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1
冊

実験医学 Vol.37 No.4
実験医学 2019年3月号
食の機能実効分子のサイエンス

平成31年 2月20日 発行予定
3月号は2月20日取次搬入とな
ります！

國澤 純 /企画 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
Ｂ５ 判 143 頁 本体価格 あa 2,000 円＋税 ISBN 978-4-7581-2517-8
分類：基礎医学系/一般
対象：研究者，院生，学生

実験医学増刊 Vol.37 No.5
心不全のサイエンス
治療法開発をめざして心臓の謎を解く
2

3
冊

坂田 泰史 ／編 大阪大学大学院医学系研究科循環器内科学

単行本 あ
カエル教える 生物統計コンサルテーション
その疑問、専門家と一緒に考えてみよう

毛呂山 学 ／著
Ａ５ 判 約 200 頁 本体価格 あ 2,500 円＋税 ISBN 978-4-7581-2093-7
分類：基礎医学系/一般
対象：研究者，院生，学生

単行本

あ

現代生命科学 第２版
あ
4
冊

5
冊

東京大学生命科学教科書編集委員会／編
あ ああ
あ
Ｂ５ 判 198 頁 本体価格 あ 2,800 円＋税 ISBN 978-4-7581-2091-3
分類：基礎医学系/生命科学
対象：研究者・院生・学生

レジデントノート Vol.20 No.18
レジデントノート 2019年3月号
神経救急！さあ、次に何をする？

平成31年 2月27日 発行予定

「p＞0.05」「サンプルが少な
い」等、統計解析に関するそ
の悩み、専門家に相談してみ
ませんか？11の相談事例で、
数式を学ぶより大切な統計学
的思考力が身につきます．
平成31年 2月21日 発行予定

教養の決定版テキストが改
訂！がん免疫療法，IoT，臨床
研究法といった新規概念を追
加．
平成31年 2月12日 発行予定
3月号は2月12日取次搬入とな
ります！

中森 知毅 ／編 横浜労災病院 救命救急センター 救急災害医療部
Ｂ５ 判 あ 178 頁 本体価格 あ 2,000 円＋税 ISBN 978-4-7581-1622-0
分類：臨床医学系/レジデント
対象：初期/後期研修医，若手医師
〒101-0052

平成31年 3月 5日 発行予定

超高齢社会の到来による心不
全の急増を受け，病態解明と
治療法開発の最前線を特集し
ます．

Ｂ５ 判 約 230 頁 本体価格 あa 5,400 円＋税 ISBN 978-4-7581-0377-0
分類：基礎医学系/一般
対象：研究者，院生，学生

冊

食物のどんな物質が体の何に
機能するのか？医学から栄養
学・創薬などの研究者に必見．

神経症候を呈する患者を前に
何を考えどう動くか？研修医
に求められる“行動”を解説．
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株式会社 羊土社
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平成31年 2月 1日 発行

Ｇノート Vol.6 No.1

Ｇノート 2019年2月号

2月号は2月1日取次搬入となり

おなかに漢方！

ます！

6

Ｂ５ 判 164 頁 本体価格 あ 2,500 円＋税 ISBN 978-4-7581-2335-8
分類：臨床医学系/総合診療
対象：後期研修医，ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ医，開業医

冊

Gノート増刊 Vol.6 No.2

ジェネラリストのための 診断がつかないときの診断学
非典型症例・複雑な症例に出会ったときの考え方とヒント
7

!
単行本

見える！できる！ 気管挿管

写真・イラスト・動画でわかる手技のコツ

8
冊

$% &’ ( )*+ )*+ ! ,- ./ 0
Ａ４変 判 308 頁 本体価格 4,500 円＋税 ISBN 978-4-7581-1120-1
分類：臨床医学系/麻酔科学
対象：研修医・医師
単行本

臨床栄養全史

栄養療法の面白さがみえる、深まる

9
冊

1 23 ( 45 !
67 0
四六 判 約 280 頁 本体価格 2,200 円＋税 ISBN 978-4-7581-0906-2
分類：臨床医学系/その他/栄養・食事療法 対象：医師・看護師・栄養士・薬剤師
単行本 あ

ゲノム研究用・診療用病理組織検体取扱い規程
10
冊

89:;<=>? @ A
Ａ４ 判 約 160 頁 本体価格 3,000 円＋税 ISBN 978-4-7581-1846-0
分類：基礎医学系/病理学
対象：医師
〒101-0052

平成31年 3月 1日 取次搬入
ベテラン総合診療医の診断思
考のプロセス、教えます．

"#

Ｂ５ 判 169 頁 本体価格 aあ 4,800 円＋税 ISBN 978-4-7581-2336-5
分類：臨床医学系/総合診療
対象：後期研修医，ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ医，開業医

冊

よく出会うおなかの症状に対
し，すぐに使える上手な漢方
薬の活用法をご紹介！

平成31年 2月 1日 発行
大好評のロングセラー書『ビ
ジュアル基本手技 必ずうまく
いく！気管挿管』がパワーアッ
プ！
大ボリュームのweb動画つき！
平成31年 2月13日 発行予定
読めば誰かに話したくなる臨
床栄養発展の秘話が満載！
輸液・栄養療法や医学史の棚
にぜひ！

平成31年 2月25日 発行予定
日本病理学会編集！保険適
用となるがんゲノム医療に必
須の病理検体の取扱い方法
を解説．
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11
冊

単行本 あ
抗菌薬ドリル
感染症診療に強くなる問題集
羽田野 義郎 ／編 東京医科歯科大学医学部附属病院感染制御部
Ｂ５ 判 182 頁 本体価格 あ 3,600 円＋税 ISBN 978-4-7581-1844-6
分類：臨床医学系/感染症
対象：初期/後期研修医，医師

単行本

THE「手あて」の医療
身体診察・医療面接のギモンに答えます
12
冊

13
冊

14
冊

平島西 修 ／編 徳洲会奄美ブロック総合診療研修センター
Ｂ５ 判 約 200 頁 本体価格 3,800 円＋税 ISBN 978-4-7581-1847-7
分類：臨床医学系/内科一般
対象：初期/後期研修医，医師

単行本
あの研修医はすごい！と思わせる
ニーズに合わせた「伝わる」プレゼンテーション

症例プレゼン

松尾 貴公 ／著 聖路加国際病院感染症科
水野 篤 ／著 聖路加国際病院心血管センター循環器内科
Ａ５ 判 約 200 頁 本体価格 3,200 円＋税 ISBN 978-4-7581-1850-7
分類：臨床医学系/レジデント
対象：初期/後期研修医，医師

単行本
ICU実践ハンドブック改訂版
病態ごとの治療・管理の進め方

清水 敬樹 ／編 東京都立多摩総合医療センター救命救急センター
Ａ４ 判 718 頁 本体価格 6,600 円＋税 ISBN 978-4-7581-1845-3
分類：臨床医学系/救急医学
対象：初期/後期研修医，医師

PT・OTビジュアルテキスト あa

リハビリテーション基礎評価学 第１版増補
15
冊

★この書籍は新刊配本がありません！

潮見 泰藏 ／編 帝京科学大学医療科学部東京理学療法学科
下田 信明 ／編 東京家政大学健康科学部リハビリテーション学科
Ｂ５ 判 399 頁 本体価格 あ 5,900 円＋税 ISBN 978-4-7581-0239-1
分類：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ/ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ基礎
対象：PT・OTを目指す学生
〒101-0052

平成31年 2月26日 発行予定
レジデントノートの人気特集を
ボリューム倍増で単行本化！
珠玉の73問で抗菌薬・感染症
に強くなる！診断や処方・や
めどきはもちろん，アレルギー
や感染対策もカバー．
平成31年 2月28日 発行予定
現場に出てはじめて気づく”身
体診察・医療面接の疑問に，
診察大好き医師達が解答！

平成31年 3月 1日 発行予定
日常診療で誰しも苦労する症
例プレゼン．学会や講習等で
活躍の人気指導医が基本から
解説！

平成31年 3月 4日 発行予定
ICUの大定番！実践を重視し
た現場で頼れるロングセラー
改訂！

平成31年 2月20日 発行予定
★この書籍は新刊配本があり
ません！注文で承ります！

見やすさ・わかりやすさで好評
の新定番テキスト！評価学を
学ぶ最初の一冊として最適！

東京都千代田区神田小川町2-5-1
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PT・OTビジュアルテキスト

平成31年 3月 1日 取次納品

あ

地域リハビリテーション学 第2版

★この書籍は新刊配本があり

★この書籍は新刊配本がありません！

16

重森 健太 ／編 関西福祉科学大学保健医療学部リハビリテーション学科
横井 賀津志 ／編 森ノ宮医療大学保健医療学部作業療法学科
Ｂ５ 判

冊

あ 334 頁

本体価格

分類：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ/地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

あ

4,500 円＋税

ISBN 978-4-7581-0238-4

対象：PT・OT・STを目指す学生

単行本

「継承性」と「多様性」の看護学

冊

中込 さと子 ／監 信州大学医学部保健学科
西垣 昌和 ／編 京都大学医学部基礎看護学講座 ほか編
Ｂ５ 判

178 頁

本体価格

あ

分類：基礎看護/基礎看護学/教科書

2,400 円＋税

〒101-0052

地域リハビリテーションのプロ
セスから予防・防災・起業まで
学べる充実の一冊．
同シリーズ「地域理学療法
学」の改題改訂です．
学」の改題改訂です．
★

平成31年 1月18日 発行

遺伝医療/ゲノム医療の急速
な普及に伴い，それらに対応
可能な看護職の養成が求めら
れています．本書はそのため
に編纂された看護卒前・卒後
教育の教科書です．

基礎から学ぶ遺伝看護学
17

ません！注文で承ります！

ISBN 978-4-7581-0973-4

対象：全ての看護師

東京都千代田区神田小川町2-5-1

株式会社 羊土社

FAX：03-5282-1212
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