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改訂第2版

消化器外科領域を網羅した専門医試験対策問題と解説集，ついに改訂！
2013年以降，新たに発表された「診療ガイドライン」や「取扱い規約」に対応。
“いま” 必要な1冊です！

定価（本体 9,800円＋税） 
B5判・672頁・2色刷（一部カラー）
イラスト 150点，写真200点 
ISBN978-4-7583-1530-2

消化器外科
専門医への
第一歩，
いざ改訂！

初版刊行以降に新たに発表された

「診療ガイドライン」
「取扱い規約」に対応！

膵癌取扱い規約膵癌取扱い規約大腸癌取扱い規約

胆道癌取扱い規約胆道癌取扱い規約原発性肝癌取扱い規約

大腸癌治療ガイドライン 急性膵炎ガイドライン

膵癌診療ガイドライン膵癌診療ガイドライン胃癌治療ガイドライン

など

消化器外科専門医を目指す医師のための，
 知識の整理にピッタリの一冊！



手術は，患者の体にメスを入れ臓器の摘出などをするため，侵襲により必ず何らかの障害（合併症）が起こる。最終的に手
術の成功を導くためには，術後の患者の様子を注意深く見守り，正しく対応する必要がある。そこで本書は，具体的な症例
を提示し，それぞれの症状にどう対応すべきかをわかりやすく解説。患者の状況把握から鑑別診断と診断へのアプローチ，
的確な治療を行うための重症度分類（階層化），それに準じた治療方針や対策，予防のための周術期ケアまで，そのポイン
トを紹介。また，ここ数年，消化器外科専門医試験にも合併症の問題が増えつつあり，類似の症例には過去問題を提示して解説。

『消化器外科専門医への minimal requirements』で
得た「知識」を実践で活かすために，本書で知識の使い方
を学ぶことができる。豊富な症例から正しい診断へのアプ
ローチをやさしく丁寧に解説。消化器外科専門医を目指す
医師や指導医にとって必須の 1冊！

Ⅰ 消化器外科患者の併存疾患の術前評価（階層化）と対策
A. ［解説］術前管理・ケアのポイント
B. 全身麻酔下の消化器外科手術を安全に行うための耐術評価の階層化と対策
C. 術後に臓器障害を生じる可能性のある併存疾患の評価の階層化と対策
D. 局所病変がすでに全身状態に影響している患者の術前評価の階層化と対策

Ⅱ 消化器外科手術の術後合併症の早期診断と治療方針
A. ［解説］ 術後管理・ケアのポイント
B. 臓器間に共通で頻度の高い合併症の重症度の階層化と対策
C. 臓器別手術合併症の重症度の階層化と対策

定価（本体 8,500円＋税）
B5判・488頁・オールカラー
イラスト60点，写真300点 
ISBN978-4-7583-1515-9

定価（本体 9,500円＋税）
B5判・520頁・オールカラー
イラスト 50点，写真 50点
ISBN978-4-7583-1520-3

消化器外科医に必要な知識を実践でうまく活用しよう！

『消化器外科専門医への
得た「知識」を実践で活かすために，本書で知識の使い方
を学ぶことができる。豊富な症例から正しい診断へのアプ
ローチをやさしく丁寧に解説。消化器外科専門医を目指す

定価（本体 8,500円＋税）
B5判・488頁・オールカラー
イラスト60点，写真300点 

手術は，患者の体にメスを入れ臓器の摘出などをするため，侵襲により必ず何らかの障害（合併症）が起こる。最終的に手
術の成功を導くためには，術後の患者の様子を注意深く見守り，正しく対応する必要がある。そこで本書は，具体的な症例
を提示し，それぞれの症状にどう対応すべきかをわかりやすく解説。患者の状況把握から鑑別診断と診断へのアプローチ，
的確な治療を行うための重症度分類（階層化），それに準じた治療方針や対策，予防のための周術期ケアまで，そのポイン
トを紹介。また，ここ数年，消化器外科専門医試験にも合併症の問題が増えつつあり，類似の症例には過去問題を提示して解説。

Ⅰ 消化器外科患者の併存疾患の術前評価（階層化）と対策
A. ［解説］術前管理・ケアのポイント
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困った！ 手術前や手術後の患者さんにトラブルが！ 正しく対応するにはこれを読んでから！
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消化器外科 周術期合併症のminimal requirements
■ 定価（本体 9,500円＋税）　ISBN978-4-7583-1520-3

消化器外科専門医へのminimal requirements 実践応用編
■ 定価（本体 8,500円＋税）　ISBN978-4-7583-1515-9

改訂第2版 消化器外科専門医へのminimal requirements
■ 定価（本体 9,800円＋税）　ISBN978-4-7583-1530-2
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