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 研修医への
おすすめ書籍

2021

研修
医の書籍

なら におまかせ！

大好評！ W
EB版付き

プランも

ご用意して
ます！

期間限定！
 プレゼント

実施中！

レジデント
ノートは

定期購読が
お得！！



要点がまとまっており，
全体的に勉強しやすい！
　　　　　　　　　　　（卒後1年目）

実臨床に活かせる
内容が多い！
　　　　　　　（卒後2年目）

■通常号（月刊12冊）

本体52,200円＋税

■通常号（月刊12冊） + WEB版

■通常号（月刊12冊）
　＋ 増刊（6冊） + WEB版

4つのプランで随時受付中！

■通常号（月刊12冊）
　＋ 増刊（6冊）

年間定期購読の

継続的に幅広い知識を身につけ、研修を充実させる！！

発行後すぐ
お手元に

送料無料

※海外からのご購読は送料実費となります
※WEB版の閲覧期間は、冊子発行から2年間となります
※「レジデントノート定期購読WEB版」は原則としてご契約いただいた羊土社会員の個人の方のみご利用いただけます
※価格は改定される場合があります

継続して
広範囲の

   内容を学べる！

定期的な
勉強の
きっかけに
  なった！

年間を通じて
満遍なく
 勉強できる！

定
期
購
読
者
の
声

本体24,000円＋税

本体55,800円＋税

本体27,600円＋税
冊子のみ WEB版（通常号のみ）購読プラン

定期購読者限定プラン！

大好評 WEB版
レジデントノート通常号（月刊）がWEBブラウザでもご覧いただけます
困ったときにその場で見られる研修医にピッタリのプランです

レジデントノートは現場の皆さまの声を聞きながら、「研修医が現場で
困っていること」や「意外と教わらないこと」、「研修中に必ず身につけた
いこと」を取り上げます。
また解説は、具体的にわかりやすく、をめざしています。
救急外来や病棟で役立つのはもちろん、新しい科をローテートするとき
や、あるテーマについて一通り勉強したいときにも、１冊にコンパクトに
まとまったレジデントノートはちょうどよいと好評です。
創刊23年目、ますます読者の皆さまに寄り添い、臨床力アップにつな
がる内容をお届けします。ぜひどの号もお見逃しなく！

カラーで，
図・表も多く，
読みやすい！
　　　 （卒後1年目）

は
とことん現場主義を貫いた
研修医の必読誌！

定期購読キャンペーン実施中！
お申込の方お申込の方
全員に全員に

プレゼント!プレゼント!

新規 お申込の方は 継続 お申込の方は

オリジナル
ペンライト からだのトリビア

教えます Part 2

書籍
こんなにも面白い医学の世界

（瞳孔ゲージ付）

をプレゼント！ を進呈！
※デザイン・色は変更になる可能性がございます ※2021年末までのご契約者様対象

期間限定
2021年
2月10日～6月30

日

2



要点がまとまっており，
全体的に勉強しやすい！
　　　　　　　　　　　（卒後1年目）

実臨床に活かせる
内容が多い！
　　　　　　　（卒後2年目）

■通常号（月刊12冊）

本体52,200円＋税

■通常号（月刊12冊） + WEB版

■通常号（月刊12冊）
　＋ 増刊（6冊） + WEB版

4つのプランで随時受付中！

■通常号（月刊12冊）
　＋ 増刊（6冊）

年間定期購読の

継続的に幅広い知識を身につけ、研修を充実させる！！

発行後すぐ
お手元に

送料無料

※海外からのご購読は送料実費となります
※WEB版の閲覧期間は、冊子発行から2年間となります
※「レジデントノート定期購読WEB版」は原則としてご契約いただいた羊土社会員の個人の方のみご利用いただけます
※価格は改定される場合があります

継続して
広範囲の

   内容を学べる！

定期的な
勉強の
きっかけに
  なった！

年間を通じて
満遍なく
 勉強できる！

定
期
購
読
者
の
声

本体24,000円＋税

本体55,800円＋税

本体27,600円＋税
冊子のみ WEB版（通常号のみ）購読プラン

定期購読者限定プラン！

大好評 WEB版
レジデントノート通常号（月刊）がWEBブラウザでもご覧いただけます
困ったときにその場で見られる研修医にピッタリのプランです

レジデントノートは現場の皆さまの声を聞きながら、「研修医が現場で
困っていること」や「意外と教わらないこと」、「研修中に必ず身につけた
いこと」を取り上げます。
また解説は、具体的にわかりやすく、をめざしています。
救急外来や病棟で役立つのはもちろん、新しい科をローテートするとき
や、あるテーマについて一通り勉強したいときにも、１冊にコンパクトに
まとまったレジデントノートはちょうどよいと好評です。
創刊23年目、ますます読者の皆さまに寄り添い、臨床力アップにつな
がる内容をお届けします。ぜひどの号もお見逃しなく！

カラーで，
図・表も多く，
読みやすい！
　　　 （卒後1年目）

は
とことん現場主義を貫いた
研修医の必読誌！

定期購読キャンペーン実施中！
お申込の方お申込の方
全員に全員に

プレゼント!プレゼント!

新規 お申込の方は 継続 お申込の方は

オリジナル
ペンライト からだのトリビア

教えます Part 2

書籍
こんなにも面白い医学の世界

（瞳孔ゲージ付）

をプレゼント！ を進呈！
※デザイン・色は変更になる可能性がございます ※2021年末までのご契約者様対象

期間限定
2021年
2月10日～6月30

日

3



■ 毎月1日発行　■ B5判 オールカラー　■ 定価（本体2,000円＋税）

月刊

研修医を卒業した方のための，研修医指導「虎の巻」．
文献解説も充実した大好評連載です．
研修医を卒業した方のための，研修医指導「虎の巻」．
文献解説も充実した大好評連載です．

当直中，病棟からのコールに毎回ドキドキする方も多い
はず．自信を持って対応するためには，何を考えて，どう
行動するべきだったのか……．チーフレジデントと振り
返りながら，一緒に病棟コールに強くなろう！

当直中，病棟からのコールに毎回ドキドキする方も多い
はず．自信を持って対応するためには，何を考えて，どう
行動するべきだったのか……．チーフレジデントと振り
返りながら，一緒に病棟コールに強くなろう！

日常よく使う治療薬の選択の根拠と実際の使い方を，
専門医師が紹介・解説します．
日常よく使う治療薬の選択の根拠と実際の使い方を，
専門医師が紹介・解説します．

監／POC超音波研究会
広報委員会

著／藤野貴久

それゆけ！ 
エコー・レジデント！

臨床の最前線で使えるエコーの魅力を，研修医Aくん
＝“エコー・レジデント”の経験するさまざまな症例を
通してお届けします．

臨床の最前線で使えるエコーの魅力を，研修医Aくん
＝“エコー・レジデント”の経験するさまざまな症例を
通してお届けします．

編集／矢加部大輔

以下続刊

症候別に身につける
心電図のキホンと
現場での対応

心電図はただ読むだけではなく，得られた情報をどう
活かすかが大切です．そこで救急外来でよく出合う
主訴ごとに，着目すべき心電図のポイントから具体的
な行動までをまとめました．スタートダッシュに役立
つ知識が満載です．

心電図はただ読むだけではなく，得られた情報をどう
活かすかが大切です．そこで救急外来でよく出合う
主訴ごとに，着目すべき心電図のポイントから具体的
な行動までをまとめました．スタートダッシュに役立
つ知識が満載です．

大人気
連載

（Vol.23-No.3）
5月号
誰も教えてくれなかった、
本当に役立つ
入院時指示の出し方

患者さん・医師・メディカルスタッフ
皆が心地よくすごせる入院時指示の
出し方・Dr.Call時の動き方を解説！

編集／松原知康，宮崎紀樹

（Vol.23-No.4）
6月号

血液ガスドリル

編集／北村浩一

検査値からどのように
病態を読み取り，診断・治療に
結びつけていくのかがわかる！

（Vol.23-No.6）
7月号

編集／藪田　実

絶対に
見逃してはいけない
画像診断8疾患

最悪の事態を回避するために！ 
医師として必ず知っておくべき
画像所見がこれだ！

よく使う日常治療薬の正しい使い方

著／林　寛之

病棟コールの対応、
おまかせください！

Step Beyond Resident

この春からの特集テーマをご紹介！（タイトルはすべて仮題）

（Vol.23-No.1）
4月号

● 実践！画像診断 Q&A　● なるほど わかった！日常診療のズバリ基本講座　● Dr.ヤンデルの 勝手に索引作ります！　 
● こんなにも面白い医学の世界　からだのトリビア教えます　● 対岸の火事、他山の石　など ほかにも盛りだくさん！

毎号読める！連載のご案内

心電図を有用なツールとして活用しよう！

新連載

研修生活
を応援！

気軽に
 読める！

実用的！
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2021年3月号（Vol.22 No.18）

救急・ICUで使う 
循環器の薬に強くなる！
緊急の循環管理を迷わず行うための、 
処方の考え方・具体的な使い方を教えます

編集／西山　慶
■ISBN978-4-7581-1658-9

2021年2月号（Vol.22 No.16）

救急外来・ICUでの 
採血検査
何がどこまでわかるのか？診療に 
どう活きるのか？いつも行う検査の 
選択・解釈の基本を教えます
編集／志馬伸朗
■ISBN978-4-7581-1656-5

2021年1月号（Vol.22 No.15）

精神科研修のエッセンスが 
まるごとわかる
医療面接の基本や精神症状への対応など、 
どの科でも必ず役立つ基本事項を 
身につけよう！
編集／西村勝治
■ISBN978-4-7581-1655-8

2020年12月号（Vol.22 No.13）

外科研修がはじまった！
栄養管理、疼痛・感染対策、外傷対応など 
初期研修中に会得しておきたい外科的素養

編集／今村清隆
■ISBN978-4-7581-1653-4

2020年11月号（Vol.22 No.12）

頭部CT・MRIが 
読めるようになる
異常を見分けるためにまず押さえたい、 
解剖・撮像法・よく出会う疾患の読影法

編集／横田　元
■ISBN978-4-7581-1652-7

2020年10月号（Vol.22 No.10）

救急でもう騙されない！ 
ミミックとカメレオン
紛らわしい疾患たちを見抜いて 
正しく診断・対処する

編集／松原知康，宮崎紀樹
■ISBN978-4-7581-1650-3

2020年9月号（Vol.22 No.9）

ICUの機器を 
使いこなそう
そのアラーム音は緊急か？ 
異常を逃さず、適切に介入するためのキホン

編集／古川力丸，石川淳哉
■ISBN978-4-7581-1649-7

2020年7月号（Vol.22 No.6）

中心静脈カテーテル
穿刺・留置のコツがわかる！
適応の判断から手技のポイント・合併症の 
対応まで、安全な実践に直結するための 
基本を身につけよう
編集／佐藤暢夫，野村岳志
■ISBN978-4-7581-1646-6

2020年8月号（Vol.22 No.7）

医学情報を獲りに行け！
情報を自ら選び取って臨床に活かす、 
これからの研修医の生涯学習法

編集／舩越　拓
■ISBN978-4-7581-1647-3

2020年6月号（Vol.22 No.4）

コンサルトドリル
身近な症例から学ぶ、 
情報の的確な集め方・伝え方

編集／宗像源之，山中克郎
■ISBN978-4-7581-1644-2

2020年5月号（Vol.22 No.3）

輸液ドリル
実践に役立つ基本がわかる問題集

編集／西﨑祐史
■ISBN978-4-7581-1643-5

2020年4月号（Vol.22 No.1）

救急ドリル
症例ベースの問題集で身につける、 
救急外来での思考回路と動き方

編集／坂本　壮
■ISBN978-4-7581-1641-1

■ 毎月1日発行　■ B5判 オールカラー　■ 定価（本体2,000円＋税）
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レジデントノート　　バックナンバーのご紹介レジデントノート　　バックナンバーのご紹介月刊月刊 2020年度
2020年4月～2021年3月まで



2021年2月発行（Vol.22 No.17）

複雑度別の症例で学ぶ
マルチモビディティ診療の 
考え方と動き方
多疾患併存状態を読み解き、治療の 
優先順位をつけ、適切にアプローチする
編集／佐藤健太
■ISBN978-4-7581-1657-2　■定価（本体4,700円＋税）

2020年12月発行（Vol.22 No.14）

できる！使いたくなる！
腹部エコー
解剖学的知識と臓器別の走査・描出のコツ、 
異常所見を学ぶ

編集／岡庭信司
■ISBN978-4-7581-1654-1　■定価（本体4,700円＋税）

2020年10月発行（Vol.22 No.11）

がん患者の診かた・接し方
病棟・外来の最前線でできること
副作用・合併症・急性症状に対応する、 
納得の緩和ケアを目指し、家族とも 
適切に対話する
編集／山内照夫
■ISBN978-4-7581-1651-0　■定価（本体4,700円＋税）

2020年8月発行（Vol.22 No.8）

日常診療の 
質が上がる新常識
疾患、治療法、薬剤など明日からの 
診療が変わる21項目

編集／仲里信彦
■ISBN978-4-7581-1648-0　■定価（本体4,700円＋税）

■ Ｂ5判　■ 年６冊発行　■ 定価（本体4,700円＋税）

増刊
保存版！

自分を
 高める！

１テーマを
深堀り！

この春からの増刊テーマをご紹介！

Common Diseaseにおける
ステロイドの使い方　
（仮題）

編集／蓑田正祐

研修医こそ知っておくべき
生理学・解剖学 覚えなおし！
（仮題）

編集／萩平　哲

2021年

4月発行
（Vol.23-No.2）

2021年

6月発行
（Vol.23-No.5）

2021年

8月発行
（Vol.23-No.8）

以下続刊

患者さんの訴え（言葉）を症候に置き換えて鑑別
疾患をあげ，鑑別を絞るために必要な診察・検査を
行い，診断をつけるまでの道筋をトレーニング！

患者さんの訴え（言葉）を症候に置き換えて鑑別
疾患をあげ，鑑別を絞るために必要な診察・検査を
行い，診断をつけるまでの道筋をトレーニング！

レジデントノート　　バックナンバーのご紹介レジデントノート　　バックナンバーのご紹介増刊増刊 2019，2020年度
2019年4月～2021年3月まで

編集／鋪野紀好

エキスパートの診断戦略で解き明かす
必ず押さえておきたい23症候

症候診断ドリル 診断までの思考プロセスが身につく！

よく出合う疾患での使い方や副作用対策など，
研修医が関わるステロイドの解説を1冊に凝縮！

絶対に勉強したはずのあの知識．臨床現場に
結びつけるために，もう一度勉強しませんか？
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先輩たちに
特に読まれ

ている

大好評の
ロングセラ

ー！

2020年6月発行（Vol.22 No.5）

改訂版
糖尿病薬・インスリン治療
基本と使い分けUpdate
新しい薬剤・デバイス・エビデンスも理解し、 
ベストな血糖管理を！
編集／弘世貴久
■ISBN978-4-7581-1645-9　■定価（本体4,700円＋税）

2020年4月発行（Vol.22 No.2）

2018年10月発行（Vol.20 No.11）

2016年２月発行（Vol.17 No.17） 2018年2月発行（Vol.19 No.17）

画像診断ドリル
救急医と放射線科医が伝授する 
適切なオーダーと読影法

救急・ICUの頻用薬を 
使いこなせ！
薬の実践的な選び方や調整・投与方法が 
わかり、現場で迷わず処方できる

栄養療法が 
わかる！できる！
プレゼンのカリスマから学ぶ基本知識と 
症例問題で身につく実践力で、治療がグッと 
うまくいく！

小児救急の基本
「子どもは苦手」を克服しよう！ 

熱が下がらない、頭をぶつけた、泣き止まない、 
保護者への説明どうする？など、 
あらゆる「困った」の答えがみつかる！

編集／藪田　実，篠塚　健
■ISBN978-4-7581-1642-8　■定価（本体4,700円＋税）

編集／志馬伸朗
■ISBN978-4-7581-1615-2　■定価（本体4,700円+税）

編集／泉野浩生
■ISBN978-4-7581-1564-3　■定価（本体4,500円+税）

編集／鉄原健一
■ISBN978-4-7581-1603-9　■定価（本体4,700円+税）

救急・ICUでよく使う薬の使い方を希釈方法から実践的に解説！

診療力が確実に上がる！栄養療法の基本と実践が身につく入門書 「成人とどこまで一緒でどこから違うか」の境界を意識して解説！

■ Ｂ5判　■ 年６冊発行　■ 定価（本体4,700円＋税）

増刊
保存版！

自分を
 高める！

１テーマを
深堀り！

この春からの増刊テーマをご紹介！

Common Diseaseにおける
ステロイドの使い方　
（仮題）

編集／蓑田正祐

研修医こそ知っておくべき
生理学・解剖学 覚えなおし！
（仮題）

編集／萩平　哲

2021年

4月発行
（Vol.23-No.2）

2021年

6月発行
（Vol.23-No.5）

2021年

8月発行
（Vol.23-No.8）

以下続刊

患者さんの訴え（言葉）を症候に置き換えて鑑別
疾患をあげ，鑑別を絞るために必要な診察・検査を
行い，診断をつけるまでの道筋をトレーニング！

患者さんの訴え（言葉）を症候に置き換えて鑑別
疾患をあげ，鑑別を絞るために必要な診察・検査を
行い，診断をつけるまでの道筋をトレーニング！

レジデントノート　　バックナンバーのご紹介レジデントノート　　バックナンバーのご紹介増刊増刊 2019，2020年度
2019年4月～2021年3月まで

編集／鋪野紀好

エキスパートの診断戦略で解き明かす
必ず押さえておきたい23症候

症候診断ドリル 診断までの思考プロセスが身につく！

よく出合う疾患での使い方や副作用対策など，
研修医が関わるステロイドの解説を1冊に凝縮！

絶対に勉強したはずのあの知識．臨床現場に
結びつけるために，もう一度勉強しませんか？

2020年2月発行（Vol.21 No.17）

骨折を 
救急で見逃さない！
難易度別の症例画像で上がる診断力

著／小淵岳恒
■ISBN978-4-7581-1639-8　■定価（本体4,700円＋税）

2019年12月発行（Vol.21 No.14）

集中治療の基本、 
まずはここから！
臓器別の評価のしかたと 
重症患者管理のポイントがわかる

編集／瀬尾龍太郎
■ISBN978-4-7581-1636-7　■定価（本体4,700円＋税）

2019年10月発行（Vol.21 No.11）

臨床写真図鑑―コモンな疾患編
集まれ！よくみる疾患の注目所見
あらゆる科で役立つ、 
知識・経験・着眼点をシェアする81症例

編集／忽那賢志
■ISBN978-4-7581-1633-6　■定価（本体4,700円＋税）

2019年8月発行（Vol.21 No.8）

ホスピタリスト直伝！ 
入院診療　虎の巻
“いつ”“何をすべきか”がわかり、 
内科急性期に強くなる！

編集／平岡栄治，江原　淳
■ISBN978-4-7581-1630-5　■定価（本体4,700円＋税）

2019年6月発行（Vol.21 No.5）

同効薬、納得の使い分け
根拠からわかる！症例でわかる！

編集／片岡仁美
■ISBN978-4-7581-1627-5　■定価（本体4,700円＋税）

2019年4月発行（Vol.21 No.2）

心電図診断ドリル
波形のここに注目！

編集／森田　宏
■ISBN978-4-7581-1624-4　■定価（本体4,700円＋税）
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研修医に愛され続けて15年！ 基本をすべて網羅した大定番書！

外科研修で「何をすべきか」がわかる１冊！

ICUに必須の知識はこの1冊で完全網羅！ 初期研修医向け外科手術の定番書！

研修医のための
見える・わかる外科手術

「どんな手術？ 何をするの？」 
基本と手順がイラスト300点で 
イメージできる

畑　啓昭／編
■定価（本体4,200円＋税）　■A5判　 
■367頁　■ISBN978-4-7581-1780-7

心電図の読み方
パーフェクトマニュアル
理論と波形パターンで徹底トレーニング！

研修医のための
外科の診かた、動きかた
写真と症例でイメージできる診察から 
基本手技・手術、全身管理

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

渡辺重行，山口　巖／編
■定価（本体5,800円＋税）　■A4変型判　 
■366頁　■ISBN978-4-7581-0609-2

山岸文範／著
■定価（本体 4,800円＋税）　■B5判　 
■359頁　■ISBN978-4-7581-1852-1

清水敬樹／編
■定価（本体6,600円＋税）　■A5判　
■716頁　■ISBN978-4-7581-1845-3

150症例の心電図で
読み方を完全マスターできる決定版！

「何を診て」「どう動くか」が
よくわかる外科研修の必携書！

実践を重視した
現場で頼れるロングセラー！

初期研修医向けに
研修で出会いうる50の手術の
キホンと手順を解説した１冊！

解剖学的知識も掲載

8 研修医の強い味方の定番書



麻酔科研修の必須アイテム！ 抗菌薬の超ロングセラー本

麻酔科研修
チェックノート
改訂第6版
書き込み式で研修到達目標が 
確実に身につく！

絶対わかる 
抗菌薬はじめの一歩
一目でわかる重要ポイントと 
演習問題で使い方の基本をマスター

讃岐美智義／著
■定価（本体3,400円＋税）　■B6変型判　 
■455頁　■ISBN978-4-7581-0575-0

矢野晴美／著
■定価（本体3,300円＋税）　■A5判　
■207頁　■ISBN978-4-7581-0686-3

麻酔科医に必須の知識と手技・コツを簡潔に解説．
しかも，持ち歩きできるポケットサイズ．
重要点を確認できるチェックシート付き！

必須知識を超厳選，ポイントが一目でわかり，
演習問題で応用力も鍛えられる！

研修医になったらまずはこの1冊！！ 6つのバイタルサインから病態を見抜く！

バイタルサインからの 
臨床診断　改訂版
豊富な症例演習で、 
病態を見抜く力がつく！

研修医になったら 
必ず読んでください。
診療の基本と必須手技、 
臨床的思考法からプレゼン術まで

宮城征四郎／監，入江聰五郎／著
■定価（本体 3,900円＋税）　■B5判　
■197頁　■ISBN978-4-7581-1806-4

岸本暢将，岡田正人，徳田安春／著
■定価（本体3,000円＋税）　■A5判　
■253頁　■ISBN978-4-7581-1748-7

臨床医として一人前になるために，
これだけは知っておきたいエッセンスを
達人が教えてくれます！

研修医のうちに身につけておきたい
バイタルサインの考え方を，丁寧に解説！

めざしたい道がみえてくる！ 放射線科研修の定番書

CT読影レポート、 
この画像どう書く？
解剖・所見の基礎知識と、 
よくみる疾患のレポート記載例

医師免許取得後の 
自分を輝かせる働

キ ャ リ ア
き方

15のキャリアストーリーからみえる、 
しなやかな医師人生のヒント

小黒草太／著
■定価（本体 3,800円＋税）　■A5判　 
■238頁　■ISBN978-4-7581-1191-1

園田　唯／編
■定価（本体 2,500円＋税）　■A5判　
■ 304頁　■ISBN978-4-7581-1879-8

先が見えにくい時代だからこそ，納得の道を！
先人のキャリアから学ぼう

CT読影レポートの実例満載の入門書．
これでレポートが書ける！
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癌の画像診断、 
重要所見を見逃さない
全身まるごと！各科でよく診る 
癌の鑑別とステージングがわかる

堀田昌利／著
■定価（本体 4,000円＋税）　■A5判　 
■187頁　■ISBN978-4-7581-1189-8

全身を1冊で網羅した，癌の画像診断入門書

胸部X線・CTの読み方 
やさしくやさしく 
教えます！

中島　啓／著
■定価（本体 3,600円＋税）　■A5判　
■237頁　■ISBN978-4-7581-1185-0

手順と解剖をふまえ丁寧に解説！

画像診断に
絶対強くなる
ワンポイントレッスン
病態を見抜き、サインに気づく読影のコツ
扇　和之／編　　堀田昌利，土井下　怜／著
■定価（本体3,600円＋税）　■A5判
■180頁　■ISBN978-4-7581-1174-4

画像診断のツボが楽しくスイスイわかる！

画像診断に
絶対強くなる
ワンポイントレッスン２
解剖と病態がわかって、読影のツボが身につく
扇　和之，堀田昌利／編
■定価（本体3,900円＋税）　■A5判　 
■236頁　■ISBN978-4-7581-1183-6

まだまだある！ とっておきの読影のコツ！

臨床に役立つ！
病理診断のキホン教えます

伊藤智雄／編
■定価（本体 3,700円＋税）　■A5判　
■211頁　■ISBN978-4-7581-1812-5

臨床に活かす病理の基本的な見かたが手軽に学べる入門書！

MRIに絶対強くなる
撮像法のキホンQ&A
撮像法の適応や見分け方など 
日頃の疑問に答えます！
山田哲久／監　　扇　和之／編著
■定価（本体3,800円＋税）　■A5判 
■246頁　■ISBN978-4-7581-1178-2

撮像法がわかれば，画像診断に自信がつく！

ハンディ版 ベストセラー

厳選入門書
誰もが知りたい臨床の基本を，とにかく親切にわかりやすく解説！

ハンディな，大好評の入門シリーズです！

あてて見るだけ！
劇的！ 救急エコー塾
ABCDの評価から骨折、軟部組織まで、 
ちょこっとあてるだけで役立つ手技のコツ

鈴木昭広／編
■定価（本体3,600円＋税）　■A5判　
■189頁　■ISBN978-4-7581-1747-0

救急診療で今日から役立つエコーの使い方をやさしく解説

人工呼吸に活かす！
呼吸生理がわかる、 
好きになる
臨床現場でのモヤモヤも解決！

田中竜馬／著
■定価（本体3,300円＋税）　■A5判　 
■287頁　■ISBN978-4-7581-1734-0

呼吸管理に自信がつく！

MRIに強くなるための
原理の基本
やさしく、深く教えます
物理オンチでも大丈夫。 
撮像・読影の基本から最新技術まで
山下康行／著
■定価（本体 3,500円＋税）　■A5判　
■166頁　■ISBN978-4-7581-1186-7

MRIの原理を知って撮像・読影に強くなろう！

診断に自信がつく
検査値の読み方教えます！
異常値に惑わされない 
病態生理と検査特性の理解

野口善令／編
■定価（本体3,600円＋税）　■A5判　 
■318頁　■ISBN978-4-7581-1743-2

異常値の意味がわかる！ 診断に活かす考え方が身につく！
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Dr.鈴木の13カ条の原則で
不明熱に絶対強くなる
ケースで身につく究極の診断プロセス

鈴木富雄／著
■定価（本体3,400円＋税）　■A5判　 
■175頁　■ISBN978-4-7581-1768-5

不明熱診断が苦手な方必読！Dr鈴木の「13カ条の原則」

Dr.浅岡の
本当にわかる漢方薬
日常診療にどう活かすか?  
漢方薬の特徴、理解の仕方から実践まで解説. 
さまざまな疑問の答えがみつかる!
浅岡俊之／著
■定価（本体3,700円＋税）　■A5判　 
■197頁　■ISBN978-4-7581-1732-6

漢方の講演で人気のDr.浅岡，初の書き下ろし．

内科医のための
不眠診療はじめの一歩
誰も教えてくれなかった対応と処方のコツ

小川朝生，谷口充孝／編
■定価（本体3,500円＋税）　■A5判　 
■221頁　■ISBN978-4-7581-1730-2

色 な々「眠れない」への処方例が満載！

酸塩基平衡、 
水・電解質が好きになる
簡単なルールと演習問題で輸液をマスター

今井裕一／著
■定価（本体2,800円＋税）　■A5判　
■202頁　■ISBN978-4-7581-0628-3

今日から輸液を使いこなせる！

治療に活かす！
栄養療法はじめの一歩

清水健一郎／著
■定価（本体3,300円＋税）　■A5判　
■287頁　■ISBN978-4-7581-0892-8

なんとなく行っていた栄養療法に自信がつく！

内科医のための
やさしくわかる眼の診かた
超コモンから救急まで 
“眼底”“眼圧”なしでもここまで診れる！

若原直人／著
■定価（本体 3,700円＋税）　■A5判　 
■231頁　■ISBN978-4-7581-1801-9

今までなかった“内科医”目線の眼科本！

自信がもてる！
せん妄診療 はじめの一歩
誰も教えてくれなかった対応と処方のコツ

小川朝生／著
■定価（本体3,300円＋税）　■A5判 
■191頁　■ISBN978-4-7581-1758-6

ケーススタディ付き．病棟担当医は必読！

救急での 
精神科対応はじめの一歩
初期対応のポイントから退室時のフォローまで
基本をやさしく教えます

本当にわかる
精神科の薬 
はじめの一歩　改訂版
具体的な処方例で経過に応じた薬物療法の 
考え方が身につく！

北元　健／著
■定価（本体 3,600円＋税）　■A5判　 
■171頁　■ISBN978-4-7581-1858-3

稲田　健／編
■定価（本体 3,300円＋税）　■A5判　 
■285頁　■ISBN978-4-7581-1827-9

精神科初心者のための入門書！ 精神科の薬の基本と実践がわかる！

輸液ができる、 
好きになる
考え方がわかるQ&Aと 
処方計算ツールで実践力アップ

今井裕一／著 
■定価（本体3,200円＋税）　■A5判　
■254頁　■ISBN978-4-7581-0691-7

必須知識をやさしく解説！ 自動計算ソフト付き！！

教えて！ ICU
集中治療に強くなる

早川　桂，清水敬樹／著
■定価（本体3,800円＋税）　■A5判　 
■239頁　■ISBN978-4-7581-1731-9

ＩＣＵ診療のツボがわかる入門書．2巻，3巻も発売中！

ICUから始める 
離床の基本
あなたの施設でできる 
早期離床のヒケツ教えます！

劉　啓文，小倉崇以／著
■定価（本体 3,500円＋税）　■A5判　 
■224頁　■ISBN978-4-7581-1853-8

ICUに早期離床を導入したい！という人のための入門書
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日常診療に必要な能力をUPするためのコツや，
コミュニケーションまですべての科で役立つ内容！ 
先輩たちにも大人気の書籍です！

診断力を鍛える！　
症候足し算
症候の組合せから 
鑑別疾患を想起するトレーニング

山中克郎／監
北　啓一朗，三浦太郎／著
■定価（本体 2,800円＋税）　■B6変型判　
■215頁　■ISBN978-4-7581-1817-0

症状と疾患を足し算で表わした，診断力強化ドリル！

闘魂外来
―医学生・研修医の
　君が主役！
病歴・フィジカルから情報検索まで 
臨床実践力の鍛え方を伝授します

徳田安春／編
■定価（本体 3,000円＋税）　■B5判　
■206頁　■ISBN978-4-7581-1825-5

超人気指導医が診療の極意を熱くレクチャー！

みんなで解決！
病棟のギモン
研修医のリアルな質問に答えます

香坂　俊／監　吉野鉄大，宇野俊介／編
■定価（本体 3,900円＋税）　■A5判　 
■368頁　■ISBN978-4-7581-1867-5

臨床の疑問を自分で解決するプロセスも学べる！

あらゆる診療科で役立つ 
アトピー性皮膚炎アトラス
典型疹から間違えやすい皮疹まで243点の
症例写真で「これってアトピー？」に答える！

出来尾　格／著
■定価（本体 3,800円＋税）　■A5判　
■222頁　■ISBN978-4-7581-1874-3

アトピーの症例写真243点を集めたアトラスが登場！

THE 「手あて」の医療
身体診察・医療面接の
ギモンに答えます

平島　修／編
■定価（本体 3,800円＋税）　■B5判　
■234頁　■ISBN978-4-7581-1847-7

“現場に出てはじめて気づく”身体診察・医療面接の疑問を解決！

ABC of 臨床推論
診断エラーを回避する

宮田靖志／監訳
Nicola Cooper，John Frain／原書編集
■定価（本体 3,200円＋税）　■B5判　
■120頁　■ISBN978-4-7581-1848-4

診断エラーの最新知見を交え臨床推論の基本を解説！

ABC of 医療 
プロフェッショナリズム

宮田靖志／監訳
Nicola Cooper，Anna Frain， 
John Frain／原書編集
■定価（本体 3,600円＋税）　■B5判　 
■151頁　■ISBN978-4-7581-1869-9

信頼される医師になるための最も基本！

ABC of 臨床 
コミュニケーション
医療をスムーズにする 
“伝える/聞き取る”技術

坂本　壮，髙橋宏瑞，小森大輝／訳
Nicola Cooper，John Frain／原書編集
■定価（本体 3,600円＋税）　■B5判　 
■143頁　■ISBN978-4-7581-1870-5

患者・同僚とのコミュニケーションを基礎から学ぶ！

日常診療で困った時は
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排尿障害で患者さんが 
困っていませんか？
泌尿器科医が教える 
 「尿が頻回・尿が出ない」の正しい診方と、 
排尿管理のコツ

影山慎二／著
■定価（本体 3,700円＋税）　■A5判　 
■183頁　■ISBN978-4-7581-1794-4

何を診るか，どう考えるか，どこまでやるか

せん妄診療
実践マニュアル

井上真一郎／著
■定価（本体 3,300円＋税）　■B6変型判　 
■197頁　■ISBN978-4-7581-1862-0

岡山大学病院精神科リエゾンチームの診療ノウハウを一挙公開！

非専門医が診るしびれ
しびれパターンによる分類と 
病態生理からわかる鑑別疾患

塩尻俊明／著
■定価（本体 4,500円＋税）　■B5判　
■190頁　■ISBN978-4-7581-1840-8

しびれパターンと病態生理をビジュアル化！

ケースでわかる
リウマチ・膠原病診療 
ハンドブック
的確な診断と上手なフォローのための 
臨床パール

萩野　昇／編
■定価（本体 5,700円＋税）　■ A5判　
■ 520頁　■ ISBN-978-4-7581-1890-3

リウマチ・膠原病診療のバリエーションに強くなる実践書！

Gノート2020年12月号 Vol.7 No.8
内科診療の幅がグンと広がる！
心療内科的アプローチ
これって心身症？ 
患者さんの“治す力”を引き出すミカタ

大武陽一，森川　暢，酒井清裕／編
■定価（本体 2,800円＋税）　■B5判
■180頁　■ISBN978-4-7581-2350-1

心療内科医がよく出合う心身症の診かたを伝授

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」
“患者背景からPitfall、 
今後のマネジメントまで” 
デキる医師の思考プロセス完全版

佐田竜一／編
■定価（本体 3,800円＋税）　■B5判　
■198頁　■ISBN978-4-7581-1789-0

この1冊で見逃しのない感染症診療ができる！

その患者さん、 
リハ必要ですよ！！
病棟で、外来で、今すぐ役立つ！評価・オーダー・
運動療法、実践リハビリテーションのコツ

若林秀隆／編
岡田唯男，北西史直／編集協力
■定価（本体 3,500円＋税）　■A5判　 
■270頁　■ISBN978-4-7581-1786-9

すべての医師必読のリハ入門書！ 

Gノート別冊
Common Diseaseの
診療ガイドライン
総合診療における診断・治療の要点と 
現場での実際の考え方

横林賢一，渡邉隆将，齋木啓子／編
■定価（本体 4,600円＋税）　■B5判　
■319頁　■ISBN978-4-7581-1809-5

一般内科，総合診療で使うガイドラインを1冊に

Gノート増刊 Vol.6 No.6
なめたらアカン風邪診療
あなたのいつもの診療、 
見られてますよ！

藤田浩二／編
■定価（定価（本体 4,800円＋税）　■B5判　
■221頁　■ISBN978-4-7581-2340-2

隠れた致死的疾患も見逃さない！しくじらない風邪の診かた

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
松村正巳／編
■定価（本体 4,800円＋税）　■B5判　 
■169頁　■ISBN978-4-7581-2336-5

診断困難症例に出会った時の考え方と対処法がわかる！

2021年3月発行予定
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やさしくわかる
ECMOの基本 
患者に優しい心臓ECMO、呼吸ECMO、
E-CPRの考え方教えます！

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

氏家良人／監
小倉崇以，青景聡之／著
■定価（本体 4,200円＋税）　■A5判　
■200頁　■ISBN978-4-7581-1823-1

青山和義／著
■定価（本体 4,500円＋税）　■A4変型判　
■308頁　■ISBN978-4-7581-1120-1

コンセプトがわかれば，ECMOも怖くない！

術者目線の豊富な写真とイラストで成功のコツがわかる！

見えない発作を見逃さない！
ICUでの脳波モニタリング
神経集中治療に強くなる

江川悟史／編
■定価（本体4,000円＋税）　■A5判　
■約250頁　■ISBN978-4-7581-1892-7

ICUにおける脳波モニタリングの入門書

ER
実践ハンドブック
現場で活きる初期対応の 
手順と判断の指針

ERでの創処置
縫合・治療のスタンダード
原著第4版

樫山鉄矢，清水敬樹／編
■定価（本体5,900円＋税）　■A5判　
■620頁　■ISBN978-4-7581-1781-4

Alexander T. Trott／原著
岡　正二郎／監訳
■定価（本体 10,000円＋税）　■B5判　 
■324頁　■ISBN978-4-7581-1856-9

必要なとき知りたい情報をサッと探せる，頼りになる１冊 救急での創処置の基本を平易な表現と豊富なイラストで解説！

救急・ICUで困らないために
便利なポケット版のマニュアルから，
困ったときに役立つ完全ガイドまで，
緊張感あふれる現場で困らないための
必要な知識と技術が身につく！

Dr.竜馬の
やさしくわかる集中治療
内分泌・消化器編
内科疾患の重症化対応に自信がつく！

田中竜馬／著
■定価（本体 4,000円＋税）　■A5判　
■431頁　■ISBN978-4-7581-1810-1

重症化対応の基本と考え方が身につく！

Dr.竜馬の
やさしくわかる集中治療
循環・呼吸編　改訂版
内科疾患の重症化対応に自信がつく！

田中竜馬／著
■定価（本体 4,000円＋税）　■A5判　
■408頁　■ISBN978-4-7581-1883-5

田中竜馬先生の大好評書が大幅改訂！

2021年3月発行予定

2021年3月発行予定

成功につながる！
中心静脈穿刺 
ビジュアルガイド
解剖を理解し、確実な手順・方法と 
合併症対策を身につける

松島久雄，徳嶺譲芳／監　杉木大輔／編
■定価（本体 4,800円＋税）　■A4変型判　
■約150頁　■ISBN978-4-7581-2370-9

部位別の穿刺方法がリアルにわかり，手技に自信がつく！

Now Printing

Now Printing
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よくわかる輸血学
第３版
必ず知っておきたい輸血の 
基礎知識と検査・治療のポイント

大久保光夫，前田平生／著
■定価（本体 4,200円＋税）　■B5判　
■207頁　■ISBN978-4-7581-1832-3

要点がまとまっていると大好評の輸血の入門書！

人工呼吸管理に 
強くなる
人工呼吸の基礎から病態に応じた設定， 
トラブル対応まで，誰も教えてくれなかった 
人工呼吸管理のABC

讃井將満，大庭祐二／編
■定価（本体4,700円＋税）　■B5判　  
■309頁　■ISBN978-4-7581-0697-9

人工呼吸管理の基本をとことん噛み砕いて解説

Dr.竜馬の 
病態で考える
人工呼吸管理
人工呼吸器設定の根拠を病態から理解し、 
ケーススタディで実践力をアップ！

田中竜馬／著
■定価（本体5,000円＋税）　■B5判　 
■380頁　■ISBN978-4-7581-1756-2

病態に応じた，患者にやさしい人工呼吸管理をめざす！

改訂版
ステップビヨンドレジデント❶
救急診療のキホン編　Part1
心肺蘇生や心電図、アルコール救急、 
ポリファーマシーなどにモリモリ強くなる！

林　寛之／著
■定価（本体 4,500円＋税）　■B5判　 
■400頁　■ISBN978-4-7581-1821-7

救急診療の技術と知識を“ハヤシ節”でやさしく伝授！

研修医に絶対必要な
器具・器械がわかる本。
使い方と使い分けマスターガイド

野村　悠，田中　拓，箕輪良行／編
■定価（本体2,900円＋税）　■B6変型判　 
■237頁　■ISBN978-4-7581-1775-3

同じような器具だけど，どう違う？どう使う？

救急ICU薬剤ノート
希釈まで早わかり！

清水敬樹／編
■定価（本体4,500円＋税）　■B6変型判 
■375頁　■ISBN978-4-7581-1764-7

超具体的な希釈法が，ぱっと開いてすぐにわかる

救急・ICUで困らないために

救急・ICUの 
体液管理に強くなる
病態生理から理解する輸液、利尿薬、 
循環作動薬の考え方、使い方

小林修三，土井研人／編
■定価（本体4,600円＋税）　■B5判　 
■367頁　■ISBN978-4-7581-1777-7

呼吸・循環を中心とした全身管理に役立つ！

わかって動ける！
人工呼吸管理 
ポケットブック　改訂版
設定から管理・トラブル対応まで 
すぐに役立つ、必須知識とチェックリスト

志馬伸朗／編
■定価（本体 3,600円＋税）　■B6変型判　
■270頁　■ISBN978-4-7581-1884-2

救急や集中治療の現場で必要な知識がこの１冊に凝縮！

教えて！救急
整形外科疾患のミカタ
初期診療の見逃し回避から 
適切なコンサルテーションまで

斉藤　究／編
■定価（本体4,300円＋税）　■B5判　 
■287頁　■ISBN978-4-7581-1759-3

救急でよく出会う整形外傷の診かたのコツを学ぶ

臨床にダイレクトにつながる
循環生理
たったこれだけで、驚くほどわかる！

百村伸一／監 
石黒芳紀，讃井將満／監訳 
Richard E. Klabunde／著
■定価（本体5,200円＋税）　■B5判　 
■271頁　■ISBN978-4-7581-1761-6

循環生理のモヤモヤをこの1冊で解消！
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栄養療法ドリル
評価・指示の出し方から病態の考え方まで 
まるっとわかる100問

検査値ドリル
基礎・応用から鍛える、 
診断につながるポイントを見抜く力

泉野浩生／編
■定価（本体 4,000円＋税）　■B5判
■336頁　■ISBN978-4-7581-0912-3

神田善伸／編
■定価（本体 4,300円＋税）　■B5判
■約260頁　■ISBN978-4-7581-1895-8

「栄養療法」の基礎から実践まで，
まるっと学べる100問！

膨大な検査情報の何に注目して，
どう解釈するの？が解消する１冊

レジデントノート増刊 Vol.22 No.2
画像診断ドリル
救急医と放射線科医が伝授する 
適切なオーダーと読影法

藪田　実，篠塚　健／編
■定価（本体 4,700円＋税）　■B5判　
■263頁　■ISBN978-4-7581-1642-8

救急医と放射線科医が画像診断にて
見逃さないための極意を伝授！

レジデントノート増刊 Vol.21 No.2
心電図診断ドリル
波形のここに注目！

森田　宏／編
■定価（本体 4,700円＋税）　■B5判　
■271頁　■ISBN978-4-7581-1624-4

ドリルの反復練習で心電図判読の
着眼点を知り，診断力を高める！

知識の整理・定着に知識の整理・定着に「「ドリルドリル」」を解こうを解こう
研修医にとって馴染み深い問題集形式！
繰り返し解くことで苦手克服＆知識がしっかり身につきます．
君は何問正解できるか？ぜひ挑戦してください！

100倍楽しくなる
麻酔科研修30日ドリル

青山和義，讃岐美智義／著
■定価（本体 2,900円＋税）　■B5変型判　
■219頁　■ISBN978-4-7581-1112-6

研修の予習・復習がバッチリできるワークブック

抗菌薬ドリル
感染症診療に強くなる問題集

抗菌薬ドリル
実践編
臨床現場で必要な力が試される 
感染症の「リアル」問題集

羽田野義郎／編
■定価（本体 3,600円＋税）　■B5判　 
■182頁　■ISBN978-4-7581-1844-6

羽田野義郎／編
■定価（本体 3,600円＋税）　■B5判　 
■245頁　■ISBN978-4-7581-1866-8

レジデントノート人気特集を単行本化！
抗菌薬・感染症の極意を親しみやすいドリル形式で解説

好評書の第2弾！
解くほど現場感覚が身につく80問

2021年4月発行予定

2021年2月発行予定2021年3月発行予定

皮膚診療ドリル
あらゆる臨床医のための 

「皮疹の診かた」問題集

梅林芳弘／編
■定価（本体 4,500円＋税）　■B5判
■約230頁　■ISBN978-4-7581-1898-9

皮膚疾患を見抜く 
「視診の技術」がぐっとレベルアップする！
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そうだったのか！
絶対読めるCAG
シェーマでわかる冠動脈造影の読み方

中川義久，林　秀隆／著
■定価（本体4,500円＋税）　■A5判　 
■157頁　■ISBN978-4-7581-0756-3

造影写真・シェーマ・3DCTの組合せで
血管を立体的にイメージできる読影力が身につく！

そうだったのか！
絶対読める心電図
目でみてわかる緊急度と判読のポイント

池田隆徳／著
■定価（本体3,200円＋税）　■A5判　
■125頁　■ISBN978-4-7581-0740-2

波形アレルギーを克服したいアナタへ！ 
判読のコツを明快に伝授！

豊富な写真でわかる！
骨折・脱臼・捻挫
基本手技バイブル

湏藤啓広／編
■定価（本体 5,200円＋税）　■A4判　
■270頁　■ISBN978-4-7581-1885-9

整形外傷の初期診療を豊富な写真で
ビジュアルに解説！

画像所見から絞り込む！
頭部画像診断
やさしくスッキリ教えます

山田　惠／編
■定価（本体 4,600円＋税）　■B5判　
■295頁　■ISBN978-4-7581-1188-1

所見ごとのフローチャートで救急・外来の現場で
すぐに役立つ！研修医はまずこの１冊

画像診断画像診断・・検査検査に強くなりたいに強くなりたい
基本と実践力が身につく本や
先輩たちも使った大人気ロングセラー書籍など，
読影力の向上や検査技術の上達にオススメの書籍がめじろ押し！

そうだったのか！
絶対わかる心エコー
見てイメージできる判読・計測・評価のコツ

岩倉克臣／著
■定価（本体4,000円＋税）　■A5判　 
■171頁　■ISBN978-4-7581-0748-8

心エコー上達の第一歩に！ 
ややこしい評価法もスイスイ身につく！

やさしくわかる 
心エコーの当て方・見かた

野間　充／著
■定価（本体4,200円＋税）　■A5判　 
■200頁　■ISBN978-4-7581-0762-4

プローブの当て方と描出される画像の対応がとことん 
わかりやすい！実践的な心エコーが身につく1冊！

胸部X線カゲヨミ
「異常陰影なし」と言い切るために

中島幹男／著
■定価（本体3,600円＋税）　■B5判
■165頁　■ISBN978-4-7581-1190-4

この画像に異常所見なし！と自信をもって言える
読影手順が，やさしく身につく15話

心電図ワークアウト600
圧倒的実例で不整脈の
判読をマスター

Jane Huff／著，西原崇創／監訳
■定価（本体 5,000円＋税）　■AB判　 
■326頁　■ISBN978-4-7581-0761-7

心電図判読を身につける最短コースは
「多くの波形に触れる」こと！

2021年2月発行予定
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血液ガス・ 
酸塩基平衡に強くなる
数値をすばやく読み解くワザと輸液療法の
要点がケース演習で身につく

白髪宏司／著
■定価（本体3,600円＋税）　■B5判　 
■244頁　■ISBN978-4-7581-1735-7

素早く読み解く匠のワザと， 
いつの間にか実力がつくトレーニング

輸液療法の進め方ノート 
改訂版
体液管理の基本から手技・処方までの
ポイントがわかる実践マニュアル

杉田　学／編
■定価（本体4,500円＋税）　■B5判　 
■279頁　■ISBN978-4-7581-0678-8

輸液処方の具体例が豊富！ 
ベッドサイドで即使える実践的輸液マニュアル！

基本がわかる
漢方医学講義

日本漢方医学教育協議会／編
■定価（本体 2,200円＋税）　■B5判　
■207頁　■ISBN978-4-7581-1875-0

全国82医学部で作成した初の共通テキスト！

類似薬の使い分け
第３版
症状に合った薬の選び方と 
その根拠がわかる

藤村昭夫／編
■定価（本体 3,800円＋税）　■A5判　
■360頁　■ISBN978-4-7581-1889-7

好評書が改訂！疾患ごとに類似薬の特徴を比較して解説！

改訂第３版
ステロイドの
選び方・使い方
ハンドブック

山本一彦／編
■定価（本体 4,300円＋税）　■B6判　
■375頁　■ISBN978-4-7581-1822-4

疾患ごとにステロイド使用の基本から
減量・中止時期までを網羅した1冊！

本音で語る！
リウマチ・膠原病治療薬の 
使い方

金城光代／編
■定価（本体 5,000円＋税）　■A5判　
■288頁　■ISBN978-4-7581-1881-1

関節リウマチの治療薬を使い勝手に特化して解説！

症状と患者背景にあわせた
頻用薬の使い分け
改訂版

藤村昭夫／編
■定価（本体 3,600円＋税）　■A5判　 
■333頁　■ISBN978-4-7581-1779-1

頭痛や不眠，めまいなど，よく出合う症状別に 
頻用する薬の特徴を比較して解説

薬剤と疾患から探す 
循環器薬の使い方

池田隆徳／編
■定価（本体 5,000円＋税）　■B6変型判　 
■352頁　■ISBN978-4-7581-1868-2

循環器薬を基本情報から病態に応じた投与法まで
コンパクトに解説
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薬薬・・輸液輸液のことをよく知りたいのことをよく知りたい
ポケットサイズのマニュアル，処方ハンドブックなど，
いずれもわかりやすくまとまった，
必ず手元におきたい薬・輸液関連書籍！



スッキリわかる！
臨床統計はじめの一歩
改訂版
統計のイロハからエビデンスの 
読み解き方・活かし方まで

能登　洋／著
■定価（本体 2,800円＋税）　■A5判　 
■229頁　■ISBN978-4-7581-1833-0

ベストな医療・ケアのための統計超入門

医師としての医師としてのスキルアップスキルアップにに

外国人診療で困る 
コトバとおカネの問題

増井伸高／著
■定価（本体 2,800円＋税）　■B5判　 
■124頁　■ISBN978-4-7581-1860-6

外国人医療の場で必ず起こる２大問題である，
「言葉」と「お金」の問題の解決方法をすべて記載した虎の巻！

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

松尾貴公，水野　篤／著
■定価（本体3,200円＋税）　■A5判　 
■207頁　■ISBN978-4-7581-1850-7

まず身につけるべき，医療現場での
プレゼンの極意を教えます

やさしい英語で 
外来診療
聞きもらしのない問診のコツ

大山　優／監　安藤克利／著　 
Jason F. Hardy， 
遠藤玲奈／協力・ナレーター
■定価（本体 3,400円＋税）　■A5判　 
■246頁　■ISBN978-4-7581-1726-5

簡単表現でもしっかり伝わる診療英語を伝授

www.yodosha.co.jp/gnote

通常号　■ B5判　■ 定価（本体 2,800円+税）
■ B5判　■ 定価（本体 4,800円+税）増　刊　

SNSでも
情報発信中

すぐに役立
つ

情報誌！

Gノートの
情報は
webで

地域医療に携わりたいと思うすべての方へ！
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2 単冊購入

取り扱い書店 名前

送付先

◆ ご注文・お問い合わせ先 ◆
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-5-1

2021.02

ご注文書籍名 冊　数

冊

冊

ご注文書籍名 冊　数

冊

冊

お申し込み方法 この用紙に必要事項をご記入のうえ羊土社書籍取扱書店もしくは最寄りの書店・
学内書店・生協へお持ちいただくか，小社営業部へ直接ご注文ください．

1 レジデントノート2021年 年間定期購読

年間でのご購読をお申し込みいただきますと各号が発行され次第発送いたします．購読の開始は月刊誌からのみとさせていただきます．

※WEB版は通常号のみのサービスとなります

価格は改定される場合があります

定価（本体24,000円＋税）

WEB版

通常号 （月刊）
定価（本体52,200円＋税）
通常号（月刊）＋増刊号

定価（本体27,600円＋税）
通常号（月刊）＋

定価（本体55,800円＋税）
通常号（月刊）＋ ＋増刊号WEB版 ※※

●

●●

●

年　　　月号より　　年間 年　　　月号より　　年間

年　　　月号より　　年間 年　　　月号より　　年間

TEL 03-5282-1211
FAX 03-5282-1212
E-mail eigyo@yodosha.co.jp
URL www.yodosha.co.jp/

上記の他にも医学のトリビアや
書籍プレゼントが当たるアンケート
など、充実のコンテンツをお届け！

オススメWEBコンテンツ
本誌掲載の人気コーナーがWebでも見られます！ www.yodosha.co.jp/rn/

医学書の索引を市原先生が文脈を意識して
作り直し，その書籍の魅力，面白さを語ります

Dr.ヤンデルの
勝手に索引作ります！

月間PV10万超えの大人気コンテンツ！
ぜひ読影にチャレンジしてください！

実践！画像診断Q&A
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