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赤色 
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感染症関連の電子書籍コンテンツを 

2021年度版として精選してお届け致します 

KinoDenのメリット 

『感染抑制マニュアル』 KP00019171 
感染制御の基本を、施設感染対策のプロが解説します。 

ワクチン接種 

 感染  よみもの 

新型コロナウィルス感染症 

『新型インフルエンザパンデミックに 

    日本はいかに立ち向かってきたか』 KP00030230 

パンデミックが生じたその時、医療者は、行政は、社会は、 

それぞれどのような行動をとったのか。 

『新型コロナウィルス対策Q＆A６８』 KP00041108 

基礎知識、各部門での注意点、不安を訴えるスタッフや患者の
質問への回答など。全医療従事者のための決定版！！！ 

精選36タイトル 

同時アクセス１： 

384,302円（本体） 
※1点から購入可 

『まるわかりワクチンQ＆A』 KP00015424 

めまぐるしく変わる予防接種情報は、この1冊に
おまかせ！ 
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青木眞【監修】

岩田健太郎 大曲貴夫 名郷直樹【編】
KP00035090 文光堂 200803 PDF ¥18,700 ‐ ¥28,050

臨床に直結する

感染症診療のエビデンス
9784830620119

大曲貴夫【編】 KP00012492 羊土社 200901 PDF ¥7,920 ‐ ¥15,840

抗菌薬について

内心疑問に思っていることQ&A
9784758106801

矢野晴美【著】 KP00015495 南山堂 201103 PDF ¥8,360 ‐ ¥12,540

感染症まるごとこの一冊 9784525231613

浦島充佳 KP00006323 化学同人 201211 PDF ¥5,225 ‐ ¥7,837

パンデミックを阻止せよ！ 9784759813494

阿部章夫 KP00012603 羊土社 201403 PDF ¥9,900 ‐ ¥19,800

もっとよくわかる！感染症 9784758122023

原永修作 藤田次郎【編】 KP00012578 羊土社 201507 PDF ¥9,240 ‐ ¥18,480

目で見る感染症 9784758117746

渡辺博【編著】 KP00015085 総合医学社 201603 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

小児の予防接種ハンドブック 9784883786374

森澤雄司【監修】 KP00019550 リーダムハウス 201603 PDF ¥6,160 ¥12,320 ¥18,480

感染制御ポケペディア 9784906844104

森兼啓太【編著】 KP00018215 中外医学社 201604 PDF ¥6,292 ‐ ¥12,584

外科医のためのインフェクションコ

ントロール
9784498050464

近利雄三島伸介【編】 KP00011848 南山堂 201709 PDF ¥11,440 ‐ ¥17,160

The Art of Travel and

Global Health

トラベル＆グローバルメディスン

9784525233815

鈴木則宏【監修】亀井聡【編】 KP00018162 中外医学社 201709 PDF ¥14,036 ‐ ¥28,072

神経感染症 9784498228788

倉井華子【監修】伊東直哉【著】 KP00021581 中外医学社 201710 PDF ¥22,440 ‐ ¥44,880

感染症内科　ただいま診断中！ 9784498021266
12
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開業医の外来にも先週までアフリカ出張に行っていた人が訪れる時代。本書では、ワクチ

ンや感染症に留まらず、インバウンド・アウトバウンドそれぞれで渡航にはどのような形態があ

り、どんなリスクがあるのか、リスクを減らすために何ができるのかを解説。多岐にわたる不安

や疑問を抱く渡航者に必要な医療を提供できるようになるための一冊。

神経内科のエキスパートをめざす医師のための新シリーズ、好評第4弾！Q& A形式の本文とワンポ

イントコラム「pearls」で神経感染症診療のポイントを効 率的に学べるほか、各章の最後には症例

を交え解説する「Case approach」な ど充実の内容。基礎から応用まで、診療の中で誰もが遭

遇する疑問に明快に 回答します。以降、「末梢神経疾患」「運動ニューロン疾患」と続刊予定。

NO

内容紹介
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本書は感染症内科を研修する初期・後期研修医を対象に、“臨床感染症の実践的な知識”を短期で習得

することを目的に作成された。肺炎や尿路感染症といったような、お馴染みな疾患挙げて解説するのではなく、

診断に至るための基本的アプローチ、臨床推論の基本や問診の在り方、バイタルサインの診かたや身体診察

など、どうすれば“正しい診断”にたどり着くことができるか、そのロジックとプロセス丁寧に解説しているところが最

大の特徴。

感染症の患者を前に「この検査や治療にエビデンスはあるの？」など臨床現場で実際に生じた疑問に、「簡潔

な解説」と「現状を一望できる内容」で答えるエビデンス集。各項目の末尾に「現時点における考え方」として

ポイントを集約し、現場で求められるエッセンスが一目でわかる。文献欄の冒頭には、読者の文献検索に役立

つ search strategy を盛り込んだ万全の内容。感染症科や総合診療科の若手スタッフをはじめ、一般臨

床医、研修医の必携書。

抗菌薬を自由に使いこなすには？臨床の現場で日々湧き起こってくる、感染症診療や抗

菌薬治療にまつわる素朴な疑問に、現場の先輩医師がやさしく答えます。「レジデントノー

ト」での好評特集＆大人気連載を単行本化！

これから病棟に立つ医学生・研修医の方へ。将来何科に進んでも避けることができないのが感染

症です。本書は臨床微生物や抗菌薬の知識のみならず、感染防御や感染患者との医療面接に

ついても解説されている感染症臨床の入門書で、グラム染色、重症感染症の写真も満載です。こ

の一冊で、生涯使える感染症の基本事項をしっかり身につけましょう！

鳥インフルエンザ、ニパ脳炎、西ナイル熱、ＳＡＲＳ、パンデミック・インフルエンザ２００

９など実際に発生したアウトブレイクの事例を検証し感染症危機管理のあり方を考える。

感染症ごとに、分子メカニズムを軸として流行や臨床情報まで含めて解説。病原体のもつ

巧妙さと狡猾さが豊富な図解でしっかりわかる！ 感染症の完全制御をめざす著者が綴

る、基礎と臨床をつなぐ珠玉の１冊です！

感染症を“見ため”で掴んで診断するコツを伝授！正しい診断に導くための炎症所見・検

査所見の見かたを解説。さらに確定診断までのアプローチもわかる！感染症の診断力を

磨きたいすべての方、必携！

日常の小児科診療で最もよく質問される分野の一つである予防接種について、Ｑ＆Ａ形

式を用い、わかりやすく解説する。予防接種をめぐって２０１２年以降にわが国で起きた

すべての変化に対応。

本書は現場で求められる感染予防策の膨大な知識の中から特に重要な項目を厳選し、

すべて箇条書きで覚えやすいスタイルに編集しています。現場で必要な時に必要な情報に

簡便にアクセスできる感染対策のお助けポータブルブックです。

術後感染症に悩んだ経験のある外科医必読。「感染制御の基本」「術後感染症の予

防」「抗菌薬と耐性菌」の3部構成の中に、大事な患者を術後感染症から守る知識が満

載。
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中野貴司　【編著】 KP00015424 日本医事新報社 201712 PDF ¥10,560 ¥10,560 ¥15,840

予防接種の現場で困らない

まるわかりワクチンＱ＆Ａ
9784784944729

氏家良人【監】

小倉崇以  青景聡之【著】
KP00012728 羊土社 201803 PDF ¥13,860 ‐ ¥27,720

やさしくわかるECMOの基本 9784758118231

岡秀昭【編著】 KP00018775 金芳堂 201804 PDF ¥12,760 ‐ ¥19,140

こういうときはこうする！

感染症クリスタルエビデンス

治療編

9784765317528

谷崎隆太郎 KP00018841 文光堂 201804 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

ジェネラリストのための

性感染症入門
9784830610240

寺田喜平【編著】 KP00021597 中外医学社 201804 PDF ¥15,840 ‐ ¥31,680

よくわかる予防接種のキホン  　第

2版
9784498071179

吉田正樹【編】 KP00019171 日本医事新報社 201811 PDF ¥9,900 ¥9,900 ¥14,850

高齢者施設でできる

感染制御マニュアル
9784784940424

山内一也 KP00029949 みすず書房 201812 PDF ¥8,399 ‐ ¥12,599

ウイルスの意味論 9784622087533

矢野邦夫 KP00019985 メディカ出版 201902 PDF ¥9,900 ‐ ¥14,850

CDCガイドラインの使い方

感染対策
9784840468541

羽田野義郎【編】 KP00020554 羊土社 201903 PDF ¥11,880 ‐ ¥23,760

抗菌薬ドリル 9784758118446

忽那賢志 KP00021656 中外医学社 201904 PDF ¥19,140 ‐ ¥38,280

症例から学ぶ

輸入感染症　A to Z　ver.2
9784498021235

坂木晴世【編著】 KP00024549 メディカ出版 201908 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

院内エリア＆部門別

“はじめてさん”の感染対策

レクチャーブック

9784840466929

矢野邦夫 KP00028312 リーダムハウス 201909 PDF ¥5,940 ¥11,880 ¥17,820

医療従事者のための

感染対策ルールブック
9784906844180
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初版刊行から3年の変化を踏まえ、全面改訂。新たに誤接種対策の章も加えました。最

近の予防接種に関する推移をこの1冊で整理できます。（電子版付は紙媒体のみ）

難しく思われがちなECMO管理を、親しみやすい対話形式で基礎からやさしく解説、「患

者に優しい管理」が考え方から身につきます。これからECMOを学びはじめたい医師やメ

ディカルスタッフにおすすめの一冊！

感染治療において、実際の臨床現場で直面するさまざまな問題を提示し、現状の抗生剤・抗菌薬・疾患等

の検証と臨床結果を基に、14のセクションに分けて対応策を詳しく解説。その上で、現状のエビデンスでは未

解決の問題について、可能な限り明快な指針になるよう、専門医の立場から「エキスパートオピニオン『こういう

ときはこうする！』」を提示し、「現場での治療をどう進めるか」という実際的なノウハウを盛り込んだ一冊。

【エビデンスに基づいた感染対策ができる！】 「CDCガイドラインは知っているけれど、どのように使え

ばいいのかな？」「説得材料として使いたいけれど、よくわからない」と悩むあなたのために、朝から晩

までCDCガイドラインについて考えている矢野先生がクスっと笑える“たとえ話”をまじえてバッチリ解

説！知ってて当たり前のCDCガイドラインを実践で生かすためのノウハウが満載！

ウイルスとは何者か。その驚くべき生態が明らかになるたびに、この問いの答は書き替えられてきた。ウイルスは、数十億年にわた

り生物と共に進化してきた「生命体」でありながら、細胞外ではまったく活動しない「物質」でもある。その多くは弱く、外界では

すぐに感染力を失って“死ぬ”。ただし条件さえ整えば、数万年もの凍結状態に置かれても、体がばらばらになってしまったとして

も“復活”する。ウイルスの生態を知れば知るほど、生と死の、生物と無生物の、共生と敵対の境界が曖昧になっていく。読むほ

どに生物学の根幹にかかわる問に導かれていく。

十分な数の医師や看護師が常駐していない、高齢者施設ならではの事情を踏まえて高

齢者施設でもできる感染制御の基本を、施設感染対策のプロが解説します。

小児用から高齢者用、渡航者用ワクチン、そして新型インフルエンザワクチンに至るすべてのワクチンの情報を

網羅し、予防接種のリスクマネージメントや院内感染対策の予防接種、基礎疾患を持つ児への接種まで、多

方面から予防接種を取り上げた新しいガイドブック。帯状疱疹サブユニットワクチンの追加をはじめ、初版以降

に変更のあった予防接種の方針やガイドラインなどの改正を反映した待望の第2版。

性感染症の診療には、医学的な知識があるだけでは不十分で、患者とそのパートナーの心情や社会的背景

にも配慮が必要である。また、性器に関連した症状が出るとは限らず、産婦人科・泌尿器科・皮膚科・感染

症内科をはじめ、複数の科にまたがる疾患であり、これまで系統だって学ぶことは難しかった。本書は、そんな性

感染症の基本的知識から診断・治療、フォローアップ・予防までを一冊で学べるジェネラリストのための入門書

である。
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感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方、アレルギー、感染対策など、感染症診療の基

盤になる考え方が問題を解きながら楽しく身につく！やる気をなくすほど難しくはなく、笑い

飛ばせるほど簡単じゃない、珠玉の73問に挑戦しよう！

海外渡航者やインバウンドが増加し続ける現在、いかなる医療機関においても輸入感染症に遭遇する可能

性は少なくありません。大幅改訂となったver.2では、マラリアやデング熱などのメジャーな疾患から近年話題の

ジカウイルス感染症やエボラウイルス病、さらには見落としてはいけないマイナーな感染症まで、国内で遭遇しう

る輸入感染症の診療について忽那、上村の師弟コンビがさらにゆる?く解説します。

【具体例で苦手なエリア＆部門を克服しよう！】 「各部署のスタッフが困っているポイントが分からな

い」「マイナー部門の感染対策が徹底されていない」と悩む“はじめてさん”のために、あらゆるエリアと

部門ごとの感染対策のノウハウをばっちり解説！院内ラウンドやスタッフ指導、マニュアル作成に使え

る。アプローチが難しいエリア＆部門も網羅しているため、すべてのICTにおすすめ！

感染対策は感染防止のために必要なルールの集積です。本書は、エビデンスに基づいた227の

ルールを感染対策の第一人者である矢野邦夫先生がカテゴリー別に厳選し、ハンディーな新書判

にまとめています。現場で感染対策を実践する医療従事者の方々、とりわけ研修医や新人看護

師のみなさんにとって有益な情報を満載した手軽に使える実務重視のポケットルール集です。
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岡秀昭【監修】 加藤英明【編】 KP00028341 金芳堂 202003 PDF ¥9,900 ‐ ¥14,850

こういうときはこうする！

感染症クリスタルエビデンス

感染対策・予防編

9784765318136

羽田野義郎【編】 KP00029718 羊土社 202003 PDF ¥11,880 ‐ ¥23,760

抗菌薬ドリル　実践編 9784758118668

岡部信彦 和田耕治【編】 KP00030230 南山堂 202004 PDF ¥5,280 ‐ ¥7,920

新型インフルエンザ

パンデミックに日本はいかに

立ち向かってきたか

9784525185510

青島正大 KP00032814 中外医学社 202005 PDF ¥4,620 ‐ ¥9,240

呼吸器感染症の

診かた，考えかた　ver.2
9784498130012

竹末芳生【編著】 KP00032815 中外医学社 202005 PDF ¥4,180 ‐ ¥8,360

AST虎の巻 9784498021303

小尾口邦彦 KP00032809 中外医学社 202006 PDF ¥13,750 ‐ ¥27,500

こういうことだったのか!!

ECMO・PCPS
9784498166226

岡秀昭【編著】 KP00032810 中外医学社 202007 PDF ¥14,300 ‐ ¥28,600

Dr.岡の感染症

ディスカバリーレクチャー

新型コロナウイルス

COVID-19特講

9784498021327

菊池賢 橋本正良【監修】 KP00031691 ライフサイエンス出版 202008 PDF ¥7,920 ‐ ¥11,880

サンフォード感染症治療ガイド　第

50版
9784897754161

森澤雄司【編著】 KP00031815 メディカ出版 202008 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

ICTから現場へ！

感染対策のよい伝え方・

普通の伝え方・悪い伝え方

9784840470278

メレディス・ワッドマン【著】 佐藤由樹子【翻訳】 KP00034873 羊土社 202011 PDF ¥7,920 ‐ ¥15,840

ワクチン・レース 9784758112130

大友康裕 KP00041107 メディカ出版 202101 PDF ¥9,900 ‐ ¥14,850

救急・ICUでの新型コロナウイル

ス感染症対応マニュアル
9784840475099

矢野邦夫 KP00041108 メディカ出版 202102 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

新型コロナウイルス対策Ｑ＆Ａ６

８あなたの「知りたかった！」

に答えます！

9784840473590
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1969年の刊行以来、全世界の臨床家に活用されている"感染症診療のバイブル"日本

語版。 ■今年の特徴 ・新型コロナウイルスの最新情報をまとめた付録つき ・市中肺炎の推

奨を大幅改訂 ・小児用量を大幅改訂、年齢と体重区分がよりきめ細かく ・薬物相互作

用を大幅改訂、相互作用情報をより詳しく解説

33

【伝え方が変われば感染対策の効果が上がる】 新型コロナウイルス対策と日常の感染対

策において、現場スタッフに「正しい知識を正しく伝えて実践してもらうこと」が最も重要であ

る。本書は、現場スタッフへの「効果的な伝え方」を挙げながら、使える指導ツールとともに

徹底的に解説している。あらゆる職種へ効果的に伝えることが必要なICTの必読書。

32

34

1962年6月霧雨の朝、ある若い科学者が仕事へ出かけていった。―ワクチン、細胞老

化、産学連携を結ぶヘイフリック。彼や関係者証言から60年代の熾烈な風疹ワクチン開

発を描くノンフィクション。解説/岩田健太郎

35

COVID‐19を踏まえた新しい救急医療！防御に努めながら医療の新しい常態（new

normal）をどのように構築し、救急医療体制をいかに保持するのか。外来体制、検査方法の選

択、診断・治療のポイントから院内クラスター発生時の対応まで、現時点で蓄積されたエビデンスを

もとに、COVID‐19に対する医療の最前線である救急における診療の在り方を提案する。

36

COVID‐19の感染対策がすべてわかる！「新型コロナウイルス対策に自信がない」「きちん

と説明できない」と悩むあなたのために、ありとあらゆる疑問を解説。基礎知識から各部門

での注意点、不安を訴えるスタッフや患者の質問への回答などがそろっている。全医療従

事者のための決定版

新型コロナウイルスを巡っては、虚偽・真偽不明の物も含め様々な情報が飛び交っている。この「インフォデミッ

ク」による混乱を正すべく、エキスパートがおくるCOVID‐19特別講義。疫学・病態に関する知見から、診断・

治療・マネジメントの正しいノウハウまで、実臨床に役立つ情報が満載。「症例編」では専門医が実際の症例

にいかに対応するのかが身をもって体験できる。 COVID‐19対策の羅針盤！（CareNeTV番組を元にした

書下ろし）

『こういうときはこうする！感染症クリスタルエビデンス』シリーズの続編は治療編に続き“感染対策・

予防編”　抗菌薬適正使用支援の意義から職員の感染管理、施設の管理にいたるまで、感染症

コントロール業務にかかわる日常の疑問について、エビデンスを整理し、感染対策分野のエキスパー

トが実際の治療をどうしたらいいかエキスパートオピニオンを提案する。

大好評の「抗菌薬ドリル」第２弾！今回は肺炎、尿路感染症、小児の感染症診療な

ど、実際に出会う疾患・シーン別の考え方を学べる問題を収録。解けば解くほど現場感覚

が身につく78問に挑戦しよう！

パンデミックが生じたその時、医療者は、行政は、社会は、それぞれどのような行動をとった

のか。本書では、過去100年に生じた新型インフルエンザパンデミックをレビューした。さら

に、現在も監視が続く鳥インフルエンザの状況や2009年以降の政策についても、最新事

情が専門家により解説されている。パンデミックに備える上で必須の一冊。

新型コロナウイルス感染症（COVID‐19）のような新興の呼吸器感染症に対峙するためには、適切に情報

のアップデートを行うことはもちろん、呼吸器感染症診療を行ううえでの基本的、普遍的かつ網羅的な知識が

必要となる。もちろん従来の呼吸器感染症を診る場合もその基本は変わらない。本書では、旧版の内容に最

新知見を反映させながら大幅に手を加え、「呼吸器感染症といえばこの一冊」と呼ぶに相応しい内容にまとめ

あげた。

今こそ知りたい抗菌薬適正使用メソッド！ 抗菌薬選択と投与設計・院内マニュアル作成・バンドルマネジメン

トが具体的ケースで学べる。 外来も術後管理もICUも薬剤部も！現場で役立つこと間違いなし。 「ICUの薬

剤師です。敗血症や敗血症性ショックでのバンドルについて知りたいです」 「外来での呼吸器感染症に対する

経口抗菌薬の使い方を教えてください」などASTでぶつかる疑問を解決！

COVID‐19で一般的にもその名が知られるようになったECMOだが、医療者の間では「管理が大変」「難し

い」という印象を持つ者が多い。本書では、そもそもECMOとは一体何なのか、そのネーミングが表す存在意義

から始まり、どのような場面で、なぜ必要なのか、そして、現場でどう扱えばいいのかを体系立てて解説する。軽

妙で簡潔な語り口が理解の助けとなり、ECMOの要点を掴んで使いこなすのに最適な1冊だ。


