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マンガでわかる薬物動態学 KP00045341 オーム社 202104 PDF ¥6,600 - ¥7,920

大谷壽一【著】カネダ工房【作画】

ビーコムプラス【制作】
9784274227141

ステップアップ 薬理学ノート KP00050893 サイオ出版 202108 PDF ¥5,610 - ¥8,415

内田直樹 9784907176983

ステロイド　改訂4版 KP00045389 フジメディカル出版 201604 PDF ¥4,840 ¥6,050 ¥7,260

宮本謙一 9784862701589

ファーマナビゲーター

抗スクレロスチン抗体編
KP00046130 メディカルレビュー社 202008 PDF ¥27,060 - ¥40,590

松本俊夫 中島友紀【編】 9784779225222

薬剤疫学の基礎と実践

（改訂第3版）
KP00051264 ライフサイエンス出版 202107 PDF ¥15,400 - ¥23,100

景山茂【編】久保田潔【編】 9784897754390

臨床漢方治療学 KP00045092 共立出版 201911 PDF ¥14,520 - ¥21,780

田中耕一郎 奈良和彦 千葉浩輝

【編著】
9784320061934

OTC医薬品　どんなふうに販

売したらイイですか？
KP00046121 金芳堂 202105 PDF ¥7,920 - ¥11,880

青島周一 9784765318679

薬剤師が知っておきたい

病気と薬剤のはなし
KP00035610 金芳堂 202101 PDF ¥10,120 - ¥15,180

遠山正彌 馬場明道 土井健史【編】 9784765318518

毒と薬の文化史 KP00035389
慶應義塾大学出版

会
201711 PDF ¥7,480 - ¥11,220

船山信次 9784766424799

食と薬の相互作用

改訂第2版
KP00044908 幸書房 201510 PDF ¥5,940 - ¥8,910

山本勝彦 白井直洋 山中克己 9784782104316

マンガでわかりやすく、イチから薬物動態学を解説した書籍です。 薬物動態学は、おくすりが体内でどのような動きをして、変化していく

かを把握するための学問で、薬剤師の方はもちろん、医師、看護師の方々、リスクアンドベネフィットの高い医薬品の処方や、患者さ

んの服薬管理に携わる方々にとって欠かせない重要な知識です。本書は、数式を可能な限り減らして、かわりに概念的な理解を助け

るようなたとえ話を織り交ぜることで、入門書として平易に解説することに努めました。

薬理学の基礎と領域別薬剤の知識などのポイントが、わかりやすく学べる問題集。穴埋め記述問題と多くの図表を用いて、自己学習

や試験前のチェックに最適。

●全面改訂から4年、近年改訂された種々のガイドラインをはじめ最新の文献情報に基づいた大改訂の第4版です。経口ステロイド

の服薬指導に必須の基本知識をQ&A形式で簡便に解説。参考資料もさらに充実しました。

骨吸収は抑制しつつ骨形成を促進するというこれまでにない作用様式により、ほぼすべての部位の骨密度を増加させるとともに骨強

度を高め、優れた骨折防止効果を発揮するロモソズマブに関する最新情報が網羅された本書が、骨粗鬆症の研究や臨床診療に携

わる多くの読者にとってロモソズマブへの理解を深める一助となれば幸いである。

医学・薬学の研究者、製薬企業・行政機関で医薬品の安全性について担当する方、ファーマコビジランス・スペシャリスト（医薬品の

安全性評価のスペシャリスト）を目指す方の必読書です。 本書を読めば、これまでに薬剤疫学研究により得られた重要な薬剤の副

作用の内容を理解し、薬剤疫学研究の中心となる観察研究の手法について学ぶことができます。そして、自ら薬剤疫学研究を行う

際の方法論を身につけることができます。

第一線の臨床現場にいる専門家が、実際に使用され効果がある漢方薬を重点的に、基本的事項から所見と診断の基本的な考え

方まで解説。

Pharma Tribuneのウェブ連載「【論文から学ぶ】薬剤師のためのOTC医薬品」が基となっており、書籍化にあたって全面的に書き直

した。本書はOTC薬について、エビデンスをもとに、プラセボや薬局の売上などを多少勘案しながら、ドラッグストア・薬局薬剤師や医療

品登録販売者がお客さんにどうすすめたらいいのかをあきらかにした一冊。

大阪府立病院機構に所属する病院薬剤師と関連薬局薬剤師に向けた研修内容を書籍化。同機構で実施している先進医療につ

いても紹介し、医療情報の取扱いに加え、対応している病気やその治療内容についても理解を深められるよう、各疾患をわかりやすく

簡潔にまとめました。病態の概要と診断基準、診断後の治療方法、治療での代表的な薬剤の説明や服薬指導でのポイントも解説

されており、研修会に参加しない薬剤師にも必携の一冊。

サプリメント、医薬品、危険ドラッグ――。現代を生きる私たちの生活は、毒や薬と切っても切れない関係にある。本書は、古今東西

の毒と薬にまつわる数々のエピソードを紹介しながら、さまざまな視点から「薬」について考える。

今回改訂第2版では、薬事制度の改革が一段落し安定期に入ったことに連動して、著者を２人から３人に増やし、新薬の記載、並

びに使用しなくなった医薬品の削除なども試み、30品目に及ぶ新薬を加えて教科書としての内容の更なる充実を図りました。
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完全攻略　医薬品「登録販売

者試験」合格テキスト
KP00052167 中央法規出版 202107 PDF ¥10,560 - ¥21,120

藤澤節子【編著】 9784805883433

医療用麻薬物語 KP00052472 中外医学社 202109 PDF ¥9,240 - ¥18,480

山室誠 9784498117167

間違いだらけの緩和薬選び

Ver.4
KP00047681 中外医学社 202107 PDF ¥10,560 - ¥21,120

大津秀一 9784498117112

緩和治療薬の考え方、

使い方　ver.3
KP00047678 中外医学社 202106 PDF ¥12,540 - ¥25,080

森田達也 9784498117143

セルフメディケーション／一般用医

薬品・漢方薬・保健機能食品
KP00052400 中山書店 202109 PDF ¥10,890 - ¥16,335

乾賢一【監修】

望月眞弓 渡辺謹三 渡邉賢治【編】
9784521744568

薬学と社会 KP00042997 中山書店 201709 PDF ¥11,660 - ¥17,490

乾賢一【監修】

望月眞弓【担当編集】
9784521744483

これからの薬剤疫学 KP00052510 朝倉書店 202106 PDF ¥10,890 ¥16,335 ¥21,780

佐藤俊哉 山口拓洋

石黒智恵子【編】
9784254301236

メディカルハーブ

安全性ハンドブック　第2版
KP00052981 東京堂出版 201603 PDF ¥48,400 ¥58,080 ¥72,600

AHPA（アメリカハーブ製品協会）

ゾーイ・ガードナー

マイケル・マクガフィン【編著】

9784490209358

専門家のコンセンサスに基づく

ポケット漢方薬ガイド34
KP00052904 南山堂 202108 PDF ¥5,940 - ¥8,910

ポケット漢方薬ガイド編集委員会

【著】
9784525471415

薬害問題などを踏まえ、ますます重要になっている、リアルワールドデータ（RWD）に基づいた市販後の医薬品の効果・安全性の調

査・研究を解説。〔内容〕薬剤疫学とRWD／薬剤疫学研究計画書の書き方／RWDの解析／バイアス

500種以上の薬用ハーブの安全性クラス、相互作用クラス、禁忌、注意事項、薬やサプリメントとの相互作用、標準容量、注意、注

釈、有害事象と副作用、薬理学的考察、妊婦・授乳婦の使用、毒性研究など。研究論文も多数掲載。第１版から「情報量が膨

大に増え」、世界的にハーブの安全性、相互作用情報が必要とされたバイブル。日本でも厚労省が食薬区分判断の際に参考とした

資料。「機能性表示食品」に相互作用表示が義務化、医薬健康領域の必須資料。

経験や主観的判断によって確立されてきた漢方医学・処方論を、日常診療で誰でも利用できる形式知とすべく複数の専門家が徹

底議論！ 合意が得られた処方ロジックに基づき、漢方薬を解説しました。一般診療を広くカバーできる頻用処方「漢方薬34方剤」

を取り上げ、添付文書情報とともに、熟練者が使い分けのポイントとしている所見、方剤ごとの寒熱・虚実・気血水の相対もひと目で

わかる構成になっています。 

6年制薬学生向けテキストシリーズ、『臨床薬学テキストシリーズ』刊行開始。「チーム医療」「地域包括ケア」「在宅医療」といった、こ

れからの薬剤師にとって必須とされる知識・技術をわかりやすく解説。現場の第一線で活躍する薬剤師が中心となって執筆し、実践

的な内容となっている。用語解説やトピックス、コラムなどもふんだんに盛り込み、読者が理解を深められるようになっている。

「記憶に残りやすい｣｢学習を継続しやすい」をコンセプトに編集した、登録販売者試験の受験対策参考書。単元ごとにワンポイントや

一問一答・過去問題を掲載した。巻末には重要語句や医薬品成分名の索引を収録。厚生労働省「試験問題の作成に関する手

引き」最新版に対応。

半世紀にわたってがん疼痛に向き合ってきた医師が語る、医療用麻薬の本質。著者がモルヒネの恩恵を実感したきっかけは「たった1

粒のモルヒネ（錠）ではなく、たった数滴のモルヒネ注射液」だった。実体験に裏付けされた、著者の痛み治療の歩みから見えてくる医

療用麻薬の有用性と限界。医師、看護師、薬剤師、患者家族と関わる保健師、介護士など、患者の痛みに対峙する全ての人に

とって実になる、新しい形の実践書だ。

ロングセラーの最新版。第３版刊行から約３年半ぶりの改訂です。新たな強オピオイド注射薬であるヒドロモルフォン注射薬、ナルデメ

ジンに続く最新の便秘薬など、新たな薬剤に関する情報を追加しました。苦痛緩和とコストのバランスを重視した「費用対緩和」の思

想を軸に、一般病院・大学病院・在宅・ホスピス、そしてクリニックのすべてを経験している著者ならではの総合的視点から、正しい緩

和薬の選び方に迫ります。

痛み、吐き気、食欲不振、呼吸困難、消化管閉塞、便秘、倦怠感、眠気、不眠、不安、抑うつ、せん妄……患者さんの苦痛の訴

えに適切に対処し、効果的な緩和ケアを行うための考え方と薬の使い方について、エビデンスと著者の長年の臨床経験に基づき明快

にまとめました。第3版では定番の薬のオーソドックスな使い方を中心としつつ、増え続けるエビデンスの大局を俯瞰的に整理し、最新

の国際ガイドラインも幅広く網羅しました。

臨床現場の薬剤師には、薬理学的知識はもちろん、国民の健康維持・増進を支援するための幅広い知識が求められる。 本書で

は、［薬理・病態・薬物治療］の各論として、1）セルフメディケーション、2）一般用医薬品、3）漢方薬および4）保健機能食品

について、薬学と医学の共著により、最新知見を盛り込んでわかりやすく解説。 サイドノートでは難解な用語を解説し、関連知識を補

足。
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あつまれ！！

飯塚漢方カンファレンス
KP00050858 南山堂 202107 PDF ¥7,920 - ¥11,880

吉永亮 9784525471514

がん薬物療法

副作用対策＆曝露対策
KP00046590 南山堂 202104 PDF ¥7,260 - ¥10,890

佐藤淳也 中西弘和 菅幸生 内田ま

やこ
9784525705312

薬物治療学　改訂10版 KP00046593 南山堂 202104 PDF ¥19,360 - ¥29,040

吉尾隆 鍋島俊隆 早勢伸正 賀川

義之 大井一弥
9784525720506

薬事法規・制度・倫理

マニュアル　改定15版
KP00046554 南山堂 202104 PDF ¥8,800 - ¥13,200

亀井美和子 恩田光子 浦山隆雄

赤羽根秀宜【編】
9784525712358

CRAの教科書　改訂2版 KP00050860 南山堂 202107 PDF ¥5,500 - ¥8,250

小嶋純【編】 9784525703127

抗菌薬・抗微生物薬の

選び方・使い方 Q&A
KP00042612 文光堂 201408 PDF ¥12,100 - ¥18,150

八木哲也 BEAM(Bunkodo

Essential & Advanced Mook)編
9784830681547

症状と患者背景にあわせた

頻用薬の使い分け第３版
KP00051148 羊土社 202108 PDF ¥11,880 - ¥23,760

藤村昭夫【編】 9784758123778

基本がわかる

漢方医学講義
KP00042872 羊土社 202001 PDF ¥7,260 - ¥14,520

日本漢方医学教育協議会【編】 9784758118750

漢方相談便利帖　症状から

チャートで選ぶ漢方薬
KP00049161 翔泳社 202008

EPUB(固定

レイアウト）
¥8,250 - ¥16,610

杉山卓也 9784798165707

風邪、頭痛、めまい、咳、便秘など、よく出合う症状別に頻用する薬の特徴を比較して解説。患者背景や本人の希望などを考慮し

た薬選びのコツや使い分けがよくわかる。処方例も充実し日常診療にすぐ活かせる一冊！

全国82医学部で作成した初の共通テキスト。60分×4コマの講義＋αの内容をまとめたコアカリ対応の１冊。イラストや写真が豊富

でわかりやすい！ 医学部生はもちろん、漢方を改めて学びたい医師にもお勧め。

漢方薬の処方を覚えると普段の診療の幅を大きく広げることができますが、一から覚えるのはハードルが高いと思っていませんか？本書

では基本の陰陽虚実、六病位、気血水といった概念から脈診・舌診・腹診の診察法までしっかり学ぶことができます。リョウ先生、ヒロ

ミ先生、T部長とのカンファレンスを通して、漢方医の思考を身に付けていきましょう。問診の意図がわかればどんな漢方薬を用いれば

いいのかわかってくるはずです。これから漢方を勉強したい、感染症や慢性疾患の治療の選択肢を増やしたい方にぜひおすすめです。

薬剤師が臨床現場で求められる「がん薬物療法の副作用マネジメント・抗がん薬の曝露防止対策」でこれだけは押さえてほしい知

識・スキルをまとめた入門書。カラー図表1枚と簡潔な解説で1ページが構成され、入門講義を受けている感覚で読み進められる。

薬物治療学のスタンダードな教科書の改訂版！病態と主な治療薬の作用点をカラーイラストで示し、標準的な薬物治療を理解する

ために必要な臨床医学・薬学の基礎知識を解説。さらに第105回を含む過去の薬剤師国家試験の出題内容を反映し、改訂薬学

教育モデル・コアカリキュラムにも対応。薬学生や薬剤師に大いに役立つ一冊。

本改訂では、前版発刊（2019年4月）以降の法改正、制度改正に伴う内容の修正およびデータの更新を行い、最新の情報を盛

り込みました。薬学部6年制学生を対象とした｢薬剤師国家試験出題基準｣に準拠し関係項目を網羅。また、薬学生のみならず、

MRや薬事関係者の知識の習得・整理にも役立つ一冊です。

CRA（モニター）の入門書として好評を博した書籍の改訂版。「CRAに必要な項目を網羅し、標準的な教育用テキストとして活用

できる書籍」という前版からのコンセプトはそのままに、最新の情報へのアップデートを行い、より現場のニーズに対応した内容となってい

る。これからCRAを目指す学生や現場に出る前の新人CRAに最適な一冊。

抗菌薬・抗微生物薬の使い分けは医師にとっての大きな悩み。本書は現場でよくみる初歩的なQuestionに始まり、各系統の薬剤

ごとに使い方の要点と盲点を解説。各剤の特徴をスッキリ理解し使い分けられる。忙しいドクター向けに、薬ごとに特徴・種類・用法・

副作用を200字でまとめた「Essence！」を収載。ポイントを一目で掴めるようにした。

27

24

25

26

21

22

23

20

28 「初学者にちょうどいい解説」が好評の「漢方相談便利帖」シリーズ第3弾！かぜ、不眠、咳、婦人病、冷え症、腹痛、腰痛、鼻炎、

便秘、食欲不振、動悸、耳鳴り、口内炎、めまい……症状の特徴やメカニズムを東洋医学のとらえ方で解説するとともに、症状に適

した漢方薬が見つかるフローチャートを掲載。

漢方専門薬局での漢方相談や、年間130本を超えるセミナーで人気の著者（薬剤師/漢方アドバイザー）が、症状を見極めるとき

のポイントをわかりやすく紹介します。
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