストとしてはもちろん、日常診療にもっとエコーを活用し

たいドクターの参考書としても、オススメの1冊。

23 腎臓内科医、血液内科医は必読！多発性骨髄腫・全身性アミロイドーシスと腎障害に関して知っ

ておくべき基礎から最新知見までを解説。さらに様々なタイプの実際の症例を紹介し、診断プロセス

と治療方法もわかる！

24
皮膚の病理組織像をみるための基本的な知識から、パターン分類から診断に迫る理論を具体的か

つ明確に解説。病理組織変化と臨床所見、ダーモスコピー像と病理組織像、生検の仕方と生検材

料の扱い方、特殊染色と免疫染色、顕微鏡の取り扱い方など病理組織診断に必要な基本的な

知識を余すことなく解説。皮膚病理教科書の絵合わせ診断ではなく、診断に到達するためのパター

ン認識の考え方が基本から学べる本格的な皮膚病理学教科書。

21
我が国初の眼科領域の主要疾患の画像を網羅したアーカイブ。  「眼科専門医認定試験出題基

準」および「日本眼科学会専門医制度眼科研修医ガイドライン」で扱われている「網膜」、「脈絡

膜」、「硝子体」、「視神経」、「緑内障」領域の疾患の眼底写真・造影写真・OCT・電気生理等、

必要な画像情報を網羅。  眼科専門医認定試験の臨床問題対策としても最適。

22
我が国初の眼科領域の主要疾患の画像を網羅したアーカイブ  。「眼科専門医認定試験出題基

準」および「日本眼科学会専門医制度眼科研修医ガイドライン」で扱われている「眼瞼」、「涙器」、

「眼窩」、「斜視」、「眼球運動異常領域」の疾患の外眼部写真・CT・MRI等、必要な画像情報を

網羅。  眼科の本では通常扱われない皮膚科・形成外科の貴重な症例写真も満載  眼科外来診断

に広く役立つ1冊。


