中医学をマスターするための

5 つのSTEP

STEP１

中医基礎理論をマスターする

中医学は中国で数千年にわたって蓄積されてきた臨床経験にもとづく医学です。
西洋医学とはまったく異なる体系を基礎として出来上がっている医学ですから，中医学を学ぶ際には，まずこの
医学の特徴ある理論体系をしっかりと学び，身につけることが欠かせません。
中医基礎理論をマスターすることが，このあとのステップにとって非常に重要です。
中医学の全体的なイメージをつかむ
『やさしい中医学入門』

中医学の基礎をしっかり固める
『中医学の基礎』

関口善太著
Ａ５判並製 204 頁
本体 2,600 円＋税 ☆

平馬直樹・兵頭明・路京華・劉公望監修
Ｂ５判並製 340 頁 本体 5,600 円＋税
中医基礎理論をマスターする決定版

まずはココから！

『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 ２色刷り
336 頁 本体 4,800 円＋税

『［新装版］中医学入門』
神戸中医学研究会編著
Ａ５判並製 364 頁 本体 4,800 円＋税
神戸中医研の名著の第３版

難解な用語も平易に

『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
242 頁 本体 4,200 円＋税

『［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 本体 4,500 円＋税

中医学と日本漢方の違いも浮き彫りに

耳寄り情報❶

難解な用語もこれで解決！

中医学を勉強し始めると，難解な専門用語に遭遇します。
そんなとき用語辞典が手元にあれば便利です。
収載語数は約 3,500 語とけっして多くはありませんが，
解説は読みやすく非常にていねいです。

より深く学ぶ

『中医基本用語辞典』
高金亮監修 劉桂平・孟静岩主編
中医基本用語辞典翻訳委員会翻訳
Ａ５判 ビニールクロス装・函入
872 頁 本体 8,000 円＋税

STEP２

中医診断学をマスターする

中医学の診療では，「弁証力」の向上が欠かせませんが，その前提として，弁証に必要な患者情報を的確に引き出
す力を身につけることが大切です。そのため中医診断学は最重要な基本科目の 1 つと位置づけられています。
重要な診察法である舌診・問診・脈診を習得
『問診のすすめ

『［CD-ROM でマスターする］
舌診の基礎』
高橋楊子著
CD-ROM 付き カラー刷り
Ｂ５判並製 88 頁
本体 6,000 円＋税

診断学の活かし方を学べる

―基礎知識と実践ガイド―』
何金森監修 山田勝則著
Ａ５判並製 296 頁
本体 3,200 円＋税 ☆

金子朝彦・邱紅梅著
Ａ５判並製 ２色刷 200 頁
本体 2,800 円＋税 ☆

診断学の内容をわかりやすく整理

『［実践講座］中医弁証』

耳寄り情報❷ 「弁証」について

より深く理解
するために

『中医診断学ノート』

楊亜平主編 平出由子訳
Ａ５判並製 800 頁
本体 5,800 円＋税

内山恵子著
Ｂ５判並製 184 頁
本体 3,200 円＋税 ☆

診察風景・思考過程を
ありのままに

STEP３

『脈診

―中医診断力を高める』

『中医弁証学』
柯雪帆著 兵頭明訳
Ａ５判並製 544 頁
本体 5,100 円＋税

重版続く好評の書

中薬・方剤をマスターする

臨床において自在に処方を運用するためには，中薬学・方剤学の理解を深めることが欠かせません。
薬能を把握する

組合せの妙を知る

『［新装版］
『名医が語る
『［新装版］実践漢薬学』
中医臨床のための中薬学』
生薬活用の秘訣』 三浦於菟著
神戸中医学研究会編著
Ａ５判並製 696 頁
本体 7,800 円＋税

焦樹徳著 国永薫訳
Ａ５判並製 456 頁
本体 4,800 円＋税

Ａ５判並製 462 頁
本体 5,600 円＋税

『中医対薬

『中薬の配合』

―施今墨の二味配合法』 丁光迪編著
呂景山著 江崎宣久・
鈴木元子・福田裕子訳
Ａ５判並製
402 頁 本体 4,200 円＋税

小金井信宏訳
Ａ５判並製 576 頁
本体 5,400 円＋税

方剤の理解を深めて運用する

日本の漢方エキス製剤と
市販中成薬 136 方剤

『［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 本体 7,200 円＋税

『漢方方剤ハンドブック』
菅沼伸・菅沼栄著
Ｂ５判並製 312 頁
本体 4,000 円＋税 ☆

方剤学の面白さ，
奥深さに引き込まれる

『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 本体 4,200 円＋税
［経方篇１］ Ｂ５判並製 340 頁 本体 4,200 円＋税

STEP４

臨床各論をマスターする

いよいよ，これまでのステップで学んできた内容を応用する臨床に入ります。
臨床各科を教科書・参考書で学ぶ
最適な参考書
標準教科書の

標準教科書

『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 Ｂ５判並製
424 頁 本体 4,600 円＋税

『中医内科学ポイントブック』
鄒大同編著
Ｂ５判並製 ２色刷
384 頁 本体 5,400 円＋税

『症例から学ぶ中医婦人科
―名医・朱小南の経験 』

『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
本体 4,200 円＋税

朱小南著 柴 瑛子訳
Ａ５判並製 312 頁
本体 3,8000 円＋税 ☆

臨床実践を入門テキストで学ぶ

『再発させないがん治療
～中国医学の効果～』
小髙修司著
Ａ５判並製 208 頁
本体 2,400 円＋税 ☆

『「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
本体 3,800 円＋税 ☆

『いかに弁証論治するか
［疾患別］漢方エキス製剤の運用』

『いかに弁証論治するか

菅沼伸監修 菅沼栄著
Ｂ５判並製 296 頁
本体 3,700 円＋税 ☆

［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
本体 3,700 円＋税 ☆

耳寄り情報❸ 「薬食同源」は中医学の基本

『中医食療方

『症例から学ぶ
中医弁証論治』
焦樹徳著 生島忍訳
Ａ５判並製 272 頁
本体 3,500 円＋税 ☆

『漢方診療日記
―カゼから難病まで漢方で治す―』

風間洋一著
四六判並製 360 頁
本体 2,800 円＋税

―病気に効く薬膳』
瀬尾港二・宗形明子・
稲田恵子著
Ａ５判並製 356 頁
本体 2,800 円＋税

『実用中医薬膳学』
辰巳洋著
Ｂ ５ 判 並 製 448 頁
本体 4,200 円＋税

http://www.chuui.co.jp/
東洋学術出版社

検 索

当社のホームページでは，各書籍のより詳しい情報を掲載しております。書籍の内容紹介や特色，著者のプロ
フィール，目次，序文，内容見本（５～ 10 頁程度）の PDF などをご覧いただけます。また，ここで紹介しき
れなかった書籍も多数ありますので，ぜひ当社ホームページを訪れてみてください。
◎送料は 500 円です（☆印のついた本は１冊 260 円，２冊以上は 500 円）。◎ご購入総額が１万円を超えるときは，当社が送料を負担いたします。
◎支払い方法が代金引換の場合は，別途手数料がかかります。

STEP５

古典をマスターする
中医学をより深くマスターするためには，古典の学習は欠かせません。
傷寒・金匱を学ぶ

『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
Ａ５判並製 592 頁
本体 8,000 円＋税

『傷寒論を読もう』
髙山宏世著 Ａ５判並製
480 頁 本体 4,000 円＋税

『名医の経方応用

『金匱要略解説』

― 傷寒金匱方の解説と症例』
姜春華・戴克敏著 藤原了信監訳
藤原道明・劉桂平訳
Ａ５判並製 592 頁
本体 5,400 円＋税

『現代語訳
宋本傷寒論』
劉渡舟・姜元安・生島
忍編著
Ａ５判並製 834 頁
本体 8,600 円＋税

中国伝統医学のバイブル

『中国傷寒論解説』

何任（浙江中医学院教授）著
勝田正泰監訳 内山恵子・勝田
正泰・庄司良文・菅沼伸・兵頭明・
吉田美保訳 Ａ５判並製
680 頁 本体 5,600 円＋税

『宋以前傷寒論考』

『［原文］傷寒雑病論』

岡田研吉・牧 和宏・小髙
修司著 森立之研究会編
Ａ５判並製
付録 CD-ROM 付き
640 頁 本体 8,000 円＋税

耳寄り情報❹

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
本体 3,400 円＋税 ☆

四六判上製 三訂版
440 頁
本体 3,500 円＋税

『臨床力を磨く
傷寒論の読み方 50 』
裴永清著 藤原了信監訳
藤原道明・劉桂平訳
Ａ５判並製 312 頁
本体 3,800 円＋税 ☆

新しい『傷寒論』の解釈で話題を巻き起こす経方医学シリーズ
◆『経方医学』 １ ～ ５

◎わかりやすいポピュラーなテキスト
◎東洋医学臨床家必読の書

１ ，２ 江部洋一郎・横田静夫著 ３ ，４ 江部洋一郎・
和泉正一郎著 ５ 江部洋一郎・宗本尚志著 Ａ５判並製

５

『現代語訳 黄帝内経素問』

１ 276 頁 本体 4,600 円＋税☆

全３巻

円＋税☆

石田秀実監訳
Ａ５判上製 函入 縦書
［上巻］512 頁 本体 10,000 円＋税
［中巻］458 頁 本体   9,500 円＋税
［下巻］634 頁 本体 12,000 円＋税

２ 180 頁 本体 3,200

３ 224 頁 本体 3,400 円＋税☆

本体 4,000 円＋税☆

４ 264 頁

５ 208 頁 本体 3,400 円＋税☆

◆『経方薬論』江部洋一郎・和泉正一郎・内田隆一著
Ａ５判並製

132 頁

本体 2,000 円＋税☆

◆『経方脈学』江部洋一郎・宗本尚志・田川直洋・小栗重

【全巻揃】本体 31,500 円＋税

統・有光潤介・石束麻里子著
Ａ５判並製 116 頁 本体 2,000 円＋税☆

『現代語訳 黄帝内経霊枢』
耳寄り情報❺

上下２巻

石田秀実・白杉悦雄監訳
Ａ５判上製 函入 縦書
［上巻］568 頁 本体 11,000 円＋税
［下巻］552 頁 本体 11,000 円＋税
【上・下巻揃】本体 22,000 円＋税

東洋学術出版社

古典を学ぶ際の頼もしいガイド役

『医古文の基礎』
劉振民・周篤文・銭超塵・周貽謀・
盛亦如・段逸山・趙輝賢編著
荒川緑・宮川浩也編訳 Ｂ５判並製
340 頁 本体 4,200 円＋税

ご注文は，メールまたは
フリーダイヤルＦＡＸで

『中国医学の歴史』
傅維康著 川井正久編訳
Ａ５判上製 752 頁
本体 6,300 円＋税
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