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平成３年（1991）
■Noishiki Y., Yamane　Y., Tomizawa Y., Okoshi T., Satoh 

S., Wildevuur C. R. H., Matsumoto A., Debakey M. E., 
Kondo J. :Elsevier Science Publishers B, V., Healing 
process of vascular prosthesis transplanted with venous 
tissue fragments, Elsevier, Amsterdam, Biomedical 
Division 227-278, 1991  

平成４年（1992）
■山根義久（分担執筆）、山根義久、高橋　貢（監修）　「消化

器疾患100症例」　（財）鳥取県動物臨床医学研究所（鳥取）、
1-402、1992

平成５年（1993）
■Noishiki Y., Yamane　Y., Tomizawa Y., Okoshi T., Satoh 

S., Mo M., Ichikawa Y., Kondo J., Matsumoto A. :Natural 
antithrombogenic surface created in vivo for an artificial 
heart, Heart Replacement（Artificial Heart 4）, Springer 
Verlag, 61-66, 1993

■山根義久（分担執筆）、竹内　啓、他5名（編）　「獣医外科手
術、－犬糸状虫摘出術、血栓摘出術（鞍状血栓摘出術）－」　
講談社（東京）、283-292、301-304、1993

■赤木哲也（分担執筆）　「ケース・スタディー関節疾患、オー
バーザトップ法の変法による犬の前十字靱帯断裂の修復
例」　インターズー（東京）、1993

■赤木哲也（分担執筆）　「ケース・スタディー関節疾患、テン
ションバンドワイヤーとピンで整復を行った猫の肘頭骨折
の１例」　インターズー（東京）、1993

■赤木哲也（分担執筆）　「ケース・スタディー関節疾患、肩甲
関節部での断脚術を施した猫の２症例」　インターズー（東
京）、1993

■赤木哲也（分担執筆）　「ケース・スタディー関節疾患、骨ネ
ジとテンションバンドワイヤーで整復を行った猫の脛足根
関節脱臼の１例」　インターズー（東京）、1993

平成７年（1995）
■牧田登之、山根義久（監修、分担訳）　「メルク獣医マニュ

アルⅦ，THE MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　
Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■赤木哲也（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■野呂浩介（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■宇野雄博（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■山形静夫（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■小出和欣（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■藤原　明（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 

MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■武藤具弘（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

■綿貫和彦（分担訳）　「メルク獣医マニュアルⅦ，THE 
MERCK VETERINARY MANUAL Ⅶ」　牧田登之、山根
義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、1995

平成８年（1996）
■山根義久（分担訳）、菅沼常徳、中間實徳、広瀬恒夫（監訳）　
「獣医臨床放射線学：Textbook of Veterinary Diagnostic 
Radiology 2nd Ed.」　W. B. Saunders, Co. （philadelphia）、
文永堂出版（東京）、325-340、1996

■藤田桂一（分担執筆）　「ファーストステップ口腔疾患－歯
周疾患の治療－」　多川政弘、神谷新司（監修）、インター
ズー（東京）、1996

平成９年（1997）
■赤木哲也（分担執筆）　「小動物看護用語辞典」　大石　勇
（監修）、インターズー（東京）、1997

■山田英一（分担執筆）　「小動物看護用語辞典」　大石　勇
（監修）、インターズー（東京）、1997

■藤田桂一（分担執筆）　「小動物看護用語辞典」　大石　勇
（監修）、インターズー（東京）、1997

■白永伸行（分担執筆） 「小動物看護用語辞典」　大石　勇（監
修）、インターズー（東京）、1997

■下田哲也（分担執筆）　「犬の診療最前線」　長谷川篤彦（監
修）、インターズー（東京）、1997

■小出和欣（分担執筆）　「犬の診療最前線」　長谷川篤彦（監
修）、インターズー（東京）、1997

■山根義久（分担訳）　「サウンダース小動物臨床マニュアル：
Saunders Manual of SMALL ANIMAL PRACTICE」　長
谷川篤彦（監修）、W.B.Saunders, Co. （philadelphia）、文永
堂出版（東京）、563-590、1997

■山田英一（分担訳）　「サウンダース小動物臨床マニュアル：
Saunders Manual of SMALL ANIMAL PRACTICE」　長
谷川篤彦（監修）、W.B.Saunders, Co. （philadelphia）、文永
堂出版（東京）、6（1-3）、1997

■山根義久（監修、分担執筆）　「小動物診療'97、ケースレポー
トとクリニカルディスカッション」　（財）鳥取県動物臨床
医学研究所（鳥取）、1-127、1997

平成10年（1998）
■山根義久（分担執筆）　「小動物の脊椎・椎間板疾患－診断と

治療－環軸関節の亜脱臼」　中間實徳（監修）、インターズー
（東京）、99-106、1998

■下田哲也（分担執筆）　「イラストでみる猫の病気」　小野憲
一郎　他（編集）、講談社（東京）、1998

平成11年（1999）
■山根義久（監修、分担訳）　「カラーアトラス獣医心臓病学」

Mosby-Wolfe （London）、チクサン出版社（東京）、1-189、
1999

■髙島一昭（分担訳）　「カラーアトラス獣医心臓病学」　山
根義久（監訳）、 Mosby-Wolfe （London）、チクサン出版（東
京）、1999

  【１】著書・監修・翻訳書
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■松本英樹（分担訳）　「獣医看護学／下巻」　山村穂積（監
訳）、チクサン出版（東京）、1999

■髙島一昭（分担訳）　「獣医看護学／下巻」　山村穂積（監
修）、 チクサン出版（東京）、1999

■下田哲也（分担執筆）　「猫の診療最前線」　長谷川篤彦（監
修）、インターズー（東京）、1999

■山根義久（監修、分担執筆）　「動物が出会う中毒－意外にた
くさんある有毒植物－」　（財）鳥取県動物臨床医学研究所

（鳥取）、1999
■廣瀬孝男（編集著者）　「動物が出会う中毒－意外にたくさ

んある有毒植物－」　（財）鳥取県動物臨床医学研究所（鳥
取）、1999

■宇野雄博（分担執筆）　「動物が出会う中毒－意外にたくさ
んある有毒植物－」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床
医学研究所（鳥取）、1999

■野呂浩介（分担執筆）　「動物が出会う中毒－意外にたくさ
んある有毒植物－」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床
医学研究所（鳥取）、1999

■小出和欣（分担執筆）　「動物が出会う中毒－意外にたくさ
んある有毒植物－」　（山根義久 監修）、（財）鳥取県動物臨
床医学研究所（鳥取）、1999

■金澤稔郎（分担執筆）　「動物が出会う中毒－意外にたくさ
んある有毒植物－」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床
医学研究所（鳥取）、1999

■竹中雅彦（分担執筆）　「動物が出会う中毒－意外にたくさ
んある有毒植物－」　（山根義久 監修）、（財）鳥取県動物臨
床医学研究所（鳥取）、1999

■髙島一昭（分担執筆）　「 動物が出会う中毒－意外にたくさ
んある有毒植物－」　（山根義久 監修）、（財）鳥取県動物臨
床医学研究所（鳥取）、1999

■小出和欣（分担執筆）　「猫の診療最前線」　長谷川篤彦（監
修）、インターズー（東京）、1999

平成12年（2000）
■山根義久（分担訳）　「小動物外科手術：Textbook of Small 

Animal Surgery IInd」　高橋　貢、佐々木伸雄（監修）、
W.B.Saunders, Co. （philadelphia）, （Dr.Slatter edi.）、文永
堂出版（東京）、2000

■山田英一（分担訳）　「小動物外科手術：Textbook of Small 
Animal Surgery IInd」　高橋　貢、佐々木伸雄（監修）、
W.B.Saunders, Co. （philadelphia）, （Dr.Slatter edi.）、文永
堂出版（東京）、2000

■土井口　修（分担訳）　「The Veterinary Clinics of North 
America 獣医臨床シリーズ　2000年版 Vol.28/No.6 心臓血
管疾患の診断と治療の進歩」　内野富弥（監訳）、学窓社（東
京）、2000

平成13年（2001）
■山根義久（分担訳）　「小動物臨床栄養学4版」　本好茂一
（監修）、Merck Morris Inst. （Kansas）、学窓社（東京）、
2001

平成14年（2002）
■山根義久（監修、分担訳）　「小動物外科臨床の実際： 

Current Techniques in Small Animal Surgery Ⅳ」　興人
社（東京）、2002

■藤原　明（監修）　「ハムスターと暮らそう！」高橋書店（東

京）、2002
■山根　剛（分担訳）　「小動物の心臓病学」　インターズー
（東京）、2002

平成15年（2003）
■山根義久（分担訳）　「メルク獣医マニュアルVIII, THE 

MERCK VETERINARY MANUAL VIII」　長谷川篤彦、
平成15年（2003）山根義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓
社（東京）、2003

■髙島一昭（分担訳）　「メルク獣医マニュアルVIII, THE 
MERCK VETERINARY MANUAL VIII」　長谷川篤彦、
山根義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、2003

■赤木哲也（分担訳）　「メルク獣医マニュアルVIII, THE 
MERCK VETERINARY MANUAL VIII」　長谷川篤彦、
山根義久（監修）、Merck ＆ Co., Inc.、学窓社（東京）、2003

■山根義久（分担執筆）　「今農工大が面白い」　超技術開発者
集団、矢嶋弘義（編）、学際企画（東京）、98-103、2003

■山根義久（分担訳）　「小動物の心臓病学－基礎と臨床－、
Small Animal Cardiovascular Medicine」　局　博一、若尾
義人（監訳）、Medical Science（東京）、2003

■藤田桂一（訳）　「犬と猫の臨床歯科ハンドブック」　ファー
ムプレス（東京）、2003

■藤田桂一（執筆）　「コンパニオンアニマルの口腔疾患30症
例＋1」　インターズー（東京）、2003

■藤田桂一（分担執筆）　「動物看護のための小動物歯科学－
歯周病、口腔外科－」　日小獣動物看護師委員会（監修）、
ファームプレス（東京）、2003

■山根　剛（分担訳）　「Small Animal Surgery 3rd」　イン
ターズー（東京）、2003

平成16年（2004）
■山根義久（監修、分担訳）　「重症患者の管理と診療キスト、

Quick Look Series in Veterinary Medicine-CRITICALCA 
RE」　ファームプレス（東京）、2004

■髙島一昭（分担訳）　「重症患者の管理と診療テキスト、
Quick Look Series in Veterinary Medicine-CRITICAL 
CARE」　山根義久（監訳）、ファームプレス（東京）、2004

■山根義久（総監修、分担執筆）　「小動物最新外科学大系（4）
循環器系1」　インターズー（東京）、2004

■髙島一昭（分担執筆）　「小動物最新外科学体系（４）循環器
系１」　山根義久（監修）、 インターズー（東京）、2004

■竹中雅彦（分担執筆）　「小動物最新外科学大系（４）循環器
系１」　山根義久（監修）、インターズー（東京）、2004

■松本英樹（分担執筆）　「勤務獣医師のための臨床テクニッ
ク（肺と心臓の聴診の基本）」　石田卓夫（監修）、チクサン出
版（東京）、2004

■藤田桂一（分担執筆）　「主要症状を基礎にした猫の臨床－
口腔疾患－」　前出吉光（監修）、デーリマン社（札幌）、2004

■髙島一昭（分担執筆）　「主要症状を基礎にした猫の臨床－
動脈管開存症、ファロー四徴症、心室中隔欠損症、ショック、
心筋症、心内膜炎、心膜炎、全身性動脈血栓塞栓症－」　前出
吉光（監修）、デーリマン社（札幌）、2004

平成17年（2005）
■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（3）ヘルニア」

南　三郎（編集）、インターズー（東京）、2005
■小出和欣（分担執筆）　「小動物最新外科学大系（3）ヘルニ
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ア」　山根義久（総監修）、南　三郎（編集）、インターズー（東
京）、2005

■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（1）外傷処置と
縫合法」　インターズー（東京）、2005

■下田哲也（分担執筆）　「獣医内科学」　岩崎利郎、辻本元、長
谷川篤彦（監修）、日本獣医内科アカデミー編、文英堂出版

（東京）、2005
■髙島一昭（分担執筆）　「獣医内科学」　岩崎利郎、辻本元、長

谷川篤彦（監修）、日本獣医内科アカデミー編、文永堂出版
（東京）、2005

■藤田桂一（分担執筆）　「プレミアム・サージャン－眼科・歯
科・口腔外科・マイナーサージェリー」　インターズー（東
京）、2005

平成18年（2006）
■山根義久（分担執筆）　「獣医臨床麻酔学」　佐々木伸雄他
（監修）、学窓社（東京）、2006

■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（2）救急治療」
　インターズー（東京）、2006

■松本英樹（分担執筆）　「小動物最新外科学大系（2）救急治療
（呼吸管理）」　山根義久（総監修）、インターズー（東京）、
2006

■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（9）整形外科」
　インターズー（東京）、2006

■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（8）泌尿生殖器
系2」　インターズー（東京）、2006

■山根義久（監修、分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大
百科：第Ⅰ章イヌとネコの体のしくみ、」　（財）鳥取県動物
臨床医学研究所（編）、ピエ・ブックス（東京）、2006

■赤木哲也（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅲ章疾病時にみられる主な症状とその解釈、第Ⅳ章　運
動器系の疾患、腫瘍」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨
床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■石丸邦仁（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 生殖器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■岩本竹弘（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 内分泌系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■宇野雄博（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 神経系の疾患、皮膚の疾患」　山根義久（監修）、（財）
鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、
2006

■小笠原淳子（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百
科：第Ⅳ章 循環器系の疾患、内分泌系の疾患」　山根義久

（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス
（東京）、2006

■甲斐（石川）勝行（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学
大百科：第Ⅳ章 呼吸器系の疾患、腫瘍」　山根義久（監修）、

（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、
2006

■加藤　郁（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 中毒性疾患、エキゾチックアニマルの疾患」　山根
義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブッ
クス（東京）、2006

■金澤稔郎（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 内分泌系の疾患、腫瘍」　山根義久（監修）、（財）鳥取

県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006
■木下久則（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：

第Ⅳ章 呼吸器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■久野由博（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 エキゾチックアニマルの疾患」　山根義久（監修）、

（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、
2006

■桑原康人（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 腎泌尿器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県
動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■小出和欣（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 消化器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■小出由紀子（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百
科：第Ⅳ章 消化器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県
動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■上月茂和（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 腎泌尿器系の疾患、運動器系の疾患、感染症」　山根
義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブッ
クス（東京）、2006

■佐藤正勝（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 消化器系の疾患、神経系の疾患、皮膚の疾患、中毒性
疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所

（編）、ピエブックス（東京）、2006
■下田哲也（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：

第Ⅱ章 動物を飼うための基礎知識、第Ⅳ章 造血器系の疾
患、腫瘍、感染症」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医
学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■白永伸行（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 造血器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■髙島一昭（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 循環器系の疾患、神経系の疾患、腫瘍、第Ⅴ章 目で
見る動物医療の最前線」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物
臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■竹中雅彦（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 呼吸器系の疾患、内分泌系の疾患」　山根義久（監
修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東
京）、2006

■土井口　修（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百
科：第Ⅳ章 呼吸器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県
動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■中西　淳（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 皮膚の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨
床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■野呂浩介（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅲ章 疾病時にみられる主な症状とその解釈、第Ⅳ章 栄
養性疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究
所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■廣瀬孝男（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅱ章 動物を飼うための基礎知識、第Ⅳ章 運動器系の疾
患、腫瘍」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究
所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■藤田桂一（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 消化器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006
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■藤原　明（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 エキゾチックアニマルの疾患」　山根義久（監修）、

（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、
2006

■真下忠久（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 造血器系の疾患、栄養性疾患」　山根義久（監修）、

（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、
2006

■松川拓哉（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 造血器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■松村　均（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 感染症」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医
学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■松本英樹（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅱ章 動物を飼うための基礎知識、第Ⅳ章 循環器系の
疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所

（編）、ピエブックス（東京）、2006
■武藤具弘（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：

第Ⅳ章 腫瘍」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学
研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■毛利　崇（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 エキゾチックアニマルの疾患、野生鳥獣の疾患」　
山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所（編）、ピエ
ブックス（東京）、2006

■山形静夫（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 感覚器系の疾患、腫瘍、第Ⅴ章 目で見る動物医療の
最前線」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨床医学研究所

（編）、ピエブックス（東京）、2006
■山根　剛（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：

第Ⅳ章 循環器系の疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動
物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■山本景史（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 中毒性疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥取県動物臨
床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■綿貫和彦（分担執筆）　「イヌ・ネコ家庭動物の医学大百科：
第Ⅳ章 皮膚の疾患、中毒性疾患」　山根義久（監修）、（財）鳥
取県動物臨床医学研究所（編）、ピエブックス（東京）、2006

■藤田桂一（監訳）　「犬と猫の歯科学」　インターズー（東
京）、2006　　　

■松本英樹（分担執筆）　「勤務獣医師のための臨床テクニッ
ク2（五感を使った心臓病の検出法、よくある異常心電図の
判読法）」　石田卓夫（監修）、チクサン出版（東京）、2006

■藤田桂一（監修）　「にゃんにゃんクリニック」　ペットライ
フ社（東京）、2006

平成19年（2007）
■加藤　郁（監修）　「思春期うさぎとの上手な付き合い方・う

さぎと暮らす」　マガジンランド（東京）、2007
■山根義久（分担執筆）　「獣医学概論」　池本卯典他（編）、文

永堂（東京）、222-232、2007
■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（10）外皮系」　

インターズー（東京）、2007
■下田哲也（執筆）　「臨床家のための血液病学アトラス」　イ

ンターズー（東京）、2007
■髙島一昭（分担訳）　「犬と猫の呼吸器疾患」　多川政弘、局

博一（監修）、 インターズー（東京）、2007

■山田英一　「いぬ・ねこのSOS－知っておきたい病気の見分
け方」　ごま書房 （東京）、2007

■藤田桂一（分担執筆　「ペットフード・ペットビジネスの動
向－歯周病予防効果、デンタルケア用品」　本好茂一、大木
富雄（監修）、シーエムシー出版（東京）、2007

■藤田桂一（分担執筆）　「主要症状を基礎にした犬の臨床－
口腔疾患－」　前出吉光（監修）、デーリマン社（札幌）、2007

■髙島一昭（分担執筆）　「主要症状を基礎にした犬の臨床－
蛋白喪失性腸症－」　前出吉光（監修）、デーリーマン社（札
幌）、2007

平成20年（2008）
■山根義久（監修）　「ペットの自然療法事典、Natural 

Therapies for your pet」　Barbara Fouere（Sidney）、産調
出版（東京）、2008

■山根義久、土井邦雄（監修）　「新獣医学辞典」　チクサン出
版（東京）、2008

■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（6）消化器系」
　インターズー（東京）、2008

■山根義久（総監修）　「小動物最新外科学大系（8）泌尿生殖器
系1」　インターズー（東京）、2008

■山根　剛（分担執筆）「小動物最新外科学大系（8）泌尿生殖器
系１,　腎臓と尿管の外科」　インターズー（東京）、2008 

■山根義久（監修、分担執筆）　「伴侶動物が出合う中毒－毒の
サイエンスと救急医療の実際－」　チクサン出版（東京）、
2008

■赤木哲也（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■宇野雄博（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■小笠原淳子（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサ
イエンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン
出版（東京）、2008

■久野由博（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■佐藤正勝（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■髙島一昭（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■野呂浩介（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■廣瀬孝男（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■藤原　明（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■水谷雄一郎（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサ
イエンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン
出版（東京）、2008

■毛利　崇（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
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エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■山根　剛（分担執筆）　「伴侶動物が出会う中毒－毒のサイ
エンスと救急医療の実際－」　山根義久（監修）、チクサン出
版（東京）、2008

■桑原康人（分担執筆）　「小動物最新外科学体系（8）泌尿生殖
器系1－血液透析－」　山根義久（総監修）、インターズー（東
京）、2008

■小出和欣（分担執筆）　「小動物最新外科学大系（8）泌尿生
殖器系1－膀胱と尿道の外科－」　山根義久（総監修）、イン
ターズー（東京）、2008

■藤田桂一（分担執筆）　「小動物最新外科学大系（6）消化器
系1－歯および歯周の診査法－」　山根義久（総監修）、イン
ターズー（東京）、2008　

■藤田桂一（執筆）　「臨床のための小動物歯科」　インター
ズー（東京）、2008

平成21年（2009）
■山根義久（分担訳）　「サウンダース小動物臨床マニュ

ア ル 第3版 」　 長 谷 川 篤 彦（ 監 修 ）、W.B.Saunders,Co.
（philadelphia）、文永堂出版（東京）、1517-1545、2009

■山田英一 （分担訳）　「サウンダース小動物臨床マニュ
ア ル 第3版 」　 長 谷 川 篤 彦（ 監 修 ）、W.B.Saunders,Co.

（philadelphia）、文永堂出版（東京）、2009
■下田哲也（分担執筆）　「カラーアトラス最新くわしい犬の

病気大図典」　小方宗次（編集）、誠文堂新光社（東京）、2009 
■桑原康人（分担執筆）　「カラーアトラス最新くわしい犬の

病気大図典－泌尿器の病気－」　小方宗次（編集）、誠文堂新
光社（東京）、2009

■山根　剛（分担執筆）　「最新・猫の病気大図典」　誠文堂新
光社（東京）、2009

平成22年（2010）
■下田哲也（分担訳）　「クリニカルベテリナリーアドバイ

ザー」　長谷川篤彦（監訳）、インターズー（東京）、2010
■下田哲也（分担訳）　「徴候からみる鑑別診断、犬と猫の臨

床」　長谷川篤彦（監修）、学窓社（東京）、2010
■髙島一昭（翻訳）　「猫の臨床栄養」　 ロイヤルカナンジャ

ポン（東京）、2010
■藤田桂一（執筆）　「臨床のための小動物歯科改訂版」　イン

ターズー（東京）、2010　
■藤田桂一（分担執筆）　「徴候からみる鑑別診断　犬と猫の

臨床」　長谷川篤彦（監修）、学窓社（東京）、2010　　　
■藤田桂一（分担執筆）　「動物看護のための小動物歯科学　

改訂版」　日小獣動物看護師委員会（監修）、ファームプレス
（東京）、2010

平成23年（2011）
■氏政雄揮（分担執筆）　「『絆』が求められる時代の動物病院

マネジメント」　インターズー（東京）、2011
■氏政雄揮（分担執筆）　「アニマルヘルス 市場の動向を踏ま

えた製品の開発・製造・マーケティング」　技術情報協会（東
京）、2011


