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疾病と治療 すべてのコンテンツは教育研修資材サポートサイト http://medicallearning.jp/ でも購入いただけます。

出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く）

基礎医学

各 100,000円
（税別）

シリーズ

透析療法
透析療法の全容を把握

単なる確認問題とはサヨナラ 単なる確認問題とはサヨナラ 単なる確認問題とはサヨナラ

透析療法にはじめて触れる人から現
場の医療スタッフまで、透析療法の
基本から治療の実務上の基礎知識ま
でを、豊富な図表とイラストでわか
りやすく解説。最新の疫学データの
知識をはじめ、必要不可欠の情報を
セレクトし、難しい透析療法の全容
を把握できるよう解説。

『解説がメイン』のＱ＆Ａ教材。
ポイントをしぼった設問を豊富なイ
ラストと図表で視覚的に解説する。

糖尿病
糖尿病専門医監修の書籍「メディカ
ルるるる」のダイジェスト版教材登場

糖尿病の基礎知識と最新情報を項目
ごとにわかりやすくビジュアル化。
大見出し：■糖尿病の疾患の考え方
を説明できる / ■糖尿病の検査・診
断を列挙できる / ■糖尿病の主な治
療方法について説明できる / ■糖尿
病の合併症を列挙できる

高血圧
高血圧の約 90％を占める
「本態性高血圧」の基礎をマスターする

■高血圧の病態について説明できる / 
■成人における血圧値の分類について
説明できる/ ■血圧測定法について説
明できる/ ■高血圧管理計画のための
リスク層別化に用いる予後影響因子に
ついて説明できる/ ■診察室血圧に基
づいた心血管病リスク層別化について
説明できる/etc.. 全部で高血圧の18項
目の課題について学習できる教材。

アレルギー
アレルギーと免疫の関係から病態
まで、すべての基礎を身につける

■アレルギーと免疫の関係について
説明できる / ■アレルギーと関係の
深い免疫担当細胞を説明できる / ■
アレルギー反応のタイプを説明でき
る / ■アレルギー性鼻炎の定義と原
因について説明できる /  ■即時相
反応と遅発相反応の違いを説明でき
る /etc.. 全部でアレルギー疾患の 25
の課題について学習できる教材。

腎不全とCKD
腎不全とCKDの病態知識

慢性腎不全の未病状態から末期まで
を包括するより大きな疾患概念「慢
性腎臓病（CKD）」が提唱されてい
る。豊富な図表とイラストで、腎不
全の包括的な解説から CKD の概念
を解説する。改定ガイドライン対応。

胃がん
胃がんの病態から最新の抗がん剤
まで、すべての基礎を身につける

■胃がんとはなにかを、病態から疫学
情報を含め、300文字程度で説明（既述）
できる/ ■胃の構造を理解し説明でき
る/ ■胃壁の構造を理解し、胃液の成
分、消化の流れを説明できる/ ■胃が
んの原因とおもなリスク要因について
説明できる/etc.. 全部で30項目の胃が
んの課題について学習できる教材。

腎臓の構造と機能
腎の構造と機能の基本理解

腎臓は生命体の進化に伴い機能が高
度に発達し、恒常性の維持において
重要な役割を担っている。CKD な
どの疾患や透析療法を学ぶ上でも、
腎の構造と機能の基本理解が必要で
ある。人間の内部環境を維持する機
構としての腎臓の仕組みや働きと役
割を、豊富な医療イラストでわかり
やすく解説する。

【基礎知識】編

『解説がメイン』のＱ＆Ａ教材。
ポイントをしぼった設問を豊富なイ
ラストと図表で視覚的に解説する。

【食事療法・運動療法】編

『解説がメイン』のＱ＆Ａ教材。
ポイントをしぼった設問を豊富なイ
ラストと図表で視覚的に解説する。

【合併症】編

解いてみよう
読んでみよう
糖尿病 50問

シリーズ

問題数：27問
スライド枚数：88枚
価格：378,000 円（税別）

問題数：8問
スライド枚数：26枚
価格：112,000 円（税別）

問題数：8問
スライド枚数：48枚
価格：210,000 円（税別）

2016

研修資材カタログ

株式会社SCICUS

法人・団体での内部研修用商品です。外部での使用はご相談ください。
e-ラーニング使用および改変使用いただけます。

パワーポイント資材版

継続教育

お問い合わせは 電話 03-5303-0300  担当：半田まで
http://medicallearning.jp/
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医薬概論 医薬概論すべてのコンテンツは教育研修資材サポートサイト   http://medicallearning.jp/ でも購入いただけます。

基本20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く） 基本 20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く）

医療政策の
しくみ
各 75,000円
（税別）

シリーズ

保険薬局
対応資材

シリーズ

2016 年度診療報酬改定 2016年度診療報酬改定
と地域包括ケア

費用対効果を理解する
-医療技術評価 (HTA)-

新専門医制度解説 医療保険制度改革関連法
の解説

国保制度創設以来半世紀ぶりの
大改正を読み解く

2016年 4月発売予定

2015 年に成立した「医療保険制度
改革関連法」は、国保制度創設以来
半世紀ぶりの大改正といわれてい
る。高齢化社会の進展により増大す
る医療費をいかに安定的に賄い、制
度を持続していくのか、2018 年度
までの医療改革の道筋を理解する。

「2013年度 国民医療費
の概況」から分かること

「国民医療費 初の 40兆円超え」を
どう読むか

「国民医療費」は、その年度内の医
療機関等における保険診療の対象と
なり得る傷病の治療に要した費用の
推計である。厚生労働省が毎年発表
している「国民医療費」のデータを
ひもとき、日本の医療費の現状と課
題、今後の厚生政策のポイントまで
を展望する。

いちからわかる
「患者申出療養」
第3の「保険外併用療養」スタート

「患者申出療養」は、患者が医師と
協議した上で「保険外の医薬品・医
療機器などを用いた治療を受けたい
」と希望した場合に、保険診療との
併用を認めるというしくみ。医療保
険制度改革関連法の目玉である評価
療養、選定療養に続く第 3 の「保険
外併用療養」を解説する。

まとめて解説 ドラッグ・
ラグ／新薬創出加算／
先進医療

ドラッグ・ラグを巡る各ステーク
ホルダーの視点

ドラッグ・ラグ、新薬創出・適応外
薬解消等促進加算、先進医療・患者
申出療養といったキーワードを解説
し、未承認薬を使用したいと考える
患者さんにとって、安全で迅速な新
薬の承認申請の最前線を解説する。

医療事故調査制度と
医療現場の対応

動き出す医療事故調査制度

2015 年 10 月よりスタートした医療
事故調査制度。全国 18 万件のすべ
ての病院、診療所が対象となる。 本
教材では、厚生労働省の関連報告書、
省令・通知を反映し、医療現場で想
定される対応について解説する。

医療介護総合確保推進法
と地域医療構想とは

地域の実情に即した課題や施策の
実現への道

医療・介護を巡る事情は、地域によっ
て異なり、各地方に特有の課題があ
る。地域医療構想策定ガイドライン
と医療介護総合確保推進法を通し
て、地域医療構想とは何かをわかり
やすく解説する。

DPC　どうなる？医療機
関群と基礎係数の見直し

最注目の医療機関群と基礎係数の
見直し

DPC 制度は、2012 年度から 2018 年
度の計 4 回の改定で、個々の医療機
関への影響を軽減するための「調整
係数」を廃止することが決まってい
る。2 医療機関群と基礎係数の見直
しなど、地域医療構想の策定に向け
たDPCの考え方を解説する。

医療法に基づく臨床研究
中核病院

日本初の革新的な医薬品や医療機器
の開発は ?

臨床研究によって、秀れた基礎研究
の成果を迅速に実用化に結びつけて
いく体制の整備が進む中、日本初の
革新的な医薬品や医療機器の開発の
中心的役割を担う病院として、臨床
研究中核病院が 2015 年 4月に医療法
上で制度化された。臨床研究中核病
院の役割や期待について解説する。

新難病法と医療費助成
制度について

「難病の患者に対する医療等に関する
法律」スタート

これまで法律に基づかない特定疾患
治療研究事業として実施されてきた
難病対策が法制化され、「難病の患
者に対する医療等に関する法律」（難
病法）がスタートした。難病の医療
費助成が社会保障給付費として認め
られるまでの経緯、法律の概要、医
療機関への影響を中心に解説する。

医療政策ニュースの
読み方のコツ

誰も教えなかった「医療政策ニュー
スの読み方」5つのコツ

どうして、MR は医療関連の法規制
度を学ぶ必要があるのだろうか。医
療界に限らずビジネス社会はさまざ
まな法律で規制され、ルールのもと
で社会活動が正しく行われている。
ルールが変わればその対応も変わ
る。激変する環境に適応する方法を
解説する。

患者のための薬局ビジョン

地域医療連携の基礎知識
いまさらきけない医療連携成立の
背景や基本的な用語を理解する

そもそも医療連携とは何か？という
基本に立ち戻り、その上で関連する
医療法や診療報酬などの医療法規制
度、そして地域医療連携の基本類型
について解説していく。地域医療連
携の基礎を知りたい方、新人 MR な
どにおすすめの教材。

病診連携の基礎知識 
いまさらきけない病診連携を理解
する

地域包括ケアを理解するためには地
域医療連携の基本形である病診連携
を理解する必要がある。医療がエリ
アの中で完結していく基本となる病
診連携の基礎を知りたい方、新人
MRなどにおすすめの教材。

在宅医療の基礎知識
いまさらきけない在宅医療の基礎を
理解する

現在、我々は、1 人の高齢者を 3 人
で支える超高齢化社会を生きてい
る。少子高齢化による人口減少、急
激な高齢化は、病床不足という問題
を引き起こしている。この病床不足
の問題を解決するための切り札であ
る在宅医療の推進の基礎を解説す
る。

介護保険と地域包括ケア
医療と介護の連動を理解する！！

超高齢社会に向けて、急性期から在
宅、介護まで切れ目のない包括的な
サービスを提供するため、医療と介
護等との機能分化や円滑な連携「地
域包括ケア」が進められている。介
護保険を中心に、地域包括ケアを理
解する上で必要な基礎知識を解説す
る。

公的医療保険のしくみと
課題

製薬企業の利益を支える公的医療保
険のしくみを理解する

製薬企業の利益を支える公的医療保
険のしくみを、あらためて理解する
チャンス。誰にでもわかる医療保険
のしくみを示し、日本の公的医療保
険がぶつかっているさまざまな課題
を一括整理していくまとめ教材。

ご予約受付中

2016 年 7月発売予定

ご予約受付中

2016 年 11月発売予定

ご予約受付中 2017 年 1月発売予定

ご予約受付中

各 75,000円
（税別）

各 75,000円
（税別）

地域包括ケア
ビギナーズ

シリーズ
2016 年 1月発売予定

ご予約受付中

2016 年調剤報酬改定

2016年 4月発売予定

ご予約受付中

値下げ
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医薬概論 医薬概論すべてのコンテンツは教育研修資材サポートサイト   http://medicallearning.jp/ でも購入いただけます。

基本20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く） 基本 20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く）

医療政策の
しくみ
各 75,000円
（税別）

シリーズ

保険薬局
対応資材

シリーズ

2016 年度診療報酬改定 2016年度診療報酬改定
と地域包括ケア

費用対効果を理解する
-医療技術評価 (HTA)-

新専門医制度解説 医療保険制度改革関連法
の解説

国保制度創設以来半世紀ぶりの
大改正を読み解く

2016年 4月発売予定

2015 年に成立した「医療保険制度
改革関連法」は、国保制度創設以来
半世紀ぶりの大改正といわれてい
る。高齢化社会の進展により増大す
る医療費をいかに安定的に賄い、制
度を持続していくのか、2018 年度
までの医療改革の道筋を理解する。

「2013年度 国民医療費
の概況」から分かること

「国民医療費 初の 40兆円超え」を
どう読むか

「国民医療費」は、その年度内の医
療機関等における保険診療の対象と
なり得る傷病の治療に要した費用の
推計である。厚生労働省が毎年発表
している「国民医療費」のデータを
ひもとき、日本の医療費の現状と課
題、今後の厚生政策のポイントまで
を展望する。

いちからわかる
「患者申出療養」
第3の「保険外併用療養」スタート

「患者申出療養」は、患者が医師と
協議した上で「保険外の医薬品・医
療機器などを用いた治療を受けたい
」と希望した場合に、保険診療との
併用を認めるというしくみ。医療保
険制度改革関連法の目玉である評価
療養、選定療養に続く第 3 の「保険
外併用療養」を解説する。

まとめて解説 ドラッグ・
ラグ／新薬創出加算／
先進医療

ドラッグ・ラグを巡る各ステーク
ホルダーの視点

ドラッグ・ラグ、新薬創出・適応外
薬解消等促進加算、先進医療・患者
申出療養といったキーワードを解説
し、未承認薬を使用したいと考える
患者さんにとって、安全で迅速な新
薬の承認申請の最前線を解説する。

医療事故調査制度と
医療現場の対応

動き出す医療事故調査制度

2015 年 10 月よりスタートした医療
事故調査制度。全国 18 万件のすべ
ての病院、診療所が対象となる。 本
教材では、厚生労働省の関連報告書、
省令・通知を反映し、医療現場で想
定される対応について解説する。

医療介護総合確保推進法
と地域医療構想とは

地域の実情に即した課題や施策の
実現への道

医療・介護を巡る事情は、地域によっ
て異なり、各地方に特有の課題があ
る。地域医療構想策定ガイドライン
と医療介護総合確保推進法を通し
て、地域医療構想とは何かをわかり
やすく解説する。

DPC　どうなる？医療機
関群と基礎係数の見直し

最注目の医療機関群と基礎係数の
見直し

DPC 制度は、2012 年度から 2018 年
度の計 4 回の改定で、個々の医療機
関への影響を軽減するための「調整
係数」を廃止することが決まってい
る。2 医療機関群と基礎係数の見直
しなど、地域医療構想の策定に向け
たDPCの考え方を解説する。

医療法に基づく臨床研究
中核病院

日本初の革新的な医薬品や医療機器
の開発は ?

臨床研究によって、秀れた基礎研究
の成果を迅速に実用化に結びつけて
いく体制の整備が進む中、日本初の
革新的な医薬品や医療機器の開発の
中心的役割を担う病院として、臨床
研究中核病院が 2015 年 4月に医療法
上で制度化された。臨床研究中核病
院の役割や期待について解説する。

新難病法と医療費助成
制度について

「難病の患者に対する医療等に関する
法律」スタート

これまで法律に基づかない特定疾患
治療研究事業として実施されてきた
難病対策が法制化され、「難病の患
者に対する医療等に関する法律」（難
病法）がスタートした。難病の医療
費助成が社会保障給付費として認め
られるまでの経緯、法律の概要、医
療機関への影響を中心に解説する。

医療政策ニュースの
読み方のコツ

誰も教えなかった「医療政策ニュー
スの読み方」5つのコツ

どうして、MR は医療関連の法規制
度を学ぶ必要があるのだろうか。医
療界に限らずビジネス社会はさまざ
まな法律で規制され、ルールのもと
で社会活動が正しく行われている。
ルールが変わればその対応も変わ
る。激変する環境に適応する方法を
解説する。

患者のための薬局ビジョン

地域医療連携の基礎知識
いまさらきけない医療連携成立の
背景や基本的な用語を理解する

そもそも医療連携とは何か？という
基本に立ち戻り、その上で関連する
医療法や診療報酬などの医療法規制
度、そして地域医療連携の基本類型
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いまさらきけない在宅医療の基礎を
理解する

現在、我々は、1 人の高齢者を 3 人
で支える超高齢化社会を生きてい
る。少子高齢化による人口減少、急
激な高齢化は、病床不足という問題
を引き起こしている。この病床不足
の問題を解決するための切り札であ
る在宅医療の推進の基礎を解説す
る。

介護保険と地域包括ケア
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ご予約受付中
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ご予約受付中

2016 年 11月発売予定

ご予約受付中 2017 年 1月発売予定

ご予約受付中

各 75,000円
（税別）

各 75,000円
（税別）

地域包括ケア
ビギナーズ

シリーズ
2016 年 1月発売予定

ご予約受付中

2016 年調剤報酬改定

2016年 4月発売予定

ご予約受付中

値下げ



4P 5P

医薬品情報 MRの倫理

基本20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く） 基本 20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く）

すべてのコンテンツは教育研修資材サポートサイト   http://medicallearning.jp/ でも購入いただけます。

医薬品
情報教材
各 75,000円
（税別）

シリーズ

倫理教材

各 75,000円
（税別）

シリーズ

次世代MRの
ための臨床
統計解説

各 75,000円
（税別）

シリーズ

医薬品リスク管理計画
（RMP）制度

医薬品情報ビッグデータ
の活用について

日本老年医学会「高齢者
の安全な薬物療法ガイド
ライン 2015」解説

安全性情報管理の事例
研究

2016年 4月発売予定

【エンドポイントの解釈】編
医師との信頼関係をつくるために

 研究不正問題以後、製薬企業から
提供された文献に対する医師の視点
や考え方が変わり、医師側にも、よ
り高い統計リテラシーが必要だとい
う意識が強くなった。論文情報の提
供を通して医師との信頼関係をつく
る、次世代 MR のための臨床統計
教材。

【サブグループ解析】編
医師との信頼関係をつくるために

 研究不正問題以後、製薬企業から
提供された文献に対する医師の視点
や考え方が変わり、医師側にも、よ
り高い統計リテラシーが必要だとい
う意識が強くなった。論文情報の提
供を通して医師との信頼関係をつく
る、次世代 MR のための臨床統計
教材。

【研究デザイン】編
医師との信頼関係をつくるために

ドラッグ・ラグ、新薬創出・適応外
薬解消等促進加算、先進医療・患者
申出療養といったキーワードを解説
し、未承認薬を使用したいと考える
患者さんにとって、安全で迅速な新
薬の承認申請の最前線を解説する。

基礎講義編
数式を使わない医学統計教材

文系ＭＲだって数式がひとつも分か
らなくたって自信をもって医学論文
をドクターに紹介できる！ 医学統
計の基礎用語から考え方、そして論
文の読み方に至るまでの「ＭＲに
とって必要な医学統計の知識」を厳
選し、数式を一切使わずに解説。

論文の吟味編
数式を使わない医学統計教材

文系ＭＲだって数式がひとつも分か
らなくたって自信をもって医学論文
をドクターに紹介できる！ 医学統
計の基礎用語から考え方、そして論
文の読み方に至るまでの「ＭＲに
とって必要な医学統計の知識」を厳
選し、数式を一切使わずに解説。

医療用医薬品プロモー
ションコード第１回

新人教育にもおすすめ

ＭＲが扱っている情報は、人の命に
関わる医薬品の情報。医療用医薬品
プロモーションコードの成り立ちを
解説し、医療用医薬品プロモーショ
ンコードの各項目について、重要な
箇所をピックアップ解説。

医療用医薬品プロモー
ションコード第２回

新人教育にもおすすめ

 医療用医薬品のプロモーションに
は数々の法的規制や自主規範があ
り、製薬企業はその遵守を強く要請
されている。プロモーションコード
の基本を再確認し、日々のディテー
リング活動で適切な行動をとれるよ
う重要ポイントを解説する。

これでわかる！
透明性ガイドライン

新人教育にもおすすめ

「透明性ガイドライン」がなぜ必要
だったのか。透明性ガイドラインの
成立にいたった背景を医療産業の世
界最大マーケットである米国におけ
る先進事例から探り、日本での取り
組みを紹介しながら、これからのＭ
Ｒの行動指針を解説する。

ご予約受付中

2016 年 7月発売予定

ご予約受付中

2016 年 1０月発売予定

ご予約受付中 2017 年 1月発売予定

ご予約受付中

文系MRの
ための
統計講座
各 75,000円
（税別）

シリーズ

各 75,000円
（税別）

製薬企業
倫理

シリーズ1 年目の医療事故調査
制度

2016年 10月発売予定

ご予約受付中

MSLと新しいMRモデル

2017年 1月発売予定

ご予約受付中

変わる医薬品の広告・
販売ルール

マイナンバー制度と
医療情報活用

2016年 4月発売予定

ご予約受付中

2016 年 7月発売予定

ご予約受付中
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6P 7P

MRの倫理 MRの倫理

基本20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く） 基本 20スライド前後／出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く）

すべてのコンテンツは教育研修資材サポートサイト   http://medicallearning.jp/ でも購入いただけます。

ブラックジャックに
よろしくで学ぶ
生命倫理

各 75,000円
（税別）

シリーズ

人工生殖と体外受精
通常の臨床医学とまったく異なる
生殖補助医療の生命倫理

生殖医療の発展にともなう、新たな
認識が生まれている。例えば、AID
で子供を生んだ場合も、精子提供者
はプライバシー保護のため匿名とさ
れているが、生まれてきた子供が、
自分の出自を知りたいと考えた場合
どんな問題が起こるのだろうか？生
殖医療の現在と未来を考える教材。

【日本の臨床研究】編
臨床研究と倫理教材の決定版

日本の臨床研究が抱えるさまざまな
課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・地盤沈下する日本の臨床研究
・日本だけの治験

【臨床研究をめぐる倫理】編
臨床研究と倫理教材の決定版

日本の臨床研究が抱えるさまざまな
課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・臨床試験の実施体制
・査読に通らない日本発の論文
・GCP でしばるべきか、性善説をと
るべきか？

【臨床試験の本質】編
臨床研究と倫理教材の決定版

日本の臨床研究が抱えるさまざまな
課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・臨床試験の本質とはなにか？
・臨床試験の結果を歪めるバイアス

【臨床研究と利益】編
臨床研究と倫理教材の決定版

日本の臨床研究が抱えるさまざまな
課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・統計リテラシーをどこまで高める
か？
・利益相反（COI）とどうつきあう
か？

【薬の力】編
臨床研究と倫理教材の決定版

日本の臨床研究が抱えるさまざまな
課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・統計的有意差の本質を考える
・PROBE法をきちんと理解する

がんの告知
がんの告知は終わりではなく
スタートである

がんの告知は、過去と現在ではその
捉え方は大きく変わってきた。がん
の告知を巡る考え方の変遷をたどり
ながら、ブラックジャックによろし
くの登場人物たちと共に、答えをさ
がしていく教材。

ホスピスとケア
生命を救うことだけが、医者の
仕事だろうか？

一般的には、死というイメージがか
なり強いホスピス。その死に対する
理解、恐怖感をやわらげることがホ
スピスの現場に求められていること
は言うまでもない。ホスピスの歴史
から、海外事例の紹介、日本のホス
ピスが抱える課題、死と向き合う患
者について、考えていく教材。

緩和ケア
緩和ケアがあれば、あなたはがんで
死んでもいいと思いますか？

1970 年代中頃、カナダで世界初の
緩和ケア病棟が開設された。がん末
期患者のケアが目的だったが、ホス
ピスとの混同を防ぐため、" 緩和ケ
ア " と名づけられたといわれる。緩
和ケアの歴史から、海外事例の紹介、
日本の取組み、死と向き合う患者に
ついて、考えていく教材。

精神科患者への
社会偏見（１）

精神科患者への社会偏見を
考えてみましょう。

うつ病や認知症など精神病患者に対
する社会的偏見は、大きな問題と
なっている。こうした偏見は精神病
患者の地域生活への復帰の妨げとな
るだけでなく、精神病の悪化や再発
も招きかねない。精神病患者の社会
的偏見を正面から見据えて考えてい
く教材

精神科患者への
社会偏見（２）

日本の精神医療はどこへ
向かうのか？

認知症患者とならび、精神病患者の
社会復帰への支援も日本の医療の重
大な問題となっている。立ちはだか
る社会的な偏見という問題、欧米諸
国と日本の精神病患者の支援を比較
しながら、精神疾患患者の社会復帰
の課題にメスを入れる教材。

次世代MRの
ための
臨床研究倫理
各 75,000円
（税別）

シリーズ

値下げ
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課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・統計リテラシーをどこまで高める
か？
・利益相反（COI）とどうつきあう
か？

【薬の力】編
臨床研究と倫理教材の決定版

日本の臨床研究が抱えるさまざまな
課題をMRの視点から解説する。

（テーマ）
・統計的有意差の本質を考える
・PROBE法をきちんと理解する

がんの告知
がんの告知は終わりではなく
スタートである

がんの告知は、過去と現在ではその
捉え方は大きく変わってきた。がん
の告知を巡る考え方の変遷をたどり
ながら、ブラックジャックによろし
くの登場人物たちと共に、答えをさ
がしていく教材。

ホスピスとケア
生命を救うことだけが、医者の
仕事だろうか？

一般的には、死というイメージがか
なり強いホスピス。その死に対する
理解、恐怖感をやわらげることがホ
スピスの現場に求められていること
は言うまでもない。ホスピスの歴史
から、海外事例の紹介、日本のホス
ピスが抱える課題、死と向き合う患
者について、考えていく教材。

緩和ケア
緩和ケアがあれば、あなたはがんで
死んでもいいと思いますか？

1970 年代中頃、カナダで世界初の
緩和ケア病棟が開設された。がん末
期患者のケアが目的だったが、ホス
ピスとの混同を防ぐため、" 緩和ケ
ア " と名づけられたといわれる。緩
和ケアの歴史から、海外事例の紹介、
日本の取組み、死と向き合う患者に
ついて、考えていく教材。

精神科患者への
社会偏見（１）

精神科患者への社会偏見を
考えてみましょう。

うつ病や認知症など精神病患者に対
する社会的偏見は、大きな問題と
なっている。こうした偏見は精神病
患者の地域生活への復帰の妨げとな
るだけでなく、精神病の悪化や再発
も招きかねない。精神病患者の社会
的偏見を正面から見据えて考えてい
く教材

精神科患者への
社会偏見（２）

日本の精神医療はどこへ
向かうのか？

認知症患者とならび、精神病患者の
社会復帰への支援も日本の医療の重
大な問題となっている。立ちはだか
る社会的な偏見という問題、欧米諸
国と日本の精神病患者の支援を比較
しながら、精神疾患患者の社会復帰
の課題にメスを入れる教材。

次世代MRの
ための
臨床研究倫理
各 75,000円
（税別）

シリーズ

値下げ
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疾病と治療 すべてのコンテンツは教育研修資材サポートサイト http://medicallearning.jp/ でも購入いただけます。

出典・参考情報記載あり／正誤確認問題 10問付（一部商品除く）

基礎医学

各 100,000円
（税別）

シリーズ

透析療法
透析療法の全容を把握

単なる確認問題とはサヨナラ 単なる確認問題とはサヨナラ 単なる確認問題とはサヨナラ

透析療法にはじめて触れる人から現
場の医療スタッフまで、透析療法の
基本から治療の実務上の基礎知識ま
でを、豊富な図表とイラストでわか
りやすく解説。最新の疫学データの
知識をはじめ、必要不可欠の情報を
セレクトし、難しい透析療法の全容
を把握できるよう解説。

『解説がメイン』のＱ＆Ａ教材。
ポイントをしぼった設問を豊富なイ
ラストと図表で視覚的に解説する。

糖尿病
糖尿病専門医監修の書籍「メディカ
ルるるる」のダイジェスト版教材登場

糖尿病の基礎知識と最新情報を項目
ごとにわかりやすくビジュアル化。
大見出し：■糖尿病の疾患の考え方
を説明できる / ■糖尿病の検査・診
断を列挙できる / ■糖尿病の主な治
療方法について説明できる / ■糖尿
病の合併症を列挙できる

高血圧
高血圧の約 90％を占める
「本態性高血圧」の基礎をマスターする

■高血圧の病態について説明できる / 
■成人における血圧値の分類について
説明できる/ ■血圧測定法について説
明できる/ ■高血圧管理計画のための
リスク層別化に用いる予後影響因子に
ついて説明できる/ ■診察室血圧に基
づいた心血管病リスク層別化について
説明できる/etc.. 全部で高血圧の18項
目の課題について学習できる教材。

アレルギー
アレルギーと免疫の関係から病態
まで、すべての基礎を身につける

■アレルギーと免疫の関係について
説明できる / ■アレルギーと関係の
深い免疫担当細胞を説明できる / ■
アレルギー反応のタイプを説明でき
る / ■アレルギー性鼻炎の定義と原
因について説明できる /  ■即時相
反応と遅発相反応の違いを説明でき
る /etc.. 全部でアレルギー疾患の 25
の課題について学習できる教材。

腎不全とCKD
腎不全とCKDの病態知識

慢性腎不全の未病状態から末期まで
を包括するより大きな疾患概念「慢
性腎臓病（CKD）」が提唱されてい
る。豊富な図表とイラストで、腎不
全の包括的な解説から CKD の概念
を解説する。改定ガイドライン対応。

胃がん
胃がんの病態から最新の抗がん剤
まで、すべての基礎を身につける

■胃がんとはなにかを、病態から疫学
情報を含め、300文字程度で説明（既述）
できる/ ■胃の構造を理解し説明でき
る/ ■胃壁の構造を理解し、胃液の成
分、消化の流れを説明できる/ ■胃が
んの原因とおもなリスク要因について
説明できる/etc.. 全部で30項目の胃が
んの課題について学習できる教材。

腎臓の構造と機能
腎の構造と機能の基本理解

腎臓は生命体の進化に伴い機能が高
度に発達し、恒常性の維持において
重要な役割を担っている。CKD な
どの疾患や透析療法を学ぶ上でも、
腎の構造と機能の基本理解が必要で
ある。人間の内部環境を維持する機
構としての腎臓の仕組みや働きと役
割を、豊富な医療イラストでわかり
やすく解説する。

【基礎知識】編

『解説がメイン』のＱ＆Ａ教材。
ポイントをしぼった設問を豊富なイ
ラストと図表で視覚的に解説する。

【食事療法・運動療法】編

『解説がメイン』のＱ＆Ａ教材。
ポイントをしぼった設問を豊富なイ
ラストと図表で視覚的に解説する。

【合併症】編

解いてみよう
読んでみよう
糖尿病 50問

シリーズ

問題数：27問
スライド枚数：88枚
価格：378,000 円（税別）

問題数：8問
スライド枚数：26枚
価格：112,000 円（税別）

問題数：8問
スライド枚数：48枚
価格：210,000 円（税別）

2016

研修資材カタログ

株式会社SCICUS

法人・団体での内部研修用商品です。外部での使用はご相談ください。
e-ラーニング使用および改変使用いただけます。

パワーポイント資材版

継続教育

お問い合わせは 電話 03-5303-0300  担当：半田まで
http://medicallearning.jp/


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

