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分類 書名 著者
発行日

（上段初版）
判型／頁数

ＩＳＢＮ
本体価格 内容

針灸 運動器疾患の針灸治療 西田皓一 2012.05.25
Ｂ５判／並製／144頁
978-4-904224-19-9

2,600 すべての医師と鍼灸師に！

針灸 絵で見る経筋治療
薛立功 監修／
劉春山・趙瑞国・高慶霞 編著
猪俣稔成 訳

2013.09.04
Ｂ５判／２色／192頁
978-4-904224-25-0

3,600
難治の痛みやしびれを改善する295の治療点を
完全図解

針灸 経穴の臨床実践（40穴の徹底活用術） 呉澤森・孫迎 2014.05.15
Ｂ５判／400頁

978-4-904224-29-8
5,600 ツボの効果的な使い方を指南

針灸 経脈病候の針灸治療
張吉 主編
鈴木達也 翻訳

2020.02.25
A５判／656頁

978-4-904224-70-0
5,800

中国歴代の鍼灸経験を集約した
経絡の病候と治療の書

針灸
経絡反応帯療法
（上製）

山西医学院第一附属医院 編
／
浅川要・神尾孝祐・
砂岡和子 訳

1985.06.01 Ａ５判／268頁 品切れ

針灸 古典から学ぶ経絡の流れ 浅川要　編著 2017.08.10
Ｂ５判／２色／176頁
978-4-904224-47-2

2,800 鍼灸教育を補完するサブテキスト

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／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
針灸

［実用］舌診マップシート 高橋楊子 著 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）

針灸
写真でみる針灸補瀉手技
　（『針灸学「手技篇」』に改め）

鄭魁山／
兵頭明 監訳

1991.07.20
Ｂ５判／180頁
4-924954-17-9

品切れ
針灸の刺針技術の解説書。
刺入してからの操作を詳しく説明。

針灸
写真でみる脳血管障害の針灸治療
　－「醒脳開竅法」の理論と実際－
（並製）

石学敏／
兵頭明 監訳

1991.05.15
2006.05.11

Ｂ５判／128頁
4-924954-87-X

978-4-924954-87-8
3,800

脳血管障害に抜群の効果を示す針灸のノウハウを
解説。醒脳開竅法の運用法を連続写真で紹介。

針灸
朱氏頭皮針
（上製）

朱明清・彭芝芸／
『朱氏頭皮針』翻訳グルー
プ 訳

1989.09.20
Ａ５判／275頁

4-924954-04-7
品切れ

目覚ましい効果を生む針灸治療の一法。
簡単で事故がなく効果が高い。

針灸 朱氏頭皮針［改訂版］
朱明清・蕭慕如・彭芝芸／
高橋正夫・『朱氏頭皮針』翻訳
グループ 訳

2013.05.15
Ａ５判／336頁

978-4-904224-23-6
4,200

難病・雑病を治療する「神奇の針」，再び！
新しい朱氏頭皮針のすべて。
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http://www.chuui.co.jp/book/002234.php
http://www.chuui.co.jp/book/002402.php
http://www.chuui.co.jp/book/002456.php
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辞典
針灸

［詳解］針灸要穴辞典
趙吉平・王燕平／
柴崎瑛子 訳

2013.03.15
Ｂ５判／400頁

978-4-904224-22-9
6,000

特有の作用をもつツボの性格を知れば臨床力があが
る！

中医学
針灸

疾患・症状別 漢方治療　慢性疼痛 世良田和幸 監修 2019.11.27
Ｂ５判／２色刷／128

頁
978-4-904224-69-4

2,720
疼痛治療の悩みを漢方で解決するヒントが
ここにある。

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！

中医学
針灸

「証」の診方・治し方２
――実例によるトレーニングと解説――

呉澤森・高橋楊子 2019.04.05
Ｂ５判／352頁

978-4-904224-63-2
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」の書籍化　第２弾！

針灸 ［症例から学ぶ］中医針灸治療
邵湘寧／
名越礼子 訳

2005.09.10
Ａ５判／320頁

4-924954-84-5
978-4-924954-84-7

3,800 理論と臨床を結びつけた，入門者のための症例集。

針灸 針灸一穴療法 趙振景・西田皓一 2008.11.25
Ａ５判／312頁

978-4-904224-03-8
3,800 針灸臨床家の手の内として必携の書。

針灸
針灸学「基礎篇」
　［第三版］ （並製）

天津中医学院 編／
兵頭明 訳

1991.05.01
2007.01.30

Ｂ５判／368頁
978-4-924954-92-2

5,600
針灸学シリーズ１。第三版。
最も読まれている針灸の基礎理論。

針灸
針灸学「経穴篇」
　［改訂版］（並製）

天津中医薬大学＋
学校法人衛生学園
（旧・後藤学園） 編／
兵頭明 監訳／
学校法人衛生学園中医学
教育臨床支援センター 訳

1997.10.10
2021.04.10

B５判／512頁
978-4-904224-95-3

6,000
針灸学シリーズ３。改訂版。
各経穴についての詳解。
選穴の根拠を学ぶ教材「経穴篇」改訂！

針灸
針灸学「手技篇」
　（並製）

鄭魁山／
兵頭明 訳

1991.07.20
2005.11.01

Ｂ５判／180頁
4-924954-79-9

978-4-924954-79-3
4,200

針灸学シリーズ４。旧『写真でみる針灸補瀉手技』。
針灸手技の専門書。

針灸
針灸学「臨床篇」
　（並製）

天津中医学院 編／
兵頭明 訳

1993.10.01
2007.03.30

Ｂ５判／548頁
978-4-924954-93-9

7,000
針灸学シリーズ２。
疾患別・症状別に針灸臨床の指針を提供する。

辞典
針灸

針灸経穴辞典
 ［第二版］（上製）

李丁／
浅川要 訳

1986.04.18
1987.10.15

Ａ５判／524頁
4-924954-40-3

978-4-924954-40-3
6,700

針灸で使われるツボの辞典。
穴名の由来，位置，効能などを解説。
第二版。

針灸 針灸三通法
賀普仁／名越礼子 訳
賀偉 日本語版監修

2009.10.20
Ａ５判／352頁

978-4-904224-09-0
4,000 針灸臨床家が身につけるべき３つの通法のすべて。

針灸 針灸手技学
陸寿康・胡伯虎／
浅川要 訳

1992.09.01
Ｂ５判／296頁
4-924954-16-0

978-4-924954-16-8
品切れ

針灸の治療効果をあげるための秘訣，
針の刺し方を図解で説明。
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http://www.chuui.co.jp/book/002348.php
http://www.chuui.co.jp/book/002865.php
http://www.chuui.co.jp/book/002308.php
http://www.chuui.co.jp/book/002308.php
http://www.chuui.co.jp/book/002820.php
http://www.chuui.co.jp/book/002820.php
http://www.chuui.co.jp/book/000696.php
http://www.chuui.co.jp/book/001526.php
http://202.164.238.180/book/000063.php
http://202.164.238.180/book/000063.php
http://202.164.238.180/book/000065.php
http://202.164.238.180/book/000065.php
http://202.164.238.180/book/000066.php
http://202.164.238.180/book/000066.php
http://202.164.238.180/book/000064.php
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http://www.chuui.co.jp/book/000686.php
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針灸 針灸治療大全

張文進・張彦麗・張彦芳・
張彦霞・張博 編著／
相場美紀子・柴﨑瑛子・
鈴木聡・名越礼子・野口創・
渡邊賢一 翻訳

2014.05.15
Ｂ５判／776頁

978-4-904224-28-1
10,000

困ったときに引く針灸臨床の事典。著者の長年に
わたる臨床経験にもとづいて記された548病症。
豊富な病症数とたしかな内容で日常診療・学習の
てびきとなる。

針灸
針灸二穴の効能
　［増訂版］

呂景山／
渡邊賢一 訳

2005.04.01
2006.02.10

Ａ５判／340頁
4-924954-86-1

978-4-924954-86-1
4,000

223対の腧穴の組み合わせを収録。単穴の作用・
相互作用・主治・治療方法・治療経験を記載。
増訂版。

針灸 針灸弁証論治の進め方
徐恒沢・倪以恬･劉躍光・
呉中朝／
伊達啓太郎 訳

2001.04.24
Ａ５判／240頁

4-924954-66-7
978-4-924954-66-3

品切れ
中国に留学する外国人のための教材の翻訳本。
病症別に治療方法を網羅，各種の疾患に対応。

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。

針灸
新・針師のお守り
 ―針灸よもやま話―

浅川要 2019.02.20
新書／200頁

978-4-904224-61-8
1,200

日本における中医針灸の第一人者が綴るエッセイ。
第３弾。

針灸
吸玉療法
（上製）

王鳳儀・任煥朝／
浅川要 訳

1985.01.10
Ａ５判／268頁

4-924954-19-5
品切れ 家庭でも使える治療法。治療効果は高い。

針灸 【図解】経筋学　－基礎と臨床－ 西田皓一 2008.01.15
Ｂ５判／２色／504頁
978-4-924954-98-4

品切れ 経筋学の実践治療マニュアル。

針灸 ［図でわかる］中医針灸治療のプロセス
朱江・劉雲提・宋琦／
篠原昭二 監訳

2006.06.10
Ｂ５判／160頁
4-924954-89-6

978-4-924954-89-2
2,800

中医針灸の治療過程を図表化。
複雑な弁証論治をチャート形式で簡明表記。

針灸
続・針師のお守り
―針灸よもやま話―

浅川要 2015.01.25
新書／208頁

978-4-904224-32-8
1,200

日本における中医針灸の第一人者が綴るエッセイの
続篇。

針灸 ［チャート付］実践針灸の入門ガイド
朱江／
野口創 訳

2010.06.10
Ａ５判／216頁

978-4-904224-11-3
2,600 あなたは，この症例の病因病機図を描けますか。

針灸
中医針灸学の治法と処方
　－弁証と論治をつなぐ

邱昭遐・孔昭遐・邱仙霊 編著
／
浅川要・加藤恒夫 訳

2001.04.20
Ａ５判／464頁

4-924954-67-5
978-4-924954-67-0

4,600
針灸の治療法則を体系的に解説。
「法」と「方」に重点を置き，理論と臨床を結合。

針灸 中医鍼灸、そこが知りたい 金子朝彦 2010.12.20
四六判／288頁

978-4-904224-13-7
2,600

「そうだったのか！中医鍼灸」
中医鍼灸のみがき方。臨床力向上の足がかり。

針灸 中医鍼灸 鍼灸処方学

李伝岐・李宛亮／
兵頭明 監訳／猪俣稔成・
上宮春菜・角南芳則・
平出由子・渡邉大祐 翻訳

2021.10.10
B５判／816頁

978-4-910643-31-1
9,000

中医鍼灸３部作・シリーズ第３弾「処方篇」。
経穴運用の妙は処方にあり。証に対応した49種類の
鍼灸処方を徹底解説する。
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http://www.chuui.co.jp/book/002453.php
http://www.chuui.co.jp/book/000694.php
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http://www.chuui.co.jp/book/002802.php
http://www.chuui.co.jp/book/001303.php
http://www.chuui.co.jp/book/000697.php
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針灸 中医鍼灸 臨床発揮
李世珍・李伝岐・李宛亮／
兵頭明 訳

2002.06.29
Ｂ５判／762頁
4-924954-72-1

978-4-924954-72-4
7,600

中医鍼灸３部作・シリーズ第２弾「治療篇」。
基礎理論を実臨床で活かすために必要な知識を，
実例をもとに徹底解説する。

針灸 中医鍼灸 臨床経穴学 李世珍／兵頭明 訳
1995.05.15
2021.09.01

B５判／824頁
978-4-910643-30-4

9,600
中医鍼灸３部作・シリーズ第１弾「経穴篇」。
常用86穴について臨床運用を軸に徹底解説。
臨床家に必要なツボ知識を完全に網羅する。

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
針灸

中国医学の身体論
――古典から紐解く形体

浅川 要 2022.08.30
B５判／２色／380頁
978-4-910643-74-8

4,600
東洋医学的身体観の認識を明らかにして治療に役立
てる

針灸 中国刺絡鍼法
譚徳福・郭剣華・尤慶文・
王武興／
日本刺絡学会 監訳

1999.05.28
Ａ５判／360頁

4-924954-51-9
978-4-924954-51-9

品切れ
針灸分野の一療法。
経穴に刺激を与えることにより，著効を得る。

針灸 中国鍼灸各家学説
魏稼／
佐藤実 監訳

2003.01.20
Ａ５判／324頁

4-924954-73-X
978-4-924954-73-1

3,400
歴代の医家40人の生涯・学説・手技・著作・思想を
深く掘り下げ，後世への影響と功績を検証する。

針灸
ツボを活かす針
――基礎から学べる李世珍の手技――

関口善太（出演・構成・監修）・
白川徳仁・白川織江（出演）／
井出隆一（映像）

2010.06.11
ＤＶＤ／90分

978-4-904224-12-0
8,000

「弁証を活かす針」
習得のための講義と実技。待望のDVD化！

針灸
針師のお守り
―針灸よもやま話

浅川要 2000.08.22
新書／168頁

4-924954-58-6
978-4-924954-58-8

1,000
著者が中医学を学び，臨床運用のなかで感じた
問題点・疑問点を取り上げ，針灸の本質を追究。

針灸 耳針療法
趙吉平／
上村澄夫 訳

1994.05.24
Ｂ５判／190頁

4-924954-25-X
品切れ

耳に取穴する針灸治療。
簡単で高い治療効果を示す方法。

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。

針灸 李世珍の針　－弁証の針，効かせる技 『中医臨床』臨時増刊号 2005.06.15
Ｂ５判／206頁
4-924954-83-7

978-4-924954-83-0
2,800

李世珍先生の来日講演会の内容や，
本書のための特別インタビューなどの関連記事。

針灸
臨床経穴学
（並製）
（※『中医鍼灸 臨床経穴学』に書名変更）

李世珍／
兵頭明 訳

1995.05.15
2001.02.03

Ｂ５判／824頁
4-924954-63-2

978-4-924954-63-2
品切れ

臨床家に必要なツボ知識を完全網羅。
経穴ごとに臨床への応用を説く。病名索引付き。
並製版。
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針灸 臨床に役立つ 奇経八脈の使い方 高野耕造 2020.11.10
Ｂ５判／320頁

978-4-904224-85-4
3,600

著者が独自に探究した「奇経脈とは何か」
もっと奇経脈を使ってみたくなる
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