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臨床の選択肢を広げるケーススタディ・マガジン

小動物内科専門誌

A4判　96頁　毎月15日発行
1冊定価  ※別途送料650円（税別）いただいております。

4,000円＋税
定期購読  ※送料サービス

1年（計12冊）44,000円＋税

A4判 96頁 隔月刊（偶数月発行）
1冊定価   ※別途送料650円（税別）いただいております。

4,095円＋税
定期購読  ※送料サービス

1年（計6冊）  20,476円＋税
2年（計12冊） 38,095円＋税

A4判 96頁 毎月1日発行
1冊定価  ※別途送料650円（税別）いただいております。

  ※１号ごとの単品販売は紙版のみとなります。
3,048円＋税

定期購読 ※送料サービス
紙版1年（計12冊） 30,476円＋税
　　2年（計24冊） 56,952円＋税
デジタル版1年（計12回配信） 30,476円＋税
　　　　　2年（計24回配信） 56,952円＋税
Wプラン1年（紙版計12冊＋デジタル版計12回配信） 36,571円＋税
　　　　2年（紙版計24冊＋デジタル版計24回配信） 68,343円＋税

■ インターズーの新たな挑戦！ 獣医総合臨床誌のこれからのカタチ！
■ 今の臨床を変える3つのポイント
　 1.さまざまな症例報告から＋αの診療選択肢を学ぶ
　 2.臨床現場で活用できる最新の文献情報をフォローアップ
　 3.各科目を専門のコーディネーターが監修！

2019年2月号から新しく始まった2本立ての新特集

■ ホームドクターに求められる“標準診療”を徹底解説！
■ 遭遇頻度の高い疾患を中心に掲載！診療に迷ったらすぐCLINIC NOTEへGO！
■ どの雑誌よりも理解が進むビジュアル展開！

　標準診療の知識・技術の活用方法を、“症例報告”をもとに解説していくケーススタディ・マガジンです。筆者であるエキス
パートの先生が進めた診療手順には、正しい診断手順や避けるべきピットフォール、適切な治療プランの立案・実行など、臨床
医に求められる“診療力を高めるポイント”が数多く存在しています。それらを余すことなくご解説いただいているのが小誌の
特徴です。また、エキスパートがすすめる最新・必読の文献情報も掲載しております。

■特集その１「こうすればよかった　見逃し・後悔症例カンファレンス」
　日々の診療の中で、後悔が残る症例って思い当たりませんか？
　そんな症例を紹介し、「今ならこうするのに！」という観点から詳しく考察していく特集です。専門医からコメント付きで、日々
の診療に役立つこと間違いなしの内容です。
■特集その２「最新 輸液療法」
　臨床現場での輸液療法は、基礎となる生理学の知識がおろそかなまま行われている現状があります。 SA Medicineでは、自
信を持って輸液療法を行っていただくために本特集を企画しました。輸液療法の最新知見はもちろん、それを理解するための生
理学コラムも充実した内容です。

　CLINIC NOTEでは、ホームドクターに必要な“標準診療”を身に付けるために、基礎からしっかりと学び、理解を深めるこ
とができる内容をお届けいたします。基本的な情報はもちろん、日々の診療で活用できる工夫やコツなどを、たくさんの図表を
用いながらご紹介していきます！

獣医学の“標準診療”を学ぶ総合情報誌
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小動物外科専門誌

動物看護専門誌

小動物腫瘍科専門誌

A4判　96頁　隔月刊（奇数月発行）
1冊定価   ※別途送料650円（税別）いただいております。

6,857円＋税
定期購読  ※送料サービス

1年（計6冊）  34,286円＋税
2年（計12冊） 64,762円＋税

A4判　96頁　毎月10日発行
1冊定価   ※別途送料650円（税別）いただいております。

1,886円＋税
定期購読  ※送料サービス

1年（計12冊）  17,143円＋税

■ 写真とイラストが豊富で、手技のイメージがつかみやすい
■ 周術期に外科医が知っておくべきポイントを流れで把握できる

国内唯一のアニマルスペシャリスト向け専門誌です！

　外科テクニックをわかりやすく伝えるだけでなく、外科手術を選択するまでの情報、手術を成功に導くための情報を伝えるこ
とを基本コンセプトにおいています！
　手術手技の解説には手順ごとに文章と写真を並べて配置する“BOX形式のレイアウト”を採用し、より見やすく術式をイメ
ージしやすい誌面が特長です。 解剖から周術期管理まで充実した内容、先端テクニックの紹介、アップデートされた内容を厳
選してお届けします。 毎号の特集は永久保存版です。

　入院動物の看護、外来診療の補助、受付対応、検査など、動物看護師の仕事は多岐にわたります。
asには、そんな動物看護師の仕事をスムーズにするヒントがぎゅっとつまっています。現役動物看
護師の方、動物病院勤務のトリマースタッフ、動物看護師・トリマーを目指して勉強中の学生の方々
まで幅広い層に基礎獣医学、動物看護学、関連情報をいちはやくお伝えします！
　さらに、2020年4月号には内容を大きくリニューアルし、より使いやすい誌面を目指します。

A4判　128頁　季刊（1月、4月、7月、10月発行）
1冊定価  ※別途送料650円（税別）いただいております。

6,500円＋税
定期購読 ※送料サービス
紙版1年（計4冊） 22,000円＋税
デジタル版1年（計4回配信） 22,000円＋税
Wプラン1年（紙版計4冊＋デジタル版計4回配信） 27,000円＋税

「がん治療」に関わる獣医師に価値のある情報を提供する小動物腫瘍科専門誌です！

■ より一次診療で役立つ
　“一次診療でできることは、まだまだ増やせる！”もう一歩踏み込んだ役立つ情報が満載です。

■ より実践的で現場主義
　できること、やるべきことを明確にし、「がん治療」に関わる全ての獣医師に現場で使える価値のある情報を提供
します。



雑
誌
　
■
　trim

 / J
-V
E
T
 / S
M
A
LL A

N
IM
A
L D
E
R
M
A
T
O
LO
G
Y
/ V
eterinary C

irculation / 

エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
診
療 

3

トリマーのための活用型専門誌 

小動物臨床総合誌 小動物皮膚科専門誌

エキゾチック動物診療のすべてがわかる

A4判　96頁　隔月刊（偶数月発行）
1冊定価   ※別途送料650円（税別）いただいております。

2,000円＋税
定期購読  ※送料サービス

1年（計6冊）  10,457円＋税

「トリミングの未来が変わる！ trimが変える！」
2019年4月号でtrimは創刊10周年！新しい3部構成の特集でトリミングを極めます。

　生体のメカニズムや病態などの基礎的背景、実践
的な診断・治療法の要点、新しい薬剤・機器・手技
の紹介など、さまざまな角度からの情報が読みやす
い形で詰まっています。
　また、「J-VET」の後継誌と位置付けて、新しい獣
医総合臨床誌「VETERINARY BOARD」を2019年5
月15日に創刊いたしました。

■  始めると奥の深い、循環器診療。
■  最新の情報から基礎的な部分まで、循環
器を始める際には必携の特集が満載です。

■  循環器科診療にかかわる疑問、難問のヒ
ントと答えがあります！

臨床獣医師のための小動物皮膚科専門誌
　皮膚科診療の視野を広げるTips（秘訣）が詰まっ
ています！
　診断や治療の流れを頭に入れやすいよう、フロー
チャートや表を多用する、読み手にとって優しい構
成なのも特徴です。

■  一次診療でエキゾが来院したこんなときどう
する？！

■ すぐに使えるエキゾチックならではのコンテ
ンツが満載

・臨床に即した動物種別、症例別の特集テーマ
・すぐに役立つ基本的な情報も網羅した連載陣
・ エキゾチック動物医療の最前線をお届けする海外
文献（翻訳）

■特集１　 プードルのカットに関するテクニックを、できる限りロジカルに解説！年間を通してプードルだけを徹底
解説していきます。

■特集２　 プードル以外の犬種のカットテクニック他、道具の使い方や犬の扱い方など、カット以外のテクニカルな
情報も掲載！

■特集３　 トリマーが知っておきたい獣医学的な情報や円滑なサロン経営のために備えておきたい知識を、各分野の
スペシャリストが解説！

休刊中の雑誌一覧

A4判　96頁
1冊定価   ※ 別途送料650円（税別）いただいております。
　　　 3,333円＋税

A4判　112頁　
1冊定価   ※ 別途送料650円（税別）いただいております。
　　　 6,000円＋税

A4判　96頁
1冊定価   ※ 別途送料650円（税別）いただいております。
　　　 5,714円＋税

A4判　112頁　
1冊定価   ※ 別途送料650円（税別）いただいております。
　　　 6,619円＋税

小動物循環器科専門誌



雑誌バックナンバー一覧

■2019年10月（No.6）
【特集】 周術期の循環管理を極める

■2019年9月（No.5）� SOLD�OUT
【特集】 僧帽弁閉鎖不全症ー ACVIMガ
イドライン2019に基づく診断と治療ー

■2019年8月（No.4）� SOLD�OUT
【特集】 慢性腎臓病ー症例ごとにアプ
ローチ法は変わるー

■2019年7月（No.3）
【特集】 呼吸がおかしい！

■2019年6月（No.2）
【特集】 治らない角膜疾患への治療の
選択肢

■2019年5月（No.1）創刊号
【特集】 胆囊疾患に対する選択肢を広
げる

■2019年10月（No.171）
【特集】うまく付き合う 猫の歯肉口内
炎（尾側口内炎）：前編

■2019年9月（No.170）
【特集】眼科疾患 ここを押さえる！：
後編

■2019年8月（No.169）
【特集】眼科疾患 ここを押さえる！：
前編

■2019年7月（No.168）
【特集】電解質異常の考え方・動き方：
後編

■2019年6月（No.167）
【特集】電解質異常の考え方・動き方：
前編

■2019年5月（No.166）
【特集】血液の異常

■2019年4月（No.165）
【特集】てんかんを極める

■2019年3月（No.164）
【特集】猫の疾患 総まとめ：後編

■2019年2月（No.163）
【特集】猫の疾患 総まとめ：中編

■2019年1月（No.162）
【特集】猫の疾患 総まとめ：前編

■2018年12月（No.161）
【特集】腹水を伴う症例へのアプロー
チ

■2018年11月（No.160）
【特集】「黄疸」がみられた場合の診断・
治療術

■2018年10月（No.159）
【特集】椎間板ヘルニアの治療管理：
後編

■2018年9月（No.158）
【特集】椎間板ヘルニアの治療管理：
前編

■2018年8月（No.157）
【特集】短頭種の好発疾患：後編

■2018年7月（No.156）
【特集】短頭種の好発疾患：前編

■2018年6月（No.155）
【特集】救急疾患 EMERGENCY ～
2018年 Part2 ～

■2018年5月（No.154）� SOLD�OUT
【特集】救急疾患 EMERGENCY ～
2018年 Part1 ～

■2018年4月（No.153）� SOLD�OUT
【特集】リンパ腫の治療に“最低限”知っ
ておくべき知識：前編

■2018年3月（No.152）�
【特集】ミニチュア・ダックスフンド
に好発する免疫介在性疾患

■2018年2月（No.151）� SOLD�OUT
【特集】臨床麻酔のベストプラクティ
ス：後編

■2018年1月（No.150）� SOLD�OUT
【特集】臨床麻酔のベストプラクティ
ス：前編

■2017年12月（No.149）� SOLD�OUT
【特集】不明熱の診断プロセス

■2017年11月（No.148）� SOLD�OUT
【特集】X 線読影メソッド Part2 腹部
+ 整形外科疾患

■2017年10月（No.147）�� SOLD�OUT
【特集】X 線読影メソッド Part1 胸部

■2017年9月（No.146）
【特集】一次診療の疼痛管理マニュア
ル：後編

■2017年8月（No.145）� SOLD�OUT
【特集①】一次診療の疼痛管理マニュ
アル：前編

【特集②】どうする!? 疾患のコントロー
ルPart 3

■2017年7月（No.144）� SOLD�OUT
【特集】どうする!? 疾患のコントロー
ル Part2

■2017年6月（No.143）� SOLD�OUT
【特集①】どうする!? 疾患のコントロー
ルPart 1

【特集②】もうあせらない！ 一次診療
のエマージェンシーケア Part3 緊急性
の高い疾患

■2017年5月（No.142）�� SOLD�OUT
【特集】もうあせらない！ 一次診療の
エマージェンシーケアPart2 緊急性の
高い疾患

■2017年4月（No.141）
【特集】もうあせらない！ 一次診療の
エマージェンシーケアPart 1 エマー
ジェンシーの概要と応急処置

■2017年3月（No.140）� SOLD�OUT
【特集】抗がん剤の基礎の基礎

■2017年2月（No.139）
【特集】実践 創傷管理

■2017年1月（No.138）� SOLD�OUT
【特集】椎間板ヘルニアの診断と内科
的管理

※ SOLD�OUT は2019年11月発行時点の情報です。
販売状況により他の号も売切となる場合がござい
ますので、予めご了承ください。雑
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■2019年10月（No.123）
【特集1】こうすればよかった　見逃
し・後悔症例カンファレンス　Vol.5
Case17 呼吸がおかしく，体が硬直し
たみたいになる
Case18 1年くらい前からお腹を舐め
ている
Case19 元気・食欲がなくなり陰部か
ら膿のようなものが出ている
Case20 最近よく咳をするんです…

【特集2】 最新 輸液療法～症状から正
しい輸液の概念を見直す～
Vol.5 胃拡張捻転症候群の輸液管理

■2019年8月（No.122）
【特集1】こうすればよかった　見逃
し・後悔症例カンファレンス　Vol.4
Case13 急に朝から苦しそう
Case14 呼吸が粗く，落ち着きがあり
ません
Case15 足先の皮膚炎が治りません
Case16 嘔吐と下痢が続き，痙攣も始
まりました

【特集2】 最新 輸液療法Vol.4腹腔内出
血の輸液管理

■2019年6月（No.121）
【特集】こうすればよかった　見逃し・
後悔症例カンファレンス　Vol.3
Case 9 後ろ足がふらついて , どこか
すごく痛そうです
Case10 高 Ca 血症といわれました
Case11 おしっこに血が混ざってるん
ですけど…
Case12 3日前から眼が充血して目ヤ
ニが出ます

【特集2】 最新 輸液療法Vol.3敗血症の
輸液管理

■2019年4月（No.120）
【特集】こうすればよかった　見逃し・
後悔症例カンファレンス　Vol.2
Case5 1週間くらい前から食欲がないん
です
Case6 顔をさわると痛がるのですが…
Case7 ここ数日ご飯を食べないんです
Case8 鼻の上に穴が空いて血が出てい
ます

【特集2】 最新 輸液療法Vol.2周術期の
輸液管理

■2019年2月（No.119）
【特集】こうすればよかった　見逃し・
後悔症例カンファレンス　Vol.1
Case1 散歩中に後ろ足がふらついた
んですけど…
Case2 肝酵素の値が高いといわれました
Case3 食欲がないんですけど…

Case4 昨日雷が鳴った後から吐いています
【特集2】 最新 輸液療法Vol.1 輸液の
概論

■2018年12月（No.118）
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.24 摂食障害・振戦

■2018年10月（No.117）
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.23 脱毛・膿疱

■2018年8月（No.116）
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.22 発熱②・ショック

■2018年6月（No.115）
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.21 下痢②

■2018年4月（No.114）
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.20 発熱①

■2018年2月（No.113）
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.19 くしゃみ・鼻汁

�■2017年12月（No.112）�SOLD�OUT
【特集】一目でわかる症候シリーズ
Vol.18 下痢①

■2019年9月（No.137）
【特集】股関節の外科（前編）

■2019年7月（No.136）
【特集】皮膚形成術～成功へのテクニッ
ク～

■2019年5月（No.135）
【特集】猫の外科

■2019年3月（No.134）
【特集】若齢動物の軟部外科

■2019年1月（No.133）
【特集】顎骨の外科

■2018年11月（No.132）
【特集】一次診療で必要な歯科処置～ 
WSAVA，AAHA のガイドラインを参
考に～

■2018年9月（No.131）
【特集】頸椎不安定症

■2018年7月（No.130）
【特集】内視鏡外科～胸腔鏡・腹腔鏡
の利点を活かした外科手術～

■2018年5月（No.129）
【特集】膵臓疾患

■2018年3月（No.128）
【特集】眼科救急

■2018年1月（No.127）
【特集】内部雌性生殖器の外科

■2017年11月（No.126）� SOLD�OUT
【特集】耳の外科

■2017年9月（No.125）� SOLD�OUT
【特集】トイ犬種の橈骨尺骨骨折

■2017年7月（No.124）� SOLD�OUT
【特集】管腔の吻合術 ～コツとピット
フォール～

■2017年5月（No.123）� SOLD�OUT
【特集】肛門・肛門周囲の外科

■2017年3月（No.122）
【特集】脳腫瘍の外科

■2017年1月（No.121）
【特集】外部生殖器の外科
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■2019年10月号（No.24）
【特集】悪性黒色腫 理解を深め，明日
の診療への自信を磨く！

■2019年7月号（No.23）
【特集】腫瘍別プロトコル解説集 ２ 抗
がん薬を使いこなす！

■2019年4月号（No.22）
【特集】緩和ケアと終末期医療 死にゆ
く動物に寄り添うために

■2019年1月号（No.21）
【特集】Oncologic Emergency 腫瘍症
例における急変，緊急対応を徹底マス
ターする！

■2018年10月号（No.20）
【特集】再発・転移と戦うために　
チェックすべきリンパ節は？ Follow - 
upで注意すべき点は？

■2018年7月号（No.19）
【特集】腫瘍随伴症候群　知る！ 診
る！ 治す！ そして活かす！

■2018年4月号（No.18）� SOLD�OUT
【特集】生検の価値を見極め，使いこ
なす

■2018年1月号（No.17）� SOLD�OUT
【特集】腫瘍別プロトコル解説集 抗が
ん薬の組み合せを理解する！

■2017年10月号（16号）� SOLD�OUT
【特集】意外と知らない！血管肉腫

■2017年7月号（15号）� SOLD�OUT
【特集】もっと知りたい！ 犬の膀胱移
行上皮癌

■2017年4月号（14号）� SOLD�OUT
【特集】臓器はどこまで切除・摘出で
きるか？

■2017年1月号(13号）� SOLD�OUT
【特集】抗悪性腫瘍薬による有害事象
への対応

■2016年10月号(12号）� SOLD�OUT
【特集】猫のリンパ腫　～診断のジレ
ンマ～

■2016年7月号（11号）� SOLD�OUT
【特集】病理組織検査から得られた犬
の疾患鑑別診断リスト2016

■2016年4月号（10号）
【特集】QOLを改善するためのレス
キュー療法

■2016年1月号（9号）
【特集】ここまで来た！最前線！

■2019年10月号（357号）
【特集】飼い主さんに寄り添う高齢犬のケア

■2019年9月号（356号）
【特集】気になる内容を分かりやすくご紹
介！愛玩動物看護師法

■2019年8月号（355号）� SOLD�OUT
【特集】観察力をみがこう！正常と異常を見
分ける麻酔モニタリング

■2019年7月号（354号）
【特集】症状を知り、より良い看護をめざす！
ウサギ・フェレットの 対症・疾患別看護

■2019年6月号（353号）
【特集】効果的な予防につなげる！院内感染
症対策

■2019年5月号（352号）
【特集】チームで理解して動こう！犬の熱中症

■2019年4月号（351号）� SOLD�OUT
【特集】シチュエーション別　犬の行動学を
ふまえた保定術

■2019年3月号（350号）
【特集】「モヤッと」や「ストレス」をゼロ
にしよう！動物病院でのZERO接遇

■2019年2月号（349号）� SOLD�OUT
【特集】正しい知識を伝えよう！飼い主さん
が誤解しやすいフードのこと

■2019年1月号（348号）
【特集】流れをつかもう！実践につなげる眼
科の動物看護 Part ２～検査・保定・点眼～

■2018年12月号（347号）
【特集】見逃したくない おかしい？ に気づけ
る眼科の動物看護Part 1～基礎知識と疾患～

■2018年11月号（346号）� SOLD�OUT
【特集】動物看護技術を高める！ケース別 
猫の保定のポイント

■2018年10月号（345号）
【特集】知らなかったでは済まされない！動
物看護師として要チェックの法律の知識

■2018年9月号（344号）
【特集】動物看護師として意識を高める！防
災・減災についての危機管理

■2018年8月号（343号）� SOLD�OUT
【特集】誰も教えてくれなかった！成果につ
ながるPOPの作り方

■2018年7月号（342号）
【特集】クイズで学ぶ 知っておきたい 薬と
与薬の知識

■2018年6月号（341号）� SOLD�OUT
【特集】コピーして使える！これならでき
る！犬のシャンプー療法

■2018年5月号（340号）
【特集】これで8割対応できる！中毒への対
応の仕方

■2018年4月号（339号）� SOLD�OUT
【特集】飼い主さんに見せて伝えるフィラリ
ア、ノミ・マダニ、内部寄生虫のこと

■2018年3月号（338号）� SOLD�OUT
【特集】飼い主さんに見せて伝える狂犬病・
混合ワクチンのこと

■2018年2月号（337号）� SOLD�OUT
【特集】知識ゼロからの麻酔モニターのキソのキソ

■2018年1月号（336号）� SOLD�OUT
【特集】３つのステップでうまくいく 犬の
歯みがき指導

■2017年12月号（335号）� SOLD�OUT
【特集】必ず聞く８項目のリストつき 問診
力トレーニング

■2017年11月号（334号）� SOLD�OUT
【特集】高齢動物のQOLを上げるケア

■2017年10月号（333号）�
【特集誰も教えてくれなかった上手な在庫管
理の方法

■2017年9月号（332号）�� SOLD�OUT
【特集】腫瘍をもつ動物の看護

■2017年8月号（331号）� SOLD�OUT
【特集】仕事が早い動物看護師がやっていること

■2017年7月号（330号）� SOLD�OUT
【特集】広がれ動物看護師の輪！ 動物看護
師が集まる勉強会

■2017年6月号（329号）�
【特集】どっちを先に？ もう迷わない仕事
の優先順位のつけ方

■2017年5月号（328号）�
【特集】目指すのは完璧じゃなく“ほどほ
ど”！ 頑張らない後輩指導

■2017年4月号（327号）� SOLD�OUT
【特集】診療をスムーズに 回すためのベテ
ラン動物看護師の工夫

■2017年3月号（326号）��
【特集】繁忙期に備える！ ワクチン接種の
説明のコツ

■2017年2月号（325号）�
【特集】災害時に、災害に備えて、動物看護
師にできること

■2017年1月号（324号）�
【特集】飼い主さん向けセミナーの始め方
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■2019年10月号（64号）�
【特集1】仕上がりに差が出る プード
ルのブラッシング、シャンプー＆ブ
ローの極意

【特集２】M・シュナウザーの顔カッ
ト 基本メソッド＆応用スタイル4

【特集３】異変を見逃さないために知っ
ておきたい 犬の眼の知識とケア方法

■2019年8月号（63号）�
【特集1】安定して早く仕上げるため
の“正しい”カット中の立ち位置・姿
勢・体の動かし方

【特集２】ワンランク上のかわいさを
実現するためのプードルのトリミング
テクニック Part2

【特集３】犬とトリマーの負担を軽減
“ほぐさず”解消するアンダーコート
のもつれ処理入門～飼い主への説明、
もつれ処理実践～

■2019年6月号（62号）�
【特集1】プードルをもっとかわいく
する 顔の作り・体形のカバーテクニッ
ク（後編）

【特集２】ワンランク上のかわいさを
実現するためのプードルのトリミング
テクニック Part1

【特集３】犬のアレルギーとアトピー 
犬アトピー性皮膚炎の基礎知識、トリ
マーにできること

■2019年4月号（61号）�
【特集1】プードルをもっとかわいく
する 顔の作り・体形のカバーテクニッ
ク（前編）

【特集２】パーツごとにロジカルに解
説 プードルのペットスタイル徹底分析

【特集３】トリマーに知っておいてほ
しい 犬の耳の話～動物皮膚科の診察
室から～

■2019年2月号（60号）�
【メイン特集】毛質・スタイルで使い
分ける　マルチーズのトリミングテク
ニック

【その他】
・犬とトリマーの負担を軽減 “ほぐざ
ず”解消する毛玉処理入門
・いざという時のトリミングサロンの
危機管理　自然災害への防災・減災対
策できていますか？

■2018年12月号（59号）�
【メイン特集】カットのバラつきが減
る理論に基づいたプードルのカット　
実践編

【その他】
・毛量が少ない・毛質がやわらかいM・
シュナウザーのトリミングのコツ
・適正なトリミング料金を考える

■2018年10月号（58号）�
【メイン特集】M・シュナウザーをかわ
いくする５つのポイント

【その他】
・失敗しないためのシザー選びのポイ
ント解説
・獣医師が教える犬の“正しい”栄養
学とペットフードの基礎知識

■2018年8月号（57号）�
【メイン特集】ヨークシャー・テリア
の顔カット　毛質と生え癖に合わせて
仕上げるトリミングテクニック

【その他】
・脂汚れがきれいに落ちる　犬用クレ
ンジングオイルの使い方

・犬の負担を軽減！ シニア犬にも使え
る！　エアークリッピング応用編

■2018年6月号（56号）�
【メイン特集】基準を知ってバランス
よく作る　プードルのカット理論

【その他】
・パターン別にロジカルに解説！　
プードルの足のスタイル
・獣医皮膚科学から見た　サマーカッ
トのリスクと注意点～知っておきたい
皮膚・被毛と紫外線の基礎知識～

■2018年4月号（55号）� SOLD�OUT
【メイン特集】イラストでロジカルに
解説！　プードルの顔のスタイル

【その他】
・これだけ知っていれば仕上げられる！テ
リア種のトリミング入門【後編】～トリミ
ングナイフの使い方、トリミング手順～
・犬の負担を軽減！ シニア犬にも使え
る！アタッチメントコーム＆エアーク
リッピング活用法

■2018年2月号（54号）� SOLD�OUT
【メイン特集】プードルの顔カット　
丸くかわいくするためのコツ

【その他】
・これだけ知っていれば仕上げられる！テ
リア種のトリミング入門【前編】～毛質の
特徴、うまく仕上げるためのポイント～
・サロンの集客に活かすためのSNS入門

■2017年12月号（53号）� SOLD�OUT
【メイン特集】避けて通れない　どう
する？シニア犬のトリミング

【その他】
・サロントリマーも知っておきたい　目的
に合わせた薬用シャンプー徹底解説～シャ
ンプーの基礎知識・使い方・トラブル～
・子育てしながら仕事もがんばる　マ
マトリマー座談会

■2019年4月号（385号）�
【特集】未来を切り開く獣医療

■2019年3月号（384号）�
【特集】体重減少～食べるのに痩せる～

■2019年2月号（383号）�
【特集】後肢跛行

■2019年1月号（382号）�
【特集】吐出・嘔吐

■2018年12月号（381号）�
【特集】麻痺

■2018年11月号（380号）�
【特集】前肢跛行

■2018年10月号（379号）�
【特集】貧血

■2018年9月号（378号）�
【特集】発作

■2018年8月号（377号）� SOLD�OUT
【特集】発咳

■2018年7月号（376号）�
【特集】頻尿と排尿障害～尿のトラブ
ルへの診断・治療アプローチ～

■2018年6月号（375号）�
【特集】皮膚の不快感

■2018年5月号（374号）�
【特集】犬と猫の乳腺腫瘍

■2018年4月号（373号）�
【特集】犬と猫の腎泌尿器疾患を見直す

■2018年3月号（372号）�
【特集】猫の臨床検査の精度を上げるⅡ

■2018年2月号（371号）�
【特集】小型犬種の膝蓋骨内方脱臼

■2018年1月号（370号）�
【特集】犬の僧帽弁閉鎖不全症

■2017年12月号（369号）�
【特集】犬の鼻腔内腫瘍

休刊中の雑誌
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■2019年11月号（60号）�
【特集】スペシャリストに聞く！皮膚腫瘍・耳の疾患 私たち
はこう治療する

■2019年9月号（59号）�
【特集】スペシャリストに聞く！その他の皮膚疾患 私たちは
こう治療する

■2019年7月号（58号）�
【特集】スペシャリストに聞く！自己免疫性皮膚疾患・免疫
介在性皮膚疾患・脱毛症 私たちはこう治療する

■2019年5月号（57号）�
【特集】スペシャリストに聞く！過敏性皮膚疾患・脂漏性皮
膚疾患私たちはこう治療する

■2019年3月号（56号）�
【特集】スペシャリストに聞く！皮膚感染症 私たちはこう治
療する

■2019年1月号（55号）�
【特集】赤い病変・むける病変！皮膚科でエマージェンシー

■2018年11月号（54号）�
【特集】岩﨑利郎先生トリビュート　獣医皮膚科臨床のあ
ゆみ

■2018年9月号（53号）�
【特集】できることを増やそう！皮膚科のお悩み相談室
Part２

■2018年7月号（52号）�
【特集】膿皮症アップデート夏の強敵と対峙する！

■2018年5月号（51号）�
【特集】絵合わせで診る！似たものどうしの皮膚疾患

■2018年3月号（50号）�
【特集】この１冊で“すべて”がわかる！王道 犬アトピー性
皮膚炎

■2018年1月号（49号）� SOLD�OUT
【特集】ニャンともムズかしい猫の皮膚病

■2017年11月号（48号）�
【特集】正確な診断につながる検査の極意

■2019年2月号（28号）�
【特集】猫の心筋症の治療/循環器疾患の栄養管理

■2018年11月号（27号）�
【特集】三尖弁閉鎖不全症の診断と治療

■2018年8月号（26号）�
【特集】循環器疾患の合併症

■2018年5月号（25号）�
【特集】覚えておきたい特徴的な心疾患―心腔の異常―

■2018年2月号（24号）�
【特集】心疾患が関連する高窒素血症

■2017年11月号（23号）� SOLD�OUT
【特集】ホームドクターの循環器検査

■2017年8月号（22号）�� SOLD�OUT
【特集】僧帽弁閉鎖不全症の治療【後編】―気になるあの病
院の取り組み―
■2017年5月号（21号）�

【特集】僧帽弁閉鎖不全症の治療 【前編】 ―気になるあの病
院の取り組み―

■2017年2月号（20号）�
【特集】不整脈を 見逃さない ―今日からホルター心電図―

■2018年12月号（37号）�
【特集】キゾチック動物の3 大疾患Ⅲ

■2018年9月号（36号）�
【特集】ウサギの食滞

■2018年6月号（35号）�
【特集】エキゾチック動物の３大疾患Ⅱ

■2018年3月号（34号）�
【特集】鳥の軟部外科

■2017年12月号（33号）�
【特集】エキゾチック哺乳類の生殖器の摘出術

■2017年9月号（32号）
【特集】エキゾチック動物の輸液療法

■2017年6月号（31号）
【特集】エキゾチック動物の呼吸器疾患

■2017年3月号（30号）
【特集】エキゾチック動物の3大疾患Ⅰ
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SA  Medicine BOOKS
犬と猫の治療薬ガイド2017
発行年月日：2016年12月28日　商品コード：10003949
編集：大草　潔，折戸謙介
編集協力：小山秀一，兼島孝，山下和人，瀬戸口明日香
付録 エキゾチックペットの薬用量：田向健一，小嶋篤史
B6判 上製本 672頁 オールカラー 定価：20,000円＋税
1冊&ポケット版 1冊28,000円＋税
1冊&ポケット版 2冊33,000円＋税
1冊&ポケット版 3冊38,000円＋税

【本書の特長】
●治療薬辞典の決定版
●薬剤数は圧倒的に多い約1900 ！ 動物薬・人体薬はもちろん、現場で必要な未承認薬も網羅

SA  Medicine BOOKS
犬と猫の検査・手技ガイド2019
発行年月日：2019年4月1日
商品コード：10004083
編集：辻本　元,小山秀一,大草　潔,兼島　孝,中村篤史
A4　上製　ビニールカバー付き　定価：37,000円＋税
822頁

【本書の特長】
●見やすい誌面づくりで、全２45項目の検査・手技を網羅！
●検査値の読み方、予想外の値に対する判断のコツがわかる
●適切な手技と検査で正しい検査結果を導く

SA  Medicine BOOKS
犬と猫の治療ガイド2015  
私はこうしている
発行年月日：2015年9月1日　 
商品コード：10003904
編集：辻本元、小山秀一、大草潔、兼島孝
A4判　上製本　1,160頁
定価：42,000円＋税

 【本書の特長】
●総勢約162名の獣医師が実践している治療法を紹介
●日常よく診療する422の疾患を、1160頁にわたっ
て掲載

SA  Medicine BOOKS
犬と猫の治療ガイド2012 
私はこうしている
発行年月日：2012年9月13日　 
商品コード：10003549
編集：辻本元、小山秀一、大草潔、兼島孝
A4判　上製本　896頁　
定価：38,000円＋税

 【本書の特長】
●総勢約140名の獣医師が実践している治療法を紹介
●日常よく診療する320の疾患を、896頁にわたって掲載
●パッと開いてすぐわかる誌面構成

【FV21】BSAVA マニュアル
犬と猫の救急疾患とクリティカルケア 第2版
発行年月日：2012年6月28日　 
商品コード：10004150
編:Lesley G. King & Amanda Boag　
総監訳:皆川武久，金山喜一　監訳:難波信一，小久保貴史，
山田賢次
A4判　並製本　416頁　 
定価：13,000円＋税

 【本書の特長】
●救急医療とクリティカルケア（重症治療）に関する深い
知識の集大成
●重症患者 における疼痛処置、抗生剤療法
●活用しやすいクイック・リファレンス方式

【FV21】
小動物臨床のための5 分間コンサルト【第3版】

犬と猫の診断・治療ガイド
発行年月日：2006年7月20日　 
商品コード：10004122
編：Larry P.Tilley,Francis W.K.Smith,jr　 
監修：長谷川篤彦
A4判　上製本　1,680頁　定価：36,000円＋税

【本書の特長】
●日々遭遇する疾患・症状のために、世界中の英知と情報をここに凝縮
●タイトルに5分間とあるとおり、各疾患・症状についての概要から診断、治療まで
簡潔に解説
●忙しい中でも、サッと目を通すのに最適なボリュームと内容

ブリード別 
犬がかかりやすい病気
発行年月日：2012年9月28日　商品コード：10003351
著：浅野妃美、浅野隆司　A4判　並製本　172頁
定価：7,400円＋税

 【本書の特長】
●来院数の多い34犬種がかかりやすい疾患をポイント解説
●動物看護師の学習や飼い主様へのインフォームド・コン
セントに最適
●動物病院でのスタッフ教育用、待合室での飼い主様用図
書としてもおすすめ

SURGEON BOOKS
ポイント解説　犬と猫の救急
治療のABC
発行年月日：2012年3月30日　 
商品コード：10003530
著：岡野昇三　A4判　並製本　182頁
定価：14,000円＋税

 【本書の特長】
●内科治療では一目でわかる薬用量の表を多数掲載
●診断・治療に必要な外科手技は詳細なイラストと写真で
解説
●章ごとの最終頁にまとめられたポイントで、要点が一目
で分かる
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【FV21】鑑別診断のために 
小動物臨床指針
発行年月日：2007年12月20日　 
商品コード：10004134
原著者：Mark S. Thompson　総監訳：長谷川　篤彦　
監修：尾形庭子、西藤公司、長谷川大輔、藤井洋子
187mm×110mm　並製本　328頁　 
定価：4,000円＋税

 【本書の特長】
●臨床医が確認できる疾患の臨床症状に基づいた鑑別診
断について解説
●系統別にみた鑑別診断について解説
●内科的診断に関する検査値とその評価について解説

画像診断

犬と猫のX 線および 
超音波診断学 第5版
発行年月日：2013年9月30日　商品コード：10003879　 
著：J. Kevin Kealy , Hester McAllister , John P. Graham　監
訳：中山智宏　A4判　上製本　712頁　 
定価：30,000円＋税

 【本書の特長】
●総頁数が、第3版（448頁）から約260頁増の712頁
●画像点数が、第3版約1,000点から約700点増の約1,700点
●カラードプラ像やCT画像を追加掲載して、よりわかりやすい

小動物の
X 線ポジショニング
発行年月日：1998年1月20日　商品コード：10003891
著：Susie Ayers　 
監訳：片山泰章
B5判　リング製本　228頁 
定価：12,000円＋税

 【本書の特長】
●部位ごと，撮影方向ごとに，文章・イラスト・X線画像の3点
セットで略すことなく解説
●部位ごとに章立てし，解説をすべて1 ～ 2頁ずつにまとめまっ
ているので読みやすい
●実際の撮影時も手元で参照しやすいリング式

SA Medicine BOOKS
写真で学ぶ犬と猫の心エコー図検
査のABC
発刊日：2010年8月30日　商品コード：10003469
著：柴崎 哲
A4判 並製 288頁
定価：18,000円＋税

 【本書の特長】
●SA Medicineの超人気連載の書籍化！
●豊富な写真とイラストでとことんわかりやすく懇切丁寧に解
説
●心エコー図検査の基礎から疾患の診断まで、しっかり学べる
充実の4部構成

犬の運動器超音波検査  
エコーで診るための 
First step ！
発行年月日：2017年9月5日　商品コード：10003969
著者：本阿彌宗紀　A4判　並製本　 
192頁　DVD付　定価：18,000円＋税

 【本書の特長】
●獣医療では日本初のテーマとなる運動器超音波検査の書
籍
●“運動器の超音波画像を理解する”ため、プローブの当て
方・超音波画像、解剖断面がシームレスに理解できる構成
●付属DVDではプローブの持ち方・関節の動かし方・そ
の時の超音波映像を収録、書籍とDVD両方で正常像およ
び異常像が確認できる

内科・診療総合

「なぜ？」がわかる 
動物病院の輸液療法
発刊日：2018年9月21日
商品コード：10003989
編著：織間博光　著：長江秀之
A4　並製　188頁　定価：13,000円＋税

【本書の特長】
●輸液の分野ではめずらしい、日本の臨床獣医師によ
るオリジナル書籍！
●「CLINIC NOTE」2011年6月号～ 2016年12月号
掲載の好評連載「この輸液で何するの？」をもとに、
大幅に加筆修正して仕上げた充実の1冊
●輸液に関する内容を網羅！この1冊で輸液療法が“わ
かる”！ “できる”

すべての獣医師のための
Point of care 超音波
発刊日：2018年9月26日　商品コード：10003991
監修：中島 尚志　A4判　並製　120頁　オールカラー
定価：11,000円＋税

【本書の特長】
●皮膚、呼吸器、神経、運動器、眼科、救急など、超
音波検査の適応が広がる
●超音波検査の適応を広げることで、動物や飼い主の
負担を軽減できる
●3D超音波など次世代の検査法も紹介

獣医再生医療 基礎& 
ステップアップ
発行年月日：2019年2月1日　商品コード：10003995
日本獣医再生医療学会 編
編集委員 ：
伊藤典彦／伊藤裕行／稲葉俊夫／上地正実／牛草貴博／枝
村一弥／太田亟慈／笠嶋快周／杉浦喜久弥／久末正晴／平
野由夫／横山篤司（五十音順）
A4判　並製　330頁　オールカラー　定価：20,000円＋税

【本書の特長】
●本邦初！！獣医再生医療の書籍！
●現在、小動物臨床で導入されている再生医療の3大療法

（免疫細胞療法、間葉系幹細胞療法、多血小板血漿療法）
の基礎と臨床について詳述
●各記事にキーワード、ポイントを掲載し、重要事項を理
解しやすく掲載

犬と猫の
品種好発性疾患【第2版】
発行年月日：2012年9月28日　 
商品コード：10003554
著：Alex Gough,Alison Thomas　
翻訳：鷹栖雅峰
B5変型判　並製本　396頁　 
定価：17,000円＋税

 【本書の特長】
●ほとんどの犬や猫にみられる品種好発性疾患をこの1冊で解
説
●犬は191品種、猫は32品種の好発性疾患を知ることができる
●誌面の上部に品種名を記載しているため、五十音順に並んだ
品種が探しやすい

犬と猫の超音波診断学【第2版】
発行年月日：2004年6月18日　 
商品コード：10003265
著者：Thomas G. Nyland、John S. Mattoon
監訳：廣瀬昶、小山秀一
A4判　上製本　447頁　 
定価：30,000円＋税

 【本書の特長】
●図版の収録1200点を超える超音波診断学の完全マニュアル
●460頁にも及ぶボリュームで正常な解剖所見、多くの症例の画
像読影、最良な画像描出のノウハウを各器官および部位ごとに詳
しく解説
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CLINIC NOTE BOOKS 
ベーシック診療 犬と猫の肝･ 胆･ 膵
発刊年月日：2017年2月7日　

商品番号：10003955
編集：大野耕一　著者：大野耕一, 福島建次郎, 金本英之, 西村亮平　
B5判 並製 約240頁　
定価：12,000円＋税

【本書の特長】
●CLINIC NOTEで大好評だった連載「消化器内科が解説する肝胆膵ケーススタディー」を書籍化
●エキスパートが診療の流れを丁寧に解説
●一次診療現場で実施可能なアプローチ法や各種検査、そして内科的治療を網羅

イラストでみる
小動物解剖カラーアトラス
発行年月日：2009年10月20日　商品コード：10003447
著者：Thomas O. McCracken, Robert A. Kainer
絵：David Carlson　監訳：浅利昌男
A4判変型　並製本　160頁　定価：11,000円＋税

 【本書の特長】
●大きくて見やすい誌面に、オールカラーで書き下ろさ
れた美しいイラストを用いて、イヌ・ネコ・ウサギとい
った、主要な小動物の解剖学基本用語を網羅
●飼い主さんと接する機会も多い動物看護師･トリマーさ
んにもオススメ

図解 猫の解剖アトラス
発行年月日：2016年9月1日　商品コード：10003928
著：Lola Hudson, William Hamilton
監訳：武藤顕一郎
A4判 並製本 252頁　
定価：17,000円＋税

 【本書の特長】
●簡潔なイラストや写真で猫の詳細な基本構造を把握
できる
●猫の解剖について理解できるだけでなく飼い主さん
への説明時に使用、あらゆるシーンで活用できる

解　剖

皮　膚

消化器

【FV21】犬と猫の皮膚病
【第2版】臨床的および病理組織学
的診断法
発行年月日：2009年3月16日　商品コード：10004140
著者：Thelma Lee Gross・Peter J. Ihrke・Emily J. 
Walder・Verena K. Affolter
監訳：日本獣医皮膚科学会　A4判　上製本　920頁
定価：36,000円＋税

【本書の特長】
●世界で活躍する多くの皮膚病のスペシャリストによ
る執筆・編集
●オールカラー、900頁超、写真が1,000点超及ぶ充実
のボリューム
●日本獣医皮膚科学会の先生方による翻訳

カラーアトラスBOOKS 犬と猫の皮膚病【和英併記】
発行年月日：2019年6月1日
商品コード：10004085
総監修・編著：大草　潔
編著：伊從慶太,大森啓太郎,柴田久美子,村山信雄
英訳：篠田仁美
A４判変形　上製　340頁
定価：29,000円＋税

【本書の特長】
●国内初！日本でみられる128の皮膚病を網羅し、日常診療で遭遇する機会の多い皮膚病の特徴的な「皮疹」を全904点の
鮮明なカラー写真で解説！
●症例写真の多くは、全体像→頭部→体幹部→四肢の順に掲載！インフォームドコンセントにも活用できる
●海外と日本の違いを考慮し、日本で人気の犬種や日本特有の皮膚病について疾患ごとにわけて解説

Small Animal Dermatology 
BOOKS　皮疹を極める！
ー的確な鑑別と伝わるカルテの
記入法ー
発行年月日：2019年8月1日 商品コード：10004090
著： 江角 真梨子
A4判　並製　約108頁　フルカラー
定価：8,500円＋税

【本書の特長】
●皮疹の情報を正しくとらえ、的確な診断へとつなげる目を養うための情報が満載！
●豊富な症例写真で、皮疹の色・形状・発疹パターンから考えらえる鑑別診断のポイ
ントを解説
●第三者が見た際に、鑑別疾患が想起しやすいカルテの記入法がわかる

犬の
スキンケアパーフェクトガイド
発刊日：2018年2月1日　商品コード：10003978
著 ： 伊從慶太
A4判　並製　288頁　オールカラー
定価：9,000円＋税

【本書の特長】
●理論から学べる、トラブルごとの実践的なスキンケア方法！
●豊富な写真とイラストで分かりやすく解説！
●獣医師から動物看護師、トリマーまで、時間と手間のかかる皮膚トラブルに対処するためのリファレンスとして活用で
きる！

New

New

New

19

21

25

23

20

22

24



12

書
籍
　
■
　
外
　
科

常に手元におきたい、継続して身につ
けたい外科テクニックの集大成 !!　進
化する時代・飼い主さんのニーズに応
えるべく多くの外科治療情報を展開 !!

多くの臨床家の先生方に愛読されてきた　　　　　の良さを生かし、本誌（49号以降）をカテゴリー別に編成。
執筆は、ほとんどが日本国内で活躍されている獣医大学・開業・勤務の先生方が担当。
豊富な写真とメディカルイラストを使い、さらにわかりやすく、イメージがしやすい。
小動物外科に必要な解剖・生理などの基本情報とテクニックを多くの症例を使い具体的に解説。
継続的に外科手術の修得を考える先生方にも、また病院内や先生方同士での症例検討などにも活用いただける内容。
カテゴリー別シリーズだから理解度がさらにアップ。
知っておきたい周術期に必要な情報、外科手術･処置などの術式から、最新の術式・高度医療情報までを網羅。

1

2

3

4

5

6

7

Continuing Education CEシリーズの7つの特長

vol.1 小動物外科の基礎編 ―周術期・呼吸管理・外科機器・他―

発行年月日：2008年10月24日　商品コード：10003428　A4判　並製本　168頁　定価：12,000円＋税

vol.3 消化器外科―開口・閉口障害，消化管内視鏡テクニック，肝外胆道系の外科，他―

発行年月日：2009年7月1日　商品コード：10003440　A4判　並製本　216頁　定価：14,000円＋税

vol.5 循環器・呼吸器外科  ―小動物におけるインターベンション，血管輪異常，心血管造影，他―

発行年月日：2009年11月1日　商品コード：10003445　A4判　並製本　184頁　定価：12,000円＋税

vol.2 腫瘍外科 ―皮膚肥満細胞　脊椎・脊髄・末梢神経の腫瘍　エプリス―

発行年月日：2009年1月20日　商品コード：10003434　A4判　並製本　160頁　定価：11,000円＋税

vol.4 腎・泌尿生殖器外科  ―会陰ヘルニア, 犬の尿道外科, 腎臓の外科, 腹膜透析―

発行年月日：2009年9月1日　商品コード：10003441　A4判　並製本　116頁　定価：10,000円＋税

vol.6 脳神経外科 ―頸部の神経外科，脊髄損傷性疾患，馬尾症候群，水頭症―

発行年月日：2010年2月2日　商品コード：10003452　A4判　並製本　212頁　定価：14,000円＋税

vol.7 整形外科 ―断脚術，肘関節の外科，矯正骨切り術―

発行年月日：2010年5月14日　商品コード：10003462　A4判　並製本　188頁　定価：12,000円＋税

SOLD OUT

時間軸で考える
獣医外科病態生理学
発刊日：2018 年2 月2 日
商品コード：10003979
監修：中島 尚志
A4 判　並製　128 頁　オールカラー
定価：9,800 円＋税

 【本書の特長】
●代表的な外科的疾患の症状や疾病が引き起こされる経過を
解説
●時間軸と因果を理解することで、個々の治療適期を見極め、
より有効な治療を行うことができる

小動物外科疾患のメカニズム
発刊日：2018 年4 月1 日
商品コード：10003984
原　著： Mechanisms of Disease in
Small Animal Surgery 3rd Edition
編　者： M. J. Bojrab, DVM, MS, PhD, ACVS
A4 判　並製　1000 頁
定価：20,000 円＋税

 【本書の特長】
●外科疾患の病態生理学を網羅
●臓器が疾患から受ける影響を詳しく解説
●獣医師の基礎知識の再確認にも、獣医学生の学習にも役
立つ

プレミアム・サージャン
小動物獣医師の生涯教育を編集の基本コンセプトにお
く国内唯一の外科専門誌「SURGEON」より過去8年
間の特集を再編集し、カテゴリー別にまとめた永久保
存版。

【全4巻セット】商品コード：10003410
セット価格：217,143円＋税

【第 1巻】 軟部外科 I
発行年月日：2005年 7月 10日　商品コード：10003400
A4判　上製本　728頁　定価：57,143円＋税

【第 2巻】 軟部外科 II
発行年月日：2005年 7月 10日　商品コード：10003401
A4判　上製本　704頁　定価：57,143円＋税

【第 3巻】 整形外科・神経外科
発行年月日：2005年 7月 10日　商品コード：10003402
A4判　上製本　812頁　定価：64,762円＋税

【第 4巻】眼科・歯科・口腔外科・マイナーサージェリー
発行年月日：2005年 7月 10日　商品コード：10003403
A4判　上製本　560頁　定価：49,524円＋税

外　科
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小動物最新 外科学大系
Current Concepts in Textbook of Small Animal Surgery

本シリーズは、臨床経験豊富な執筆陣により書き下ろされ、日本の
臨床現場事情を十分に考慮した内容・構成となっている。豊富なカ
ラー写真と緻密なイラストにより、解剖・病態生理から診断・治療
法までを包括的に解説している。 ○眼科

今後の発刊予定

小動物
最新 外科学大系 1．外傷処置と縫合法
発行年月日：2005年11月18日　商品コード：10003301
総監修：山根義久　編集：高瀬勝晤
編集委員：中間實徳、南三郎、武藤眞、山村穂積
A4判　上製本　150頁
定価：22,000円＋税

 【本書の特長】
●皮膚の外傷時に必要な基礎知識や創傷治癒の処置法な
どを紹介
●各部位別の縫合法を症例を交えて紹介
●実際の外傷処置の項目では、中枢神経と腹部、胸部の
外傷について解説

小動物
最新 外科学大系 2．救急治療
発行年月日：2006年2月28日　商品コード：10003302
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　208頁
定価：24,000円＋税

 【本書の特長】
●呼吸管理救急疾患の初期療法を中心に、臨床現場ですぐ
に役立つ情報が満載
●救急疾患を呈した動物の病態と重傷度を即座に把握し、
適切な治療へと導くために必要なあらゆる情報が網羅され
ている

小動物
最新 外科学大系 3．ヘルニア
発行年月日：2005年2月28日　商品コード：10003303
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　150頁
定価：22,000円＋税

 【本書の特長】
●インフォームドコンセントにも活用できる立体的解剖
イラスト
●ヘルニアの病態生理をわかりやすく紹介
●発生、病態、診断から治療までわかりやすく解説

小動物
最新 外科学大系 4．循環器系1
発行年月日：2004年11月15日　商品コード：10003304
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　150頁
定価：22,000円＋税

 【本書の特長】
●心血管奇形による疾患を発生から治療まで
●麻酔法、開胸術をわかりやすく
●開胸に必要な解剖をカラフルに掲載

小動物
最新外科学大系 6．消化器系1
発行年月日：2008年4月8日　商品コード：10003306
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　216頁
定価：24,000円＋税

 【本書の特長】
●口腔内において発症する疾患について症例を交え詳細
に解説
●歯列や咬合状態の診査法ならびに、歯垢・歯石、歯周
病の診査法を解説
●食道における各種疾患を内視鏡写真等を交えて、より
臨床的に解説

小動物
最新 外科学大系 4．循環器系2
発行年月日：2015年8月12日　商品コード：10003910
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　208頁
定価：24,000円＋税

 【本書の特長】
●小動物循環器外科の世界を一歩ずつ…
●豊富なイラストとカラー写真で発生、病態、診断から治
療までわかりやすく解説

小動物
最新外科学大系 6．消化器系2
発行年月日：2012年4月10日　商品コード：10003316
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　260頁
定価：26,000円＋税

 【本書の特長】
●胃の疾患の外科的治療に必要な基本的術式を中心に解
説
●腸の術前術後の管理を含めて多彩なイラストと症例写
真を交えて詳細に解説
●肝臓・肝外胆道系の外科疾患の解剖から治療法まで徹
底解説

小動物
最新外科学大系 8．泌尿生殖器系2
発行年月日：2006年11月16日　商品コード：10003308
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　180頁
定価：22,000円＋税

 【本書の特長】
●生殖器系に関するあらゆる疾患の、解剖・生理から治療
法まで徹底解説
●正常分娩と異常分娩について総論的に概説
●帝王切開時に必要な術前管理などについても詳細に解説

小動物
外科学大系 10．外皮系
発行年月日：2007年5月20日　商品コード：10003310
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　210頁
定価：24,000円＋税

 【本書の特長】
●切皮と縫合のバリエーションを増やす
●特殊部位の再建、移植などをマスター
●皮膚腫瘍について詳細に解説

小動物
最新外科学大系 9．整形外科１
発行年月日：2006年8月7日　商品コード：10003309
総監修：山根義久　編集：山村穂積
編集委員：高瀬勝晤、中間實徳、南三郎、武藤眞
A4判　上製本　150頁
定価：22,000円＋税

 【本書の特長】
●総論を中心とした第1巻
●骨、関節の解剖と生理、骨折の生体力学をマスター
●各論は顎骨、肋骨、骨盤の骨折

小動物
最新 外科学大系第5. 
呼吸器系
発行年月日：2017年7月1日　商品コード：
10003964　総監修：山根義久　本巻担当
編集委員：山根義久
編集委員：高瀬勝晤, 中間實徳, 武藤眞, 山
村穂積　A4判 オールカラー 232頁 上製本
定価：26,000円＋税
 【本書の特長】
●呼吸器疾患の解剖・診断・治療に役立つポ
イントを分かりやすく解説
●咽頭から肺胞まで、解剖図・写真による呼
吸器の構造を詳細に解説
●犬と猫の外科適応疾患の治療だけでなく診
断も詳細に掲載

小動物
最新　外科学大系9. 
整形外科2
発行年月日：2019年2月1日
商品コード：10003994
総監修： 山根義久
編集：中間實徳
編集委員：高瀬勝晤、武藤　眞、山村穂積
A4判　上製　160頁
定価：22,000円＋税

【本書の特長】
●肩甲骨・前肢・後肢の骨折について解剖か
ら診断、治療、予後までを詳しく解説
●小動物整形外科では最も多い骨折部位であ
る、橈尺骨骨折を徹底解説
●診断、治療に直結する骨折部位の解剖をわ
かりやすいイラストや図版でマスターできる

外　科
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獣医整形内科Ⅱ
発行年月日：2017年12月6日　 
商品コード：10003977
監修：中島尚志（HJS 代表）　A4判 　 
並製本 　120頁
定価：9,800円＋税

【本書の特徴】
●「整形疾患を管理する」ための新しい指針を提示し
た「獣医整形内科～手術をしない もうひとつの整形」
のコンセプトをさらに推し進めた待望の各論解説
●「整形＝手術」との図式を完全に払しょくする『整
形内科』シリーズ、の続編

図版で理解する　犬と猫の麻酔・疼痛管理ハンドブック
発行年月日：2018年12月14日
商品コード：10003992
著・監修 ： Jeff C. Ko
監訳 ： 北尾貴史
B5判　並製　302頁　オールカラー
定価：18,000円＋税

【本書の特徴】
●麻酔前投薬について、投与経路、薬用量、それぞれの薬物の単独使用法や併用法を写真とともに詳しく解説
●押さえておきたい、安全に麻酔をかけるためのテクニックも詳細に解説
●臨床現場での簡潔で迅速なリファレンスガイド

SURGEON BOOKS　 
見てわかる小動物の外
科手技Ⅰ マイナーサー
ジェリー
発刊日：2018年9月21日　商品コード：10003990
監修：多川政弘、浅野和之、泉澤康晴、兼島　孝 、村
中志朗、望月　学
A4判　上製　328頁　定価：28,500円＋税

プログレス　
犬の前十字靭帯学
発刊日：2018年2月1日
商品コード：10003981
編者：Peter Muir 　
監訳：泉澤康晴
B5判　上製　310頁　オールカラー
定価：25,000円＋税

【本書の特徴】
●前十字靭帯疾患を治療するために必要な知識を長年
にわたる諸研究から抽出し、1冊にまとめた書籍
●前十字靭帯疾患に関するインフォームドコンセント
や検査・診断・治療に必携

SURGEON BOOKS 
犬の跛行診断－整形外科疾患
に対する系統的検査STEPS
発行年月日：2016年6月17日　 
商品コード：10003924
著：林 慶, 本阿彌宗紀　サイズ：A4判  
並製本 192頁 動画付き　定価：16,000円＋税

 【本書の特長】
●特殊な技術や検査は必要なし！跛行診断をルーチン
ワーク化！
●第1章では、仮診断までのプロセスを10ステップに
整理して解説
●第2章、第3章では疾患ごとの最重要ポイントを徹
底解説

獣医臨床麻酔オペレーション・
ハンドブック【第5版】
発行年月日：2016年4月8日　商品コード：10003920
著者：William W. Muir Ⅲ　John A. E. Hubblell　Richard 
M. Bednarski ほか　
監訳：山下和人・久代-バンカー季子　
B6判変形 並製本　180頁　
定価：15,000円＋税

 【本書の特長】
●説明が箇条書きでわかりやすく、イラスト・写真・図表
が豊富で見やすい
●実践的な内容なので臨床現場ですぐに使える
●世界中の多くの獣医師が手元に置いて活用

as BOOKS
動物看護師のための麻酔超入門
はじめの一歩【改訂版】
発行年月日：2015年2月20日　 
商品コード：10003892
著：佐野忠士　A4判並製本　168頁
定価：7,000円＋税

【本書の特長】
●豊富な写真・図版を駆使し、麻酔のすべてを系統立
てて説明
●特別付録として、麻酔記録用紙、CPRアルゴリズム、
緊急薬の推奨投与量表を掲載
●実習や実際の臨床現場で役立てられるコンテンツが
満載

as BOOKS
動物医療チームのための痛み
のケア 超入門
発行年月日：2011年12月27日　商品コード：10003528 
著：佐野忠士　A4判　並製本　96頁 
定価：6,000円＋税

 【本書の特長】
●客観的・具体的に評価することの難しい感覚「痛み」
について、まずは理解を深め、さらに何ができるか・何
をすべきかを丁寧に解説
●「動物医療チーム」として一歩先行くケアのために、
ぜひ見につけておきたい知識が満載

SURGEON BOOKS

動画でわかる縫合法ガイドブック
発行年月日：2007年11月15日　商品コード：20100222
総監修：多川政弘　監修：浅野和之、泉澤康晴、兼島孝、
村中志朗、望月学　A4判　並製本　64頁　DVD付き（約
39分） 
定価：6,800円＋税

 【本書の特長】
●手結び、器械結びといった外科の基本手技を中心に、さ
まざまな縫合法を代替材料を用いた写真と動画でわかりや
すく解説
●記載されている手技をマスターすれば、各組織の縫合に
対応することができるようになる1冊

【本書の特徴】
●スペシャリスト26名による44項目の手術手技を掲載
●SURGEONで人気の手順を追って解説する形式にPointやPitfallを加え、さらに手
術をする際に最低限必要な知識を新たに書き下ろした充実の1冊
● 豊富な写真とイラストで展開されているため、ぱっと見てすぐに理解できる

整形外科
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CLINIC NOTE BOOKS
イラストを読む！ 犬と猫の臨床歯科
発行年月日：2015年11月18日　

商品コード：10003912

著：渡邊一弘

A4判　上製本　243頁

定価：17,000円＋税

【本書の特長】

●治療の際に使用する歯科器材を処置ごとに掲載

●処置に使用するメス刃の形、縫合糸の太さまで言及

●理解しづらいⅩ線、CT画像もイラストで解説

基礎から学ぶ小動物の
歯科診療 Vol.1
発行年月日：2017年9月15日　商品コード：
10003970
著：藤田 桂一　A4判 243頁 並製本　
定価：8,500円＋税

 【本書の特長】
●本当に必要な歯科診療情報だけを厳選 
●雑誌の手軽さと書籍並みの内容の深さを両立
●獣医師から動物看護師まで、スタッフ全員で使える
リファレンスとして活用可能

基礎から学ぶ小動物の歯科診療 Vol.2
発刊日：2018年7月4日
商品コード：10003987
著：藤田 桂一
A4判　並製　136頁　オールカラー
定価：9,000円＋税

 【本書の特長】
●日常診療でよくみられる疾患をリストアップ！各疾患の特徴、原因、診断および治療をわかりやすく解説
●「目で見て理解する」さまざまな臨床写真を豊富に掲載
●院内スタッフ全員で使える必読書

犬と猫のECG トレーニング
ブック
発行年月日：2016年1月20日　商品コード：10003916
著：Mark A. Oyama, Marc S. Kraus, Anna R. Gelzer　
監訳:青木卓磨　A4判変形 並製本 96頁
定価：7,500円＋税

【本書の特長】
●掲載されている46種類の心電図は、実際の臨床症例で記
録されたもの
●症例プロフィールとともに、さまざまな異常波形・不整
脈波形がランダムに出題
●Answer頁の解説は臨床視点かつ、とても丁寧で、現場で
すぐ役立つ内容

犬と猫の

循環器病学
発行年月日：2014年9月30日　商品コード：10003877
著：Wendy A. Ware　訳：町田登
A4判　上製本　480頁　定価：22,000円＋税

【本書の特長】
●獣医循環器病学の世界的名医が執筆した循環器内科学の座右の書
●600を超える図表や要約表により、様々な心血管疾患の本態などを
例証。
●診断と治療にかかる実際的な手技に関しては、細部に至るまで丹念
に分かりやすく解説。

Dr.Martin's 
獣医眼科学 
－基礎から診断・治療まで－
発行年月日：2013年6月28日　商品コード：10003570
著：Charles L. Martin　監訳：工藤莊六
A4判　上製本　580頁
定価：35,000円＋税

 【本書の特長】
●眼科の一次診療に必要な情報を網羅
●700枚を超えるカラー図版で解説
●部位別に病因⇒症状⇒診断⇒治療の流れに沿って解説

獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠
眼科学
発行年月日：2015年8月8日　商品コード：10003889
編：長谷川貴史、印牧信行　著：金井一享、印牧信行、
長谷川貴史、前原誠也、余戸拓也 B5判　並製本　184頁
定価：4,500円＋税

【本書の特長】
●模式図や写真を多用することによって視覚的にも理解し
やすい構成で学ぶ眼科学
●眼・視覚器系の構造と生理、ならびに視覚機能に障害を
及ぼす眼科疾患の原因、病態、臨床症状などを系統的かつ
体系的に学習できる

カラーアトラス
よくみる眼科疾患58
発行年月日：2014年8月25日　商品コード：10003869
監修：余戸拓也　著：辻田裕規、寺門邦彦、余戸拓也
A4判　並製本　176頁
定価：12,000円＋税

 【本書の特長】
●一次診療の現場で使いやすいカラーアトラス
●疾患の定義や原因、臨床症状、好発品種・年齢、疾患の
理解に役立つ基礎知識などを箇条書きで解説
●執筆時点での最新の情報を盛り込み，治療は一次診療で
実施可能な方法を重点的に解説

J-VETBOOKS　
イラストと写真で学ぶ眼科診療
眼からウロコ
発行年月日：2015年8月8日　
商品コード：10003908
著：都築圭子
A4変型判　並製本　152頁　定価：12,000円＋税

【本書の特長】
●眼科診療の“コツ”がぎゅっと凝縮された一冊
●J-VETの連載を加筆修正し，新たに眼の解剖学と，眼
科検査のやり方の解説を追加
●巻末には、診察に必要な情報が確実に引き出せる【眼科
問診票】などの便利な付録つき

歯　科

眼　科
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犬と猫の
尿路感染症診療マニュアル
発行年月日：2017年4月10日　商品コード：10003963
編：動物用抗菌剤研究会　B5判
並製本　128頁　定価：7,500円＋税

 【本書の特長】
●国際的ガイドライン＋国内最新知見＝最強の対感染症診療マ
ニュアル
●犬と猫の尿路感染症について徹底解説
●ガイドラインにはない前立腺炎の診断法や真菌やレプトスピ
ラに起因する尿路感染症についても詳しく解説
●日本の現状に基づく抗菌剤の用法・用量が充実

症例でみる
寄生虫感染症2019
発行年月日：2019年8月1日
商品コード：10004089
著：佐伯英治
B5判　並製本　160頁　オールカラー
定価：6,000円＋税

 【本書の特長】
●著者が動物病院から相談を受けた全42症例について、Q&A形
式でわかりやすく解説
●単剤・複合製剤別 駆虫剤リストは、製品の選択に活用できる
●内部寄生虫を鑑別同定する総合検索図を掲載
●日本の現状に基づく抗菌剤の用法・用量が充実

臨床検査シリーズ オールカラー
【最新2 版】 ヒトと動物の寄生虫鑑別アトラス
発行年月日：2013年4月1日　 
商品コード：10003564
著：佐伯英治　升 秀夫　早川典之
A4判　並製本　164頁
定価：6,667円＋税

 【本書の特長】
●最新の情報によりヒトと動物の寄生虫を同定
●参考図版として実習や試験対策に最適
●虫体・虫卵の検査法も写真で解説

犬・猫・エキゾチックペットの
寄生虫ビジュアルガイド
発行年月日：2010年2月20日　 
商品コード：10003453
著：佐伯英治　監修：今井壮一
B4判　並製本　128頁　 
定価：7,500円＋税

 【本書の特長】
●犬、猫に加え、エキゾチックペットの寄生虫についての
最新情報・検査法を網羅
●臨床現場で扱う寄生虫60数種の「虫体・虫卵写真」「ラ
イフサイクル」「検査法」「駆虫薬」を、1項目ごと見開き
で丁寧に解説

CLINIC NOTE BOOKS

3 ステップで考える犬と猫の
神経疾患の診断アプローチ
発行年月日：2017年11月1日　 
商品コード：10003976
編著：神志那弘明　A4判　並製本　248頁 
定価：13,000円＋税

 【本書の特長】
●神経疾患の診断をロジカルに進めるためのアプローチ方法
を、病変の部位ごとに3つのステップで分かりやすく解説
●約180点の豊富な動画で言葉で表現できないような神経
症例も明確に知ることができる

小動物の 
神経疾患救急治療
発行年月日：2019年1月11日
商品コード：10003993
編著：Simon Platt・Laurent Garosi
監訳：徳力幹彦
A4判　上製　671頁　オールカラー
定価：29,500円＋税

 【本書の特長】
●神経疾患の鑑別診断から治療までをまとめた良質な1冊
●治療に直結する必要な知識と診断・手技を豊富な図と美し
い画像でわかりやすく解説
●よくみられる神経救急疾患の症状ごとの対応法を紹介

できる!! ウサギの診療
発行年月日：2016年9月16日　商品コード：10003935
著：沖田将人　A4判 並製本 304頁(本文224頁+付録
80頁)
定価：14,000円＋税

 【本書の特長】
●一次診療でのウサギの検査、診断、治療をこの1冊
に網羅
●犬や猫の診療、検査、および手術手技をウサギに応
用しているため、すぐに役立つ内容が盛り沢山

できる！！小鳥の臨床
発行年月日：2019年6月7日
商品コード：10004084
著 ： 小嶋 篤史
A4判　並製　206頁
定価：9,000円＋税

 【本書の特長】
●小鳥の診療を攻略するためのポイントを、鳥のスペ
シャリストである著者の経験を元に、豊富な写真とと
もに詳しく解説
●付録として付いている、各疾病の、病名、症状、治
療方法を簡潔にまとめた「鳥の疾病百科」は必見

CLINIC NOTE BOOKS 改訂 
臨床家のための血液病学アトラス
－CBC と形態観察からせまる－

発行年月日：2013年11月15日　 
商品コード：10003846
著者：下田哲也　
B5判　並製本　216頁
定価：14,000円＋税

 【本書の特長】
●血液細胞の形態学的評価の重要性を示す
●臨床検査の結果を総合的に評価して、確実な診断に結び
つける方法を解説
●前版より多数の症例を追加し、より実践的に理解できる

臨床検査

寄生虫

薬　理

神　経

エキゾチックアニマル

最新データ 
動物用抗菌剤マニュアル【第2版】
発行年月日：2013年3月29日　商品コード：10003559
編者：動物用抗菌剤研究会
B5判　並製本　216頁
定価：7,000円＋税

【本書の特長】
●抗菌剤の基礎知識と薬剤耐性菌をださないための適正
使用の指針を示している
●各抗菌剤の商品名・特長・効能・用法・用量などが手
軽に調べられる
●わが国で現在使用されている動物用抗菌剤の最新情報
を網羅した唯一の専門書

New

New
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【FV21】犬と猫の
リハビリテーション実践テクニック
発行年月日：2010年12月28日　 
商品コード：10004146
著：Barbara Bockstahler、David Levine、Darryl Millis
訳：枝村一弥、佐野忠士　 
B5判 並製本 312頁　※DVD-VIDEO（英語版 / 45min）付　 
定価：10,000円＋税

 【本書の特長】
●獣医学分野ではあまり考慮されてこなかった理学療法の必要かつ役に立つテクニックが満載
●理学療法を行う目的、理学療法適応のメリット、理学療法を行うタイミング等を、多数の写真・表を使用して解説

asBOOKS

今さら聞けない！？動物医療の基礎知識 疾患編
発刊日：2019年9月25日 商品コード：10004091
as編集部・編
A4判　並製　200頁　オールカラー
定価：8,500円＋税

【本書の特長】
●動物看護専門誌asにて17年以上継続している大好評の連載「今さら聞けないシリーズ」、2017年に発刊した「予
防・症状編」から待ちに待った書籍化第二弾
●臨床現場で「最低限覚えておきたい！」「正しいのか不安だけど、今さら聞けない…」という内容を、当時の
連載内容から最新情報を盛り込み、加筆修正＆オールカラーで仕上げた１冊
●新規で4項目追加し全21項目、それぞれの疾患のスペシャリストが簡潔で分かりやすく解説

小動物の
リハビリテーション入門
発行年月日：2015年2月20日　 
商品コード：10003890
著：藤永徹　
A4判　並製本　224頁
定価：8,000円＋税

 【本書の特長】
●障害評価のための検査法をわかりやすく解説
●マッサージ等の手技解説は写真を多く使用
●初めてリハビリテーションを学ぶ獣医師や動物看護師に
最適な入門書

小動物のための
東洋獣医学- 基礎から実践まで
発行年月日：2007年6月1日　 
商品コード：10003387
著：Bruce Fogle　A4判　上製本　296頁
定価：20,000円＋税

 【本書の特長】
●東洋医学の基礎概念をしっかりと理解できる
●基礎を踏まえた上で食事療法・漢方薬・按摩・鍼灸療法
を実践的解説
●アーユルヴェーダなど他のアジア伝統医学をも念頭に置
いた中医学と漢方医学の流れをくむ東洋獣医学の入門書

asBOOKS

今さら聞けない！？動物医
療の基礎知識 予防・症状編
発行年月日：2017年9月15日　商品コード：10003971 
著者：呰上 真理, 東真理子, 小沼守, 兼島孝, 栗田吾郎, 
佐伯英治, 白石健, 戸田功, 古谷成,堀達也, 万年和明　編：
as編集部　A4判 並製 136頁　定価：8,000円＋税

【本書の特長】
●動物看護専門誌asにて15年間好評の連載「今さら聞けない
シリーズ」、待望の書籍化第１弾
●臨床現場で「今さら聞けない」と思われがちな内容を、当時
の連載内容から最新情報を盛り込み、オールカラーにして仕上
げた
●「今さら聞けない」「恥ずかしい」と感じるギモンも誰にも
聞かずに解決できる１冊

asBOOKS

犬と猫の
X 線撮影超入門
発行年月日：2019年6月11日　商品コード：10004086 
著 ： 志村 知彦　診療放射線技師　A4判　並製　163頁 
定価：8,500円＋税

【本書の特長】
●動物看護専門誌as 2017年4月号～ 2018年3月号掲載の好評連載

「うまくいく X線撮影」を元に、最新情報を盛り込み加筆修正して
よりわかりやすく仕上げた1冊 
●X線撮影の基礎となる情報が集約 
●臨床現場での需要が高まっている猫のX線撮影も部位ごとに網羅 

asBOOKS　

小動物の実践保定法＜応用編＞
発行年月日：2016年11月15日　商品コード：10003941
著：村尾信義　A4判 並製 176頁 付録DVD
定価：9,000円＋税

【本書の特長】
●現場でのお悩みの多い順に、写真と動画で解決
●犬をはじめ猫やエキゾチックアニマルについても、
保定を成功させるためのさらなる応用的手技を解説 
●動画DVD付きで、さらに理解を深めイメージトレー
ニングできる

めざせ早期発見！ 
わかる犬の病気
発刊年月日：2017年2月20日　商品コード：10003956
著者：小沼 守
A4判　並製 136頁　定価：3,800円＋税

【本書の特長】
●サロンやショップで活躍するために必要な「本当に
使える」知識だけを厳選
●病気の知識だけではなく、シャンプーやワクチンの
基礎知識まで網羅
●病気説明模範回答集」「トリミングトラブル解決集」
は現場の声から実現

動物看護

リハビリテーション
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asBOOKS 動物と人の心に寄り添う 

動物医療グリーフケア
発行年月日：2016年6月30日　商品コード：10003923
著：阿部美奈子　A4判 並製本 104頁
定価：6,000円＋税

【本書の特長】
●会話例を多く掲載しているため、言葉選びの参考になる
●幸せな最期を迎えるために、日頃から動物病院全体で
取り組むべきケアについて解説
●動物と飼い主さんの心に寄り添う動物医療を提供する
ためのヒントが豊富

asBOOKS

動物看護師としてどう動く？犬と猫の応急処置
発行年月日：2014年5月16日
商品コード：10003915　著：阿部令子　
協力：国際救命救急協会，PETS AMERICA
A4判 並製本 112頁　定価：6,000円＋税

【本書の特長】
●本邦初！治療につなげる「維持」についての情報が満載！
●突然来る応急への対応に押さえておきたい内容を掲載。
●動物看護師が「できること」ではなく、「やって良い範囲」
を意識した紙面構成

as BOOKS
動物病院のためのクレーム対応の 
マインド＆スキル
発行年月日：2014年9月30日　商品コード：10003870
著：田中理咲　A4判　
並製本　140頁　定価：7,000円＋税

 【本書の特長】
●嫌なクレームが、動物病院を良くするための『気づき
のタネ』に変わる！
●座談会や聞き取り調査で得られた動物病院での事例に
基づいた展開
●「クレーム対応ロールプレイングシート」など、すぐ
に使えるツールが豊富

as BOOKS
やさしいエキゾ学 
- ウサギ･ ハムスター･ フェレット・モル
モット・リス・鳥類-

発行年月日：2008年1月25日　商品コード：10003398
著者：清水宏子　A4判　並製本　100頁　 
定価：5,000円＋税

 【本書の特長】
●ウサギ･ハムスター ･フェレット・鳥類といった、お
さえておきたい人気種を掲載
●動物種ごとの基礎知識はもちろん、飼育に不可欠な
食餌や飼育環境などもイラスト化していて一目瞭然

asBOOKS

チームで取り組む獣医師･
動物看護師のための 輸液超入門
発行年月日：2016年4月4日　商品コード：10003919
著：佐野忠士　A4判　並製本　216頁　定価：8,000円＋
税

【本書の特長】
●ベストセラー「麻酔超入門」「痛みのケア超入門」に
続く 超入門シリーズ第3弾
●これまで学ぶ機会の少なかった輸液療法を知る1冊
●輸液療法の「なぜ」「何の」「どのくらい」「どんな」
がわかる！

as BOOKS

犬と猫の老齢介護エキスパートブック
発行年月日：2014年5月16日　商品コード：10003862 
著：若山正之　A4判　並製本　160頁　 
定価：7,000円＋税

 【本書の特長】
●動物看護師と獣医師にともに役立つ、老齢介護の考え
方やノウハウが満載！
●『老犬・老猫の元気な暮らし方』を、飼い主さんに上
手くアドバイスするために！
●老齢期にかかりやすい病気についても、病因・診療・
看護のポイントを、しっかり解説！

as BOOKS
犬と猫の血液学　キソのキソ
からやさしく解説
発行年月日：2013年11月30日　 
商品コード：10003847
著：久末正晴　A4判　並製本　212頁　付録DVD　動画
11本（合計約19分）収録　 
定価：9,000円＋税

 【本書の特長】
●動物看護専門誌『as』で大好評の連載を書籍化
●豊富なイラストと鮮明な血液像写真でビジュアル解説
●採血法や血液塗抹の作成方法などを収録した動画がつい
て理解しやすい

as BOOKS
ナビ犬POLくんとやさしく学ぶ

新 犬と猫のからだのしくみ
発行年月日：2015年4月25日　 
商品コード：10003898
著：浅野妃美、浅野隆司　A4判　並製本　168頁　
定価：6,600円＋税

 【本書の特長】
●「解剖生理」をやさしく、楽しく学んで理解するため
の決定版!
●犬と猫の機能別・部位別にくわしく講義!
●全編カラーイラストで、わかりやすく使いやすい!

動物看護師・動物看護学生のための
楽しく学べる動物看護 改訂第2 版
発行年月日：2015年7月3日　商品コード：10003903　
企画協力：一般社団法人日本動物看護職協会　 
監修：太田光明、藤井康一　B5判　並製本　400頁　
定価：5,000円＋税

 【本書の特長】
●移行期間終了後の新出題範囲に対応した最新版が登場！
●すべてを箇条書きでやさしく解説、押さえておきたい重
要な写真を改訂しさらに充実
●堅い解剖図などは一切ナシ。思わず楽しくなっちゃうユ
ニークなイラストが満載。

動物看護師養成モデルコアカリ
キュラム（専修学校）完全対応
動物看護実習テキスト 第2 版
発行年月日：2014年3月31日　商品コード：10003996
編：動物看護師養成専修学校教科書作成委員会
B5判　リング製本　270頁　定価：7,800円＋税

 【本書の特長】
●移行期間終了後の新出題範囲に対応した最新版が登場！
●すべてを箇条書きでやさしく解説、押さえておきたい重要
な写真を改訂しさらに充実
●堅い解剖図などは一切ナシ。思わず楽しくなっちゃうユニ
ークなイラストが満載。

動物看護
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動物栄養学
発行年月日：2013年9月5日　 
商品コード：10003841
企画・監修：一般社団法人日本動物看護職協会
動物看護師国家資格化検討推進協議会　推薦　
B5判　並製本　152頁　
定価：3,300円＋税

 【本書の特長】
●動物看護師養成モデルコアカリキュラム準拠教科書であ
り、「臨床栄養指導認定動 物看護師」をめざすための知識も
満載！
●栄養学的情報だけでなく、ペットフード市場についてや、
医療面接についても詳しく解説！

獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠
臨床栄養学
発行年月日：2015年4月6日　 
商品コード：10003897
監修:左向敏紀　
執筆:阿部又信、左向敏紀、大島誠之助、森昭博、徳本一義、
百田豊　B5判　並製本　188頁　定価：3,000円＋税

 【本書の特長】
●治療においても重要な要素である栄養学を基礎から理解
できる構成
●疾病をより深く理解する一助として、疾病と栄養素の関
連を習得できる内容

ペットビジネス プロ養成講座
Vol.2 フードアドバイザー　
発行年月日：2007年9月10日　 
商品コード：10005112
監修：桜井富士郎、島田真美
A4判　並製本　176頁　 
定価：6,190円＋税

 【本書の特長】
●栄養学の基礎から販売まで、ペットフードの基礎がわか
る！
●パッケージだけではわかりにくい栄養学の基礎から、犬猫
に必要なエネルギー量やサプリメントについてまで、フード
を選ぶとき知っておきたいさまざまなことについて解説

as BOOKS ライフステージ別・疾患別
基本からよくわかる犬と猫の栄養管理
発行年月日：2009年3月10日　 
商品コード：10003435
著：島田真美　A4判　並製本　136頁　 
定価：5,600円＋税

 【本書の特長】
●栄養管理のポイントを、コンパニオンアニマルの代表で
ある犬と猫に特化して解説
●離乳期から老齢期まで、食餌の給与方法などを各ライフ
ステージ別に整理
●重要疾患別に食餌管理の方法や栄養指導のポイントを網
羅。

パピークラス＆こねこ塾スタートBOOK
発行年月日：2019年7月15日 
商品コード：10004088 
著：村田香織 
A4判　並製　208頁　オールカラー 
定価：8,000円＋税 
 【本書の特長】
●子犬と子猫のケアとしつけ方、飼い主への指導方法の基礎がこの1冊でまるっとわかる！
●パピークラス・こねこ塾（子犬子猫教室）の企画の仕方から実際のプログラム例まですぐに使える情報が満載
●初版では子犬だけだった情報を子猫のしつけ教育に関する知識も大幅に加筆。オールカラーで写真展開中心にリニュー 
アル

獣医学教育
モデル・コア・カリキュラム準拠
動物行動学
発行年月日：2012年3月27日 
商品コード：10003534 
著：森裕司、武内ゆかり、内田佳子 
B5判　並製本　184頁 
定価：3,000円＋税

犬のしつけ学
基礎と応用

発行年月日：2011年3月25日 
商品コード：10003835
著者：小西伴彦
A4判　並製本　160頁
定価：2,600円＋税

獣医学教育
モデル・コア・カリキュラム準拠
臨床行動学
発行年月日：2013年2月21日 
商品コード：10003560 
著：森裕司、武内ゆかり、南佳子 
B5判　並製本　 
164頁 
定価：3,000円＋税

小動物臨床のための5 分間コンサルト
犬と猫の問題行動　診断・治療ガイド
発行年月日：2012年3月30日　商品コード：10003529
著：Debra F. Horwitz & Jacqueline C. Neilson
訳：獣医動物行動研究会　
監訳：武内ゆかり、森裕司
A4判　並製本　320頁　
定価：12,000円＋税

 【本書の特長】
●飼い主が毎日直面する犬と猫の典型的な問題行動に対応
●より多くの獣医師が問題行動を診療科目に採り入れる事
ができる1冊
●付録の問題行動に対する安全対策などは、印刷して飼い
主に渡せるので便利

栄養学

しつけ・行動学
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シャンプー～かわいい仕上げ”までプードル1 頭60 分！
はじめよう！スピード トリミング
発行年月日：2014年10月25日　商品コード：10003885
著：髙木美樹　A4判　並製本　120頁　ガイドDVD付き

（約10分）　定価：6,000円＋税

 【本書の特長】
●“犬にやさしい”ことにこだわったスピードトリミング
について解説
●“早いから雑”ではなく、“早くてかわいく”仕上げる
方法をご紹介
●「①洗う→②乾かす→③切る・整える→④接客する」4
項目すべての効率をアップ

プードルの顔カットを視覚で覚える！ 
グラフィックトリミング　ロジカル トレーニング BOOK
発刊日：2019年10月1日
商品コード：10004092
監修 ： 髙木美樹（TALL TREE.）
A4判　並製　128頁　オールカラー
定価：7,000円＋税

 【本書の特長】
●世界初‼プードルの顔のスタイルを明確にカテゴリー分けし、ロジカルにグラフィカルに解説！
●実際のカットの手順を連続写真でロジカルに解説！
●プードルの顔のスタイルを約170パターン掲載し、パーツの組合せを変えて豊富なバリエーションを提案！

trim BOOKS
ドッグ ヘア オーダー カタログ Vol.3
発行年月日：2016年4月1日 
商品コード：10003921
A4判　並製本　112頁
定価：2,200円＋税

 【本書の特長】
●trimで大好評のコーナー「カットスタイル（2012年4月号～ 2015
年2月号）」で掲載した5犬種77パターンを収録
●オリジナル企画として、丸い顔の作り方などを掲載
●飼い主さんとのイメージのすり合わせに役立つ“ヘアカタ”

グルーミング教本 
アドバンス編
発行年月日：2017年8月24日　商品コード：10003967
監修：佐山百合子／関盛圭子／野口哲　A4判 並製本　
192頁　定価：7,500円＋税

【本書の特長】
●現場（就職先）のニーズに応えられるよう、即戦力
を育てるための教本
●「道具の選び方」「アタッチメントコームの基礎」「シ
ャンプー剤の知識」等を学ぶことで『時短トリミング』
を習得できる内容
●グルーミングの基礎を学んだ後、『アドバンス』を
学ぶための最適な1冊

trim BOOKS
ドッグ ヘア オーダー カタログ 
Vol.2
発行年月日：2013年4月4日　商品コード：10003566
A4判 並製本　104頁
定価：2,200円＋税

 【本書の特長】
●trimで大好評のコーナー「カットスタイル（2010年4
月号～ 2012年2月号）」で掲載した70パターン（4犬種）
に、新たに撮り下ろしたスタイル、合計74パターンを
収録
●オリジナル企画として、顔の作り方の手順を写真とと
もに犬種ごとに解説

as ムック
DOG GROOMING BOOK
発行年月日：2007年9月20日　商品コード：10003390
著：渡辺まゆみ
A4判　並製本　168頁　 
定価：6,000円＋税

 【本書の特長】
●グルーミングのテクニック・重要ポイントが盛りだくさ
んの1冊！
●トリミングの手順を写真で解説! クリッパーやハサミの
向きや流れが一目でわかる
●飼い主さんからの依頼が多い10犬種について掲載

トリミング

犬にもトリマーにもやさしい！ 
基本から学ぶクリッパーテクニック

はじめよう！ スピードトリ
ミング2 feat.CLIPPING
発行年月日：2017年8月8日　商品コード：10003965
監修：髙木美樹　A4判　並製本　192頁　ガイドDVD付
き（約10分）　定価：7,500円＋税

【本書の特長】
●来店頻度の高い8犬種をピックアップし、10スタイル
の進め方をご紹介
●豊富な写真でクリッパーの扱い方から、カットの流れ
や考え方を分かりやすく解説
●他店と差をつける接客のウラワザをご紹介

ドッグ・グルーマーズ
プロフェッショナル・ワークブック
発行年月日：2004年1月30日　商品コード：10004036
監修：渡辺まゆみ
A4判　並製本　270頁　 
定価：8,500円＋税

 【本書の特長】
●実践的なペットカットと対策を収録した、グルーミング
ブックの決定版
●健康管理、衛生面、シャンプー法まで網羅したバイブル
●現役グルーマー・トリマー、プロを目指す人、学生は必
携です

trim BOOKS
ドッグ ヘア オーダー カタログ
発行年月日：2010年3月27日　 
商品コード：10003454
A4判　並製本　112頁
定価：2,200円＋税

【本書の特長】
●ドッグオーナーとトリマーをつなぐ、サロン必携のサ
ポートアイテム
●trimで大好評のコーナー「カットスタイル（2009月号
～ 2010年2月号）」で掲載した59パターン（5犬種）に、
新たに撮り下ろした12スタイル、合計71パターンを収
録
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第1 巻　トリマーの基礎知識
発行年月日：2010年11月10日　 
商品コード：10003475
監修：長谷川正昭、島本彩恵、田下政雄
A4判　並製本　108頁
定価：3,000円＋税

 第1章 犬の体と健康／第2章 グルーミングの基本／第3章 
トリマーライセンスと競技会／第4章 ドッグショーを楽
しもう

第2 巻　プードルのペ
ット・クリップ

発行年月日：2010年11月10日 
商品コード：10003476
監修：島本彩恵、佐々佳呉子、金子幸一
A4判　並製本　344頁
定価：8,500円＋税

 掲載内容：ケネル & ラム・クリップ／パジャマ・
ダッチ・クリップ／マイアミ・クリップ／ボレロ・
マンハッタン・クリップ／ロイヤル・ダッチ・クリ
ップ／ファースト・コンチネンタル・クリップ／テ
ディベア・カット／フェイク・テリア・カット

第4 巻　スイニング犬種と
長毛犬種のショー・クリップ

発行年月日：2011年4月28日 
商品コード：10003496
監修：田下政雄、大江崇晴、遠藤敏也、小崎招子、
草間理恵子、高尾 諭、恩田則江
A4判　並製本　300頁
定価：11,429円＋税

 掲載犬種：アメリカン・コッカー・スパニエル／イ
ングリッシュ・コッカー・スパニエル／イングリッ
シュ・スプリンガー・スパニエル／ヨークシャー・
テリア／ポメラニアン／マルチーズ／シー・ズー

第6 巻　プラッキング犬
種のショー・クリップ[2]

発行年月日：2012年8月10日 
商品コード：10003544
監修：大江崇晴、杉浦市郎、露木浩
A4判　並製本　424頁
定価：12,000円＋税

掲載犬種：ノーフォーク・テリア／スコティッシ
ュ・テリア／シーリハム・テリア／ウェルシュ・
テリア／ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリ
ア／ワイアー・フォックス・テリア

第3 巻　シザーリング犬
種のショー・クリップ

発行年月日：2010年11月20日 
商品コード：10003477
監修：島本彩恵、辻原尚寿、大野佳子、佐々佳呉子、飯
田美雪、佐山百合子、糸井欽司
A4判　並製本　340頁
定価：8,500円＋税

 掲載内容：スタンダード・プードルのパピー・クリップ／
トイ・プードルのパピー・クリップ／ミニチュア・プー
ドルのコンチネンタル・クリップ／トイ・プードルのコ
ンチネンタル・クリップ／トイ・プードルのイングリッ
シュ・サドル・クリップ／ベドリントン・テリア／ケリー・
ブルー・テリア／ビション・フリーゼのショー・クリッ
プ

第5 巻　プラッキング犬
種のショー・クリップ[1]

発行年月日：2012年8月10日 
商品コード：10003543
監修：瓜生真砂巳、杉浦市郎、露木浩、飯島勝弘、本山
恵滋
A4判　並製本　368頁
定価：12,000円＋税

 掲載犬種：ミニチュア・シュナウザー／エアデール・テ
リア／ケアーン・テリア／アイリッシュ・テリア／レー
クランド・テリア

"わかりやすさ"にこだわり抜いた究極のトリミング本。既存の本ではフォローしきれなかった部分を、写真とイラストで丁寧に解説。刃の当て
方がわかる、作り方の角度がわかる、進め方や動きがわかりやすい、そして体形による作り方の違いも掲載。

一般社団法人 ジャパン ケネル クラブ推薦!!プロが教える ベスト・トリミング

ペットビジネス  
プロ養成講座
Vol.1 ペットショップ

発行年月日：2006年1月25日　商品コード：
10005110
監修：水越美奈、田向健一
A4判　2色　196頁 定価：6,190円＋税
 【本書の特長】
●ペットショップビジネスの基準となる１冊
●ペットショップスタッフのために身につけ
るべき最低限必要な知識を基礎編と実践編に
まとめたはじめての本
●専門学校生の教科書やスタッフ教育に最適
です

最新犬種図鑑 
写真で見る犬種とスタ
ンダード
発行年月日：2008年3月20日　商品
コード：10004065
監修：（一社）ジャパン ケネル クラブ
　A4判 上製本 224頁
定価：5,400円＋税

 【本書の特長】
●1犬種につき1頁で紹介
●約300語の用語解説と、200語以上
のカラー辞典がついている
●｢JKC全犬種標準書第10版｣をもと
に最新の情報で掲載しています

猫を極める本
発刊日：2018年6月22日　 
商品番号：10003985
著：服部 幸　A4判　並製　224頁　オールカラー
定価：7,800円＋税

 【本書の特長】
● 「動物看護専門誌as」2016年1月号‐2017年12月号掲載の好評連載「目指せ！猫のスペシャリスト 猫の看護に強くなる！」を元に、最新情報を盛り込み、
大幅に加筆修正して仕上げた充実の１冊！
●猫にやさしい動物医療スタッフを目指すためのJSFM（ねこ医学会）Catvocate認定プログラム推薦テキスト！
●「猫は病院が大嫌い」は変えられる！すべての獣医師・動物看護師に手にとってほしい目からウロコの必読書！

360°ビジュアル
犬種大図鑑
発行年月日：2007年5月25日　
商品コード：10005111
著：デビッド・アルダートン
写真：マルク・ヘンリー
監修：高倉はるか・高田進
B5変型判　並製本　256頁
定価：5,000円＋税

トリミング

犬学・猫学

ペットビジネス 

 【本書の特長】
●世界の最新人気犬150犬種がカラー写真で登場
●食事量、運動量、子どもとの友好性をマーク入りで紹介
●犬の特徴、外見がひと目でわかる
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サンダース ベテリナリークリニクスシリーズ
SAUNDERS VETERINARY CLINICS of North America Small Animal Practice

Vol.6-4  最新小動物の脊椎・脊髄疾患
—診断・治療に必要な知識と考察—
商品コード：00001132 
監訳　原康／ B5判　上製本　274頁 
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 脊髄疾患患者に対する臨床的アプローチと病

変の局在診断
 2：脊髄疾患の鑑別診断
 3：小動物における脊髄の高度画像診断
 4：犬の急性脊髄損傷の病態発生および治療
 5：小動物における椎骨の骨折／脱臼
 6：犬の椎間板疾患
 7：小動物における線維軟骨塞栓性脊髄症
 8：小動物における脊椎の炎症性疾患
 9：犬の頸部脊椎脊髄症（ウォブラー症候群）
 10：小動物における脊椎腫瘍
 11：犬の変性性脊髄症
 12：小動物における先天性脊椎・脊髄奇形
 13：犬の変性性腰仙椎狭窄
 14：猫の脊髄疾患

　目次

Vol.6-1  犬と猫の
代謝・内分泌疾患の最新情報

—肥満, 糖尿病, 副腎疾患の診断・治療—

商品コード：00001129 
監訳　佐野忠士／ B5判　上製本　148
頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1：肥満の内分泌学
 2：犬と猫の肥満：代謝と内分泌の異常
 3：猫におけるインスリン抵抗性
 4：犬のクッシング症候群の診断の最近の進展
 5：犬のトリロスタン
 6：犬の非定型クッシング症候群
 7：合成インスリン様物質の犬猫での使用
 8：犬におけるインスリン抵抗性
 9：小動物における糖尿病のエマージェンシー
 10：小動物の内分泌性高血圧
 11：猫の原発性高アルドステロン症

　目次

Vol.6-2  犬と猫の免疫学
—疾患の予防・治療とそのメカニズム—
商品コード：00001130 
監訳　金山喜一・鯉江洋／ B5判　上
製本　150頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 免疫系に関する基本的事項：自然免疫と獲得免

疫
 2： 獣医学領域におけるワクチン：その歴史と技術

に関する概論
 3：犬および猫における予防接種の副作用
 4：感染症に起因する免疫不全
 5：犬および猫の原発性免疫不全
 6：小動物の自己免疫性疾患
 7： 犬および猫に免疫不全をもたらす感染症以外の

要因
 8：小動物における免疫性疾患の診断に必要な検査
 9： 小動物臨床で用いられる免疫修飾薬，免疫刺激

薬および免疫療法
 10：小動物臨床における輸血療法
 11：小動物における臓器移植
 12：癌の免疫療法

　目次

Vol.6-3  犬と猫の心臓病学
—臨床研究の最前線—
商品コード：00001131 
監訳　金山喜一・鯉江洋／ B5判　上製本　198頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1：小動物における心エコー検査の最先端技術
 2： 心疾患罹患犬の管理におけるNT-proBNP測定

の利用について
 3： ナトリウム利尿ペプチド：猫における知見
 4： 心疾患罹患犬におけるピモベンダンの最新の使

用法について
 5： 犬の先天性心血管疾患に適用する低侵襲的経カ

テーテル閉鎖術と拡張術
 6： 小動物心疾患の外科的治療：最新技術について
 7： 犬の肺高血圧症の診断と治療
 8：猫における不整脈の最新知識
 9： 犬における変性性粘液腫性僧帽弁疾患の自然経

過，臨床所見および治療
 10：犬における感染性心内膜炎の診断と治療
 11：猫における肥大型心筋症の最新の知見
 12：小動物における心疾患の遺伝学
 13： 犬の拡張型心筋症における治療遺伝子導入の実

際

　目次

Vol.7-4  犬と猫の外科合併症
商品コード：00001136 
監訳　秋吉秀保／ B5判　上製本　
194頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1：伴侶動物の内分泌手術における代謝性合併症
 2：伴侶動物の上部尿路手術における合併症
 3：伴侶動物の下部尿路手術における合併症
 4：伴侶動物の消化管手術における合併症
 5：伴侶動物の肝臓手術における合併症
 6：伴侶動物の肝外胆道系手術における合併症
 7：伴侶動物の上部気道手術における合併症
 8： 犬と猫の全耳道切除術と鼓室胞骨切り術にお

ける合併症の管理
 9： 伴侶動物の再建手術における合併症

 10： 伴侶動物の低侵襲手術における合併症
 11： 伴侶動物の卵巣子宮摘出術と精巣摘出術にお

ける合併症
 12： 小動物外科の手術部位感染症

　目次

Vol.7-1  犬と猫の
慢性腸疾患

—病態生理・診断・治療の最新情報—
商品コード：00001133 
監訳　金山喜一・鯉江洋／ B5判上製
本　210頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 犬および猫の腸内微生物叢：想像以上に広い世界
 2：小動物における抗生物質反応性下痢症
 3： 犬および猫における細菌性腸炎：診断，治療，

およびヒトへの感染の可能性
 4： 犬および猫の慢性腸疾患の診断と管理のため

の臨床試験
 5： 犬および猫の小腸の炎症性疾患と腫瘍性疾患

における超音波検査
 6：犬および猫の腸管の臨床免疫学と免疫病理学
 7：犬および猫における食品に対する拒否反応
 8： 犬の炎症性腸疾患の診断と治療における欠点

と進歩
 9：犬のタンパク質喪失性腸疾患

 10：犬および猫の消化管型リンパ腫
 11：ボクサー犬の肉芽腫性大腸炎
 12：犬の慢性特発性大腸性下痢症
 13： 臨床所見の程度と消化器病変の病理組織学的

重篤度評価の関連性：現在の課題／索引

　目次

Vol.7-2  犬と猫の
腎臓疾患と透析療法

商品コード：00001134 
監訳　星史雄／ B5判　上製本　242頁 
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 犬と猫における急性腎臓傷害
 2： 小動物における慢性腎臓疾患
 3： 小動物におけるタンパク喪失性腎症 
 4： 小動物の腎臓疾患における高血圧
 5： 獣医学領域における腹膜透析
 6： 小動物における間欠的血液透析
 7： 犬と猫における持続的腎臓代替療法
 8： 動物患者における体外腎臓代替療法のための

血管アクセス
 9： 間欠的血液透析における抗凝固療法：経路，

実施要領，落とし穴
 10： 獣医療における腎臓代替療法で一般に使用さ

れる機器
 11： 小動物における尿素動態と間欠的透析処方
 12： 薬物と毒素の体外除去
 13： 透析患者のための栄養学的な考慮点／索引

　目次

Vol.7-3  犬と猫の
重篤症例における臓器不全

商品コード：00001135 
監訳　金山　喜一・鯉江洋／ B5判　上
製本　152頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 多臓器機能不全および多臓器障害：総論と要

約
 2：小動物重症例における呼吸器併発症
 3： 敗血症および重症例における心血管系機能不

全
 4：重症例小動物における腎臓
 5：肝機能不全
 6：小動物重症例における消化管併発症
 7： 小動物における重症疾患関連コルチコステロ

イド欠乏症
 8：小動物重症例の治療で遭遇する血液凝固不全
 9：重症例の動物における薬物代謝の変化

 10：小動物重症例における目的指向型治療

　目次

Vol.8-4  小動物の
最小侵襲骨折整復術

商品コード：00001140 
監訳　左近允巌・長谷川貴史 
B5判　上製本　252頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 小動物の最小侵襲骨接合術に応用できる生体

力学的概念
 2：小動物における最小侵襲プレート骨接合術
 3： 小動物の最小侵襲骨接合術における周術期の

撮像法
 4：小動物における創外固定と最小侵襲骨接合術
 5： インターロッキングネイルと最小侵襲骨接合術
 6： 犬および猫における経皮的ピンニングによる

骨接合術
 7： 小動物の上腕骨骨折に対する最小侵襲プレー

ト骨接合術
 8： 小動物における最小侵襲プレート骨接合術：

橈尺骨骨折
 9：大腿骨における最小侵襲骨接合術

 10：最小侵襲プレート骨接合術：脛骨と腓骨
 11：中足骨と中手骨における最小侵襲骨接合術
 12：関節内骨折における最小侵襲骨接合術
 13： 小動物における最小侵襲外科による仙腸関節

脱臼の治療

　目次

Vol.8-1  最新
犬と猫の血液学

商品コード：00001137 
監訳　左近允巌・長谷川貴史 
B5判　上製本　252頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 小動物開業医のための院内自動血液学的検査

機器
 2： 自動化または手動による伴侶動物の院内血液

学検査に対して推奨される質管理
 3： 骨髄の細胞学的および組織学的生検：適応，

手技，評価
 4： 犬と猫におけるクームス試験とその診断的意義
 5： 伴侶動物医療におけるフローサイトメトリー

およびセルソーティングの原理と適用
 6： 赤血球の酵素欠損による犬と猫の溶血性貧血
 7： 鉄代謝におけるヘプシジンの役割と臨床応用

の可能性
 8： 小動物の造血器系悪性腫瘍における分子診断学
 9： 犬および猫における好中球減少症：原因と転帰

 10： 小動物のがん症例における血液学的異常
 11： 小動物における好中球の機能
 12： 小動物診療における血小板機能検査の評価と

臨床応用
 13： 犬と猫の播種性血管内凝固症候群の診断；過去，

現在，そして未来

　目次

Vol.8-2  犬と猫の耳科学
商品コード：00001138 
監訳　臼井玲子 
B5判　上製本　168頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1：犬と猫の耳の実地解剖学と生理学
 2：犬と猫の耳の組織診断における採材と標本
 3：キャバリア・キング・チャールズ・スパニエ

ルの原発性分泌性中耳炎
 4：犬と猫の耳の疾患の神経学的徴候
 5：犬と猫の耳の腫瘍と腫瘍様病変
 6：猫の難聴
 7：犬の難聴
 8：聴覚障害をもつ犬の対処方法
 9：犬の聴覚機能の電気診断的評価

 10：犬と猫の聴器毒性

Vol.8-3  高齢動物の医学
商品コード：00001139 
監訳　長谷川篤彦 
B5判　上製本　224頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1：高齢動物における臨床病理学的解釈
 2：高齢動物における薬理学
 3：高齢動物の麻酔と鎮痛
 4：加齢性獣医循環器疾患の診断と管理
 5：犬および猫の慢性腎疾患
 6：高齢の犬および猫の消化管腫瘍
 7：高齢動物の甲状腺疾患
 8：高齢動物の疼痛管理
 9：認知障害症候群：犬と猫の老化性脳疾患

 10：高齢の犬および猫の栄養学的管理
 11：高齢の犬および猫の獣医歯科学
 12：高齢動物の代替医療
 13： 獣医師、動物看護師、および事務担当者のた

めの高齢動物健康管理計画を成功させる方法

　目次

Vol.5-4  犬と猫の内視鏡
—診断・治療への活用—
商品コード：00001128 
監訳　金山 喜一・鯉江洋／ B5判　上製本　176頁 
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 獣医臨床における内視鏡検査の機器および器

具類
 2：小動物の内視鏡検査における麻酔法
 3： 硬性内視鏡による診断と検査：耳鏡検査，鼻

鏡検査，膀胱鏡検査
 4： 犬と猫における気道の評価と軟性（フレキシブ

ル）内視鏡を用いた手技：喉頭鏡検査，気管洗
浄，気管気管支鏡検査，気管支肺胞洗浄検査

 5： 小動物における軟性（フレキシブル）内視鏡
の使用

 6： 小動物の消化器系に対する腹腔鏡検査と外科手技
 7： 犬と猫における高度な腹腔鏡下手術（肝胆道系，

内分泌系）
 8： 小動物における腹腔鏡下手術に関する合併症

および開腹術への切り替え適否の判断
 9：小動物における試験的胸腔鏡検査

 10：小動物における治療的胸腔鏡手技
 11： 小動物における胸腔鏡検査に伴う合併症と開

胸術への切り替え適否の判断

　目次

Vol.5-1  犬と猫の尿石症の診断と治療法
ー知っておきたい最新情報ー

商品コード：00001125 
監訳　宮本賢治・星史雄・坂根弘／ B5判　上製本198頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 犬猫におけるメラミンおよびシアヌル酸による

結晶尿，尿路結石，および腎毒性
 2：猫の特発性膀胱炎に関するパラダイムの変化
 3： 犬の複合結石の発生率と治療に関するパラダイ

ムの変化
 4：薬剤性尿石症
 5： 家畜、エキゾチック種、野生動物からの結石

4468例についての定量的分析
 6：尿石症の診断法におけるパラダイムの変化
 7：倫理的問題と尿石症におけるパラダイムの変化
 8： 尿石症に関連した遺伝性疾患の診断におけるパ

ラダイムの変化
 9： 犬猫の尿石症管理における栄養の役割に対する

パラダイムの変化
 10：砕石術による尿石治療のパラダイムの変化
 11：犬の尿石症：よくある質問とその答え
 12： 1981年から2007年までの総計451,891件の，

犬の尿石，猫の尿石ならびに尿道栓子の分析結
果：ミネソタ大学尿石センターからの展望

　目次

Vol.5-2  犬と猫の
肝胆道系疾患の病態と診断・治療

商品コード：00001126 
監訳　町田登／ B5判　上製本　256頁 
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1： 犬および猫の肝疾患分類に関する世界小動物獣

医師会標準化委員会の指針概要
 2：肝疾患に関連した重要な臨床徴候
 3：肝胆道造影についての最新情報
 4：肝生検法
 5：犬の特発性肝炎および肝硬変
 6：銅関連性肝障害
 7：門脈体循環性血管異常
 8：胆嚢および胆管樹の疾患
 9：猫の肝リピドーシス
 10：犬および猫の肝胆道系腫瘍
 11：肝臓の化学塞栓療法：新規の局所療法
 12： 犬および猫の肝胆道系疾患への細胞保護剤の治

療的使用

　目次

Vol.5-3  犬と猫の最新画像診断
—デジタルX線，超音波，CT，シンチグラフィ—
商品コード：00001127 
監訳　堀泰智／ B5判　上製本　144頁
定価 11,000円＋税

　はじめに
 1：デジタル画像
 2：デジタルキャプチャーの比較
 3：デジタルX線撮影法のアーティファクト
 4：画像保管通信システムと画像保管
 5：非古典的な肺のパターンの読影
 6：胸部超音波（心臓以外）
 7：消化管の超音波検査
 8：右側肋間からの超音波検査
 9：門脈 - 体循環シャントのCT診断

 10： シンチグラフィによる門脈 - 体循環シャントの
診断

　目次

　目次
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Vol.2-6  トータルケアのための最新栄養学
ー犬と猫の疾患・症状別食餌管理ー

商品コード：00001112　監訳　本好茂一、坂根弘／
B5判　上製本　224頁　定価 13,500円＋税

　はじめに
 1：獣医栄養学における抗酸化成分
 2：栄養と免疫機能
 3：重症疾患における栄養
 4：犬と猫の無食欲の管理
 5：犬と猫のタンパク質加水分解食餌
 6：犬と猫のための特殊な食餌
 7：犬猫の肥満の理解と管理
 8： 猫の糖尿病：低炭水化物食か高繊維食か？
 9： 犬の栄養と骨関節炎：栄養は役立つのか？
 10： 犬の心筋症におけるタウリンとカルニチン
 11： 大型犬の栄養学的リスク：離乳期から老年期まで
 12： 猫の栄養と下部尿路疾患
 13： 犬と猫の慢性腎疾患の栄養学的管理
 14： 犬と猫の歯周の健康に対する食餌の影響

Vol.3-3  エビデンスに基づく動物医療
商品コード：00001115　監訳　浅野隆司／ B5判　
上製本　230頁　定価 13,000円＋税

　はじめに
 1： エビデンスに基づく動物医療：動物診療の進化

か？変革か？それともリパッケージか？
 2： 臨床上の質問に磨きをかける：エビデンスに基

づく動物医療の最初のステップ
 3： 獣医学分野のエビデンスを検索する：検索スト

ラテジーと情報源
 4：エビデンスの評価
 5： 小動物臨床医が科学論文のエビデンスを批判的

に評価するための指針
 6：統計とエビデンスに基づく動物医療
 7： 診断検査の評価についての研究報告を批判的に

評価する
 8：臨床的推論と決定分析
 9： 診療のパワー：臨床決定を下すために患者のア

ウトカムを利用する
 10： ネコの下部尿路疾患についてのエビデンスに基づく治療
 11： エビデンスに基づく創傷管理：肉芽形成と上皮化を促

進する治療薬についてのシステマティックレビュー
 12： イヌとネコの血栓塞栓症の治療：エビデンスに

基づくアプローチ

Vol.1-4  犬と猫の歯科学
商品コード：00001104　監訳　藤田桂一／ B5判
　上製本　272頁　定価 15,000円＋税

　はじめに
 1：獣医歯科診療における犬猫の口腔解剖学
 2：獣医歯科診療におけるオーラルヘルスケアのゴールドスタンダード
 3：獣医小児歯科学
 4：歯周病の管理：選択肢の理解
 5：歯内治療学の基礎
 6：小動物矯正歯科学の基礎
 7：歯肉口内炎
 8：飼い猫における歯牙吸収の病因に関する最新情報
 9：猫の歯牙吸収病変のX線評価と治療
 10：単純および外科的抜歯術
 11：顎顔面骨折の修復
 12：下顎骨切除術と上顎骨切除術
 13：口腔処置および歯科処置のための領域麻酔と鎮痛
付録　症例記録用の略語

　目次

Vol.1-1  最新・猫の臨床医学
商品コード：00001101 
監訳　宮本賢治／ B5判　上製本　246頁
定価 15,000円＋税

　はじめに
 1：人獣共通感染症予防の一般概念 
 2：動物管理センターにおける猫の感染症の防御
 3：猫伝染性腹膜炎
 4：腸内原虫症
 5：猫のサイトークスゾーン症
 6：中枢神経系の感染症
 7：猫の疼痛管理
 8：猫の下部尿路疾患における最近の概念
 9：猫の内分泌障害
 10：猫の糖尿病
 11：猫の肝リピドーシス

　目次

Vol.1-2  犬と猫の救急医療
商品コード：00001102 
監訳　中間實徳／ B5判　上製本　230頁
定価 14,000円＋税

　はじめに
 1：救急患者の全身評価
 2：呼吸窮迫患者に対するアプローチ
 3：救急患者における灌流障害の評価および治療
 4：救急患者における中枢神経系障害の評価および治療
 5：尿路の急患
 6：急性腹症へのアプローチ
 7：産科の急患
 8：小児科の急患
 9：一般的救急のための麻酔プロトコル
 10：眼科の急患
 11：救急患者の鎮痛および化学的保定
 12：救急薬物治療における実際的考慮点

　目次

Vol.1-3  犬と猫の老齢医学
商品コード：00001103 
監訳　丸尾幸嗣／ B5判　上製本　208頁
定価 14,000円＋税

　はじめに
 1：獣医老齢医学における臨床病理学 
 2：老齢動物における薬理学
 3：老齢動物における麻酔
 4：犬と猫における腎損傷および腎疾患の早期発見
 5：犬における老齢性心疾患
 6：老齢動物における肝疾患
 7：老齢動物における甲状腺機能障害
 8：老齢の犬と猫における整形外科に関する諸問題
 9：老齢動物における問題行動
 10：獣医老齢歯科学：医療および飼い主の関係と課題
 11：老齢の犬と猫の栄養およびボディ・コンディションの重要性
 12：獣医師のための老齢前期および老齢後期医療プログラム

　目次

Vol.3-1  獣医臨床に必要な
コミュニケーション

商品コード：00001113　監訳　木俣新／ B5
判　上製本　200頁　定価 12,000円＋税

はじめに
 1： 問題は犬の救命であろう。しかしその犬の健康と幸

福の鍵は，飼い主との人間関係にある：獣医療にお
けるコミュニケーション

 2： 獣医療チーム：良い集団を最高のチームにする方法
 3： クライアント−獣医師間のコミュニケーション：ク

ライアント主体の会話と両者共同の意志決定
 4：獣医診療における非言語コミュニケーション
 5： クライアントとの多難な対人関係：困難ゾーンに立ち向かう
 6： クライアントと金銭問題について話し合う方法
 7： 獣医療における終末期コミュニケーション：望ましく

ない予後の告知と安楽死に関する意志決定
 8： 動物病院における救命救急時のコミュニケーション
 9：獣医療チームにみられる共感疲労
 10：獣医診療における不満への対処
 11： 診療におけるアドヒアランスの向上：クライアントを

パートナーにする方法
 12：獣医療における倫理的ジレンマ
 13： 特別なクライアントとのコミュニケーション：子供や

高齢者との関わり方

　目次
　目次

Vol.3-4 犬と猫の甲状腺
商品コード：00001116 
監訳　松木直章／ B5判　上製本　192頁
定価 13,000円＋税

　はじめに
 1：犬の甲状腺機能低下症の病因病理学
 2：猫の甲状腺機能亢進症の病因病理学
 3：犬の甲状腺機能低下症の検査
 4：猫の甲状腺機能亢進症の検査
 5： 犬と猫の甲状腺疾患におけるカルシウムホメオ

スタシス
 6： 犬と猫の甲状腺機能低下症の臨床症状と併発疾

患
 7： 甲状腺機能亢進症における心血管系および腎症

状
 8：猫の甲状腺クリーゼ（Thyroid storm)
 9：犬と猫の甲状腺腫瘍
 10： 猫の甲状腺機能亢進症に対する薬物療法
 11：犬と猫の甲状腺手術
 12： 犬と猫の甲状腺疾患に対する核医学画像診断と

放射線療法

　目次

Vol.3-2 犬と猫の
最新臨床病理学

商品コード：00001114 
監訳　岩田祐之／ B5判　上製本　192頁 
定価 14,000円＋税

　はじめに
 1： 検体採取と取り扱い：正しい結果を得るために
 2： 病院内の検査室診断の能力の展望と進展：血液

学と臨床化学
 3：病院内検査室の品質管理の推奨と方法
 4： 数値以外の血液学：病院内での血液塗抹の評価
 5：持続性リンパ球増多症の意義の判定
 6： タンパク尿とアルブミン尿の測定，解釈，およ

び意義
 7：肝酵素の解釈
 8： 猫免疫不全ウイルスの診断のための新たな課題
 9： 小動物臨床における細胞診断学の診断的価値の

最大化
 10：真菌の診断：最新技術と将来の動向
 11：皮膚病理学を最大限に生かす

　目次

Vol.2-3  犬と猫の小児科学
商品コード：00001109 
監訳　浜名克己／ B5判　上製本　208頁
定価 14,000円＋税

　はじめに
 1：臨床的に関連のある新生子生理学
 2：小動物遺伝学における最近の進歩
 3：犬と猫の小児神経学
 4：子犬と子猫の先天性心疾患
 5：小児胃腸病学における主要な疾患
 6：小児内分泌学
 7：小児皮膚病学の課題
 8： 子犬および子猫の性分化異常：診断的および臨

床的アプローチ
 9： 子犬および子猫における今日の予防接種戦略
 10：小児腹部超音波検査

　目次　目次

Vol.2-4  犬と猫の創傷治療
商品コード：00001110 
監訳　佐々木伸雄／ B5判　上製本　244頁
定価 15,000円＋税

　はじめに
 1：創傷治癒のステージと臨床との関連
 2：皮膚創傷治癒における犬と猫の差異
 3：難治性創傷の管理
 4：初期の創傷管理
 5： 創傷に対する局所および全身的な薬物投与
 6： 犬と猫の創傷管理のための被覆材（ドレッシング）, 

包帯法（バンテージ）,およびスプリント法
 7：犬と猫の頭部および顔面の創傷
 8：四肢遠位および指趾端の損傷
 9：広範な体幹部創傷
 10：犬と猫の銃創, 咬傷, および熱傷
 11：特殊な皮膚創傷の管理
 12：尾と会陰部の創傷

　目次

Vol.2-5  最新・治療学と臨床薬理
商品コード：00001111 
監訳　小久江栄一／ B5判　上製本　212頁
定価 14,000円＋税

　はじめに
 1： EBDM:小動物の治療における科学的根拠（エビデ

ンス）に基づく臨床判断
 2：薬理遺伝学
 3： 獣医臨床における薬物相互作用：チトクローム

P450とその働きについて
 4：抗菌薬耐性
 5：抗菌薬治療の原理
 6：手術患者における抗菌薬の使用
 7： 選択的シクロオキシゲナーゼ2型酵素阻害薬と二重

阻害薬の臨床薬理
 8： 小動物内分泌疾患治療に用いられる薬物について

の最新情報
 9：犬と猫の抗痙攣薬療法
 10： 小動物の獣医調合：臨床薬理学者の視点から

Vol.1-5  犬と猫の整形外科学
商品コード：00001105 
監訳　左近允巌／ B5判　上製本　158頁
定価 13,000円＋税

　はじめに
 1：関節炎の病態生理学と管理
 2：骨格系の感染症
 3：成長期の整形外科疾患
 4：小動物における骨折の管理
 5：犬と猫における一般的な悪性筋骨格系腫瘍
 6：四肢の外傷性脱臼
 7： 腱における病態の治癒・診断・整復・

 リハビリテーション
 8：犬における関節全置換術
 9：犬の跛行の新しい原因

　目次

Vol.1-6  リハビリテーションと理学療法
商品コード：00001106 
監訳　川崎安亮、大渡昭彦、藤木誠／ 
B5判　上製本　234頁
定価 15,000円＋税

　はじめに
 1：獣医リハビリテーション学序論
 2：リハビリテーションの生体力学
 3：関節モビライゼーション
 4：物理療法
 5：動物のための新しい物理療法
 6：整形外科患者のリハビリテーション
 7：神経疾患患者のリハビリテーション
 8：内科および救急患者のリハビリテーション
 9：スポーツ犬のリハビリテーションと調整
 10：補装具，矯正具，義肢
 11：動物のリハビリテーション患者における創傷治癒
 12：コンパニオンアニマルのリハビリテーションの実務

　目次

Vol.2-2  動物病院の経営指針
商品コード：00001108 
監訳　長部善憲／ B5判　上製本　164頁
定価 12,000円＋税

　はじめに
 1：獣医業界に影響を及ぼす最新経済動向
 2：獣医療サービスのマーケティング
 3： 動物病院の価値評価と売買における現在の問題
 4： 獣医業界における男女比の変動：その因果関係
 5： 動物に関する法律における最新動向と獣医業界

に及ぼす影響
 6：動物病院の長期的計画
 7：動物病院用の不動産：購入か？賃貸か？
 8： 開業医に必要な4つのコミュニケーション術
 9：動物病院向上のための現実的な雇用手法
 10： 小動物病院のサービス料金，第三者決済（クレジッ

トカードなど）の選択肢，ペット用医療保険
 11： コンプライアンス：良質なケアの確立

　目次

Vol.2-1  犬と猫の最新・皮膚科学
商品コード：00001107　監訳　増田健一／ B5判　
上製本　266頁　定価 15,000円＋税

　はじめに
 1：獣医皮膚科学における疼痛管理と麻酔
 2：獣医皮膚科学におけるレーザー
 3：獣医皮膚科学の最新治療法
 4： 動物保護施設における動物の皮膚疾患：よくある疾患

のトリアージと推奨治療法
 5： 動物保護施設における皮膚糸状菌症の管理および推奨治療法
 6：猫の顔面における皮膚疾患
 7：犬と猫における好酸球性皮膚疾患
 8：アトピー：新たな標的と治療法
 9：食物アレルギー：病因，診断，治療の最新情報
 10：細菌性皮膚疾患：病理発生と管理に関する最新の考察
 11：ジャーマン・シェパード・ドッグ膿皮症
 12： 犬の表皮向性皮膚T細胞リンパ腫の管理に関する最新情報
 13：犬の毛包虫症に関する最新情報
 14：皮脂腺炎
 15：水疱性皮膚狼瘡

　目次

Vol.4-2  眼科免疫と免疫介在性眼科疾患
商品コード：00001120 
監訳　金山喜一、鈴木隆二／ B5判　上製本　204頁
定価 9,500円＋税

　目次
　はじめに
 1：眼球表面の免疫学
 2： 犬の結膜炎と眼瞼炎
 3： 犬の乾性角結膜炎の免疫病理発生
 4： 犬と猫の免疫介在性角膜炎
 5： 犬の上強膜炎，結節性上強膜角膜炎，強膜炎，

および壊死性強膜炎
 6： 前房関連免疫デビエイション（偏位）
 7： 犬と猫のブドウ膜炎
 8：犬の外眼筋炎
 9： 犬の抗体介在性網膜症：発生メカニズム，診断，

および治療法
 10：犬と猫の眼窩炎症性疾患と偽腫瘍
 11：犬と猫の視神経炎

Vol.3-5  犬と猫の呼吸器疾患
商品コード：00001117 
監訳　金山喜一／ B5判　上製本　192頁
定価 12,000円＋税

　目次
　はじめに
 1：気道の生理学ならびに臨床的機能検査
 2： 健康動物および呼吸器疾患羅患動物における呼

吸防御機構
 3： 呼吸器疾患をもつ動物に対するアプローチ
 4：呼吸器疾患に関する画像診断の進歩
 5： 犬における鼻・副鼻腔アスペルギルス症に関す

る最新情報
 6：犬好酸球性気管支・肺疾患
 7：間質性肺疾患
 8：肺疾患の心臓に及ぼす影響
 9：呼吸器疾患に関する治療法の進歩
 10： 膿胸の内科的ならびに外科的治療と管理
 11： 肺疾患に罹患した動物に対する栄養学的検討

Vol.3-6  最先端獣医腫瘍学
商品コード：00001118 
監訳　丸尾幸嗣／ B5判　上製本　152頁
定価 11,500円＋税

　目次
　はじめに
 1： 腫瘍患者クライアントとのコミュニケーション
 2：今日の比較腫瘍学
 3：癌臨床試験：進展と実施
 4： 獣医療における癌患者のための高度画像診断
 5：化学療法：既存薬の新たな用途
 6： 癌患者の管理におけるビスホスホネート製剤の

役割
 7：抗癌ワクチン
 8：動物患者に対する小分子阻害物質の役割
 9：動物患者のための癌免疫療法
 10： 強度変調放射線療法とヘリカルトモセラピー：

その起源，有益性，および獣医学における適用
の可能性

Vol.4-1  酸化ストレス 
―関連疾患と抗酸化物質・薬剤の治療効果―

商品コード：00001119　監訳　金山喜一、藏内勇夫／
B5判　上製本　224頁　定価 9,500円＋税
　目次

　はじめに
 1： 酸化ストレスおよびミトコンドリア機能障害の概要
 2： 炎症プロセスにおける，虚血-再灌流障害とフ

リーラジカルおよび抗酸化物質
 3：酸化ストレスと肝臓疾患
 4： ミトコンドリアの病態生理学，活性酸素類，お

よび心臓・血管疾患
 5：酸化ストレスと慢性腎疾患
 6： ヒトの脳老化の犬モデルにおける酸化ストレス，

加齢，および中枢神経系疾患
 7：酸化ストレスと眼科疾患
 8：新たな治療法の可能性とマーケティング
 9：一般的な抗酸化物質の細胞に対する効果

Vol.4-6  小動物臨床における疼痛管理
—最新の知見と技術—
商品コード：00001124　監訳　金山 喜一、加藤実、
渋谷鉱／ B5判　上製本　330頁　定価 9,500円＋税

　はじめに
 1： 獣医臨床におけるマルチモーダル疼痛管理：薬

物療法の生理学的基礎
 2：獣医臨床における補助的鎮痛療法
 3：犬と猫の硬膜外鎮痛と麻酔法
 4：犬の腕神経叢の傍脊椎遮断
 5： 小 動 物 に お け る 非 ス テ ロ イ ド 系 抗 炎 症 薬

（NSAID）の最新情報
 6：猫における疼痛管理
 7： 妊娠中，授乳中，そして新生児から幼齢期の犬

と猫に対する疼痛管理
 8：動物医療における周術期の疼痛管理
 9：救急の動物に対する鎮痛および鎮静
 10： 重篤な疾患を伴う犬と猫に対する鎮痛薬に関する最新情報
 11： 犬と猫の神経因性疼痛：痛いかどうかを訴えてくれ

ることができればいいのだが
 12：疼痛管理：動物看護師の考え方
 13：動物における癌性疼痛の管理
 14：犬の骨関節炎の非外科的管理

　目次

Vol.4-3  小動物輸液療法の最新情報
ー体液・電解質および酸塩基平衡異常とその問題ー

商品コード：00001121 
監訳　鈴木一由／ B5判　上製本　340頁 
定価 9,500円＋税

　はじめに
クイックリファレンス
 1： 低酸素血症～ 15：低ナトリウム血症電解質お

よび酸塩基平衡異常
 16：総カルシウムかイオン化カルシウムか? ～
 21：  集中治療室における代謝性酸−塩基平衡異常輸

液治療
 22： 輸液治療：輸液剤の選択と理論輸液～ 33：心

不全に対する体液と電解質のバランスの維持

　目次

Vol.4-4  犬と猫の新興・再興感染症
商品コード：00001122 
監訳　並河和彦／ B5判　上製本　182頁
定価 9,500円＋税

　はじめに
 １： 伴侶動物におけるウイルス性新興感染症の診断
 ２：猫カリシウイルスの分子生物学
 ３：犬ジステンパーウイルス
 ４：犬アデノウイルスと犬ヘルペスウイルス
 ５： 犬呼吸器コロナウイルス：犬の感染性呼吸器疾

患群における新興病原体
 ６：犬インフルエンザ
 ７：伴侶動物におけるパルボウイルス感染症
 ８：小動物の狂犬病
 ９： 肺炎を起こす犬と猫のウイルス性新興感染症
 10：小動物のレトロウイルス感染症
 11： 伴侶動物におけるウイルス性新興感染症と再興

感染症に対するワクチン
 12： 市販のワクチンにより伴侶動物へ：偶発的に感

染するウイルス

　目次

Vol.4-5  動物病院における
獣医行動学の適用と展望

商品コード：00001123　監訳　武内ゆかり／ B5判　
上製本　234頁　定価 9,500円＋税

　はじめに
 1：問題行動を示す動物の診断と管理
 2： 問題行動を一般動物病院でいかに取り扱うか
 3：子犬や子猫における問題行動の予防
 4： 動物病院における攻撃的な犬と猫への対応
 5： 問題行動を示すペットの管理：現実的な到達点

について
 6： 見知らぬ人間や犬に対する犬の攻撃行動
 7： 家族が増えるとき：赤ちゃん，子供，新しいペ

ットを迎える際における先住犬や猫への対処法
 8：猫における恐怖と不安
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【スキルアップシリーズTarget28 -若手獣医師のための実践プログラム-】

臨床経験3年前後の若手獣医師の先生方を対象に、最低限習得しておくべき手技、よくあるミスや落とし穴、その予防法や 
対処法などについて、講師の先生ご自身の経験を踏まえ、実演を交えて解説していただくDVDシリーズです。
代表的な疾患別にメニューの作成から実際の実技までを収録しています。

創傷管理
発行年月日：2017年7月3日　商品コード：
20110242　講師：藤田 淳　　
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：49分
定価：10,000円＋税

■皮膚の解剖整理から創傷
の評価方法、汚染創管理の
ポイント、皮膚欠損閉鎖の
手技まで、創傷管理に役立
つ最新情報と様々なテクニ
ックが満載！
■個々の症例に応じて最も
適切な治療を実施するため
のヒントが無数に散りばめ
られている。

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

体表腫瘤切除
発刊日：2018年9月14日　商品コード：20110255
講師：高木 哲　シリーズアドバイザー：入江 充洋
DVD：83分
定価：12,000円＋税

■この１枚で体表腫瘍の最善の治
療を目指す！
■体表腫瘤切除に必須となる基礎
知識を解説し、
様々な症例における手術の実際を
動画でひとつひとつ示して解説。
■腫瘍外科の原則に則った外科的
切除や切除後の皮膚の寄せ方、閉
鎖・縫合の手技など、数多くの優
れたテクニックを動画で確認でき
る！

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

膀胱結石摘出
発刊日：2019年6月3日　商品コード：20110268
講師：木之下 怜平
シリーズアドバイザー：入江充洋
DVD：63分　定価：12,000円＋税

■前半では、結石の性状に応じ
た診断と治療の必須知識を、フ
ローチャートなどを用いてわか
りやすく解説。後半では、アプ
ローチから縫合までの手術のポ
イントを、具体的に提示！
■膀胱カテーテルの設置方法に
ついて、犬と猫、雄と雌の場合
のやり方をそれぞれ紹介。カテ
ーテルの固定法や尿道閉塞の解
除法も、手技を示しながらひと
つひとつ丁寧に解説。

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

四肢の包帯法とその他の外固定法
発行年月日：2017年6月1日　商品コード：
20110241　講師：相川 武
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：50分
定価：10,000円＋税

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

■四肢の外固定法の適用と
注意点、手技を中心に解説！
■動画をみながら自身の巻
き方をチェックして、骨折・
脱臼症例の治療成績を向上
できる。

局所麻酔
発行年月日：2017年5月1日　商品コード：
20110240　講師：鎌田正利, 飯塚智也
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：47分
定価：10,000円＋税

■局所麻酔をマスターして、麻
酔のリスクが減らせる！
■“部位ごとのアプローチ法”“ 
目指す部位へ針先が達したこと
を如何にして確認するのか”な
ど局所麻酔の実際を14本の実演
動画で仮体験！
■局所麻酔、なかでも周術期に
広く使用できる末梢神経ブロッ
クと硬膜外麻酔の手技を解説！

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

眼科検査
発行年月日：2017年3月15日　商品コード：
20110239　講師：都築 圭子
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：56分
定価：9,000円＋税

■臨床現場で実施可能な最低
限の眼科検査だけをピックア
ップ！
■初学者がマスターしておく
べき最低限の7項目に絞り込
んでひとつずつ丁寧に解説！
■15本の実演動画を通じて
検査のコツと注意点を手に取
るように実感することができ
る！

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

胃拡張捻転症候群
発行年月日：2017年2月1日　商品コード：
20110238　講師：中村 篤史
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：41分
定価：10,000円＋税

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

■救急のエキスパートが見せる！手
術手技よりも重要なこととは…？
■麻酔薬の用量・用法だけでなく、
麻酔中に想定される状況について対
処法を解説！
■回腹しなくても整復可能な場合が
多いホースでの胃洗浄について、実
施方法や生じやすい合併症などにつ
いて豊富の画像を用いて解説！
■術後管理や合併症・続発症への対
処についても詳しく解説！

リハビリテーション Vol.2　
疾患別動物リハビリテーション
発行年月日：2016年11月1日　　
商品コード：20110232　講師：佐野 忠士
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：58分
定価：7,000円＋税

■応用編としてリハビリが適応と
なる代表的な疾患を取り上げた、
疾患別の実践的な内容！
■椎間板疾患、前十字靭帯断裂、
高齢期の骨関節疾患を取り上げ、
リハビリメニューの作成から実際
の手技まで凝縮！
■リハビリテーションのメニュー
については、疾患ごとだけでなく
重症度ごとに解説され、すぐに活
用できる内容！

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

不妊手術
発行年月日：2016年11月17日　商品コード：
20110233　講師：秋吉 秀保
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：69分
定価：7,500円＋税

■単なる解剖学だけでなく、手術に
必要となる外科解剖についても豊富
なイラストや写真を用いて解説！
■卵巣提靭帯の処理や結紮を安全に
確実に実施する術を豊富なイラスト
や動画を用いて詳細に解説！
■卵巣子宮摘出だけでなく、開腹・
閉腹についてもイラストや動画を用
いて詳しくポイント解説し、縫合法
の種類の説明、縫合の間隔や強さに
ついても理解できる内容である。

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

去勢手術
発行年月日：2016年11月17日　商品コード：
20110234　講師：秋吉 秀保
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　DVD：42分
定価：7,500円＋税

■外科解剖、術前検査や麻
酔管理についてもわかりや
すく解説！
■術式については、犬と猫
それぞれの閉鎖法と開放法
の両方に関して解説！
■犬と猫における停留精巣
の見つけ方や摘出術につい
てもわかりやすく解説！

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

手術器具の種類と使用法　
発行年月日：2016年8月1日　
商品コード：20110230　講師：浅野 和之
シリーズアドバイザー：入江 充洋　　
DVD：53分
定価：7,000円＋税

■一般的な手術器具の使用法を詳
しく解説！器具の正しい持ち方や
安全な取り扱い方はもちろん、そ
れぞれの器具の種類と特徴、およ
びその適切な使い分け方も解説し
ているので、スタッフ教育にもお
勧めです。
■器具を活かすテクニックが
満載！
■デモンストレーションと手
術映像を組み合わせてわかり
やすく解説！　

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

リハビリテーション Vol.1　
動物リハビリテーションの基本を理解する
発行年月日：2016年11月1日　商品コード：
20110231　講師：佐野 忠士
シリーズアドバイザー：入江 充洋　DVD：55分
定価：7,000円＋税

■基本的な解説はコンパクトに
まとめられ、動画による解説に
より容易に理解できる。
■器具を用いない手技が多く紹
介されており、静止画ではわか
りにくい力加減やスピード感も
動画により理解が深まる！
■メリットや目的等が簡潔にま
とめてあり、器具など用いず行
える内容を中心にマッサージや
ストレッチなどを解説！ 

スキルアップシリーズ 
Target28　-若手獣医師のための実践プログラム-

New New
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【専門医に学ぶ外科手術基本テクニック】

【一次診療で使える外科テクニック〜わたしの手術法〜】

難しい外科手術手技も、実際の動画とともに詳しく解説することで、気づかなかったPitfallが見えてくる! 手術改善のポイン
トや“使えるテクニック”を外科専門医に学ぶ映像シリーズです。

臨床家の抱える不安を払拭し、無理なく・無駄なく実践できる、経験豊富な臨床医の磨き抜かれた外科テクニックを紹介
する映像シリーズです。

一般臨床医のための会陰
ヘルニア整復術
発行年月日：2018年9月5日
商品コード：20110252
講師：秋吉秀保
DVD-Video：70min
定価：15,000円＋税

会陰ヘルニア整復の足掛か
りとなる会陰部の解剖と、
これまでの考案された様々
な術式を一通り紹介し、現
時点で最良の術式と評価さ
れている『ポリプロピレン
メッシュを用いた整復法』
について、手術動画を用い
て詳しく解説！

 専門医に学ぶ外科手術基本テクニック 
Vol.1 

 専門医に学ぶ外科手術基本テクニック 
Vol.2  

 専門医に学ぶ外科手術基本テクニック 
Vol.3  

 専門医に学ぶ外科手術基本テクニック 
vol.4  

 専門医に学ぶ外科手術基本テクニック 
vol.5  

 専門医に学ぶ外科手術基本テクニック 
vol.6  

橈尺骨骨折整復術
発行年月日：2019年7月1日
商品コード：20110269
講師 ： 藤井 聖久
DVD-Video：87min
定価：13,000円＋税

「術中に前腕の筋肉解剖を見
極めるコツ」「橈骨の形状に
合わせたプレートの形成方
法」「キャスティングの手技
と注意点」などについて、
ポイント解説と実際の動画
を交互に展開しながらわか
りやすく解説！

 一次診療で使える外科テクニック 
〜わたしの手術法〜 vol.4 

前十字靭帯断裂整復術
発行年月日：2019年7月1日
商品コード：20110270
講師 ： 藤井 聖久
DVD-Video：74min
定価：13,000円＋税

犬のTPLOと猫の関節外法、
それぞれの手術手技を紹
介。「骨切りラインの確実性
を高める工夫」「骨切り時の
動脈損傷を回避するための
注意点」「ラテラルスーチャ
ー結紮時のテンションの調
整基準」などについて、動
画で手術の流れを示しなが
ら丁寧に解説！

 一次診療で使える外科テクニック 
〜わたしの手術法〜 vol.5

帝王切開術
発行年月日：2019年7月1日
商品コード：20110271
講師 ： 藤井 聖久
DVD-Video：39min
定価：13,000円＋税

定点カメラと術者目線カメ
ラ、2種類の撮影方法で、帝
王切開の一部始終を余すと
ころなく紹介。「切開アプロ
ーチ」「胎子摘出の手技」「胎
盤摘出のタイミング」など、
帝王切開に直面した際に役
立つ情報が満載！

 一次診療で使える外科テクニック 
〜わたしの手術法〜 vol.6

New

New

一般臨床医のための肝葉
切除術
発行年月日：2018年9月5日
商品コード：20110253
講師：秋吉秀保
DVD-Video： 68min
定価：15,000円＋税

一般臨床医のための幽門
形成術
発行年月日：2018年9月5日
商品コード：20110254
講師：秋吉秀保
DVD-Video： 50min
定価：15,000円＋税

犬の肝細胞癌における肝葉
切除を想定して術前の注意
点を紹介し、完全肝葉切除
と部分肝葉切除それぞれの
手技について、実際の症例
動画により詳しく解説！

胃の手術のなかでも、なか
なかやっかいな幽門狭窄症
の治療について、幽門狭窄
症の病態と幽門形成術の
様々な術式を一通り紹介し、
Y-U幽門形成術を用いた手
術手技について、実際の症
例を動画で見ながら詳しく
解説！

一般臨床医のための眼内
シリコンボール挿入術
発行年月日：2019年2月12日
商品コード：20110263
講師：梅田 裕祥
DVD-Video：51min
定価：15,000円＋税

「失敗しにくい強膜切開の方
法」「眼球内容物摘出時の注
意点」「強膜縫合時のチェッ
クポイント」などについて、
動画で手術の流れを示しな
がら丁寧に解説！

一般臨床医のための眼球
摘出術
発行年月日：2019年2月12日
商品コード：20110264
講師：梅田 裕祥
DVD-Video：56min
定価：15,000円＋税

一般臨床医のための隅角
インプラント術
発行年月日：2019年2月12日
商品コード：20110265
講師：梅田 裕祥
DVD-Video：56min
定価：15,000円＋税

「切開部位の確認方法とその
部位を触ったときの感触」
や「視神経切断時に見逃し
てはならないポイント」な
ど具体的な手術のコツを、
流れに沿って臨場感豊かに
解説。摘出した眼球をホル
マリン固定する方法等につ
いても動画を用いて事細か
に解説！

「エンドプレート（インプ
ラント本体）縫着時の注意
点」「強膜フラップの作製手
順」「縫合糸にかける張力の
目安」などのポイント解説
を交えながら、手術の全体
像を動画で詳しく紹介！
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【動物病院向け1日集中セミナー いろはシリーズ】

【インターズー主催セミナー DVD】

多忙な獣医師の皆様のお役に立てるよう、統計的に多い疾患や困ることが多い疾患に絞って講習することで、1日で効率的に
“いろは”を学べる構成で行った「動物病院向け1日集中セミナーいろはシリーズ」のセミナー DVDです。各科のスペシャリ
ストが「ここだけは必ず身に付けておきましょう!」と判断した内容にこだわり解説しています。

発行年月日：2019年11月1日
商品コード：20110274
講師：髙野裕史
DVD-Video：345min Disc-1（182分）Disc-2（163分）
定価：14,000円＋税

循環器診療の基盤となる身
体検査、右左短絡を超音波
で検出するコントラストエ
コー法、病期に応じた利尿
薬の使い分けなどについて、
豊富な画像と動画を用いて
解説。多様な循環器疾患へ
フレキシブルに対応してい
くためのファーストステッ
プとして活用できる内容と
なっている。

 「循環器のいろは」 
 セミナー DVD

 「腎泌尿器のいろは」 
 セミナー DVD

 「血液学のいろは」 
 セミナー DVD 

 「呼吸器のいろは」 
 セミナー DV

 「麻酔のいろは」 
 セミナー DVD

 「救急のいろは」 
 セミナー DVD

New

発行年月日：2019年10月1日
商品コード：20110273
講師：宮川優一
DVD-Video：318min Disc-1（170分）Disc-2（148分）
定価：14,000円＋税

発行年月日：2018年11月14日
商品コード：20110257
講師：佐野洋樹
DVD-Video：289min Disc-1（124分）Disc-2（165分）
定価：14,000円＋税

発行年月日：2019年8月1日
商品コード：20110272
講師：根尾櫻子
DVD-Video：318min 321min Disc-1（166分 ）
Disc-2（155分）
定価：14,000円＋税

発行年月日：2018年10月1日
商品コード：20110256
講師：中村 篤史
DVD-Video：328min Disc-1（142分）Disc-2（186分）
定価：14,000円＋税

犬と猫それぞれの慢性腎臓
病の病態、腎機能検査の意
義、急性腎不全の初期対応
な ど に つ い て、 タ ブ レ ッ
ト端末を駆使した洗練され
たプレゼンテーションで解
説。よくわかっているつも
りで実はしっかり理解でき
ていないことが多い腎泌尿
器疾患に正しく対処してい
くためのファーストステッ
プとして活用できる内容と
なっている。

麻酔を行う上での準備、麻
酔薬の特性を理解したプロ
トコールの組み立て、麻酔
中のモニタリングや輸液、
疼痛管理から術後管理まで
のポイントを系統立てて解
説することで、スタンダー
ドな獣医臨床麻酔を行うた
めのファーストステップと
して活用できる内容となっ
ている。

謎めいた血液検査値の解釈、
塗抹標本を正しく読み解く
ルール、細胞ごとの評価の
ポイントなどについて、多
数の症例とその塗抹鏡検像
を掲示しながら解説。毎日
行う血液検査をワンランク
上の強力な武器として活用
していくためのファースト
ステップとして生かせる内
容が満載。

エマージェンシーの状況で
も動じることなく診療を進
めるための、“生死に関わる
異常の有無の確認”から、”
安定化”のポイントを系統
立てて解説することで、正
確に命の危険性のある症例
の評価をするためのファー
ストステップとして活用で
きる内容となっている。

発行年月日：2019年4月1日
商品コード：20110267
講師：末松正弘
DVD-Video：336min Disc-1（167分）Disc-2（169分）
定価：14,000円＋税

系統立てた呼吸器症状の見
方、画像診断ツールの活用
法、短頭種気道症候群、そ
の他部位ごとに好発する疾
患の病態と診断について、
約70症例の検査所見や臨床
徴候の動画・音声をふんだ
んに掲示しながら解説。獣
医呼吸器診療のファースト
ステップとして活用できる
内容が満載。

 神経疾患の系統的診断 
アプローチと治療の実際

 猫を極める本 発刊 l 記念 
セミナー専門医が提案する 
猫にやさしい診療とは

 SA Medicine×SURGEON 
セミナー 　
胆嚢疾患 内科・診断

発行年月日：2017年12月25日
商品コード：20110244
講師：病態生理と内科治療/金本 英之、
画像診断/中村 健介
DVD-Video：16:9/内科・診断編110分
定価：8,000円＋税

2017年8月27日（ 日 ） に 開 催 さ れ
たSA Medicine×SURGEONセ ミ ナ
ー「エキスパートが答える胆嚢疾患
の診断と治療～この症例、内科？ 外
科？治療選択もう迷わない～」の内
科・診断の内容を収録。内科的治療
について、主要な胆囊疾患の病態か
ら 具 体 的 な 治 療 ま で、 そ の 適 応 と
限界を実際の症例を挙げて解説。ま
た、画像診断についても詳細に解説。 

 獣医整形内科セミナー

発行年月日：2017年12月6日
商品コード：20110247
監修：中島 尚志
DVD-Video：Disc-1（185分）Disc-2

（217分）
定価：13,500円＋税

「獣医整形内科Ⅱー運動器疾患のプ
ライマリー診療ー」発刊を記念し、
2016年12月21日に開催された「HJS
セミナー“獣医整形内科2016”」を完
全収録。

発行年月日：2018年12月3日
商品コード：20110258
講師：神志那 弘明
DVD-Video：199min
定価：10,000円＋税

発行年月日：2018年12月10日
商品コード：20110259
講師：服部 幸
DVD-Video：206min
定価：8,500円＋税

2018年3月11日（日）に開催されたセ
ミナー、「『3ステップで考える犬と猫の
神経疾患の診断アプローチ』発刊記念セ
ミナー」の内容を収録。 第一部で、書
籍のテーマである「系統的診断アプロー
チ」について、臨床症状を動画で示しな
がら丁寧に噛み砕いて解説し、第二部・
第三部では、書籍では触れられなかった
疾患ごとの診断と治療の考え方について
わかりやすく解説！

2018年10月10日（水）に開催された
セミナー、「『猫を極める本』発刊記念セ
ミナー」の内容を収録。
猫は犬とは違う生き物であることを理解
し、猫に対してやさしい動物病院に変化
させるためのメソッドを実践的な内容で
解説。 明日から役立てられる猫の診療
のコツがつかめる内容。

New New New
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臨床の選択肢を広げるケーススタディ・マガジン

みたことがある、が増える。

2019年5月号特集：胆囊疾患

受注専用TEL.

お電話受付：平日10：00～18：00 FAX受付：年中無休・24時間受付 https://interzoo.online/
●インターネットで

受注専用FAX.
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M E M O ※先生からの伝達事項のメモなどご自由にご活用ください。



■株式会社インターズー　
〒151-0062　東京都渋谷区代々木町33-8 元代々木サンサンビル2F
TEL 03-6407-9661
https://interzoo.online（オンラインショップ）
https://www.interzoo.co.jp（コーポレートサイト） 2019年11月発行




