書籍情報一覧表（中医学）

●中医学●
分類

書名

著者

発行日
（上段初版）

判型／頁数
ＩＳＢＮ

1996.05.10

Ｂ５判／216頁
4-924954-29-2
978-4-924954-29-8

品切れ

本体価格

内容

中医学

アトピー性皮膚炎の漢方治療

伊藤良・江部洋一郎・
平馬直樹 総論／
小高修司・田川和光・
江部康二・岡部俊一・
竹原直秀ほか 症例

中医学

医学生のための漢方医学【基礎篇】

安井廣迪

2008.08.05

Ａ４判変型／242頁
978-4-904224-02-1

4,200

はじめて漢方医学を学ぶ方に最適の入門テキスト。

中医学

いかに弁証論治するか
− ｢疾患別」漢方エキス製剤の運用

菅沼伸（監修）・菅沼栄（著）

1996.05.20

Ｂ５判／296頁
4-924954-39-X
978-4-924954-39-7

3,700

漢方では弁証論治がキーポイント。
疾患別に弁証論治の方法を提示。

中医学

いかに弁証論治するか【続篇】
−漢方エキス製剤の中医学的運用

菅沼伸（監修）・菅沼栄（著）

2007.06.12

Ｂ５判／296頁
978-4-924954-96-0

3,700

固定処方である漢方エキス製剤を中医学は
どのように運用するのか。

中医学

痛みの中医診療学

宮田健（監修）
趙基恩・上妻四郎（編著）

1999.05.28

Ｂ５判／444頁
4-924954-50-0
978-4-924954-50-2

6,000

漢方薬を使った痛みに関する総合的な中医診療
指針。

中医学

Essential 生薬ファインダー

御影 雅幸 監修

2018.10.01

Ａ４変形判／フルカラー
／260頁
978-4-904224-59-5

3,000

漢方エキス剤に含まれる 薬用植物の“写真集”

中医学

乾くんの教えて！中薬学

石井尊子 著

2017.10.25

Ａ５判／カラー／208頁
978-4-904224-49-6

3,600

カラー漫画で わかりやすく，面白く。

中医学

漢方診療日記
――カゼから難病まで漢方で治す――

風間洋一

2010.04.22

四六判／360頁
978-4-904224-10-6

2,800

どうすれば患者を治せるのか――漢方医の日常の
診察風景・思考過程をありのままに記した102症例。

中医学

漢方方剤ハンドブック

菅沼伸（監修）・菅沼栄（著）

1996.11.20

Ｂ５判／312頁
4-924954-33-0
978-4-924954-33-5

4,000

日本の漢方エキス製剤の使い方を示した方剤別
臨床指針。

中医学

経方医学１
−『傷寒・金匱』の理論と処方解説
［第三版］

江部洋一郎・横田靜夫

1997.09.01
2011.04.20

Ａ５判／276頁
978-4-904224-15-1

4,600

経方医学シリーズ第１巻。第三版。
傷寒論の生理・病理・処方・薬物を循環学説に
基づいて解説した独創的書物。

中医学

経方医学２
［第二版］

江部洋一郎・横田靜夫

2000.09.01
2018.10.20

Ａ５判／180頁
978-4-924954-59-5

3,200

経方医学シリーズ第２巻。第二版。
「桂枝湯加減と麻黄湯」が中心の処方解説。
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『中医臨床』シリーズ。
全24篇 55症例 カラー写真多数。
現代の怪病に対して24論文が徹底的に追究。
治療指針を提供する。
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中医学

経方医学３
［第二版］

江部洋一郎・和泉正一郎

2001.09.10
2015.05.15

Ａ５判／224頁
978-4-904224-34-2

3,400

経方医学シリーズ第３巻。第二版。
葛根湯・小青竜湯・真武湯・五苓散を中心とした
処方解説。

中医学

経方医学４

江部洋一郎・和泉正一郎

2003.04.28

Ａ５判／264頁
4-924954-75-6
978-4-924954-75-5

4,000

経方医学シリーズ第４巻。
傷寒・金匱方の応用範囲を柔軟に広げる。

中医学

経方医学５

江部洋一郎・宗本尚志

2015.06.06

Ａ５判／208頁
978-4-904224-35-9

3,400

経方医学シリーズ第５巻。

中医学

経方医学６

江部洋一郎・宗本尚志・
田川直洋

2018.10.30

Ａ５判／180頁
978-4-904224-54-0

3,200

経方医学シリーズ第６巻。完結篇。

中医学

経方脈学

江部洋一郎・宗本尚志・
田川直洋・小栗重統・
有光潤介・石束麻里子

2014.12.05

Ａ５判／116頁
978-4-904224-31-1

2,000

経方医学シリーズに新たな一冊。
経方の脈診とは。

中医学

経方薬論

江部洋一郎・和泉正一郎・
内田隆一

2001.01.12

Ａ５判／132頁
4-924954-60-8
978-4-924954-60-1

2,000

経方医学シリーズ。
生薬全118 味について，各単味ごとに解説。
「経方理論」との相関図を示した図解もあり。

中医学

再発させないがん治療
〜中国医学の効果〜

小髙修司

2015.02.06

Ａ５判／208頁
978-4-904224-33-5

2,400

「コタカ式」がん治療のすべて
中国医学によるがん治療の経験を積み重ねて25年。
その経験の集大成がここに――

中医学
針灸

［ＣＤ-ＲＯＭでマスターする］舌診の基礎

高橋楊子

2007.06.15

Ｂ５判／カラー／88頁
978-4-924954-94-6

6,000

ひとりで学べる舌診教本。
舌診の鑑別能力を鍛える。

中医学

［実践講座］中医弁証

楊亜平／平出由子 訳

2008.05.25

Ａ５判／800頁
978-4-904224-01-4

5,800

診察風景を通して弁証のステップを学べる。
初学者のための中医診察ナビゲーション

中医学

実践東洋医学
［第１巻 診断篇］

三浦於菟

2018.05.01

Ａ５判／２色／392頁
978-4-904224-51-9

4,200

ベテラン漢方医がまとめた実践のための
東洋医学入門。

中医学

実践東洋医学
［第２巻 生理・病態・治療理論篇］

三浦於菟

2018.08.27

Ａ５判／２色／424頁
978-4-904224-55-7

4,500

ベテラン漢方医がまとめた実践のための
東洋医学入門。第２巻。

中医学
針灸

［実用］舌診マップシート

高橋楊子

2012.06.20

Ｂ４判／カラー
―

2,480

東洋医学の治療や患者指導をサポートするB４サイズ
の舌写真下敷き（B５判の手引書<12頁>付）

中医学

［詳解］中医基礎理論

劉燕池・宋天彬・張瑞馥・
董連栄
／浅川要 監訳

1997.04.10

Ｂ５判／368頁
4-924954-35-7
978-4-924954-35-9

4,500

Ｑ＆Ａ方式。中医基礎理論を一歩深めた解説書。
便利な中級者向け教材。

中医学
針灸

「証」の診方・治し方
――実例によるトレーニングと解説――

呉澤森・高橋楊子

2012.12.25

Ｂ５判／328頁
978-4-904224-21-2

3,800

この症例はどのように分析・治療すればよいのか。
「弁証論治トレーニング」待望の書籍化！
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中医学

症例から学ぶ中医婦人科
−名医・朱小南の経験

朱小南／柴崎瑛子 訳

2004.04.05

Ａ５判／312頁
4-924954-78-0
978-4-924954-78-6

3,800

医論と医案の２部構成。医論には，
今日の婦人科診療に役立つポイントと心得が凝縮。

中医学

症例から学ぶ中医弁証論治

焦樹徳／生島忍 訳

1991.05.15

Ａ５判／272頁
4-924954-22-5
978-4-924954-22-9

3,500

中級者向け。臨床力を養成するための解説書。
基礎理論学習後に読む。

中医学

［新装版］実践漢薬学

三浦於菟

2011.03.15

Ａ５判／462頁
978-4-904224-14-4

5,600

生薬の入門書であり，臨床の場ですぐに役立つ
実践書。

中医学

［新装版］中医学入門

神戸中医学研究会 編著

2012.02.25

Ａ５判／364頁
978-4-904224-17-5

4,800

中医学の全体像をまとめた解説書として高く評価
され，30年にわたって版を重ねてきた名著の第３版。

中医学
針灸

［新装版］中医臨床のための舌診と脈診
（上製）

神戸中医学研究会 編著

2016.11.25

Ｂ５判／カラー／132頁
978-4-904224-43-4

6,500

中医診断に欠かせない舌診と脈診の教科書。

中医学

［新装版］中医臨床のための中薬学

神戸中医学研究会 編著

2011.09.15

Ａ５判／696頁
978-4-904224-16-8

7,800

1992年の刊行以来，入門者からベテランまで幅広い
読者の支持を獲得してきた名著が復刊！

中医学

［新装版］中医臨床のための方剤学

神戸中医学研究会 編著

2012.11.01

Ａ５判／664頁
978-4-904224-20-5

7,200

方剤学の名著が大幅に増補改訂して復刊！

中医学

［図解］中医方剤マニュアル

何金森／上村澄夫 訳

1994.11.22

Ｂ５判／312頁
4-924954-01-2

品切れ

中医学

図解・表解 方剤学

滝沢健司

2018.06.20

Ｂ５判／２色／600頁
978-4-904224-52-6

7,200

中医学

図表解 中医基礎理論

滝沢健司

2009.06.20

Ｂ５判／２色／312頁
978-4-904224-04-5

品切れ

中医学

中医オンコロジー
―がん専門医の治療経験集―

花宝金・侯煒・鮑艶挙・
劉瑞・平崎能郎 編著

2016.09.10

Ａ５判／296頁
978-4-904224-42-7

3,800

中医学の利点を日本のがん治療に活かす

中医学

中医学ってなんだろう ①人間のしくみ

小金井信宏

2009.09.05

Ｂ５判／２色／336頁
978-4-904224-08-3

4,800

やさしいけれど奥深い，中医学解説書。
読めば読むほど，中医学が面白くなる一冊。

中医学

中医学の基礎
（並製）

平馬直樹ほか日中共同編集

1995.11.15
2009.06.25

Ｂ５判／340頁
978-4-904224-07-6

5,600

中医学の基礎理論を系統的にまとめる。
最も高い評価を得る教科書。

中医学
針灸

中医診断学ノート

内山恵子

1988.04.25

Ｂ５判／184頁
4-924954-46-2
978-4-924954-46-5

3,200

中医学の診断学に関する知識のチャート式解説書。
最好評の書。

中医学

中医対薬 −施今墨の二味配合法−

呂景山／鈴木元子ほか 訳

2002.03.06

Ａ５判／402頁
4-924954-70-5
978-4-924954-70-0

4,200

２つの生薬配合による相乗効果を考察する。
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日本の漢方エキス製剤の使い方を示した
方剤別臨床指南。
漢方治療に行き詰まったとき，方剤の構造を
知っていると道がひらける。
やさしい解説とわかりやすい図表解で，
漢方を運用するために必要な基礎理論を紹介。
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中医伝統流派の系譜

黄煌／柴崎瑛子 訳

2000.12.08

Ａ５判／344頁
4-924954-62-4
978-4-924954-62-5

3,600

歴代各家の学説・主張・特徴を的確に捉え，
中医学の全体像を俯瞰。

中医学

［標準］中医内科学

張伯臾（主編）・
董建華・周仲瑛（副主編）／
鈴木元子・福田裕子・
藤田康介・向田和弘 訳

2009.06.20

Ｂ５判／424頁
978-4-904224-06-9

4,600

中医内科学教科書のスタンダード。

中医学

中医内科学ポイントブック

鄒 大同 編著

2012.04.20

Ｂ５判／２色／384頁
978-4-904224-18-2

5,040

中医内科学の要点を整理してビジュアル化！
臨床でよく見られる72内科病証の弁証論治を解説。

中医学

中医皮膚科学

徐宜厚・王保方・張賽英
編著／村上元 編訳／
村上元・田久和義隆 訳

2017.11.15

Ｂ５判／808頁
978-4-904224-46-5

9,600

日本初の体系的な中医皮膚科の大著。
漢方・鍼灸・外用薬などの絶大な治療効果。

中医学

中医病因病機学

宋鷺氷／柴崎瑛子 訳

1998.05.01

Ａ５判／608頁
4-924954-41-1
978-4-924954-41-0

5,600

病態を把握するための，中医学的メカニズムを
展開。治療方針を決定するために必読の書。

中医学

中医弁証学

何雪帆／兵頭明 訳

1996.11.20

Ａ５判／544頁
4-924954-44-6
978-4-924954-44-1

5,100

証とは何か，弁証とは何か。
初めて系統的に述べた画期的著述。

中医学

中医方剤ハンドブック
−医療用漢方製剤を中心として−

廖英一・徐輝光

1984.02.20

Ａ５判／142頁

品切れ

中医学

中医免疫学入門

劉正才・尤煥文／山内浩監訳 1993.10.01

Ａ５判／184頁
4-924954-52-7
978-4-924954-52-6

2,800

中医と免疫の関係。
中医が人体の免疫にどう作用するかを解く。

中医学

中医臨床のための医学衷中参西録
第1巻［傷寒・温病篇］

神戸中医学研究会 編訳

2014.11.20

Ａ５判／592頁
978-4-904224-30-4

8,000

座右に置きたい近世の名著。
近世の名医・張錫純が残した中医学書の金字塔。

中医学

中医臨床のための医学衷中参西録
第２巻［雑病篇］

神戸中医学研究会 編訳

2015.08.08

Ａ５判／736頁
978-4-904224-37-3

9,000

座右に置きたい近世の名著。
近世の名医・張錫純が残した名著の中核をなす
第２弾。

中医学

中医臨床のための医学衷中参西録
第３巻［生薬学・医論・書簡篇］

神戸中医学研究会 編訳

2018.01.30

Ａ５判／488頁
978-4-904224-50-2

7,000

臨床実践に裏打ちされた名著。近世の名医・
張錫純が残した生薬解説や医論の数々を収載。

中医学

中医臨床のための温病学入門

神戸中医学研究会 編著

2014.04.10

Ｂ５判／216頁
978-4-904224-27-4

4,200

難治性疾患に取り組むすべての臨床家に。
温病学を基礎から学べる本邦唯一のテキスト。

中医学

中医臨床のための常用生薬ハンドブック

神戸中医学研究会 編著

2017.11.05

Ａ５判／ビニール
クロス装／376頁
978-4-904224-48-9

4,800

手元に置いて，すぐに調べられる生薬事典。

中医学
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中医学

中国医学の歴史
［第二版］（並製）

傅維康／川井正久 訳

1997.02.18
2017.05.15

Ａ５判／752頁
978-4-904224-45-8

6,000

２千年の通史，学説史，人物史，交流史。好評の書。
第二版。（第２版第５刷から並製に変更）

中医学

中薬の配合

丁光迪／小金井信宏 訳

2005.10.11

Ａ５判／576頁
4-924954-85-3
978-4-924954-85-4

5,400

臨床効果を上げる為に不可欠な
中薬の配合法則について詳しく説明。

中医学

定性・定位から学ぶ中医症例集

叢法滋／相場美紀子 訳

2003.09.06

Ｂ５判／120頁
4-924954-77-2
978-4-924954-77-9

品切れ

定性定位弁証法による日本で初めての
中医症例集。

中医学

内科医の散歩道 ―漢方とともに

山本廣史

2001.02.15

Ｂ５判変型／170頁
4-924954-64-0

品切れ

循環器内科医院を開業する著者の漢方エッセイ集。

中医学

【中医臨床文庫１】 風火痰瘀論

章真如／渡辺賢一 訳

1999.03.10

Ａ５判／248頁
4-924954-48-9
978-4-924954-48-9

3,500

中医学における四大病因から，
現代の難病や生活習慣を弁証論治する。

中医学

『腹証図解 漢方常用処方解説』（赤本）

髙山宏世 編著

2017.05.05

Ａ５判／328頁
978-4-904224-44-1

1,800

【三考塾叢刊】
漢方医学書のベストセラー『赤本』

中医学

別冊・常用生薬一覧表

焦樹徳／国永薫 訳

2013.08.01

Ｂ５判／72頁
―

1,000

『名医が語る生薬活用の秘訣』収載の内容が
一目でわかる生薬一覧表

中医学

『弁証図解 漢方の基礎と臨床』（黄本）

髙山宏世 編著

2018.11.01

Ａ５判／490頁
978-4-904224-56-4

1,900

【三考塾叢刊】
「この病気に使える漢方処方はなにか？」に答える。

中医学

マンガ
食事と漢方で治すアトピー性皮膚炎

三宅和久 原作／
馬場民雄 作画

2018.06.20

Ａ５判／136頁
978-4-904224-53-3

1,800

漢方医が教える最も効果的で経済的な治療法
医師にも患者にも役立つ一冊

中医学

名医が語る生薬活用の秘訣

焦樹徳／国永薫 訳

2013.06.05

Ａ５判／456頁
978-4-904224-24-3

4,800

日本で中医を実践するベテラン医師がくり返し読んだ
名著『用薬心得十講』の邦訳。第一級の生薬解説書

中医学
針灸

脈診 −基礎知識と実践ガイド−

何金森（監修）・
山田勝則（著）

2007.12.25

Ａ５判／296頁
978-4-924954-99-1

3,200

中医学の伝統的な理論にのっとった脈診ガイド。

中医学
針灸

問診のすすめ――中医診断力を高める

金子朝彦・邱紅梅

2014.03.10

Ａ５判／２色／200頁
978-4-904224-26-7

2,800

問診に悩む臨床家の問診レベルを高め，
弁証力向上へと導く１冊。

中医学

やさしい中医学入門

関口善太

1993.02.15

Ａ５判／204頁
4-924954-37-3
978-4-924954-37-3

2,600

短期間で読める中医学のイラスト入り入門書。
最初に読む本。

中医学

臨床家のための中医腫瘍学

鄒大同 編著

2016.06.11

Ｂ５判／320頁
978-4-904224-41-0

4,800

中医学のがんの教科書。西洋医学のがん治療を
補完し，長期生存も期待できる。

中医学

臨床に役立つ五行理論
―慢性病の漢方治療―

土方康世

2015.06.15

Ａ５判／164頁
978-4-904224-36-6

2,400

五行理論の特に相生・相克・相乗・相侮の関係を，
臨床において応用した筆者の経験をまとめたもの

5

書籍情報一覧表（中医学）

中医学

老中医の診察室

柯雪帆／石川鶴矢子 訳

1999.07.30

Ａ５判／328頁
4-924954-53-5
978-4-924954-53-3

品切れ

中医学

わかる・使える漢方方剤学「時方篇」
［第二版］

小金井信宏

2003.04.28
2005.07.01

Ｂ５判／352頁
4-924954-76-4
978-4-924954-76-2

4,200

学習意欲をかき立てる，面白い方剤解説。
方剤から入る広大な中医学の世界。
第二版。

中医学

わかる・使える漢方方剤学「経方篇」

小金井信宏

2004.06.30

Ｂ５判／340頁
4-924954-80-2
978-4-924954-80-9

4,200

わかる・使える漢方方剤学シリーズ第２作。
「傷寒・金匱」方の特徴を解説。

6

経験豊富な老中医の指導のもと，
数々の難病を解決してゆく実話に基づいた小説。

