
<ライブラリー価格>　税率10％ 　　　　　　年　　　　月　　　　日 

No ジャンル 種別 タ イ ト ル 定価（税抜） 定価（税込） I  S B N 注文数

1 生命科学・
宇宙進化

ＤＶＤ
ブック すべてのはじまり ¥25,000 ¥27,500 ISBN978-4-900960-40-4

2 生命科学・
発生

ＤＶＤ
ブック 生命　The Beginning of Life ¥14,000 ¥15,400 ISBN978-4-900960-32-9

3 生命科学・
発生

ＤＶＤ
ブック 生命　-はるかな旅- ¥19,000 ¥20,900 ISBN978-4-900960-24-4

4 生命科学・
性教育

ＤＶＤ
ブック たまごからヒトへ ¥19,000 ¥20,900 ISBN978-4-900960-28-2

5 生命科学・
呼吸

ＤＶＤ
ブック 時空キューブ　生命01 呼吸 ¥16,000 ¥17,600 ISBN978-4-900960-21-3

6 生命科学・
消化

ＤＶＤ
ブック 時空キューブ　生命02 消化 ¥18,000 ¥19,800 ISBN978-4-900960-25-1

8 生命科学・
消化・微生物

ＤＶＤ
ブック 共生のはじまり ¥60,000 ¥66,000 ISBN978-4-900960-31-2

9 医学・消化・
感染症

書籍 腸管感染

（一般価格
と同じ）

￥5,600

（一般価格
と同じ）

￥6,160

ISBN978-4-900960-01-5

10 医学・呼吸・
感染症

書籍 気道感染　その1　結核

（一般価格
と同じ）

￥8,200

（一般価格
と同じ）

￥9,020

ISBN978-4-900960-02-2

11 医学・呼吸・
感染症

DVD 肺炎　Pneumococcal Pneumonia ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-09-1

12 医学・循環器 DVD 心臓～搏動を探る～ ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-05-3

医療従事者・一般向け。約350枚の写真で見る結核読本。気道・肺の営み。結核研
究所の協力で感染実験と、薬のない時代に結核で落命した人々の剖検標本から、そ
の発症・進展を描く。現代に再燃する結核の診断・治療・現状、非結核性抗酸菌症
やAIDSとの関係。監修:島尾忠男。AB判265頁。

医師・医療関係者・一般向け。肺炎の主要な原因菌である肺炎球菌。特に死亡率の
高かった3型と、現代日本に多い6型。2つの臨床株のマウスへの感染実験で感染メ
カニズムに迫る。オビドス国際医学映画祭・パレゾー国際科学映画祭グランプリ等
多数受賞。監督:武田純一郎。監修:紺野昌俊。DVD28分。

医学生から一般向け。生命の始まりから最期まで搏動を続ける心臓を、生きた美し
い映像で探る。心筋細胞一つ一つの働きが統一され、心臓の正常な博動を保ってい
る。シカゴ国際科学映画祭等多数入賞。日本医師会推薦・文部省選定。
監督:武田純一郎。DVD 34分。

小学校高学年・中学生から一般向け。性教育のベストセラー。生命の始まりをやわ
らかなタッチのイラストと、生きた精子と卵子の美しい映像でやさしく科学的に語
る。芸術祭・科学技術映画祭・教育映画祭文部大臣賞・東京教育映画コンクール金
賞受賞。監督:武田純一郎。A5判40頁・DVD24分・日本語版/英語版

時空キューブが、縦に回ると人体から分子まで拡大・縮小、横に回ると時間が伸び
縮み、生命現象を追究する。シリーズ第１作は、肺の外呼吸から細胞の内呼吸ま
で、酸素を取り入れエネルギーを作る呼吸のしくみに迫る。監督:武田純一郎。科
学技術映像祭・映文連アワード2010受賞。A5判90頁・DVD34分。

時空キューブシリーズ第二作。いのちをいただき、自分の体に組み立て直す。分子
レベルまで消化し、吸収する。特有の神経系・免疫系をもつ消化管は、体に刻まれ
た生物の進化、心の故郷を思わせる。監督:武田純一郎。A5判104頁・DVD43分。

腸内に共生する細菌と私たちはどんな関係にあるのか。共生菌をもたない無菌動物
との比較実験から、消化管成熟と共生の役割を追究し、地球生物の共生に想いを馳
せる。(公財)日本ビフィズス菌センター30周年記念映画。監督:武田純一郎。A5判
80頁・DVD32分・日本語版/英語版

医療従事者・一般向け。なぜ下痢が生命を奪うのか。消化管のしくみとはたらきか
ら、O157・コレラ・サルモネラなど腸管感染の現場へ。培養細胞や小動物の感染実
験を電子顕微鏡・光学顕微鏡で丹念に追究する。ダイナミックな病原菌と生体の攻
防を約350枚の写真で見る。監修:竹田美文。AB判232頁。

アイカム販売物　注文一覧表（書籍・DVD・DVDBOOK） 

解  説

すべてのはじまりを訪ねる138億年の物語。無のゆらぎから、宇宙のはじまり、素
粒子・原子・分子のはじまり、やがて地球が生まれ、いのちが生まれた。原核生物
から、真核生物、多細胞生物が生まれ、ヒトが生まれた。細胞膜の膜分子、ミクロ
ちゃんが案内する「いのち探検」第２話。監督:武田純一郎。A5判88頁・DVD44分・
日本語版

世界初の哺乳動物発生の記録。人類が月に降り立った1969年、私たちは、もう一つ
の宇宙をめざした。アイカムの原点・ベストセラー。完成するや TIMELIFE など世
界の有名誌が、排卵・受精・着床などの場面を掲載して賞賛。パドバ国際科学映画
祭など多数受賞。武田純一郎監督・撮影。A5判56頁・DVD26分・日本語版/英語版

私たちは生まれ、成長し、新しい生命を準備していく。受精・発生・胎児のダイナ
ミックな変化、出生後の成長、思春期の成熟、次世代への継続。高度なミクロ映像
で生きた細胞・組織をとらえ、現代科学が明らかにしてきた「生命」の真実に迫
る。監督:武田純一郎。A5判40頁・DVD38分・日本語版。



13
生命科学・

進化・染色体
ＤＶＤ
ブック 染色体に書かれたネズミの歴史 ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-33-6

14
生命科学・
遺伝発生

DVD カエル～遺伝発生学の開拓～ ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-08-4

15
生命科学・
細胞・進化

ＤＶＤ
ブック 細胞空間 ¥23,500 ¥25,850 ISBN978-4-900960-37-4

16 生命科学・
細胞・遺伝子

DVD バイオ博士の科学絵本　1巻 ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-10-7

17
生命科学・

細胞・バイオ
DVD バイオ博士の科学絵本　2巻 ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-11-4

18 生命科学・
細胞・絵本

ＤＶＤ
ブック

探偵アイちゃん“細胞”博士を知る ¥7,500 ¥8,250 ISBN978-4-900960-03-9

19
生命科学・

細胞・再生医
療

書籍 iPS細胞って、なんだろう

（一般価格
と同じ）

￥1,900

（一般価格
と同じ）

￥2,090

ISBN978-4-900960-14-5

20 科学史・
医薬の歴史

ＤＶＤ
ブック 薬と人間 ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-23-7

21 科学史・
医薬の歴史

ＤＶＤ
ブック 薬へのプロムナード ¥25,000 ¥27,500 ISBN978-4-900960-34-3

22 科学史・
医薬の歴史

ＤＶＤ
ブック 薬の心を訪ねて ¥25,000 ¥27,500 ISBN978-4-900960-35-0

23 科学史・
人間科学

ＤＶＤ
ブック 人と人の間に ¥25,000 ¥27,500 ISBN978-4-900960-36-7

古今東西の病気と闘い、パドバに始まった科学は人体を器官から組織・細胞・分子
へ追究し、近代医薬を拓いた。開国とともに世界へ飛び出した日本人たちも活躍し
た。マールブルグ国際医学映画祭・科学技術映画祭等入賞。厚生省・日本医師会等
推薦・文部省選定。監督:武田純一郎。A5判72頁・DVD59分・日本語版。

薬とは何か、どうあるべきか。なぜ自然は人の病を癒す物質を準備しているのか。
医薬の源流から現代医学まで、ペスト、医学校、大学、神の家、二元論と一元論、
デカルト、スピノザ、ブールハーヴェ、ゲーテ、ホメオパシー、東洋思想、クロー
ド・ベルナール・・薬の哲学を散策し世界各地を訪ねた。監督:武田純一郎。A5判
88頁・DVD54分・日本語版。

薬の本質を問う、続編。薬の心を訪ね、医薬の根底にある思想を探して、世界各地
を訪ねた。古代医神アスクレピオス、薬師如来、ヒポクラテス、ルールドの泉、神
農本草経、アーユルヴェータ、バグダットの医大、ビハーラ、薬草療法士、原発事
故、医者と患者、病原体と人体と薬・・すべての生命に願いがかけられている。監
督:武田純一郎。A5判84頁・DVD59分・日本語版。

人間はどこからきて、どこへ行くのか。宇宙に生まれた物質、地球に生まれた生命は進化
し、脳を発達、死を弔い、宗教、科学、コペルニクス、ガリレオ、ニュートン、ダーウィン、ア
インシュタイン、さまざまな世界観をもった。歩んできた道を顧み、人間のあり方を問いか
ける。監督:武田純一郎。A5判112頁・DVD59分・日本語版/英語版。

生物の共通性と多様性を秘めた基本単位、細胞。ここは生命の多次元で千変万化の
不思議のはじまり。この空間には、あらゆるいのちが、人間が生きのびるための知
恵とメッセージが潜んでいる。アート&サイエンス　監督:武田純一郎。A5判72頁・
DVD30分・日本語版/仏語版

中学生から一般向け。高校・大学の授業・科学館にも採用された。アニメのバイオ
博士が生きた細胞の世界に飛び込んで、細胞や遺伝子、バイオテクノロジーの基本
を案内する。「いのちの話　大きさくらべ」「遺伝子のはたらき」「遺伝子くみか
え」科学技術映画祭長官賞など。監督:川村智子。DVD30分

中学生から一般向け。地球の生命に学ぶバイオテクノロジーを、バイオ博士と訪ね
よう。「植物のバイオ」「細胞をふやす」など3話構成。科学技術映画祭長官賞・
ミュンヘン国際メディア見本市出品・科学技術庁推奨・文部省選定。監督:川村智
子。DVD35分。

小学生から一般向け。細胞って何? 私の体も細胞でできているの? アイちゃんは、
実物の100万倍、細胞の形をした北の丸博士の研究室の中で、細胞のしくみやはた
らきを楽しく学ぶ。DVDには、「くすりの話」「バイオでがんとたたかう」など、
生きている細胞が見られる3つのストーリー。監督:川村智子　B5変形判48頁・
DVD12分

一般向け科学読み物。眼・皮膚・胃・腸・骨・・体内の250種類以上の細胞と、iPS
細胞はどう違うのか。130枚以上の細胞のカラー写真とともに、iPS細胞の誕生か
ら、創薬や再生医療への期待、話題のiPS細胞を基礎からわかりやすく解説する。
監修:中畑龍俊。B6判148頁。

一般向け。生物の歴史は染色体に刻まれているという。国立遺伝学研究所の吉田俊
秀先生が追究したネズミの染色体は、私たちにネズミの進化や人間の歴史までも教
えてくれた。芸術祭優秀賞・ベニスパドバ国際科学映画祭牛頭賞など多数受賞。
監督:武田純一郎。A5判72頁・DVD34分・日本語版/英語版。

高校生から一般向け。生命の科学、遺伝発生学とは何か。その実験動物カエル開拓
の歴史から辿る。広島大学の両生類研究施設の川村智治郎先生・西岡みどり先生ら
の30年の歩み。科学技術映画祭優秀作品賞。監督:武田純一郎。DVD35分。



24
医学史・
感染症

ＤＶＤ
ブック 医真菌学の歴史を訪ねて ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-38-1

25 医療・絵本 書籍 ペルツ・オン・メディシン

（一般価格
と同じ）

￥3,800

（一般価格
と同じ）

￥4,180

ISBN978-4-900960-00-8

26 介助 DVD 介助する人・される人 ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-16-9

27 ドキュメンタリー DVD あおベウオ～ッズ ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-20-6

28 感染症・医療 書籍 感染症半世紀

（一般価格
と同じ）

￥2,400

（一般価格
と同じ）

￥2,640

ISBN978-4-900960-15-2

29 公衆衛生・
感染予防

書籍 身近な感染症のケア

（一般価格
と同じ）

￥2,800

（一般価格
と同じ）

￥3,080

ISBN978-4-900960-17-6

30 公衆衛生・
感染予防

DVD インフルエンザは予防が一番 ¥28,500 ¥31,350 ISBN978-4-900960-12-1

31 公衆衛生・
感染予防

ＤＶＤ
ブック インフルエンザの予防法 ¥20,000 ¥22,000 ISBN978-4-900960-26-8

合計注文数

氏名

住所

ＴＥＬ

MAIL sales@icam.co.jp    http://www.icam.co.jp/

病院・医院の待合室、保健の授業向け。やさしいアニメーションとわかりやすいナ
レーションで、インフルエンザはどんな病気か、そして、有効な予防法であるワク
チンについて解説する。監修: 竹田美文。DVD7分・解説冊子付き。

DVDは、基本編「インフルエンザは予防が一番」と実践編「インフルエンザ予防の
実際」ワクチン・手洗い・うがいやマスク。冊子では、インフルエンザとはどんな
病気か、どう予防するか、基本情報と指導のポイントを解説する。
B5判16頁・DVD13分

〒173-0014　東京都板橋区大山東町38-8

TEL：03-6905-6610　/　FAX：03-6905-6396

一般向け。風刺画家ホセ・ペルツが各科の医者・医療を描いた絵本。ワニの虫歯を
覗き込む勇敢な歯科医、トラの縞模様を縫い付ける皮膚科医・・医学博士Ｗ.スペ
ンスの解説付き(翻訳:川村智子)。「笑いこそ、最良の薬」、入院患者へのお見舞
いにお薦め。B4変形判64頁・日本語版

ケアに関わるすべての人へ。ケア講習にもお薦め。介助とはどういうことなのか、
何が大切なのか。「家の中で」「地域で暮らす」それぞれの場面で、実際の障害者
が出演・指導する、笑いながら納得、見ておもしろく、ためになるユニークな介助
ビデオ。出演:境屋純子　監督:川村智子　DVD36分

ちょっと変わった楽しいドキュメンタリー。毎夏、俺たち、こもんけん(子ども問
題研究会)の仲間は、大井川畔、静岡県青部で5泊6日、大人も子どもも一緒になっ
てひたすら遊ぶ。「なるほど、一緒に生きるってこういうことか」
監督:武田純一郎・篠原睦治　DVD108分

医学読み物。人々の暮らしが劇的に変化したこの50年。感染症はどのように変遷し
てきたのか。国立感染症研究所所長・岡山大学インド感染症共同研究センター長な
どを歴任した竹田美文が語る、O157・腸炎ビブリオ・コレラ・赤痢・サルモネラ・
ノロウイルス・ボツリヌス菌など。四六判416頁。

家庭やケアの現場に必携。O157、サルモネラなど、目に見えないけれど、たしかに
あなたの身近に存在するものから身を守るために、まずは相手の性質を知り、原
因・症状・対応や予防に役立つ実用書。イラストと写真をまじえ、わかりやすくま
とめた。監修:竹田美文。B5判48頁

時代とともに病気も変わる。今から1世紀前、大流行していた頭部白癬の原因真菌
を発見した太田正雄は、片や木下杢太郎として知られる文人でもあった。パリのサ
ンルイ病院でサブローに師事し、日本初の真菌分類を確立した彼の足跡を訪ね、現
代の真菌研究者が原因真菌と真菌症の盛衰を追う。A5判80頁・DVD32分・日本語版/
英語版。


