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神経診察の極意

小児・思春期の 頭痛の診かた　
これならできる！ 頭痛専門小児科医のアプローチ

147処方を味方にする
漢方見ひらき整理帳

在宅医療　臨床入門（第2版）
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神経診察の理解において重要な神経徴候と神経
解剖の知識と相関がわかる書籍。筆者の豊富な経
験・知識・知見を盛り込み、これから神経を診る医師
に最適な内容になっている。特に本文中に散りばめ
られた「極意」コーナーは必見。

小児・思春期の頭痛診療を「難しい」と感じている医
師に向けて、問診、診断、治療、患児や保護者への
指導、経過観察などにおいて、頭痛専門小児科医
が日々実践しているさまざまな工夫やアプローチ方
法をわかりやすく紹介。

「西洋薬と区別なく処方される存在として漢方薬
を位置付けているサイエンス漢方処方」という新
しい概念に基づき147の漢方薬を各2ページで
解説。この1冊で漢方薬の選び方・使い方がわ
かる。

現代型在宅医療の開拓者の一人である著者が、
在宅医療の導入から24 時間対応、連携などま
でを実用的な形で解説。具体的かつ実践的な内
容にもかかわらず、在宅医療の理念や姿勢がお
のずと身につく入門書。

図版や写真がとても綺麗！
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南山堂 かかりつけ医・非専門医のための 認知症診療メソッド
（第2版） 川畑信也 201804 ¥7,700 ¥11,550 KP00013087 9784525206925 PDF

南山堂 ナースができる！皮膚病変の見極め術（トリアージ）40 梅林芳弘 201804 ¥4,400 ¥6,600 KP00013088 9784525500412 PDF
南山堂 在宅復帰支援　思いのほか自宅に帰れます 和田忠志 201804 ¥6,600 ¥9,900 KP00013090 9784525207519 PDF

南山堂 もう迷わない！ 抗菌薬Navi　改訂2版 三鴨廣繁【監修】
坂野昌志【編著】 201803 ¥5,500 ¥8,250 KP00011862 9784525774424 PDF

南山堂 医療従事者のギモンに答える！トラブルに巻き込まれ
ない著作権のキホン 医療従事者のギモンに答える！ 服部誠 201803 ¥5,500 ¥8,250 KP00013086 9784525030216 PDF

南山堂 脳卒中病態学のススメ 下畑享良 201802 ¥15,400 ¥23,100 KP00011882 9784525248512 PDF
南山堂 イラストでわかる微生物学超入門　病原微生物の感染のしくみ 齋藤光正 201801 ¥5,500 ¥8,250 KP00011799 9784525163419 PDF

南山堂 お母さんのアレルギー診療と子どもの発症予防　妊娠
の準備から離乳食の進め方まで 今井孝成 201801 ¥7,040 ¥10,560 KP00011812 9784525245719 PDF

南山堂 病院総合診療科×診療所 病診連携ケースカンファ集 
土曜日の紹介は嫌われる 南郷栄秀　他 201712 ¥7,700 ¥11,550 KP00011863 9784525203412 PDF

南山堂 ここに目をつける！　脳波判読ナビ 飛松省三 201711 ¥7,040 ¥10,560 KP00011807 9784525225414 PDF

南山堂 EPDS活用ガイド　産後うつ病スクリーニング法と産
後健診での正しい対応

岡野禎治【監修】
宗田 聡【著】 201711 ¥3,960 ¥5,940 KP00011822 9784525331917 PDF

南山堂 母乳育児支援講座　改訂2版 水野克己、水野紀子 201711 ¥9,900 ¥14,850 KP00011877 9784525503321 PDF
南山堂 患者指導のための剤形別外用剤 Q&A 大谷道輝 201710 ¥5,500 ¥8,250 KP00011830 9784525782818 PDF

南山堂 ここに気をつける！　誘発電位ナビ　はじめの一歩か
ら臨床と研究のヒントまで 飛松省三 201709 ¥7,700 ¥11,550 KP00011808 9784525225513 PDF

南山堂 The Art of Travel and Global Health トラベル＆グロー
バルメディスン 渡航前から帰国後・インバウンドまで 近利雄・三島伸介 201709 ¥11,440 ¥17,160 KP00011848 9784525233815 PDF

南山堂 日本の循環器診療 現場〈リアル〉への招待　Shinken 
Databaseから見えてきたもの

山下武志【編】
鈴木信也　他【著】 201709 ¥7,920 ¥11,880 KP00011866 9784525245818 PDF

南山堂 イナダ（研修医）も学べばブリ（指導医）になる　現
場のプロと臨床推論のプロが教える診断能力アップ術 林寛之、大西弘高 201708 ¥6,600 ¥9,900 KP00011816 9784525281816 PDF

南山堂 向精神薬と妊娠・授乳　改訂2版 伊藤真也　他 201707 ¥7,700 ¥11,550 KP00011777 9784525382322 PDF

南山堂 非がん性呼吸器疾患の緩和ケア　全ての人にエンド
オブライフケアの光を！ 津田徹、平原佐斗司 201707 ¥8,360 ¥12,540 KP00011868 9784525248819 PDF

南山堂 AGP活用 インスリン治療　高血糖低血糖を見逃さない 西村理明 201706 ¥6,160 ¥9,240 KP00011810 9784525236816 PDF
南山堂 「はたらく」を支える！ 職場×発達障害 五十嵐良雄 201706 ¥5,500 ¥8,250 KP00011844 9784525181611 PDF
南山堂 わかる！つかえる！なおせる！ 消化管症候への漢方薬 石毛敦、西村甲 201706 ¥7,920 ¥11,880 KP00011857 9784525470715 PDF
南山堂 ベッドサイドの小児神経・発達の診かた　改訂４版 桃井眞里子　他 201705 ¥15,840 ¥23,760 KP00011817 9784525285548 PDF
南山堂 イチからわかる！歯科医師が知っておきたい肝疾患のキホン 長尾由実子　他 201705 ¥6,380 ¥9,570 KP00011831 9784525801014 PDF
南山堂 スポーツエコー診療 Golden Standard 松本秀男　他 201705 ¥10,560 ¥15,840 KP00011856 9784525323011 PDF

南山堂 在宅医療をはじめよう！　医療を変える,地域を変え
る,文化を変える 永井康徳　他 201704 ¥6,160 ¥9,240 KP00011804 9784525207410 PDF

南山堂 フォーカス！最後の心房細動診療　Ageing × Atrial 
Fibrillation 山下武志 201704 ¥6,160 ¥9,240 KP00011813 9784525246013 PDF

南山堂 抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の診療ガイドライン
「抗リン脂質抗体症候群
合併妊娠の治療及び予
後に関する研究」研究班　

201704 ¥4,400 ¥6,600 KP00011821 9784525331818 PDF

南山堂 生きると向き合う わたしたちの自殺対策 今村弥生　他 201704 ¥6,600 ¥9,900 KP00011845 9784525205713 PDF
南山堂 ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 日本ジェネリック製薬協会 201704 ¥4,400 ¥6,600 KP00011859 9784525704711 PDF

南山堂 多職種カンファレンスで考える 心不全緩和ケア 菅野康夫、安斉俊久
【監修】 201704 ¥7,700 ¥11,550 KP00011867 9784525245917 PDF

南山堂 写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法　改訂９版 前川喜平、小枝達也 201703 ¥12,760 ¥19,140 KP00011818 9784525288594 PDF
南山堂 マンガでわかる 母乳育児支援ケーススタディ 水野克己 201702 ¥6,600 ¥9,900 KP00011878 9784525503819 PDF

南山堂 エキスパートに学ぶ パーキンソン病・パーキンソニズムQ&A 高橋良輔【監修】
大江田知子　他【編】 201701 ¥14,300 ¥21,450 KP00011849 9784525241919 PDF

南山堂 動きながら考える！内科救急診療のロジック 松原知康、吉野俊平 201701 ¥7,700 ¥11,550 KP00011870 9784525410810 PDF
 合　計 ¥270,600 ¥405,900

※補足）全点リストもご用意しておりますので、お申し付けください。


