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夕オ人間医学
～天地と融合するヒーリング・サイエンス～

謝 明 徳◉原著
帯津良一◉監修
鎌崎拓洋◉訳

菊判変型・596 頁
定価 9,680 円

%OFF20

3月4日（水） 4月20日（月）新春セール

気 内 臓 療 法
タ オ の C h i N e i T s a n g

謝 明 徳◉原著
帯津良一◉監修
鎌崎拓洋◉訳

菊判変型・398 頁
定価：7,480 円

本書では、陰陽五行など道教の
基本的な解説のほか、小周天
の経穴、小周天を開通させるた
めの詳細なプロセスについて、
多くの図版を駆使して解説して
いる。そのほか、内笑瞑想や六
字訣など、ヒーリング・タオ・シ
ステムの数々の技法にも触れて
おり、ヒーリング・タオの全体像
が把握できる構成になっている。

■主な目次：タオの外丹術と内丹術／エネルギーの五大プロセス ( 五行 ) 
／気と自己ヒーリング／タオの瞑想／マインドとハートを開く／徳：ヒーリ
ング・タオの真髄／小周天をマスターするプログラム／ヒーリング・ライト
の覚醒／中空のエネルギーと小周天／実修：小周天／性エネルギーと小
周天／ヒーリング・ラブ／小周天を開通する／大周天と五大脈／内笑瞑
想／六字訣／小周天瞑想ほか

タオ・シリーズのロングセラー。
タオの 気内臓 療 法（Chi Nei 
Tsang）では、腹部領域にある

「気内臓チャート」と呼ばれる
各経路に対応した領域に対し、
気や中医手技（抉出法、揉捏
法、叩打法）などを用いた施
術を行い、身体の全組織から
集まった有毒物（ストレスおよ
び精神的トラウマからくる感情
的緊張）を放逐する。本書は
その数々の技法を解説。

■主な目次：臍のセンターに働きかける／準備、トレーニングおよび予防／
身体の観察：望診、切診、問診／「風門」を開けて風を追撃する／皮膚お
よび大腸、小腸の解毒／感情の安定化と内臓の活性化／臓器の解毒／リ
ンパ系の解毒／施術の手順／気内臓とストレス管理／気内臓と臨床心理学

2020年4月20日（月）まで
にいただいたご注文は、
定価の20％OFF でご提供いたします。
この機会にぜひお求めください！

（構造医学関連および一部DVDを除く）

テキストフェア

ウラ面に他のタオシリーズ有り

フェア中



タオの伝統では、人間の霊性の発展段階
を性エネルギー（精）⇒生命エネルギー

（気）⇒スピリット（神）としてとらえて
いる。男性の場合、射精により性エネル
ギーが放出されるのであるが、本書では
生命エネルギーを高めることのできる性
エネルギー修養のためのタオの訓練法の
数々が紹介されている。

タオ性科学
謝 明 徳◉原著　鎌崎拓洋◉訳

TAOIST SECRETS OF LOVE ~cultivating male sexual energy

菊判変型・296 頁　定価 6,160 円

ヒーリング タオ
Healing  TAO

■目 次
【PART-1：煉精化気・煉気化神】男性の性エネルギー／「気」の

エネルギーとは／性の秘儀と生物学／性の経済学／世界の秘教的
伝統のセックス【PART-2：性愛修養のタオ訓練法】踊る睾丸～骨
盤部エクササイズ／性エネルギー変容の秘訣～陰陽の両極性／精
液保持の秘訣／【PART-3：性エネルギーの霊的な愛】陰陽交こう
～谷間のオルガズムの修養法／霊性の 7 段階／オルガズムと無為
～極性を保つ／精液保持への質問／タオの性の修養法～体験談／
輝かしく健康なセックスを保つための実践ガイド／性的能力の増
進エクササイズ／鍼灸・薬草で性エネルギーを癒す／女性の性の
生物学的知識

■目 次（一部）
第 1 章　タオの観点から見た女性の気のエネルギー　創造的な力＝性エネル
ギー／女性の性エネルギーと卵カンフー／性エネルギーの三つのレベル；肉体
レベル・感情レベル・霊性レベル　第 2 章　女性の性の解剖　クリトリス／尿
道と膣／ G スポット　第 3 章　性感反応の周期　オルガズム／性エネルギー
の消耗／卵カンフー　第 4 章　小周天　小周
天に気を循環させる方法／小周天の発見／小
周天を開通する　第 5 章　卵巣エネルギーを
高める　卵巣呼吸による卵巣エネルギー／単
修法／卵巣呼吸エクササイズ　第 6 章　還精
補脳法　性的能力を増進する／還精補脳法と
は　第 7 章　性エネルギーを高めるエッグ・
エクササイズ　エッグ・エクササイズとは／膣
のウエイト・リフティング　第 8 章　双 修法
　谷間のオルガズムとそこへ到達する方法／
ヒーリング・ラブの体位／性エネルギーを霊
的な愛に変容する　第 9 章　卵カンフー実践
者へのインタビュー輝かしく健康なセックスを
保つための実践ガイド／性的能力の増進エク
ササイズ／鍼灸・薬草で性エネルギーを癒す／
女性の性の生物学的知識

男性の場合、射精によって性エネルギー
が放出されてしまうが、女性の場合は月
経や排卵によって失われていく。本書で
は女性が性エネルギーを修養し、「気」「神」
へとエネルギーを変容させるための訓練
法である卵巣呼吸、還精補脳法、相修法
などを紹介。ホリスティックな視点に立
つ臨床家にも大いに役立つ。

タオ性科学 ［改訂版］

Healing Love Through the Tao ~cultivating female sexual energy

〔女性編〕

謝 明 徳◉原著　鎌崎拓洋◉訳

菊判変型・272 頁　定価 6,160 円

全世界で注目され続ける謝明徳老師のヒーリング・タオシリーズの DVD
版。それぞれのヒーリングテクニックについて、ブックテキストでは詳
細がつかめないエッセンスを公認インストラクターが丁寧に指導する。

ユニバーサル・タオ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ DVD

セール
除外品

Ⅰ  ─  気功・導引、内笑瞑想、六字訣（152 分）
Ⅱ  ─  小周天、鉄布衫功（120 分）
Ⅲ  ─  ヒーリング・ラブ Ⅰ 、同 Ⅱ（90 分）

謝明徳（マンタク・チャ）のタオシリーズが DVD で登場！

Ⅰ- 定価 19,800 円

Ⅱ - 定価 15,400 円

Ⅲ - 定価 15,400 円

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ全巻 - 定価 45,540 円（ 10％引き相当）

豊かな内宇宙の存在に目を啓けば、それが外にあ
る大宇宙とも相互に響きあい、つながり、相依り
あっていることを知るであろう。自身の中に本来
持っている豊穣なる無限の力とエネルギーの源泉
に触れてみる。スピリチュアルヒーリングに好適。

〔男性編〕

ご注文・お問い合わせ

http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail
042-813-0769TEL/FAX

〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7 水道橋西口会館３階
FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー

産学社 エンタプライズ



カイロプラクティック・
テクニック総覧

12 年ぶりに改訂された世界標準の日本語版。大きく内容が変わったこ
とに加え、ノンスラスト・テクニックの臨床応用や新たな手法が盛り込
まれるなど、最新の技術と工ビデンスを重要視する臨床家・研究者に向
けて、カイロプラクティックテクニック
の原理およびアジャストメン卜の手順に
ついて論理的・包括的に解説されている。
この新版では、解剖、生理、バイオメカ
ニクスなどの最新の基礎研究を踏まえ、
カイロプラクティックの科学性、安全性
の根拠をわかりやすくかつ余すところな
く記述している。カイロプラクティック
テクニックの世界標準テキスト、これこ
そ筋骨格系治療に携わるすべての臨床家
にとって必携の書。

D.Peterson ／ T.Bergmann ◉原著
竹谷内宏明 D.C. ・医博◉監訳

A4 変型判、560 頁、写真・図版 716 点
定価 22,000 円　※並製本に改変

最新の知見を加え改訂された
秀逸のテクニック・バイブル

新 版
Chiropractic Technique Principles and Procedures. 2nd ed.

アクティベータ・メソッド

アクティベータ・メソッドは総合的な検査および検証、治
療の統合システムであり、特に下肢長分析を軸とした各
種検査による評価がその理論の礎になっている。
この改訂版（第 2 版）では多くの領域において最
新の科学的知見に基づいた医学情報を反映させ
ることに成功している。特にアジャストメントの神
経学的メカニズムに関する新たな研究成果が収め
られていることは特筆に価する。読者は、エビデ
ンスを重視した内容と著者の取組みに大きな信頼
感を抱くことができるだろう。安全かつ効率的に
治療の幅を広げたいという臨床家には好適の最新
テキストである。

A.W.Fuhr ◉原著
保井志之 D.C. ほか◉監訳

B5 判、580 頁、写真および図表：530 点
定価 14,520 円　※並製本に改変

最新のエビデンス情報を加載し、
より神経学に立脚した渾身の改訂版。
初版から15年、ロングセラーテキスト！

第２版
“Activator Method” 2nd ed.

カイロプラクティック

チャートブック
骨格筋の解剖

名著『トリガーポイントマニュアル』に収
録した骨格筋の細密解剖図 116 点を学術
的に整理編集したもので、臨床・検査に
際し必須の［解剖学的付着部］［神経支配］

（分布）、［作用］（機能）の確認に至便な
らしめたチャートブック。筋膜痛症候群の
臨床向け、神経筋骨格系の障害に最も利
用価値のある解剖書といえる。

川原群大（医博）◉監修
バーバラ D. カミングス◉イラスト

カイロプラクティック・
テクニック・システム

24 のカイロプラクティック・テクニックにつ
いて、発展の経緯、用語の定義、理論的根
拠から検査・診断法、治療・アジャストメン
ト手順のエッセンスを紹介するにとどまら
ず、効果の判定・評価、安全性とリスクおよ
び EBM への適度までの吟味を行い、各テク
ニックを比較しながら長所と短所を浮き彫り
にし、選択指針を与えてくれる総合ガイド。
●テクニックの一部：アプライド・キネシオロジー／アクティベータメ
ソッド／頭蓋療法／コックス・テクニック／ディバーシファイド・テク
ニック／ガンステッド ･ テクニック／ローガンベーシック・テクニック／
ピアース・スティルワゴン・テクニック／仙骨 - 後頭骨テクニック／ト
ムソン・テクニック／トルクリリ
ース・テクニック／上部頚椎テク
ニック／付）現在および将来の利
用率と傾向

ロバート・クーパーステインほか◉原著
伊藤彰洋◉監訳

Ｂ５判変型上製、424 頁
定価  15,400 円

教書に好適

頭蓋表筋

Ａ４判上製、140 頁、解剖図総 116 点（2 色刷）
定価  11,000 円

頭板状筋

前方胸椎テクニック

咀嚼筋 〜 側頭筋

ご注文・お問い合わせ

http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail
042-813-0769TEL/FAX

〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7 水道橋西口会館３階
FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー

産学社 エンタプライズ

在庫僅少

良質の臨床テキスト



ご注文・お問い合わせ

http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail
042-813-0769TEL/FAX

〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7 水道橋西口会館３階
FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー

産学社 エンタプライズ

カラー図解 ムービングボディ
組織、関節に関する詳細な情報、骨と
筋の生理学等について、カラー図解に
よりわかりやすく解説したコンパクト版。
身体図で主な骨格筋（後面と前面、浅
層と深層）を図示し、各筋の起始、停止、
神経支配、作用の一覧も掲載している。
また、最終章「アナトミートレイン」は、
すでに同名の著書で知られているＴ・
Ｗ・メイヤーズの執筆になるもので ､
構造的治療法と運動療法へのホリステ
ィックなアプローチに役立ついくつかの
メタファー
に つ い て

概説、筋骨格系内のより大きな機能的連
続体（筋・筋膜経線）のマップについて
述べていて、刮目すべき意義深い説が展
開される。
●主要目次：解剖学上の基礎知識／
組織／骨／体軸骨格／体肢骨格／
関節／骨関節と筋膜／アナトミートレイン

クリス・ジャーメイ◉原著　住岡輝明◉監訳

Ａ４判変形、192頁、カラー図版176点　定価：7,260円

臨床家のための 関節ニュートラル整体
関節ニュートラルは、前後屈・左右側屈・左右回旋な
どの動きのなかに中間位を設定し、それを検査・治療
の基準点とする。関節の動きの得意な方向→中間位
→不得意な方向→中間位という検査・治療法を導入し、
腰仙関節炎や仙腸関節炎などの慢性痛に有効な運動
療法として、ＰＮＦ＋整体を体系化した。

及川雅登◉著

Ａ４判上製、194頁、写真総数約800点 
定価：18,150円

KBS 東医宝鑑
世界で初めて医学書分野で世界記録遺産
に登録された『東医宝鑑』。韓国の KBS が
制作した、歴史的貴重資料と医学的見識、
著者・許浚（ホジュン）の事績と人物像に迫る。
身近にわかる韓医学の記述内容と偉人・許浚の人とな
りを紹介する。ビジュアル多数。

ピョ・マンソク◉編著
市川剛ほか◉翻訳

Ａ５並製、上下巻（上巻250頁、下巻230頁） 
定価：各1,980円

基礎医学から手技療法分野まで

「快」の方向へ連動機能をうまく使って身体の歪みを解
消していくが、日常生活では逆に、「身体の歪みが連動
して増幅される」という問題もある。本書では、どうい
う理由でそうなるか基本事項を先に挙げ、あとの実技
編、応用編で役に立つ診かた、操作での大事な点を
説明し、連動操体法の効果のほどを写真と合わせて解
説していく。

根本良一◉著

Ｂ５判、240頁 
定価：9,240円

図解 臨床家のための連動操体法

ロ ン グ セ ラ ー 優 良 選 書

割引対象外

アレグザンダー・シアラス◉原著
吉田勧持（日本構造医学研究所）◉邦訳・監修

B4判変型　264頁 オールカラー　定価： 9,240円

本書は、人体（生体）を医学的見
地からのみではなく、生きて考える
社会的存在としての人間を維持して
いる体内の構造とさまざまなプロセ
スを見ていく究極の図解である。
アーティストであるアレグザンダー・
シアラスは、フルボディ・スキャン、
超高倍率の顕微鏡、分子モデリン
グツールなど、最新の医学と CG 技
術を駆使して、体内の入り組んだ器
官系を透視図で表している。500 を
超える驚異のカラー画像の中で、システムを解体し、男女の解剖学的
な違いを際立たせ、分子レベルから人体を再構築する。バリー・ワー
スの叙情的で内容豊かな文章が画像の力をさらに高めて、驚き夢中
にさせられる事実が並ぶ。大判見開きカラー。

生体の構造とデザイン
～いま明らかとなる人体の驚異～

男 女
対 照

構造医学〜 自然治癒のカギは重力にある！ 〜

診断基準に重力場を採用した構造医学の入門書
としてロングセラーを続けている好評の書。NASA

（米国航空宇宙局）の研究にも携わったことのあ
る物理学者であった著者が、臨床医学者としてヒ
トと重力の関係を捉え直し、自然治癒の機序と生
理重力線の関わりを説き明かす（第 12 刷）。

吉田勧持◉著 B6判・234 頁
定価 1,980 円

割引対象外



オステオパシー・
スティル・テクニック〔第２版〕

第２版では各適用法を箇条書きにして順を追って説明する形式になって
いる。また各適用法について、開始時の
安楽ポジション、リリース時のポジション
の写真が、加えて動きのパターンが複雑
なときは操作の中間の写真が添付されて
おり、きわめてわかりやすい内容へと進化
を遂げている。特記できるのは、初版で
は取り上げていない、四肢と頚椎におけ
るソマティック・ディスファンクションにつ
いて、より特異的な適用法が多く開発され
ていることで、本書の魅力を一段と引き上
げている。発売から 10 年を経ても筋骨格
系治療家から高い評価を得ているロング
セラー・テキスト。 

リチャード・ヴァン・バスカーク◉原著
森田博也 D.O. ◉監訳

VOLUME ONE :
The Breath of Life, Biodynamics, and Fundamental Skills (Revised Edition)

VOLUME TWO :
THE PRIMAL MIDLINE AND THE ORGANIZATION OF THE BODY

Franklyn Sills ◉原著
高澤昌宏◉翻訳

Franklyn Sills ◉原著
森川ひろみ◉翻訳

Ａ４判変型 384 頁
定価 17,600 円

Ａ４判変型 384 頁
定価 19,800 円

現代に甦ったA.T.スティルのオステオパシー・テクニック

靱帯性関節ストレイン
オステオパシー・マニピュレーション

靱帯性関節ストレイン・テクニックは、スティル、サザーランド以来、
100 年以上にわたって使用され、効果を
上げてきたオステオパシー・マニピュレ
ーションである。矯正テクニックの原理
は、スティルの教えに基づく、（１）自由化、

（２）誇張、（３）バランス——を３つの
要素にしており、間接法を主体にして、
直接法とのコンビネーションで組み立て
ていく。当然、筋・腱・筋膜へのアプロ
ーチも多く、のちにこれが筋・筋膜リリ
ースとして分離していく。本書ではこれ
らエッセンスを透過式（スケルトン）の
イラストを通してわかりやすく解説がな
されている。

C.A.Speece D.O. ほか◉原著
森田博也 D.O. ◉監訳

Ｂ５判並製、190 頁、写真・図約 110 点
定価 8,250 円

すべてのオステオパシーテクニックはここに帰す！

クラニオセイクラル・バイオダイナミクス VOL. 1 ／  VOL. 2

本書は、単に人間システム
だけでなく、全体としての
世界の中の構成および形
成原理として、命の息吹
に焦点を当てる。クラニ
オセイクラル・バイオダ
イナミクスはエネルギー
医学であり、それは生
命の最も深い源泉に私
たちを結びつけようとす
る。 そして、 その 意 思
が私たちの命の息吹と
のつながりを明確化し、
治癒過程への僕（しも
べ）として臨床的に働

くことになる。私たちの仕事ははっきりと、こうした意思の
支援の一つと見られている。私たちは治療を行うのではなく、
それが現れるのを傾聴し、支援するのである（著者）。

第１巻で論じた治癒原理
を具体的な状況にあては
めて探索していく形式をと
り、プライマル・ミッドラ
インを中心に秩序立てら
れている主要な組織構造
に目を向けていく。主要
な組織構造に働きかける
方法を学ぶことは、トレー
ニングに欠かせない１つ
のステップ。ひとたび、こ
れらの構造への関わり方
が身についたならば、オ
ープンで直感的なバイオ
ダイナミクス特有の、ボー
テンシー（潜在力、治癒力）の作用の手助けができるようになる。

オステオパシー・クラニオ関連

ご注文・お問い合わせ

http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail
042-813-0769TEL/FAX

〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7 水道橋西口会館３階
FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー

産学社 エンタプライズ

Ａ４判上製約 200 頁・
写真約 300 点・図表 15 点
定価 9,240 円



相補代替医療の一翼を担う 臨床での利便性とわかりやすさ

ホメオパシー医学 DVDテキストシリーズ

手技療法の
症状別テクニック
ビデオ版全６巻を DVD 化。見やすい画像、
わかりやすい解説と指導

カイロプラクティック整体の臨床家として教育者とし
て名高い安達和俊 D.C. が新しく開発したテクニック
を交えて、症状別にわかりやすく編集した本格的手
技療法家のための治療法 DVD。No.1 では上肢、
下肢、腰椎・骨盤について、No.2 では胸椎、頚椎・
後頭骨、頭・胸・腹部を収録。

出演・指導◉
安達和俊D.C.（中京短期大学名誉教授）
２枚組（計150分）　定価 28,600円

本格的手技療法家のためのDVD

『連動操体法（腰痛関連障害編）』と
『同（頸腕障害編）』の２本のビデオを、

１枚の DVD に収録

より効率的に、より有効に、そしてより快を追求
できる操体法を行うための最新の実技 DVD。
操作姿勢から誘導語まで懇切丁寧に解説。

Ⅰ . 腰痛関連障害編では腰痛、膝痛、坐骨神経
痛、下腿の痛み、Ⅱ . 頚腕障害編では首が回ら
ない（寝ちがいなど）、肩の痛み、手首の痛み（腱
鞘炎）、顎関節症などについて紹介。

出演・指導◉ 根本良一
1枚（約80分）
定価 15,400円

故脇山 D.C. のロングセラービデオの
即臨床で活用できる完全 DVD 版。

図版・イラストを豊富に使いながら AK のテクニ
ックを解りやすく映像化。確認したい部位・手技
を一発検索。忙しい先生には大変便利。DVD
版ならではの高画質。

本 DVD の主な構成
アプライド・キネシオロジーの概説／ AK の検
査法／サブラクセーション診断（脊椎のリスティ
ング）／ AK 治療実技／頭蓋骨調整

出演・監修◉
脇山得行D.C.
１枚（76分）
定価 22,000円

DVD 連動操体法

DVD AKのテクニック

英国で最も権威のある Faculty of Homeopathy の会長である原著者
が、ホメオパシーを始めてまもない、あるいはこれからホメオパシー
を始めようという医療関係者向けにまとめた、的確で簡便なテキスト。

Bob Leckridge ◉原著
板村論子（日本ホメオパシー医学会専門医・理事、皮膚科専門医、JACT 認定医）◉訳
帯津良一◉序文

菊判変型、296 頁　◉定価 5,280 円

プライマリ・ケアとしての
ホメオパシーの真髄、
そして理論と実践を
簡明に解説したテキスト！

医療従事者のための

ホメオパシー

本書は、何が実際の治療現場で起こってい
るかという事実に焦点を当てている。その内
容は単純なものから非常に複雑なものまで、
また臨床例から非臨床例まで多岐にわたっ
ている。ホメオパシー医学の実際を知る好著。

Steven B Kayne ◉原著
板村論子（日本ホメオパシー医学会専門医・理事、皮膚科専門医、JACT 認定医）◉訳

菊判変型、380 頁　◉定価 7,260 円

Bob Leckridge、 帯津良一をはじめ
とした世界のホメオパシー界最強の
執筆陣による書き下ろし。

ホメオパシー医学の実践

この辞書の目的は、広く医学分野や一般世間
の人々に向けられたものでもある。併せて不
適切な訳語が散見されるわが国において、
用語の統一訳語としての役割を果たす ｢ 日
本語版 ｣ となる秀逸のホメオパシー辞典。

Jeremy Swayne ほか◉原著
板村論子・森井啓二◉共訳

ポケット判（182 × 100mm）、330 頁　◉定価 5,060 円

ホメオパシーの国際共通用語を
ホメオパシー医、研究者が編集・執筆。
総1000 語強（解説 700 語）を収録。

国際ホメオパシー医学辞典

ご注文・お問い合わせ

http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail
042-813-0769TEL/FAX

〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7 水道橋西口会館３階
FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー

産学社 エンタプライズ



構造医学
〜 自然治癒のカギは重力にある！ 〜

吉田勧持◉著
B6判・234 頁　定価 1,980 円

診断基準に重力場を採用した構造医学の入門
書としてロングセラーを続けている好評の
書。NASA（米国航空宇宙局）の研究にも携
わったことのある物理学者であった著者が、
臨床医学者としてヒトと重力の関係を捉え直
し、自然治癒の機序と生理重力線の関わりを
説き明かす（第 12 刷）。

構造医学事始
〜 歩きと冷やしの診療奮戦記 〜

病院勤務のドクターが構造医学
の門を叩いて 10 年。その 後、
開業した診療所でのエピソード
や構造医学への思いを綴った

『水前寺診療所診療録』（「季刊
構造医学」に連載）の、診療所
設立から 2002 年までを収載。

歩行と脳

図説 直立動態と心身症状

〜 生きる力と心もよう 〜

毎日歩くことがなぜ人間にとって生理的か、
また強い心、健全な心を養う上でもいかに大
切なことであるかを構造医学の観点から解説
する。脳の形成や血圧、心拍数の科学的定義
など既成概念を払拭する独自の理論を展開す
るなかで、認知症や高齢者問題など身近な社
会問題へも鋭いメスを入れる（第４刷）。

直立＝動的平衡というヒトの動態から咬合を
捉え、適正な “頭とアゴの揺れ” ができるよう
形態を整えていくことにより、顎口腔系の安定、
心身症状の消失や改善が見られることは必定
の現象と言える。「咬合と全身」。顎口腔機能
の失調が全身へ影響することを検証し、咬合・
顎位と姿勢の関係、および身体のひねり状態
が引き起こす深刻な心身症状を知ることで歯
科治療の可能性は大きく広がる（“直立歯科医
学”）。国家医療資格を有する筋・骨格系治療
家との情報交換・連携により、患者の健康改
善に多大な福音をもたらす瞠目のテキスト。

吉田勧持◉著
A5判・160 頁　定価 1,760 円

〜ヒトの立つしくみに内在する病因の発見と臨床応用／スウィング理論

構 造 医 学  関　連　シ　リ　ー　ズ

ヒトの構造を重力との関係から据えて、病的状態の発生メカニズムおよ
び治療法を科学的に体系づけた“人体への応用物理学”。非荷重足の病理、
潤滑理論、場の平衡論、筋のメカノレセプター、歩行法など、従来のヒ
ト構造的疑問点を払拭する新しい治療法の開発をもたらした注目の書

（第 13 刷）。

吉田勧持◉著　A4 判・228 頁　定価 17,600 円

構造医学の原理 〜ヒトの直立と
　　歩行から〜

「原理編」の応用として発展した臨床編。臨床応用された多くのデータ
を基に、各領域の疾患例からその構造医学的考え方を演繹し、同時に応
用テクニックを概説する。難治性疾患に対するアプローチ、めまいの臨
床、ＴＭＪ症候群に対する応用療法、しびれの臨床などのほか整復手技
の実際を写真解説（第 13 刷）。

吉田勧持◉著　A4 判・250 頁　定価 18,700 円
構造医学の臨床

顎関節を動物の三大生理要素という包括的な観点から据え、その複雑な
運動メカニズムの理論解説を展開する。また、ヒトの機構的平衡系がも
たらす動的安定性への対応として、ウエイトベアリング（仙腸関節）、股
関節、恥骨などの機能、運動メカニズムの解析を言及し臨床へと導く（第
７刷）。

吉田勧持◉著　A4 判・206 頁　定価 17,600 円

構造医学 解析 Ⅰ

臼井五郎（顎口腔臨床センター代表）◉著
動的平衡・顎口腔医学研究会◉編著
A4 判、350 頁　全カラー、図版多数
定価 11,000 円

住岡輝明◉著
（構医クリニック新水前寺所長・
 医学博士）

四六判・320 頁
定価 2,200 円

割引対象外

割引対象外

割引対象外

割引対象外

割引対象外

割引対象外

ご注文・お問い合わせ

http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail
042-813-0769TEL/FAX

〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7 水道橋西口会館３階
FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー

産学社 エンタプライズ



〒101-0061　東京都千代田区神田三崎町 2-20-7　水道橋西口会館３階　FAX.03-3515-3660

統合医療構築へのアシストランナー産学社 エンタプライズ http://eppub.jp/URL
info@eppub.jpE-Mail

042-813-0769TEL/FAX

基礎医学・カイロプラクティック・整体ほか 定　価 20%OFF 冊数

カイロプラクティック・テクニック総覧［新版］ 22,000 円 17,600 円

アクティベータ・メソッド［第２版］ 14,520 円 11,616 円

チャートブック骨格筋の解剖 11,000 円 8,800 円

カラー図解 ムービングボディ 7,260 円 5,808 円

カイロプラクティック・テクニック・システム 15,400 円 12,320 円

臨床家のための関節ニュートラル整体 18,150 円 14,520 円

図解 臨床家のための連動操体法 9,240 円 7,392 円

KBS　東医宝鑑・上巻 1,980 円 1,584 円

KBS　東医宝鑑・下巻 1,980 円 1,584 円

図説　直立動態と心身症状 11,000 円 8,800 円

構造医学関連シリーズ 定　価 OFF 冊数

構造医学 1,980 円 対象外

歩行と脳 1,760 円 対象外

構造医学 事始 2,200 円 対象外

構造医学の原理 17,600 円 対象外

構造医学の臨床 18,700 円 対象外

構造医学解析 Ⅰ 17,600 円 対象外

生体の構造とデザイン 9,240 円 対象外

お客様の個人情報　　　　　　（個人情報は弊社案内以外に使用することはありません）

ご住所（送本先）
〒

お　名　前
（フリガナ）

電 話 F A X

メールアドレス メ ル マ ガ・
ニュー ス メー ル 要　    不要

職 種
＊○で囲んでください

医師（　　　　　　科）　歯科医師　獣医師　理学／作業療法士　柔道整復師
鍼灸師　カイロプラクター　整体師　ボディワーカー　その他（　　　　　　　）

ヒーリング・タオ・シリーズ 定　価 20%OFF 冊数

タオ人間医学 9,680 円 7,744 円

タオ性科学 男性編 6,160 円 4,928 円

タオ性科学 女性編 6,160 円 4,928 円

気内臓療法 　 7,480 円 5,984 円

オステオパシー 定　価 20%OFF 冊数

クラニオセイクラル・バイオダイナミクスⅠ 17,600 円 14,080 円

クラニオセイクラル・バイオダイナミクスⅡ 19,800 円 15,840 円

オステオパシー・スティル・
テクニック　マニュアル【第２版】 9,240 円 7,392 円

靱帯性関節ストレイン 8,250 円 6,600 円

ホメオパシー 定　価 20%OFF 冊数

医療従事者のためのホメオパシー 5,280 円 4,224 円

ホメオパシー医学の実践 7,260 円 5,808 円

国際ホメオパシー医学辞典 5,060 円 4,048 円

DVD一覧 定　価 20%OFF 冊数
DVD 手技療法の症状別テクニック 28,600 円 22,800 円
DVD 連 動 操 体 法 15,400 円 12,320 円
DVD AK のテクニック 22,000 円 17,600 円
DVD ユニバーサル・タオ Ⅰ 19,800 円 対象外

DVD ユニバーサル・タオ Ⅱ 15,400 円 対象外

DVD ユニバーサル・タオ Ⅲ 15,400 円 対象外

DVD ユニバーサル・タオ
 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ３巻セット（10％ OFF）

¥45,540 円 対象外

ご注文

配　送

について

●当社書籍・DVD は直接販売です。●ご注文は当注文書によるファクスの他、当社ウェブサイト、電子メール（e-mail）、
電話、はがきなどをご利用下さい。●代金は配達の際に、郵便局員が商品と引き換えに頂戴します。●振り込みご希望の
際は、指定口座への先払いにて対応できます。「みずほ銀行九段支店　普通 1448900　株式会社産学社」となります。振
り込み手数料はご負担ください。●発送日から通常２日〜５日前後での着荷となります。●発送費はお買上金額合計が１万
円以上の場合、無料です。●お買上金額合計が１万円未満の場合、送料（最大 350 円）をご負担いただきます。

※画面上では定価表示になっています。ご注文過程の「内容確認」で割引価格が表示されます。

◉割引価格の適用は2020年4月20日まで。
◉仕入れ品のDVDは対象外になっています。◉税込み

FAX 042-813-0769 注文票

インターネットでのご注文 http://eppub.jp/URL

ご注文
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