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血液疾患診断・治療指針 KP00010673 中山書店 201510 PDF ¥36,300 - ¥54,500

金倉譲【編】 9784521742793

血液疾患診療ナビ　改訂２版 KP00011809 南山堂 201608 PDF ¥7,700 - ¥11,550

宮崎　仁編 9784525232924

造血器腫瘍アトラス KP00015413 日本医事新報社 201608 PDF ¥40,700 ¥40,700 ¥61,050

谷脇雅史/横田昇平/黒田純也【編著】 9784784940820

診療所／一般病院の血液診療

Ｄｏ＆Ｄｏｎ’ｔ
KP00015459

日本医事新報社 201803 PDF ¥8,140 ¥8,140 ¥12,210

岡田定【編著】 9784784957071

よくわかる輸血学　第３版 KP00016901 羊土社 201804 PDF ¥13,860 - ¥27,720

大久保光夫/前田平生 9784758118323

メディカルスタッフのための

白血病診療ハンドブック
KP00018156

中外医学社 201710 PDF ¥11,616 - ¥23,232

木崎昌弘【編著】 9784498225084

血液内科グリーンノート KP00018157 中外医学社 201710 PDF ¥16,456 - ¥32,912

木崎昌弘【編著】 9784498225060

輸血学・血液学小事典 KP00018174 中外医学社 201704 PDF ¥14,036 - ¥28,072

大坂顯通 9784498019249

内科系輸血ガイドブック KP00018206 中外医学社 201605 PDF ¥7,260 - ¥14,520

大坂顯通 9784498019225

新しいリンパ学 KP00018619 金芳堂 201502 PDF ¥9,240 - ¥13,860

加藤征治/須網博夫 9784765316255

血管と血小板 KP00018631 金芳堂 201508 PDF ¥14,080 - ¥21,120

一瀬白帝/丸山征郎/内山真一郎【編】 9784765316422

凝固と炎症 KP00018635 金芳堂 201509 PDF ¥13,200 - ¥19,800

一瀬白帝/丸山征郎/家子正裕【編】 9784765316460

抗凝固と線溶 KP00018645 金芳堂 201510 PDF ¥11,440 - ¥17,160

一瀬白帝/丸山征郎/和田英夫【編】 9784765316507

12
止血反応も炎症・免疫反応も、生体防御の戦略の中核を占める。最近の血栓止血学の大きな進歩の一つは、この

二大反応が、互いに密接にリンクして、ダイナミックに増幅と制御し合う関係にあることが判明してきたことである。本書

『新・血栓止血血管学　凝固と炎症』では、この2大生体反応のダイナミズムについて最先端の研究成果をまとめて解

説した。

13
本書は、出血対策に替わって重要になってきた抗血栓の問題を正面から扱った。各種抗凝固因子の働きから、出来

上がった塞栓が溶解される線溶系の働きを基礎から最新のpolyhedrocytesまで網羅している。血栓をつくらせない、

つくりすぎない、できたものは適切に処理！抗血栓と線溶系から血栓症・出血症を把握するための画期的な一冊。

10
リンパ管系は生理的にも重要な器官であり、炎症や悪性腫瘍などの病態にも深く関与しているが、その研究は長く血

液学の陰に隠れた状態であった。近年、それまでの基礎的研究を基盤として、リンパにかかわる病態と治療が注目され

るようになってきたことにより、微小循環器学、腫瘍学、免疫学の3つを合わせた「新しいリンパ学」という学問体系が生

まれてきた。

11
血栓や止血についての理解は、血液の凝固因子の生化学的な作用だけでなく、血管の脈管形成や血管と神経の相

互作用、血管と血液の物理的相互作用などの基礎的事実を踏まえてこそ進むと考える。そこで本書では、血小板と

血管に着目した。血栓症と出血症の制圧のため、遺伝子から全身の脈管形成まで血管と血小板の動態を網羅した

決定版である。

8
輸血学および血液学を理解するためのキーワード集。輸血学を理解するためには、その領域のみに限定するのではな

く、血液学や免疫学も重要である。そのため本書は単純な用語集ではなく、個々のキーワード自体を読み応えのある

文章で丁寧に解説している。輸血療法を行う診療科医師や研修医、看護師、医療スタッフをメインターゲットにしなが

らも、医学生や看護学生にとっても分かり易いように記載。医療者必携の1冊と言える。

9
内科医および内科系研修医に向けて輸血学の基本的知識をまとめた。輸血療法に関する書籍は数あれど、内科系

医師をメインターゲットに書かれたテキストは無い。本書では、輸血療法の総論と疾患領域別の2部構成とし、輸血療

法を選択せざるを得ない内科系医師に必要最低限の知識および輸血療法の実際を平易に解説している。また、医

師のみならず、看護師や医療スタッフも楽に通読できる、理解しやすい１冊となっている。

6
多職種が遅滞なく連携しながら質の高い白血病診療を遂行するためには、診療に関わるスタッフ全員が白血病の診

療に関する一定水準の知識を共有しておく必要があります。本書では看護師をはじめとした医療スタッフに役立つ白血

病診療の基本知識、最新の治療法や治療成績、移植医療や化学療法の知識など現場で求められる情報を精選

し、第一線のエキスパートが解説しました。

7
最高水準の診療をめざし、臨床現場で本当に必要な情報を凝縮したポケットマニュアル「グリーンノート」シリーズの血

液内科編。血液内科の臨床研修で必須とされる厳選知識をミニマムに伝えながらも、内容は網羅的である。さらに最

先端の情報にも触れ、知的好奇心も刺激される内容となっている。実臨床で活躍できる力が付く、新しい診療マニュ

アルである。

NO 書影

1
一般内科医や若手医師に向け、専門医の立場から血液疾患の診断・治療について必要な知識を解説。61疾患に

関して、病態・症状や疫学、現時点の標準治療について詳述する。

4
「血液診療で本当に大切なことは何か」がはっきり見えてきます！日常診療でチェックした血算に異常値！「具体的に

何をすべき（Do）で、何をすべきでない（Don’t）のか」をわかりやすくまとめました。患者さんへの説明の具体例もた

くさん紹介しています！

5
安全な輸血のために必須の基礎知識を、コンパクトにわかりやすくまとめた、大好評の輸血入門書！巻末には医学生

の実習に役立つ実習の手引き、各種認定試験対策に役立つセルフアセスメントテストつき！

2
～血液を専門としない医師のために～かかりつけ医が診る血液疾患だけを、わかりやすく解説するコンセプトはそのまま

に、アップデートを施した。「思春期女子の貧血への対処」「血液疾患患者が風邪をひいて来院したら」など、知って得

する項目も増補。さらに実践で使える書籍になっている。

3

第1版から続く「形態、免疫、染色体」に力点をおく基本理念を継承しながら、ゲノム・エピゲノム医学、分子標的療

法、造血幹細胞移植、免疫細胞療法などにおける最新知見を盛り込んだ、7年ぶりの全面改訂！造血器腫瘍の

WHO分類2016年版の知見にも対応し、ゲノム研究、免疫チェックポイント阻害薬や遺伝子改変T細胞療法の開

発など、ますます進歩する血液学の臨床と基礎を徹底網羅。800点を超える図表と写真を掲載し、血液学にかかわ

る医療者必携の1冊です。

内容紹介
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検査と診療 KP00018646 金芳堂 201510 PDF ¥13,200 - ¥19,800

一瀬白帝/丸山征郎/村田満【編】 9784765316514

Generalist　血液内科診療のススメ KP00018654 金芳堂 201512 PDF ¥8,360 - ¥12,540

大野辰治【著】

宮田學【企画協力】
9784765316613

POCTを活用した実践的治療

輸血による止血戦略とそのエビデンス
KP00018728

金芳堂 201612 PDF ¥7,920 - ¥11,880

山本晃士 9784765317016

実践！ 輸血ポケットマニュアル KP00018781 中外医学社 201805 PDF ¥6,776 - ¥13,552

大坂顯通/大久保光夫 9784498019287

Dr.山本のこの一冊で

血栓症がとことんわかる！
KP00018806

中外医学社 201805 PDF ¥6,292 - ¥12,584

山本晃士 9784498225121

リンパ腫アトラス　第5版 KP00018852 文光堂 201810 PDF ¥52,800 - ¥79,200

中村栄男/大島孝一/竹内賢吾/田丸淳

一/中村直哉
9784830604799

輸血学　改訂第4版 KP00018911 中外医学社 201810 PDF ¥67,760 - ¥135,520

前田平生/大戸斉/岡崎仁【編著】 9784498019133

ここが知りたい　理屈がわかる

抗凝固・抗血小板療法
KP00020164

中外医学社 201609 PDF ¥6,776 - ¥13,552

後藤信哉 9784498134287

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

血液内科　ただいま診断中！ KP00021552 中外医学社 201704 PDF ¥21,780 - ¥43,560

渡邉純一 9784498225046

看護師のための臨床輸血　第2版 KP00021575 中外医学社 201709 PDF ¥10,560 - ¥21,120

学会認定・臨床輸血看護師制度カリキュ

ラム委員会【編】
9784498075894

イラストで理解する

みんなの血液内科学
KP00021607

中外医学社 201808 PDF ¥16,500 - ¥33,000

渡邉純一 9784498225107

臨床に直結する血栓止血学　改訂2版 KP00021617 中外医学社 201810 PDF ¥32,340 - ¥64,680

朝倉英策【編著】 9784498125797
26

前版（2013年）より数多くの進展がみられる血栓止血学の領域について、専門外の読者にもわかりやすく、すぐに

役立つ知識を中心に解説した入門書の改訂2版。大幅なボリュームアップ、「ポイント」「ここがコンサルトされやすい！」

「症例紹介」「ピットフォール」「お役立ち情報」の記載などにより、「臨床に直結」した内容のさらなる充実を図りました。

血栓止血のエキスパートではない一般臨床医、血液専門医、他科専門医、研修医、臨床検査技師、薬剤師、医

学生、保健学科学生の方々に特に役立つ一冊です。

24
学会認定・臨床輸血看護師制度カリキュラム委員会のもと、学会認定・臨床輸血看護師を目指す上で必要な基本

的知識や看護能力を平易かつ分かりやすく解説したテキストの改訂第２版。講演でのスライドを元にした分かりやすい

紙面作りで使いやすさはそのままに、新たに自己血輸血の項を設けるなど、近年の動きを踏まえて最新の情報にブラッ

シュアップした。輸血看護を学び始めた初学者の自習用としても役立つ１冊になっている。

25 イラストを眺めるだけでも基本が学べる！主に医学生を対象に「血液学の面白さ」「血液学の病態生理」など、要点を

わかりやすく伝えたいという著者の思いが詰まった一冊。病態生理から疾患まで、著者の経験から生まれたツボを押さえ

た工夫と解説で血液内科学の基本がマスターできる好書！

23
本書は血液内科を専門とはしないが、血液疾患を診る可能性のあるプライマリケア医、内科医、研修医などを対象

に、血液疾患の基本的な知識と診断過程をわかりやすく解説することを目的にしている。まずは主訴や症候から始まる

診断フローチャート的な目次で疾患の各論に導かれる。各論では診断に必要な基本的な知識や重要なポイントが提

示され、その後で詳しい解説と会話形式で診断に至るまでの流れが理解しやすいように構成されている。

21 “血栓症”の原因となる血小板、凝固系、線溶系とはいったい何か、またその治療法である抗凝固・抗血小板療法に

おける薬の使い方はどうあるべきなのか。循環器内科医である著者が“血栓症”の視点からEBM的な帰納的理論より

も演繹的論理を重視して書き下ろした書。研修医のクエスチョンに理屈（構成論的論理）で応える指導医との“対

話”で学ぶ新しいスタイルの指南書。循環器内科医ならぜひ一読しておきたい一冊。

22
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。

19
1981年の初版刊行以来、絶大な支持を誇る「リンパ腫アトラス」の第5版。WHO分類第4版改訂版（2017）を

ベースに、近年進歩が著しい免疫組織化学・分子遺伝学的所見を含め、最新の知見を盛り込んだ。また、WHO分

類が対象としていない反応性・境界領域病変も取り上げている。旧版同様、精選された組織・細胞写真は、他書に

はみない大きさで多数掲載。初学者、専門家を問わず、病理医・リンパ腫診療に携わる医師、必携の書。

20
本書は1978年初版発行以来、輸血に関する最高の指導書として好評を得てきた。改訂第4版では、近年の輸血

学の著しい発展に伴い、内容を一から見直して、新たな項目も追加、全面的な改訂を行った。膨大な数の論文を参

照しながら、輸血の歴史から基礎的知識、臨床面、さらに献血組織や制度についてなど、輸血に関する全ての事柄を

網羅し、詳述している。輸血に携わる医療者や血液事業者必携のバイブルといえる。

18 血栓症は体内のあらゆる血管・臓器に起こりうるため、様々な診療科で診る必要のある疾患であり、また近年は高齢

化や生活様式の欧米化に伴い生活習慣病としての血栓性疾患患者が増加し、血栓症に対する予防、早期診断、

治療の重要性はますます高まっている。本書は血液凝固の基礎知識から血栓症の診療までのエッセンスを凝縮したガ

イドブックであり、血栓症を学びたい医療従事者のファーストチョイスとして最適の書となっている。

16 外科領域において特に多く使われている新鮮凍結血漿（FFP）と血小板製剤は適正使用が求められているが、なか

なか改善されていない。そこで本書ではFFPに代わって使用すべき血液製剤について、最新のエビデンスを吟味し、フィ

ブリノゲンを濃縮した各種製剤の使用を中心にケース別の使用プロトコルを提示した。埼玉医科大学総合医療セン

ターの重症出血患者の救命率が劇的に改善した止血戦略を公開！

17
臨床現場で行う輸血療法の知識や手技のポイントをコンパクトにまとめた。携帯性に優れたポケットサイズでありなが

ら、実地で必要な知識を網羅。最大の特徴は、輸血療法を行うプロセスに沿って、シチュエーション別に組み立ててい

ること。さらに、「なぜ」その作業を行わなければいけないのか、その理由と共に解説することで、読者が理解しやすいよう

工夫した。後半にはミニキーワード集も付いた、使い勝手抜群の頼れる1冊だ。

14
本書は、血栓症と出血症について臨床に必須な情報をあつめた。検査においては血小板系・線溶系・線溶系など多

岐にわたる血液検査から、次世代シーケンサーを使ったGWASやOmics分析まで網羅。治療においてもDOACsの課

題、血液製剤から、開発中のiPSを利用した再生医療や抗体医薬まで充実している。血栓症と出血症の、多様化す

る各種検査と治療法をわかりやすくコンパクトにまとめ、将来をも見据えた一冊。

15
各テーマに応じて、まずそのテーマについての基本情報をできるだけ簡潔にまとめ、それを踏まえたうえで、効率の良い問

診を展開し、身体所見を取り、得られた情報から検体検査の取捨選択を行い、正しい診断に至る過程について解説

した。次いで鑑別診断について、できるだけエビデンスを示しながら解説した。血液診療もこなせるようになる一冊。



◆ご注意 
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