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新刊   医在厨房 医薬は台所にあり
辰巳洋著　四六判並製／オールカラー／224頁／定価1,980円（本体1,800円＋税）
薬膳の教育・研究活動で活躍する著者が書き下ろした古代中国からの食養生。

新刊   中国医学の身体論―古典から紐解く形体
浅川要著　Ｂ５判並製／２色刷／ 380 頁／定価 5,060 円（本体 4,600 円＋税）
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。

いのちのレジリエンス
岡留美子著　四六判並製／ 280 頁／定価 2,200 円（本体 2,000 円＋税）
レジリエンスに働きかけるものは何か。深いヒントを与える現場からの知恵。

乾くんの教えて！四診 上巻
石井尊子著　Ａ５判並製／ 234 頁／定価 3,520 円（本体 3,200 円＋税）
カラー漫画でわかりやすく，面白く。望診と聞診をテーマにした 13 話を収録。

上海清零～上海ゼロコロナ大作戦～
藤田康介著　Ａ５判並製／ 360 頁／定価 3,080 円（本体 2,800 円＋税）
中医学からワクチンまで。中国のコロナ対策を中国で暮らす日本人医師が紹介。

漢方診療のための中医臨床講義
篠原明徳著　Ａ５判並製／ 244 頁／定価 3,960 円（本体 3,600 円＋税）
習得した中医学の知識と実臨床をつなぐ中医学版臨床講義。

改訂版・医学生のための漢方医学【基礎篇】
安井廣迪著　Ａ４変形判並製／ 272 頁／定価 4,840 円（本体 4,400 円＋税）
漢方医学の基本概念・診断・薬物・処方・治療の基礎を必要十分に学べる。

［簡明］皮膚疾患の中医治療 楊達・楊暁波編著

Ｂ５判並製／オールカラー／ 384 頁／定価 6,600 円（本体 6,000 円＋税）
皮膚疾患に対する中医学の考え方・活かし方。病態と治療のポイントを図表で明解に。

中国伝統医学による食材効能大事典
山中一男・小池俊治編著 Ｂ５判並製／ 516 頁／定価 6,380 円（本体 5,800 円＋税）
日本で常食される 700 種以上の食材を網羅した国内最大級の食材事典。

疾患・症状別漢方治療  慢性疼痛
世良田和幸監修　Ｂ５判並製／２色刷／128頁／定価 2,992円（本体 2,720円＋税）
疼痛治療の悩みを漢方で解決するヒントがここにある。

問診のすすめ―中医診断力を高める 金子朝彦・邱紅梅著

Ａ５判並製／２色刷／ 200頁／定価 3,080 円（本体 2,800 円＋税）
正しい証を得るためにどんな質問を投げかければよいのか，そのコツを教える。

実践東洋医学 三浦於菟著　Ａ５判並製／２色刷

［第１巻  診断篇］  392 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）

［第２巻  生理・病態・治療理論篇］ 424 頁／定価 4,950円（本体 4,500円＋税）

［第３巻  臓腑理論篇］  384 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）

ベテラン漢方医がまとめた実践のための東洋医学入門書。全 3 巻シリーズ。

漢方とブリーフセラピーを
精神科治療に活かす

漢方診療ワザとコツ　織部和宏著　Ａ５判並製／ 272 頁／
定価 3,960 円（本体 3,600 円＋税）

日本漢方と中医学を知り尽くした著者が， 見事な治療経験を惜しみなく伝える。

「証」の診方・治し方―実例によるトレーニングと解説―

呉澤森・高橋楊子著 Ｂ５判並製／ 328 頁／定価 4,180 円（本体 3,800 円＋税）

「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・高橋楊子著 Ｂ５判並製／ 352 頁／定価 4,180 円（本体 3,800 円＋税）
呈示された症例をまず自力で解き，その後に解説を読むことで「証」を導く力を鍛える。

腹証図解　漢方常用処方解説［改訂版］（赤本）
髙山宏世編著 Ａ５判並製／336 頁／定価 1,980 円（本体 1,800 円＋税）
エキス剤で健康保険適用の 126 処方を薬効別に収載。ポイントを示す。

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

Ｂ５判並製／ 808 頁／定価 10,560 円（本体 9,600 円＋税）
230 種に及ぶ疾患・症状を網羅した日本初の体系的な中医皮膚科の大著。

図解・表解 方剤学 
滝沢 健司著 Ｂ５判並製／２色刷／ 600 頁／定価 7,920 円（本体 7,200 円＋税）
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。

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　Ａ５判並製／ 296 頁／
定価 4,180 円（本体 3,800 円＋税）
現代中国の名中医による症例集から，信頼性の高い 87 症例を厳選。

臨床家のための中医腫瘍学
鄒大同著　Ｂ５判並製／ 320 頁／定価 5,280 円（本体 4,800 円＋税）
現代中国の病院で実際に行われている治療法の集大成。症例も多数掲載。

［実践講座］中医弁証 安楊亜平主編　平出由子翻訳

Ａ５判並製／ 800 頁／定価 6,380 円（本体 5,800 円＋税）
医師と患者の会話形式で弁証論治を行う診察風景を再現。中医診断学の実践応
用篇。本篇 114，副篇 87，計 201 症例を収録。

中医学ってなんだろう　①人間のしくみ
小金井信宏著 Ｂ５判並製／336頁／ 2色刷／定価5,280円（本体4,800円＋税）
やさしいけれど奥深い，中医学解説書。中医学独特の考え方も詳しく紹介。

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・向田和弘翻訳

Ｂ５判並製／ 424 頁／定価 5,060 円（本体 4,600 円＋税）
老中医たちが心血を注いで編纂した，定評ある「第五版教科書」の日本語版。

［CD-ROMでマスターする］舌診の基礎 高橋楊子著

CD-ROM付き Ｂ５判並製／カラー刷／88頁／定価6,600円（本体6,000円＋税）
CD-ROM を使った新しい舌診ガイド。舌診の基礎と臨床応用法を詳説。

漢方方剤ハンドブック菅沼伸・菅沼栄著　Ｂ５判並製／ 312頁
／定価 4,400 円（本体 4,000 円＋税）　　

日本の漢方エキス製剤と市販中成薬 136 方剤を解説。
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わかる・使える 漢方方剤学 小金井信宏著
 ［時方篇］Ｂ５判並製／ 352 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）
今までにない面白さで読ませる方剤学の決定版。名方 20 処方を徹底解説。
 ［経方篇１］Ｂ５判並製／ 340 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）
各方剤を図解・表解・比較方式で系統的に解説。経方 11 処方の解説。

名医が語る生薬活用の秘訣 焦樹徳著 国永薫訳 Ａ５判並製456頁／
定価 5,280 円（本体 4,800 円＋税）      

名老中医による生薬運用の解説書。308 味の生薬について，性味・効能・配伍
応用・用量・用法・注意事項を解説。生薬を知るための１冊。

中医臨床のための温病学入門
神戸中医学研究会編著 Ｂ５判並製／ 216 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）
温病の概念と基礎理論および基本的な弁証論治をひととおり学ぶことができる。

［新装版］中医臨床のための舌診と脈診
神戸中医学研究会編著　Ｂ５判上製／132頁／定価7,150円（本体6,500円＋税）
中医診断において不可欠の「舌診」と「脈診」のための標準的な教科書。

［新装版］中医臨床のための方剤学
神戸中医学研究会編著 Ａ５判並製／ 664 頁／定価 7,920 円（本体 7,200 円＋税）
中医方剤学の名著が大幅に増補改訂して復刊。

［新装版］中医臨床のための中薬学
神戸中医学研究会編著 Ａ５判並製／ 696 頁／定価 8,580 円（本体 7,800 円＋税）
永久不変の輝きを放つ生薬の解説書。装いを新たに復刊。

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 Ｂ５判並製／ 296 頁／定価 4,070 円（本体 3,700 円＋税）
待望の『いかに弁証論治するか』の続篇。

中医学の基礎 平馬直樹・兵頭明・路京華・劉公望監修　             
Ｂ５判並製／340頁／定価6,160円（本体 5,600円＋税）

中医学を，日本人が学びやすいように徹底的に吟味推敲された決定版。

やさしい中医学入門 関口善太著　Ａ５判並製／204頁／
定価 2,860 円（本体 2,600 円＋税）

３日間で読める中医学の入門書。楽しいイラストと豊富な図表で解説。

中医診断学ノート 内山恵子著　Ｂ５判並製／ 184 頁／
定価 3,520 円（本体 3,200 円＋税）

チャート式図形化で，視覚的に中医学を理解させる画期的なノート。

［詳解］中医基礎理論 劉燕池・宋天彬・張瑞馥・董連栄著　
浅川要監訳　　　　　　　　　　　　

Ｂ５判並製／ 368 頁／定価 4,950 円（本体 4,500 円＋税）
Ｑ＆Ａ方式で質問に答える奥行きのある中医学基礎理論の解説書。

実用 中医薬膳学
辰巳洋著　Ｂ５判並製／ 448 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）　
本格的に薬膳を学びたい人のための基本テキスト。

中医病因病機学　宋鷺冰著　柴 瑛子訳　Ａ５判並製／ 608 頁／
定価 6,160 円（本体 5,600 円＋税）　　　　　

病因病機は中医学の核心中の核心。患者の証候を分析し，病因と病態メカニズム
を明らかにすることによって，治療方針を立てるのが中医学の最大の特徴。

中医鍼灸 鍼灸処方学
渡邉大祐翻訳　Ｂ５判並製／816頁／定価 9,900円（本体 9,000円＋税）
シリーズ第３弾。中医鍼灸の処方篇。証に対応した 49 種類の鍼灸処方を徹底解説。

臨床に役立つ 奇経八脈の使い方
高野耕造著　Ｂ５判並製／ 320 頁／定価 3,960 円（本体 3,600 円＋税）
奇経八脈の基礎知識から臨床応用まで網羅し，奇経治療の魅力を伝える。

経脈病候の針灸治療 張吉主編　鈴木達也翻訳

Ａ５判並製／ 656 頁／定価 6,380 円（本体 5,800 円＋税）
十二経脈と奇経八脈さらに経筋や絡脈の病候を系統的に網羅。

新・針師のお守り―針灸よもやま話―
浅川要著　新書判並製／ 200 頁／定価 1,320 円（本体 1,200 円＋税）
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。

古典から学ぶ経絡の流れ
浅川要著  Ｂ５判並製／２色刷／176頁／定価3,080円（本体2,800円＋税）
本経だけでなく絡脈や経別も含めた経絡流注の全貌を把握。

経穴の臨床実践　40穴の徹底活用術
呉澤森・孫迎著　Ｂ５判並製／ 400 頁／定価 6,160 円（本体 5,600 円＋税）
ツボのもつ作用・主治，効果を高めるための刺鍼手技や配穴についてまとめた。

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　

Ｂ５判並製／ 776 頁／定価 11,000 円（本体 10,000 円＋税）
548 病症を収載。豊富な病症数と確かな内容で日常診療・学習のてびきに。 

［詳解］針灸要穴辞典 趙吉平・王燕平編著　柴 瑛子訳 　
Ｂ５判並製／ 400 頁／定価 6,600 円（本体 6,000 円＋税）
十二経脈や奇経八脈に属する特有の作用をもつ要穴のすべてを網羅した決定版。

中医鍼灸、そこが知りたい 金子朝彦著  
四六判並製／ 288 頁／定価 2,860 円（本体 2,600 円＋税）
中医鍼灸中級へのステップアップ。最適のナビゲーター。

針灸三通法　賀普仁著　名越礼子訳　日本語版監修：賀偉　Ａ５判
並製／ 352 頁／定価 4,400 円（本体 4,000 円＋税）

毫針による微通法，火針による温通法，三稜針による強通法。

針灸二穴の効能［増訂版］ 呂景山著　渡邊賢一訳 　　
　

Ａ５判並製 352 頁／定価 4,400 円（本体 4,000 円＋税）
二穴の配合は，針灸処方の原点。単穴とは異なる独特の治療効果を出す。

中医針灸学の治法と処方 邱茂良著　浅川要・加藤恒夫訳  
Ａ５判並製／ 464 頁／定価 5,060 円（本体 4,600 円＋税）
針灸の治療法則を体系的に解説。中医針灸学の理論と臨床をみごとに結合させた。

針灸経穴辞典　山西医学院李丁・天津中医学院編　　　
浅川要・塩原智恵子・木田洋・横山瑞生訳

Ａ５判上製／函入／ 524 頁／図 206 点／定価 7,370 円（本体 6,700 円＋税）
経穴 361 穴，経外奇穴 61 穴を収録。好評の経穴辞典。

李伝岐・李宛亮著　兵頭明監訳
猪俣稔成・上宮春菜・角南芳則・平出由子・
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『針灸学』シリーズ４部作『針灸学』シリーズ４部作

シリーズ１～３　天津中医薬大学＋学校法人衛生学園編（旧・後藤学園）
シリーズ４　 魁山（甘粛中医学院教授）著
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

シリーズ１　針灸学[基礎篇］（第三版）

第二版に文章表現上の修正，補足を大幅に加えた。

Ｂ５判並製／ 368 頁／定価 6,160 円（本体 5,600 円＋税）
日中の共有財産である伝統医学を，現代日本の針灸臨床に活用するために整
理しなおし，平易に解説した好評の教科書。

シリーズ２　針灸学[臨床篇］
Ｂ５判並製／ 548 頁／定価 7,700 円（本体 7,000 円＋税）
日常よく見られる 92 症候の治療方法を「病因病機―証分類―治療」の構成で
詳しく解説。各症候に対する古今の有効処方を紹介。

シリーズ３　針灸学[経穴篇］（改訂版）

Ｂ５判並製／ 512 頁／定価 6,600 円（本体 6,000 円＋税）
全 409 穴に出典・由来・要穴・定位・取穴法・主治・作用機序・刺法・灸法・
配穴例・局部解剖を解説。豊富な図版全 183 点，日中経穴部位・取穴対照表。

シリーズ４　針灸学[手技篇］
Ｂ５判並製／ 180 頁／定価 4,620 円（本体 4,200 円＋税）
著者は，中国の最も代表的な針灸名医。針灸手技全般の知識を，豊富な写真

（203 枚）と刺入後の皮膚内をイラスト化して丁寧に解説。
＊旧版『写真でみる針灸補瀉手技』の書名を改め，『針灸学』シリーズ４部

作に編入しました。内容は旧版と変わりません。ご注意ください。

現代語訳 黄帝内経素問
 全３巻

監訳／石田秀実（九州国際大学教授）

　　

［原文・和訓・注釈・現代語訳・解説］
の構成。
Ａ５判上製／函入／縦書。原文（大
文字）と和訓は上下２段組。

 ［上巻］512 頁　定価 11,000 円
（本体 10,000 円＋税）

 ［中巻］458 頁　定価 10,450 円
（本体  9,500 円＋税）

 ［下巻］634 頁　定価 13,200 円
（本体 12,000 円＋税）

 　 【全巻揃】  　定価 34,650 円
（本体 31,500 円＋税）

図
書
目
録【
針
灸
】

図
書
目
録【
古
典
】

中国傷寒論講義
郝万山・生島忍著　Ａ５判並製／688頁／定価 7,920円（本体 7,200円＋税）
劉渡舟先生の『中国傷寒論解説』を補完する郝万山先生の明解な傷寒論講義。

中国傷寒論解説
劉渡舟（北京中医学院教授）著　勝田正泰・川島繁男・菅沼伸・兵頭明訳
Ａ５判並製／ 264 頁／定価 3,740 円（本体 3,400 円＋税）
中国『傷寒論』研究の第一人者による名解説。逐条解説でなく，『傷寒論』の
精神を深く把握しながら，条文の意味を理解させる。

難経解説　南京中医学院編　戸川芳郎（東大教授）監訳　浅川要・
井垣清明・石田秀実・勝田正泰・砂岡和子・兵頭明訳　

Ａ５判並製／448 頁／定価 5,060 円（本体 4,600 円＋税）
中国で最もポピュラーな難経解説書。［原文・和訓・語釈・現代語訳・解説・
各難のポイント］の構成。入門書として最適。

傷寒論を読もう　髙山宏世著　Ａ５判並製／ 480 頁／
定価 4,400 円（本体 4,000 円＋税）　

必読書でありながら，読みこなすことが難しい傷寒論をやさしく解説。中医
学的な病態分析で背景にある生理・病理を理解しやすい，

金匱要略も読もう　髙山宏世著 Ａ５判並製／ 536 頁／
定価 4,950 円（本体 4,500 円＋税） 

『傷寒論』の姉妹篇『金匱要略』をやさしい語り口で解説。各篇中で述べられ
ている病態・治療方針・処方を明解にチャート化。

［原文・和訓・注釈・現代語訳・解説］
の構成。
Ａ５判上製／函入／縦書。原文（大
文字）と和訓は上下２段組。

 ［上巻］568 頁　定価 12,100 円
（本体 11,000 円＋税）

 ［下巻］552 頁　定価 12,100 円
（本体 11,000 円＋税）

 【上・下巻揃】   定価 24,200 円
（本体 22,000 円＋税）

現代語訳 黄帝内経霊枢
    上下２巻

監訳／石田秀実（九州国際大学教授）・
白杉悦雄（東北芸術工科大学助
教授）

■中医鍼灸 臨床経穴学中医鍼灸 臨床経穴学
李世珍著 兵頭明訳 Ｂ５判並製／824頁／定価10,560円（本体9,600円＋税）

■中医鍼灸 臨床発揮中医鍼灸 臨床発揮
李世珍・李伝岐・李宛亮著 兵頭明訳 Ｂ５判並製／ 762 頁／定価 8,360 円

（本体 7,600 円＋税）

　　李世珍の針李世珍の針――弁証の針，効かせる技 弁証の針，効かせる技 
附録：CD-ROM Ｂ５判並製／ 206頁／定価 3,080円（本体 2,800円＋税）

ムックムック

（旧版・臨床経穴学と

内容は同じです）
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●定　価
　定価 1,760 円（本体 1,600 円＋税）

●年間予約　
　定価 7,040 円（本体 6,400 円＋税）

４冊（送料・支払手数料込）

●３年予約
　定価 19,008 円（本体 17,280 円＋税）

12 冊（送料・支払手数料込）

図
書
目
録【
辞
典
】

中医学の魅力に触れ，実践する

●中医学を学ぶ人なら，必ず手元に置きたい「基本用語辞典」
中医伝統医学の入門者や臨床家にぴったりの辞典。医師・薬剤師・鍼灸師・

看護師・栄養士など幅広い医療従事者ならびに医学生・薬学生・鍼灸学

生や，薬膳・気功・太極拳・中医美容など，中医伝統医学を学ぶ人すべ

ての必携参考書。

●新たに 668 語を追加して“大改訂”

今回の改訂では，旧版では欠けていた２字の中医学の専門用語を中心に

追加。旧版の用語約 3,500 語と合わせ，合計約 4,200 語を収載。さらに見

出し用語の扱いを改め，探したい用語を引きやすく。

【
中
医
臨
床
】

中医　床中医　床［季刊］

監修／高金亮

主編／劉桂平・孟静岩

翻訳／中医基本用語辞典翻訳委員会

Ａ５判　912 頁 ビニールクロス装・函入

定価 9,460 円（本体 8,600 円＋税）

改訂版

中医学の基本用語約 4,200  語を収載。


