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医学系コンテンツも充実！医学系コンテンツも充実！
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リハスタッフのための電子辞書

収録コンテンツはVer.2.4と同様7点で追加・変更なし

学習・研究・日常業務を これ１台でサポート学習・研究・日常業務を これ１台でサポート
2015年 春
  新発売！
2015年 春
  新発売！
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SDカードを
本体にセット！
SDカードを
本体にセット！

■機種名：PW-SA2-W（ホワイト系）

SHARP 
カラー電子辞書 Brain

完全折りたたみ式のタッチスタイルで　　　 
使う場面を選ばず，携帯に便利！

完全折りたたみ式のタッチスタイルで　　　 
使う場面を選ばず，携帯に便利！
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気になる用語は、
なぞって　　　　　 でOK！
リハビリテーション医学大辞典

廃用症候群
disuse syndrome〔学〕《障》心身の不使用・不活発によって機能低下をきた
した病態．安静の害といってもよく，ほとんど全ての機能でみられる．局所
的廃用症候群（廃用性筋萎縮・骨萎縮，関節拘縮，褥瘡など），全身的廃用症
候群（起立性低血圧，廃用性心機能低下など），精神的廃用症候群（意欲，感
情の鈍麻，知的低下など）に分けられる．予防，改善は，個々の症候に対す
るアプローチではなく，生活全般を活発にさせることが第一義であり，その
ためにはADLの自立が重要である．また耐久性が低下している場合は，過用
症候が起こりやすいので，少量頻回訓練が効果的である．低運動性疾患（運
動不足病）は以上の他に，運動不足による肥満，それによって起こる心筋梗
塞などまで含めたより広い概念．＝不動症候群．⇒不動［化］，⇒低運動性疾
患，⇒運動不足病，⇒拘縮，⇒廃用性筋萎縮，⇒廃用性骨萎縮，⇒褥瘡，⇒
廃用性心肺機能低下，⇒早期離床・早期歩行，⇒早期リハビリテーション，

SジャンプSジャンプ

レポート作成・発表の準備…レポート作成・発表の準備… 遠隔地への
臨床実習に…
遠隔地への
臨床実習に…

今日は「 大腿骨頸部骨折の患者さん 」を担当だ！

『評価法ハンドブック』で評価表を確認！『評価法ハンドブック』で評価表を確認！

検査の方法や，検査行程などを
再確認しておこう！

ワーファリンを
　　　　　　投与して… としても使える！としても使える！医学英和辞典医学英和辞典

で“発音”も教えてくれる！で“発音”も教えてくれる！

SジャンプSジャンプ
What's

単語帳単語帳
What's

音声機能音声機能
What's

タッチペンタッチペン

音声機能音声機能

What's気になる用語を
タッチペンでなぞるだけで、
すべてのコンテンツから自動的に検索！

覚えておきたい単語や何度も見たい
用例を登録可能！「単語帳」を開けば
再入力することなく用語を確認できる。

読みの分からない英単語も、
正確なアクセントでスムーズに読み上げ！
5段階の再生速度で確実に聞き取れる。

キー入力が苦手でも
直接書き込みで、らくらく検索。
長い英単語も一度に書けて、打たずにOK！

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明する為のもので、実際の表示とは異なります。

一括検索

えむあーるあい

検査のすべて
【頭部MRI検査・MRA検査】
●検査時間：MRI 20～30分
�MRA 20～30分
●苦痛度：0～1 MRIは注射
�MRAは造影剤注入
●準備や注意：検査前の食事を抜く
１．頭部MRI検査・MRA検査とは？
　MRIは（核）磁気共鳴画像といい，強力な磁
石の作用で体内の断面を画像に映し出す検査
法で，………………

一括検索

osteoporosis
英英：osteoporosis，brittle bone disease
英和：osteoporosis
カタカナ英和：アスティオウポロウスィス【osteoporosis】
リハビリ：osteoporosis
医学大辞：osteoporosis
医学大辞：osteoporosis
医学大辞：osteoporosis of disuse

osteoporosis
⇒ 骨粗鬆症， ⇒オステオポローシス

リハビリテーション医学大辞典

osteoporosis
⇒ 骨粗鬆症， ⇒オステオポローシス

リハビリテーション医学大辞典

骨粗鬆症
osteoporosis《内》《整》骨質の組成は正常だが，骨量が病的に減少
した状態．原発性は老人性，閉経後（老人性と閉経後骨粗鬆症
を一括して退行期骨粗鬆症とも呼ぶ），特発性に分けられる．
退行期骨粗鬆症の病態はまだ十分に解明されていないが，加齢
に伴うカルシウム摂取量の低下，ビタミンDの作用不全，運動
不足などが影響している．続発性骨粗鬆症の原因として，クッ

機能を選択してください
音声（英単語などの音声を再生します）
Sジャンプ（語句を別の辞書で調べます）
読み上げ（英語の音声をTTSで読み上げます）
マーカー（マーカーを引きます）
学習帳作成（自分だけの学習帳を作成します）

『リハビリテーション医学大辞典』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
リハビリテーション専門用語と、リハ領域を
取り巻く関連用語 約1万5,000語を収録。
医学英和辞典としても使える。

『検査のすべて』〈 主婦の友社 〉 Brain内蔵
検査時間・苦痛度・注意事項など、役立つ情報を収載。収録検査 約150検査。

リハビリテーション解剖アトラス

　  2. 大腿神経と閉鎖神経

一括検索

リハビリ：HKAFO
リハビリ：HKAFO
医学略語コンパクト
医学略語コンパクト
医学大辞：KAFO

hip-knee-ankle-foot orthosis 〈HKAFO〉
 ⇒骨盤付長下肢装具， ⇒股関節・膝・足関節・足装具

絞り込み検索　完全一致検索
［切替］キーで続けてスペルを入力できます
【hkafo】

一括検索

リハビリ：KAFO
リハビリ：KAFO
医学略語コンパクト
医学略語コンパクト
医学大辞：KAFO

KAFO （knee-ankle-foot orthosis）
 ⇒膝・足首・足装具，　⇒長下肢装具

絞り込み検索　完全一致検索
［切替］キーで続けてスペルを入力できます
【kafo】

装具はどうする？
KAFOかな？

HKAFOの方が良いかな？

一括検索

ssri

医学略語コンパクト
医学略語コンパクト

SSRI
　selective serotonin re(-)uptake Inhibitors
選択的セロトニン再取込み阻害薬

絞り込み検索　完全一致検索

患者さんは
SSRIを服用中

『医学略語コンパクト』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
収載語数 約45,000語。
最新略語も充実した、
簡便・明解で使いやすい略語集。

目でみるMMT

1．股関節

目でみるMMT

1．股関節　屈曲／5
■ 開始肢位

・端座位．
・大腿は検査台の上に置き，下腿は自然に縁から垂らす．
・体幹後傾による代償運動を防ぐため，両上肢を座面につき骨盤および体

幹の安定を保持する．

戻る

リハビリテーションにおける評価法ハンドブック

ADLかな・英・数

ADL

❶ 機能的自立度評価法（FIM）
　  バーセル指数（BI）

㈽ ADL 基本的ADL

リハビリテーションにおける評価法ハンドブック

❶ 機能的自立度評価法（FIM）
　  バーセル指数（BI）

㈽ ADL 基本的ADL

表1 FIMの評価表
図 FIMの運動項目合計とBarthel Indexとの関係
表3 Barthel Indexの評価表

水野勝広（国立病院機構村山医療センターリハビリテーション科）

大田哲生（慶応義塾大学月が瀬リハビリテーションセンターリハビリテーション科）

Key words 機能的自立度評価法（FIM），バーセル指数（BI），ADL ，評価

『リハビリテーション解剖アトラス』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
解剖学をリハ臨床と関連づけて習得することを目的として編集。
カラー解剖写真 約350点、イラスト185点収載。

リハビリテーションにおける評価法ハンドブック
車椅子からベッドへの移乗

15 =自立（ブレーキ，フットレストの操作も含
　　 む．歩行自立も含む）
10 =軽度の部分介助または監視を要す
  5 =座ることは可能であるがほぼ全介助
  0 =全介助または不可能

0   5  10  15

歩行

15 =45m以上（車椅子・歩行器を除く補装具の
　　 使用の有無は問わない）
10 =45m以上の介助歩行（歩行器使用を含む）
  5 =歩行不能の場合，車椅子にて45m以上の
　　 操作可能
  0 =上記以外

0   5  10  15

階段昇降

10 =自立（手すりなどの使用の有無は問わない）
  5 =介助または監視を要する
  0 =不能

0   5  10

評価表の確認は
　  欠かせない！！

『リハビリテーションにおける 評価法ハンドブック』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
リハビリテーション医療の領域で汎用されている
各種評価尺度を、正しく理解し使用するための解説書。

リハビリテーション解剖アトラス

● 略符号一覧
〈筋〉
ab：短内転筋
al：長内転筋
ip：腸腰筋
pc：恥骨筋
rf：大腿直筋
sa：縫工筋
tfl：大腿筋膜張筋
vi：中間広筋
vm：内側広筋

〈神経・血管・骨等〉
f：大腿神経
fa：大腿動脈
sas：上前腸骨棘
sph：伏在神経

　  6. 大腿神経の筋枝（右）

解剖学的な理解も
深めておきたい

■ 全体像
・検者はテスト側下肢のそばに位置する．
・患者は股関節内外旋中間位．

カンファレンス や 学会・研修会では…カンファレンス や 学会・研修会では…

書いて引く！　

　　　　　　でタッチペンタッチペン

コンパクトに！コンパクトに！

持ち歩けない
　　たくさんの資料が
持ち歩けない
　　たくさんの資料が

リハビリテーション医学大辞典

大腿骨頸部骨折
femoral neck fracture；hip fracture〈hip Fx〉《整》高齢女性に好発．骨
折線の位置によって，骨頭下骨折，頸部横断骨折，転子間骨折，転子貫通骨
折に分類され，前二者は関節包内骨折（内側骨折），後二者は関節包外骨折

（外側骨折）である．この他骨片転位の段階による分類などもある．治療は観
血的整復固定（スクリューやプレート），人工骨頭置換術が行われることが多
い．特に高齢者ではこれを契機として廃用症候群が進み寝たきりとなること
も多く，早期離床が重要．⇒転子間骨折，⇒転子貫通骨折，⇒スミス・ピー
ターセン骨釘，⇒ネイルプレート．

まず疾患名を
　調べてみよう

関連用語はワンタッチで確認！
リハビリテーション医学大辞典

転子間骨折
intertrochanteric fracture《整》大腿骨頸部骨折の一種．転子間線部の
骨折．⇒大腿骨頸部骨折 ．

単語帳単語帳
確認した用語は

　　　　　に登録！

明日は
「MMT」を行う日だ。

　予習しておこう！

『目でみるMMT 頭部・頸部・体幹・上肢』
『目でみるMMT 下肢』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
全編を鮮明なカラー写真で展開しながら
MMT(徒手筋力検査)について
簡潔・平易に解説したテキスト。

薬の作用・副作用は何だっけ？
一括検索

わーふぁりん

薬がわかる本【血液凝固を防ぐ薬】
［一般名］［05］ー06ー【01】ワルファリンカリウム
■概要

［分類］�抗凝血薬（クマリン系）
［処方目的］ 血栓塞栓症（静脈血栓症，心筋梗
塞症，肺塞栓症，脳塞栓症，緩徐に進行する
脳血栓症など）の治療および予防

［解説］
　本剤は，肝臓で血液凝固因子の一つプロト
ロ ン ビンが生成されるのを抑制することによ
り，血液凝固作用を著しく阻害します。

最新医学大辞典（第3版）

【抗凝血（固）薬】
こうぎょうけつ(こ)やく
anticoagulant

《抗凝固薬；anticoagulant》
血液凝固過程に作用して凝血能を定価させる
薬物で，………

　　　　　   で
　他コンテンツも確認
SジャンプSジャンプ

絞り込み検索　完全一致検索

カタカナ：ワーファ…
薬がわかる本：内：ワーフ…

『最新医学大辞典 第3版』
〈 医歯薬出版 〉 SDカード収録
収録語数 5万2,000語、解説語数
3万2,000語、図表630枚を収載。
医学英和辞典としても使える。

『医者からもらった
 薬がわかる本 2015』

〈 法研 〉 Brain内蔵
収録薬数 約12,000品目
薬の名前はもちろん、識別コード、
病気の名前でも検索できます。
2014年3月新薬データ・4月薬
価改定まで収載。ジェネリック
医薬品の価格もわかります。

MRI検査
　  の結果…

オステオ

　　ポロ
ーシス

♪



● ご用命はぜひ当店へ

〒113 - 8612 東京都文京区本駒込1-7-10
電話 03 - 5395 -7610　FAX 03 - 5395 -7611

● 弊社の全出版物の情報はホームページでご覧いただけます。  

　 http://www.ishiyaku.co.jp/

● 表示はすべてハメコミ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明する為のもので、実際の表示とは異なります。

■ PW-SA2-W 仕様

● 場面を選ばない2Wayスタイルだから
　 どんな場所でもラクラク活用！

● キーボードを折りたたんだ　
　 “タッチスタイル”が便利

● タッチペンを使って
　 手書き入力やローマ字入力も可能

表示 　　　　　800×480ドットTFT液晶表示
　　 　　　　　5.2型（縦67.3×横112.2mm）
　　 　　　　　WVGAカラー液晶（5.6型タッチパネル付）

外形寸法 　　　幅152.4×奥行96.5×高さ18.2mm
　　　　 　　　（閉時・最薄部・突起部含まず）

質量 　　　　　約300g（リチウムイオン充電池，タッチペン，ダミーカード含む）

本体メモリー 　約500MB（出荷時の空き容量：約496MB）

電源 　　　　　リチウムイオン充電池

使用時間 　　　連続表示時 約70時間、連続使用時 約40時間
　　　　 　　　連続動画再生時 約5時間

付属品 　　　　ACアダプター、タッチペン（本体装着）
　　　 　　　　microUSBケーブル，ダミーカード（本体装着），取扱説明書

Brain本体のバージョンアップ！

使いやすさを追求したデザイン
国　語

スーパー大辞林 3.0

明鏡国語辞典 第二版

漢字源改訂 第五版

全訳古語辞典 第四版

用例でわかるカタカナ新語辞典

四字熟語辞典

故事ことわざ辞典

類語新辞典

日本語コロケーション辞典

NHK日本語アクセント辞典

日本語大シソーラス

日本語知識辞典

常用漢字の難読辞典

古語林 古典文学事典

古語林 名歌名句事典

写真で味わう名歌名句 第二版

百人一首

日本語の常識・非常識

日本国憲法

手紙文例集

スピーチ文例集

英　語

ジーニアス英和辞典 第4版

ジーニアス和英辞典 第3版

カタカナで引ける英和辞典

英会話とっさのひとこと辞典

英語名演説・名せりふ集 Ver.2【字幕】

英文手紙用例辞典

NHKラジオ講座 基礎英語 1【字幕】

NHKラジオ講座 基礎英語 2【字幕】

NHKラジオ講座 基礎英語 3【字幕】

旅　行

旅の指さし会話帳（アメリカ）

旅の指さし会話帳（韓国）

旅の指さし会話帳（中国）

旅の指さし会話帳（フランス）

旅の指さし会話帳（イタリア）

旅の指さし会話帳（ドイツ）

旅の指さし会話帳（スペイン）

旅の指さし会話帳（インドネシア）

旅の指さし会話帳（タイ）

旅の指さし会話帳（ブラジル）

旅の指さし会話帳（ロシア）

旅の指さし会話帳（フィリピン）

旅の指さし会話帳（トルコ）

旅の指さし会話帳（ベトナム）

旅の指さし会話帳（マレーシア）

旅の指さし会話帳（台湾）

旅の指さし会話帳（香港）

旅の指さし会話帳（インド）�

旅の指さし会話帳（ミャンマー）

旅の指さし会話帳（カンボジア）

英語

イタリア語+英語

フランス語+英語

スペイン語+英語�

ドイツ語+英語

韓国語+英語

中国語+英語

一生に一度だけの旅500

世界の食を愉しむ500

趣味・教養

ブリタニカ国際大百科事典 小項目電子辞書版

植物・昆虫図鑑�

動物図鑑

新ヤマケイポケットガイド　野鳥

新ヤマケイポケットガイド　海水魚

里山の植物ハンドブック

里山の昆虫ハンドブック

里山の野鳥ハンドブック

里山の草花ハンドブック

別冊NHK趣味の園芸　園芸入門

日本歴史大事典

旺文社日本史事典 三訂版

旺文社世界史事典 三訂版

アナウンサーが読む聞く教科書 山川詳説日本史【字幕】

アナウンサーが読む聞く教科書 山川詳説世界史【字幕】

合本 俳句歳時記 第四版

新版　季寄せ

冠婚葬祭マナー事典

法律トラブルを解決するならこの1冊

家と土地のことならこの1冊

法律用語ハンドブック

防災事典

　情報＆実用

日経パソコン デジタル・IT用語事典

接客指さし会話帳 4カ国18業種対応

生活・料理

家庭医学大全科

薬がわかる本 2015年版

EBM正しい治療がわかる本

検査のすべて

健康管理事典

食材健康大事典

家庭の健康べんり事典

働きざかりのこころの病気

アロマテラピー図鑑

完全図解！すぐ効くよく効くツボ療法

若返り食堂

アプリ

歴検チャレンジ！

漢検ドリルDX　新審査基準対応版

新TOEICテスト完全攻略

ナンプレワールド

銀星将棋�

リバーシ

ブ
ル
ー
ガ
イ
ド

わ
が
ま
ま
歩
き
旅
行
会
話

■ Brain PW-SA2-W 内蔵コンテンツ100

★文字の見やすさを追求→なめらかフォントの「美文字表示」
 ★検索のしやすさを追求→全文中にひそんだ言葉を探し出す「全文検索」
  ★液晶をさらに力強く保護する新構造→箱形二重構造「パワーボディ」

キーボード
スタイル

暮らし、旅行、健康、趣味、検定…  日々役立つ、楽しめる一台。

タッチ
スタイル


