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新規配信タイトル
ケースで学ぶ不明熱の診断学
―エキスパートの頭の中を覗いてみよう―

同時1アクセス（本体）

¥9,240

同時3アクセス（本体）

¥13,860

冊子版ISBN

9784830620478

著編者名
発行年
野口 善令
2018 商品コード 1029574146
『この1冊で極める不明熱の診断学』の姉妹編．「症例から診断にいたる実例が知りたい」という読者の要望に応え，
原因不明の発熱に対する診断の過程を①Review of Systems，②Problem List，③鑑別診断，④確定診断・除外診
断，⑤最終診断，⑥不明熱エキスパートの診断・治療戦略，という構成で明快に解説，更に要所要所に「不明熱エキ
スパートの頭の中」を挟むことによって一層リアルに過程を追体験できるようにした．研修医，内科医必携の一冊．

CKD患者の薬物治療
―最初の一手と次の一手―

同時1アクセス（本体）

¥10,560

同時3アクセス（本体）

¥15,840

冊子版ISBN

9784830620430

著編者名
発行年
加藤 明彦
2018 商品コード 1029766364
CKD患者には，病態に応じて用法・用量を調節すべき薬剤が多く，臨床医の悩みのタネとなる．本書では感染症，心
血管病，膠原病，骨粗鬆症，認知機能低下など，腎機能低下時に問題となるケースを症例形式で紹介．症例ごとに，
①病態と臨床的な特徴，②最初の処方，③効かなかった場合の“次の一手”を解説することで，診断から治癒に至る
流れを明示．薬の選び方，腎機能低下時の投与量，投与間隔・期間の調整，副作用まで理解できる．

アスレティックリハビリテーションガイド

同時1アクセス（本体）

¥12,760

―競技復帰・再発予防のための実践的アプローチ
―第2版

同時3アクセス（本体）

¥19,140

冊子版ISBN

9784830651878

発行年
福林 徹
2018 商品コード 1029766365
スポーツ外傷・障害のアスレティックリハビリテーションについて，詳細かつ丁寧に解説した実践書，待望の第2版．
Ⅰ～Ⅶ章では，疾患の発症メカニズムと診断，リハビリ，競技復帰・再発予防について，競技現場に特化させた手法
を解説．Ⅷ・Ⅸ章では，性別・年齢に特異的な疾患に対する実践を紹介．Ⅹ章では臨床で役立つ基本的手法のほか，
近年注目の筋膜リリースやファンクショナルトレーニング，ピラティスなどを幅広く解説する．
著編者名

現場で役立つ腎臓内科ポケットブック

同時1アクセス（本体）

¥7,920

同時3アクセス（本体）

¥11,880

冊子版ISBN

9784830620461

発行年
三瀬 直文
2018 商品コード 1029766366
三井記念病院と日赤医療センターの腎臓内科が総力を挙げて作成した，外来・病棟ですぐに役立つ1冊．頻度・緊急
度の高い病態や疾患を中心に，症候・検査値の解釈，初期対応を素早く参照できる．「チェックリスト」では必要な初
期対応・検査項目を推奨度とともにまとめた．維持透析，腎疾患の診療はもちろん，他疾患に合併した腎障害，体
液・電解質・酸塩基平衡異常のコンサルトや併診など，多彩な腎臓内科領域の問題にも対応．
著編者名

循環器診療スマートブック

同時1アクセス（本体）

¥10,560

同時3アクセス（本体）

¥15,840

冊子版ISBN

9784830619410

発行年
池田 隆徳
2018 商品コード 1029766367
①読者が読みやすいよう，箇条書きでポイントをまとめる，②現場で使いやすいよう，図表は全てタテ向き掲載（傾け
が不要），③表紙裏に主な基準値一覧を掲載，など，とことん使いやすさにこだわり，循環器内科を中心に東邦大学
のメンバーが力を結集して完成した循環器領域のポケットマニュアル．2018年度からスタートする新専門医制度（循
環器専門医）カリキュラムに対応し，日本循環器学会のガイドラインに準じた内容となっている．
著編者名

● 表示価格は税抜きです。

2019年3月
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新規配信タイトル
リウマチ・膠原病アトラス

同時1アクセス（本体）

¥16,500

同時3アクセス（本体）

¥24,750

冊子版ISBN

9784830620454

発行年
商品コード
廣畑 俊成
2018
1029766368
リウマチ・膠原病診療の第一線を走り続ける著者が，その長年の診療経験をまとめたアトラス．リウマチ・膠原病領
域の24疾患と，関連する変形性膝関節症，リウマチ熱などを「その他」としてまとめ，それぞれの臨床写真・画像検査
写真・病理写真を網羅している．リウマチ・膠原病医だけなく，その専門医を目指す読者も必携の１冊．
著編者名

膵癌早期診断実践ガイド

同時1アクセス（本体）

¥8,800

同時3アクセス（本体）

¥13,200

冊子版ISBN

9784830621031

発行年
商品コード
花田 敬士
2018
1029766369
膵癌は極めて予後不良な悪性腫瘍で，死亡者数は年々増加しており，予後改善のためには，微小膵癌のうちに早
期診断する必要がある．本書では，微小膵癌を発見するための，膵臓の精査を勧めるべき患者を見分けるポイント，
画像診断のポイントについて，膵癌早期診断研究会の中心的メンバーが余すところなく解説．実際の早期診断例や
各地での早期診断の取り組みも掲載しているので，早期診断の実践に向け，ぜひご活用いただきたい．
著編者名

同時1アクセス（本体）

検査データの?に答えます!

¥7,480

同時3アクセス（本体）

¥11,220

冊子版ISBN

9784830620447

著編者名
発行年
商品コード
〆谷 直人
2018
1029766370
臨床検査で得られる結果は，測定や検体保存の際の行為によって影響を受けたり，患者の個体差や病態によって
基準値が変わったりと，様々な「落とし穴」が存在する．本書は，第1章では検査時の体位による変動など，各検査に
特有でない横断的な「落とし穴」を，第2章では，一般検査，血液検査，生化学検査，免疫検査，感染症検査それぞれ
に特有な「落とし穴」を，日々コンサルテーションに対応しているベテラン臨床検査医が解説．

同時1アクセス（本体）

ジェネラリストのための性感染症入門

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN

9784830610240

著編者名
発行年
商品コード
谷崎 隆太郎
2018
1029766371
性感染症の診療には，医学的な知識があるだけでは不十分で，患者とそのパートナーの心情や社会的背景にも配
慮が必要である．また，性器に関連した症状が出るとは限らず，産婦人科・泌尿器科・皮膚科・感染症内科をはじめ，
複数の科にまたがる疾患であり，これまで系統だって学ぶことは難しかった．本書は，そんな性感染症の基本的知識
から診断・治療，フォローアップ・予防までを一冊で学べるジェネラリストのための入門書である．

X線と内視鏡の比較で学ぶH.pylori胃炎診断
―新時代の胃がん検診を目指して―

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

冊子版ISBN

9784830621048

商品コード
2018
1029766372
本書は「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会」編集による背景胃粘膜診断テキスト．読者には「1章 診断法」
でピロリ菌感染診断の知識について学んだ上で，ぜひ「2章 症例提示」で「ピロ研」名物の参加型の演習コーナーを
紙上体験していただきたい．「3章 今後の展開」では胃がん検診の課題と今後の方向性について詳細に解説される．
胃がん診断・ピロリ菌感染診断に携わる，消化器内科医，検診医，放射線技師，必携の1冊．
著編者名

ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会

● 表示価格は税抜きです。

発行年

2019年3月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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新規配信タイトル
急性期治療とその技法
（スポーツ理学療法プラクティス）

同時1アクセス（本体）

¥11,000

同時3アクセス（本体）

¥16,500

冊子版ISBN

9784830645600

発行年
商品コード
片寄 正樹
2017
1029574142
[スポーツ理学療法プラクティス]は，医療現場・競技現場でスポーツ理学療法に求められる，アドバンスな技術・知識
を解説するシリーズ．スポーツ外傷・障害は，急性期の対応が競技復帰時期・重傷度を左右する．本書では，医療現
場・競技現場における適切な外傷の評価と処置の方法をエキスパート達が解説する．スポーツ外傷・障害の治療に
必要な知識として，損傷を受けた組織の治癒過程とRICEの基礎をわかりやすく解説した．
著編者名

PT・OTのための嚥下・栄養マネジメント
―明日から役立つ臨床の要点―

同時1アクセス（本体）

¥7,700

同時3アクセス（本体）

¥11,550

冊子版ISBN

9784830645617

発行年
商品コード
糸田 昌隆
2017
1029574143
リハ室や地域で接する高齢者の多くは，サルコペニア・フレイル，摂食・嚥下障害や誤嚥性肺炎など栄養・代謝の問
題を抱えている．リハ現場ではその効果や予後に大きく影響する嚥下・栄養マネジメントの知識・技術が必須となって
いる．本書では，この分野の第一線で活躍する歯科医・リハ医・管理栄養士・リハ関連職種の執筆陣により，理学・作
業療法士が積極的に栄養・代謝障害マネジメントを行うために必要な知識と技術を解説する．
著編者名

肝疾患診療に役立つ肝線維化評価テキスト
―肝生検から非侵襲的な検査の時代へ―

同時1アクセス（本体）

¥9,900

同時3アクセス（本体）

¥14,850

冊子版ISBN

9784830621000

著編者名
発行年
商品コード
泉 並木
2017
1029574144
B型・C型肝炎，脂肪肝などの肝疾患において，肝線維化は病気進行度や発癌リスク予測をする上で重要なファク
ターであるが，現在の肝線維化評価のゴールドスタンダードである肝生検は侵襲性やサンプリングエラーなどの問題
がある．本書では，肝生検にかわり，非侵襲的に肝全体の線維化の程度を評価できる検査法として期待されるデバ
イスや線維化マーカー，スコアリングの概要から臨床への応用について，第一線の専門家が解説する．

同時1アクセス（本体）

ピコ秒レーザー治療入門
―美容皮膚科医・形成外科医のために―

¥15,400

同時3アクセス（本体）

¥23,100

冊子版ISBN

9784830626340

著編者名
発行年
商品コード
葛西 健一郎
2017
1029574147
ピコ秒レーザーは，その特性から，刺青除去に対して非常に有効であるとともに，シミ・アザの治療，ハリの改善など，
美容皮膚治療への有効性も期待されている．本書は，日本でいち早く2機種のピコ秒レーザーを使いこなしてきた著
者による治療の入門書．ピコ秒レーザーによる刺青除去から美容皮膚治療まで，多数の症例写真を交えて具体的に
解説する．繰り返し照射のタイミングや合併症の対処の仕方など，実践的な内容となっている．

消化管内視鏡診断テキスト Ⅰ 食道・胃・
十二指腸 第4版

同時1アクセス（本体）

¥18,700

同時3アクセス（本体）

¥28,050

冊子版ISBN

9784830621017

発行年
商品コード
小池 和彦
2017
1029574148
消化管内視鏡のみかたを明快に解説して好評を得た入門書が９年ぶりに大改訂．シンプルな記述と厳選しかつ豊富
な写真，という第１版のコンセプトはそのままに，解説，写真の全面的な刷新を行った．また，全ての写真にサブ画像
を添え，そこで矢印や破線を駆使して病変部を示すことで，初学者でも容易にポイントがわかる構成とした．多忙な
研修医，若手医師や医学生が，短時間で上部消化管内視鏡のエッセンスを身につけられる1冊．
著編者名

● 表示価格は税抜きです。

2019年3月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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新規配信タイトル
野球の医学 新版

同時1アクセス（本体）

¥15,400

同時3アクセス（本体）

¥23,100

冊子版ISBN

9784830651847

発行年
商品コード
菅谷 啓之
2017
1029574149
月刊誌『臨床スポーツ医学』2015年（Vol.32）臨時増刊号として刊行し，大好評をいただいた「野球の医学」が書籍化．
書籍化にあたって項目の追加ならびに大幅な加筆を行い，より実践的な書となった．標準的な治療はもちろんのこと，
野球選手に特化したリハビリテーション・エクササイズの解説を豊富に掲載し，受傷者の競技復帰支援と障害の再発
予防に必ず役立つ一冊である．
著編者名

同時1アクセス（本体）

¥12,100

―全身的・局所的視点からみた新たな理学療法の本質― 同時3アクセス（本体）

¥18,150

極める膝・下腿骨骨折の理学療法
（臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス）

冊子版ISBN

9784830645631

発行年
商品コード
斉藤 秀之
2017
1029766363
骨折の部位別に，医師による執筆により，骨折のタイプの特徴，手術方法，リスクについて正しい認識を持ってもら
い，理学療法士が把握すべき病態に関する重要な知識を整理する．また，骨折後の機能障害を適切に評価し，改善
するための理学療法の考え方を，慣習に捉われることなく，患者のもつ様々な問題に対して真摯に向き合うため，理
学療法士が受傷機転や手術方法などによって理学療法をどのように展開するのかについて解説する．
著編者名

運動療法のための運動器超音波機能解剖
拘縮治療との接点 ―WEB動画付き―

同時1アクセス（本体）

¥12,100

同時3アクセス（本体）

¥18,150

冊子版ISBN

9784830645181

著編者名
発行年
商品コード
林 典雄
2015
1029574151
理学療法士が拘縮治療を行う際，有用と思われる運動器超音波機能解剖を解説しつつ，それらの所見を踏まえた
技術的なクリニカルヒントについて，豊富な超音波画像，解りやすい解剖イラスト，そして動きをリアルタイムでとらえ
ることの出来る実際の動画（WEB動画）を観ながら理解することが出来る．運動器を扱う全てのセラピストにとって必
読の内容がぎっしり詰まった一冊．

同時1アクセス（本体）

この1冊で極める不明熱の診断学
―不明熱の不明率を下げるためのガイドブック―

¥8,800

同時3アクセス（本体）

¥13,200

冊子版ISBN

9784830620270

著編者名
発行年
商品コード
野口 善令
2012
1029574145
Commonな病態にもかかわらず，不明熱の診断は難しくそのストラテジーを詳しく記した書籍は少ない．本書は不明
熱診療の基礎知識から，知っておくべきメジャー/マイナーな鑑別疾患，病歴からのアプローチ，身体所見のポイント，
検査の組み立てと評価，症例検討と，あらゆる角度から診断に至る考え方を記した1冊．豊富な図表，臨床で役立つ
clinical pearlやエピソードを満載．不明熱で生じる皮疹写真集，不明熱の鑑別診断リスト等付録も充実．

エビデンス身体診察
―これさえ押さえれば大丈夫―

同時1アクセス（本体）

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784830610097

発行年
商品コード
宮崎 景
2007
1029574150
画像診断などの発達がめざましい今日でも，上手な身体診察は非常に有用であることは言うまでもない．本書は，各
診察法について感度・特異度・尤度比などのevidenceを可能な限り提示し，有用な診察法を研修医にとって必要最
小限の範囲に絞り込んで編集．各章の冒頭には身体診察のチェックリストを掲げ，本文で詳しい解説を施している．
根拠に基づいた身体所見のとりかたをわかりやすくまとめた，日常診療に役立つミニマムエッセンシャル．
著編者名

● 表示価格は税抜きです。

2019年3月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）
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