
KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
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『感染症 2022年版』 
KinoDen配信中の感染症関連のタイトルを精選してお届けします。 
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

感染とケア　第2版 KP00053539 インターメディカ 200510 PDF ¥6,600 - ¥16,500

広瀬千也子　高野八百子　中村美知子

三浦規【監修】
9784899961222

コロナ後の世界 KP00061691 かもがわ出版 202007 PDF ¥4,840 ¥6,050 ¥7,260

鈴木元 9784780311037

感染症の時代と

夏目漱石の文学
KP00063607 かもがわ出版 202109 PDF ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

小森陽一 9784780311884

インフルエンザウイルスと

人類の戦い
KP00055327

シーアンドアール研

究所
201102

EPUB(固定

レイアウト）
¥8,250 - -

長谷川秀樹 9784863540798

ポスト・コロナ時代

どこに住み、どう働くか
KP00063481

ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン
202102 EPUBリフロー ¥7,040 ¥7,920 ¥8,800

長田英知 9784799326916

ねころんで読める

ワクチン
KP00047691 メディカ出版 202106 PDF ¥6,600 - ¥9,900

笠井正志 9784840475709

休養学基礎 KP00049103 メディカ出版 202107 PDF ¥10,560 - ¥15,840

日本リカバリー協会【監修】

杉田正明　片野秀樹【編著】
9784840475662

新型コロナ病棟ナース戦記 KP00054674 メディカ出版 202112 PDF ¥5,940 - ¥8,910

倉原優 9784840478205

ねころんで読める

ウィズコロナ時代の感染対策
KP00056710 メディカ出版 202202 PDF ¥6,600 - ¥9,900

矢野邦夫 9784840478472

精神科病棟ではたらく人のための

感染対策きほんの「き」
KP00060513 メディカ出版 202204 PDF ¥11,880 - ¥17,820

糠信憲明

精神科領域の感染制御を考える会【編著】
9784840478632

今、医療の場では「易感染性患者」が増加し、日和見感染症や、MRSAなどがクローズアップされています。また、

エイズやO-157など新しい感染症とともに従来からの感染症も大きな問題となっています。患者さんを、ナース自身

を感染から守るため、必携の１冊。※この電子書籍は、2005年10月に発売した書籍を電子化したものです。

コロナ問題を軸に広い国際的視野と深い歴史的洞察に基づき現代世界を分析し、一国主義から脱した責任ある

民主主義の国際協調を訴える。

感染症の時代に生き自ら天然痘によるアバタを持つ漱石の、葛藤と時代感が色濃く影を落とす作品の特質を、コ

ロナ禍の今改めて考える。

ウイルス性の病気である水ぼうそうや天然痘は、一度ワクチンを接種すれば発症を抑えることができますが、インフル

エンザウイルスは毎年、新しいウイルス型に変化して人類の前に立ちふさがります。なぜ、インフルエンザは次々と新型

が現れるのでしょうか。 あたかも、知恵と意志を持って、人類の医学との戦いを挑んでいるかのようにみえるインフルエ

ンザウイルスの謎に迫ります。

新型コロナウイルスの流行により、政府から企業に対して「最低でも出社7割減」の呼びかけがあり、 在宅勤務をする機会が増え

ました。第１回目の緊急事態宣言が解除されて以降、「新しい日常（ニューノーマル）」というロードマップのもと感染を防ぐための

暮らし方・働き方が提唱されています。それにより、住まいに求める優先事項が「会社からの近さ」ではなくなりつつあります。これから

の時代、どんな場所、どんな住まいが私たちの働きやすさと暮らしやすさを叶えてくれるのでしょうか。

【ワクチンを語る前に読んでおきたい】 子どもの未来のために、地球の未来のために、今こそ「ワクチンってなんだろう？」を考えるとき。

本書は、重症小児感染症の診療に当たりつつ、ワクチンの効果を実体験した感染症専門医が、患者に出会い、経験し、教えら

れ、悩み抜いて、調べたことを正直に書ききった一冊。すべての医療者に予防医学、予防接種の重要性を伝える「中立で」「人間

臭い」ワクチン入門書。定期接種ワクチンから新型コロナワクチンまで網羅。

【科学的な休養を！健康指導に関わる方必読！】 世界的にも疲労度が高いとされる日本。新型コロナウイルス感

染症により、人々はさらにストレス耐性が求められている。ストレス軽減に必要な事柄やそのメカニズム及び効果的

な休養の取り方などについて、「休養」を科学的に体系化した良書である。健康指導に関わる全ての方々、健康志

向の高い一般人必読の書。

【新型コロナ対応の現場からの、渾身のルボ！】 「新型コロナウイルス感染症対応の現場で、一番活躍しているのは

ナースである」。医療現場の危機をいちはやく察知し、Yahoo!ニュース オーサーとしても現場から警鐘を鳴らし続け

た、感染症専門医・呼吸器専門医が、全国約120人のナースからヒアリングを行った。実際の現場の様子と、コロ

ナ禍で埋もれている看護師という職業の素晴らしさを伝える。

【これだけ押さえる！ウィズコロナの感染対策】 「正しい感染対策が知りたい、でも、難しいのは苦手。時間もない」…

そんなあなたのために、感染対策の専門家が“誰でもわかる”新しい感染対策のルールを解説。新型コロナウイルス

対応に2年間奔走し、「デマやうわさではない、正しい感染対策を知ってほしい」と強く願う矢野邦夫先生が、感染

を正しく怖がり、ウィズコロナ時代に必要な感染対策を伝授する一冊！

【精神科特有の感染対策のポイントがわかる！】 本書では「精神科病院で感染対策を実践するのはむずかしい」と

いう方のために、感染対策の基本の実施について、精神科病院の実情に合わせて解説している。設備や患者さん

の実際に即した対策を取り上げ、今すぐできる、わかりやすい解説を現場の看護師にお届けする。
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サンフォード感染症治療ガイド

第51版
KP00049596 ライフサイエンス出版 202108 PDF ¥7,920 - ¥11,880

菊池賢　橋本正良【監修】 9784897754383

新型ウイルス感染症の

治療と予防の漢方戦略
KP00056841 医学と看護社 202007 PDF ¥5,720 ¥11,440 ¥17,160

仙頭正四郎 9784909888136

新型コロナの栄養療法 KP00056845 医学と看護社 202202 PDF ¥4,400 ¥8,800 ¥13,200

蒲原聖可 9784909888273

予防接種の手びき KP00050062 近代出版 202003 PDF ¥21,450 - ¥32,175

岡部信彦　岡田賢司　齋藤昭彦

多屋馨子　中野貴司
9784874022610

カラーイラストで学ぶ

新型コロナウイルスの感染対策
KP00046122 金芳堂 202105 PDF ¥3,960 - ¥5,940

下間正隆 9784765318686

アメリカの病 KP00050888
慶應義塾大学出版

会
202101 PDF ¥4,400 - ¥6,600

ティモシー・スナイダー【著】

池田年穂【訳】
9784766427158

人類と感染症、共存の世紀 KP00044681 築地書館 202101 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,910

デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ【著】

片岡夏実【訳】
9784806716112

抗菌薬の考え方、使い方 ver.5 KP00060664 中外医学社 202204 PDF ¥13,200 - ¥26,400

岩田健太郎 9784498117181

2022年　日本はこうなる KP00056688 東洋経済新報社 202111 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

【編】
9784492396643

現代語訳　暗黒日記 KP00059133 東洋経済新報社 202112 EPUBリフロー ¥6,600 ¥8,800 ¥9,900

清沢洌【著】

丹羽宇一郎【編・解説】
9784492062203

ヒトが免疫を獲得していない未知の病原体が、 突如として現れ人間社会を襲うようになった21世紀。 コロナウイルスに限らず、新

興感染症の波が次々と襲ってくるのはなぜなのか。  獣医師、疫学者として世界の人獣共通感染症の最前線に立ち続けた著者

が、 感染症の培養器となっている工場型畜産から、 感染症を運ぶエキゾチックなペット問題まで、 グローバル化した人間社会が構

造的に生み出す 新興感染症とその対応を平易・冷静に描く。

未曾有のコロナ禍を経て，名著『抗菌薬の考え方，使い方』が装いも新たに登場！ 各種抗菌薬・抗真菌薬・抗ウイルス薬・抗

結核薬・抗寄生虫薬の使い勝手をDr.岩田がジャッジしながら解説するというver.4までの構成を踏襲しつつ，変化し続ける抗菌

薬のトレンドの変化もフォロー．抗菌薬の「本質」はどこにあるのか？　目の前の多様な患者に対してどのような根拠で何を目的に

使うのか？　をひたすら丁寧に解説します．

これ１冊で最新トレンドがわかる！コロナ危機でデジタル化、グリーン革命が加速。脱炭素化、教育格差、米中対

立から企業経営まで、今知るべきトレンドと７６のキーワードを解説。成長力を高めるチャレンジができるか。

日本人はあの戦争で何を学んだのか。太平洋戦争下の日本の惨状を冷徹な眼で書き残した清沢洌の言葉が７

６年の時を超えてコロナ禍の日本人に問いかける！後世に残したい隠れた名著×読みやすい現代語訳×詳細な

解説！

▼オバマケアの復活なるか ▼パンデミックが暴く、アメリカを蝕む真の「病」とは何か――  世界一の超大国アメリカで、 コロナウイルスの

犠牲者が最も多いのはなぜか。 医療ミスにより、生死の淵を彷徨うなかで、 コロナ禍に遭遇した著者による病床からの緊急レポー

ト！  本書は、肝疾患による敗血症のために生死の淵を彷徨う体験を経た著者が、パンデミック（コロナ禍）の感染者数、死者数

とも世界一となっているアメリカの医療システムや公衆衛生の脆弱さ、人権問題、民主主義の衰退を衝く、病床からの緊急レポー

トである。  

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 ○

多剤耐性菌治療の推奨表を新規追加 ○バンコマイシンの処方情報を全面改訂 ○抗ウイルス薬（コロナウイルス、

エボラウイルス、HIV）の情報を新規追加 〇新型コロナウイルスに関する最新情報（2021年6月現在）を、「日

本語版サンフォード感染症治療ガイド―アップデート版（lsp-sanford.jp）」をもとに巻頭に収載  。

漢方専門医が実践している新型コロナウイルスの予防と治療の処方を公開！　漢方治療の経験にかかわらず、ど

の医師もが、誰に対してでも使える単一の治療法で、しかも薬剤物資の全国供給も考慮し「既存の漢方エキス

剤」を使って、個人差を超えた新型ウイルス感染症に共通する漢方治療と、発症させない予防戦略を解説します。

同じ対策をしても、新型コロナウイルス感染症にかかる人とかからない人がいます。感染後にも、重症化する人と、そ

うではない人がいます。この違いをもたらす要因に栄養素があることが最新研究でわかりました。ビタミンやミネラル、オ

メガ3系脂肪酸といった栄養素です。新型コロナ対策の基本として、セルフケアでの食事療法、機能性食品成分を

含むサプリメントを活用した感染・重症化予防について具体的・実践的に解説します。

予防接種に携わる方必携のロングセラーを、改正関連法令～実施要領(2020年1月1日現在)に対応して改訂

した最新版!

新型コロナウイルスの流行がおさまらず、看護師をはじめ、医師・医療従事者は、ますます正しい知識をもって治療

や感染対策を行わなくてはならない。その中、看護師不足から看護学生にも新型コロナウイルス患者を診てもらいた

いと、厚生労働省から協力要請も出て、勉強会も盛んである。本書はオールカラーのイラストで、新型コロナウイルス

の基礎知識、感染しないための行動、病院内・手術室での感染対策を紹介。
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飯塚イズムで学ぶ 流れがわかる！

感染症診療の歩きかた
KP00061981 南山堂 202203 PDF ¥7,920 - ¥11,880

的野多加志【編】 9784525163617

病いと癒しの人間史 KP00044864 日本評論社 201510 EPUBリフロー ¥6,600 - ¥9,900

岡田晴恵 9784535984325

新型コロナ危機と欧州 KP00043907 文眞堂 202104 PDF ¥7,040 ¥8,800 ¥10,560

植田隆子【編著】 9784830951237

コロナ不安に向き合う KP00051598 平凡社 202009 EPUBリフロー ¥1,848 - ¥2,772

藤本修 9784582859546

コロナ禍で暴かれた

日本医療の盲点
KP00051607 平凡社 202010 EPUBリフロー ¥2,024 - ¥3,036

島田眞路　荒神裕之 9784582859577

貧困パンデミック KP00050748 明石書店 202107 PDF - ¥3,960 -

稲葉剛 9784750352398

疫病の世界史　上 KP00055628 明石書店 202111 PDF - ¥6,600 ¥9,900

フランク・M・スノーデン【著】

桃井緑美子　塩原通緒【訳】
9784750352671

疫病の世界史　下 KP00055629 明石書店 202111 PDF - ¥6,600 ¥9,900

フランク・M・スノーデン【著】

桃井緑美子　塩原通緒【訳】
9784750352688

パンデミックの倫理学 KP00049761 勁草書房 202101 PDF ¥5,940 - ¥8,910

広瀬巌 9784326154708

おうち仕事術 KP00049175 翔泳社 202010 EPUBリフロー ¥4,950 - ¥10,010

戸田覚 9784798167886

2020年来のコロナ禍は、女性や若者等の貧困問題を可視化させた。長年、住居支援を中心に困窮者支援に取

り組んできた著者が、コロナ禍の生活困難層への支援活動の記録を綴り、すべての人に健康で安全な生活が確保

されるため必要な政策について提言する。

疫病は人間社会の実像を映し出す鏡だ。それは個々の生を揺るがし、宗教への懐疑や哲学の刷新を促してきた。

上巻ではペスト、天然痘、コレラなどの流行の実態と、ある「英雄」の見込み違いが招いた惨事、そして細菌の発見

がもたらした劇的な転機を描く。

「1冊持っていればローテートの際に即戦力となる書籍」をコンセプトとした1冊。感染症診療の基本を学べるよう、総

論では、感染症診療の原則ならびに感染症の予防戦略に関して系統的に解説。さらに、各論では、研修医が各

科をローテーションすることを意識して部門や診療科ごとに分けた紙面構成とし、臓器をまたいだ横断的な診療スキ

ルを身につけるべく、各疾患のポイントをまとめている。

古くはペストやスペイン・インフルエンザなど、感染症との闘いを経て人間史は紡がれてきた。歴史上のエピソードから

その足跡を辿る。

世界は約百年前のスペイン風邪以来の大きな感染症危機にみまわれている。欧州の国々はＥＵという統合体を

作ったために、加盟国とＥＵの双方向からの対処がなされている。本書はＥＵ本体との豊富な外交実務経験も有

する編著者、欧州現地での研究・駐在歴を持つ第一級の執筆陣が新型コロナ危機への欧州の取り組みをわかり

やすく立体的に描いている。

新型コロナウイルスによって、人々の間に強い不安やストレスが生まれている。そうした不安にいかに対処するべきか。

精神科医としてこれらを分析し、わかりやすく伝える。

新型コロナ禍であぶり出された国公立大学医学部と大学病院が抱える問題。山梨大学附属病院ではいかにコロ

ナに立ち向かったのか！？
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疫病との闘いに終わりはない。それは社会の分断線に入り込み、政治的な優先順位を露わにし、偏見や差別を助

長し続ける。下巻では結核やエイズなど現代の疫病における文化・社会との接点を探り、コロナ禍のロンバルディアか

ら未来に向けた英知をつかみ出す。

医療資源が限られている状況下で、誰の治療と予防が優先されるのか？　隔離や移動の制限といった自由の制約

はどこまで許されるのか？　国際的な倫理学者で、WHOでパンデミックの倫理指針を考える部会に参加した経験を

持つ著者が、新型コロナウイルスの世界的流行を通して表面化した倫理的な問題をどう考えるべきかの筋道を示

す。

新型コロナウイルスの影響によって、一気にテレワークが普及しました。けれども、集中できない・やる気が出ない・必要な道具がそ

ろっていないなど、思うように仕事が進まず悩んでいる人も多いでしょう。本書では、こうした悩みを抱える方々に自宅で最大限の

成果を出す仕事術を解説しています。コミュニケーション、モチベーション、会議など、多くの人が悩んでいるであろう事柄の解決策を

提示します。また、自宅での仕事を快適にするＰＣの操作法や悩みの解決に役立つアプリやサービスも多く紹介しています。
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