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2019年 新規配信タイトル
リンパ腫アトラス 第5版
著編者名
同時1アクセス（本体）

中村 栄男
¥52,800

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥79,200

冊子版ISBN
商品コード

9784830604799
1030071676

1981年の初版刊行以来，絶大な支持を誇る「リンパ腫アトラス」の第5版．WHO分類第4版改訂版（2017）をベースに，近年進歩が著しい免
疫組織化学・分子遺伝学的所見を含め，最新の知見を盛り込んだ．また，WHO分類が対象としていない反応性・境界領域病変も取り上げ
ている．旧版同様，精選された組織・細胞写真は，他書にはみない大きさで多数掲載．初学者，専門家を問わず，病理医・リンパ腫診療に
携わる医師，必携の書．

血液細胞アトラス 第6版
著編者名
同時1アクセス（本体）

通山 薫
¥22,000

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥33,000

冊子版ISBN
商品コード

9784830614262
1030593800

1971年の初版以来，血液に携わる医師や臨床検査技師，学生の絶大な支持を得ている血液形態学教科書の決定版．第5版発行以来，
14年ぶりの今改訂では，内容を一新するとともに，写真点数を大幅に増やし，典型的な細胞写真から希少なものまで，更なる充実を図った．
特に，診断技術などの進歩が著しい骨髄病理やリンパ系腫瘍に力を入れ，免疫組織染色所見にも踏み込んでいる．研究，臨床，学習にと，
手元に置いて使い込んでほしい．

リウマチ・膠原病アトラス
著編者名
同時1アクセス（本体）

広畑 俊成
¥16,500

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥24,750

冊子版ISBN
商品コード

9784830620454
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．

口腔病理アトラス 第3版
著編者名
同時1アクセス（本体）

高田 隆
¥33,000

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥49,500

冊子版ISBN
商品コード

9784830670046
1030593802

初版発行以来，確固たる支持を得て，今や，歯学部の病理学実習に必須の書となったカラーアトラスの12年ぶりの改訂．わが国の口腔病
理学研究者の協力により集められ，収載された病理・組織写真の質の高さは世界に類を見ない．歯科疾患を網羅し，写真の質の高さを保
ちつつ，今改訂では臨床を意識して，肉眼写真や画像所見も掲載したほか，新しい腫瘍分類（WHO2017）を踏まえた解説を付した．

皮膚外科基本テキスト
著編者名
同時1アクセス（本体）

出光 俊郎
¥26,400

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥39,600

冊子版ISBN
商品コード

9784830634666
1030823128

皮膚科と形成外科が一同に会する日本臨床皮膚外科学会のメンバーを中心に作成された皮膚外科の入門書．皮膚外科に必要な基本手
技・知識はもちろん，診断，合併症・トラブル対応，こだわりの道具まで，エキスパート達の極意がふんだんに詰めこまれ，豊富な臨床写真と
ともに解説された実践的な内容となっている．皮膚科・形成外科のエッセンスが凝縮された，これまでの皮膚外科のテキストでは学べない画
期的な一冊．

図解病理解剖ガイド
著編者名
同時1アクセス（本体）

新井 冨生
¥19,800

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥29,700

冊子版ISBN
商品コード

9784830604805
1030447099

病理解剖の実際と手技（臓器の取り出し方，切り出し方），各臓器の所見の取り方と鑑別疾患，特定の疾患に対する特殊検査，病理解剖後
の処置や保存方法などを解説．豊富な写真とイラストで，初学者にもわかりやすい構成とした．編者らの施設がもつ膨大なデータベースか
ら抽出したデータ（年齢別臓器重量など）も掲載．病理解剖の減少により学ぶ機会が少なくなっている若手病理医にとって，病理解剖の基
本知識と技術を学べるガイド．

一冊でわかる乳腺疾患 ―画像と病理で理解を深める―
著編者名
同時1アクセス（本体）

何森 亜由美
¥17,600

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥26,400

冊子版ISBN
商品コード

9784830623448
1030517523

乳腺疾患を深く理解するためには，各疾患の画像所見と病理所見を合わせて理解してゆくことが求められる．本書は1年目～専門医試験
を目指すレベルの乳腺外科医，病理医，放射線科医を対象に，主な乳腺疾患を，画像所見（マンモグラフィ，エコー，MRI）と病理所見を対
比しつつ多面的に解説した．見開き2ページでまとめられており，読者の利便性にも優れている．多岐にわたる乳腺疾患を理解するための
入り口として，最適の一冊．

● 表示価格は税抜きです。
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公認心理師技法ガイド ―臨床の場で役立つ実践のすべて―
著編者名
同時1アクセス（本体）

下山 晴彦
¥14,300

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥21,450

冊子版ISBN
商品コード

9784830636264
1030823134

公認心理師に解決を求められている心理学的問題は，メンタルヘルス分野に留まらず教育・学校分野，さらに発達障害や高齢者の心理的支援など多
岐に広がっている．本書はこうした問題の解決に有効な専門技能を網羅する本邦初のガイドブック．臨床で有効性が実証されている技法，他職種と協
働し支援を実行するための技法など，世界標準の実践心理職に必要な知識と技法が第一線で活躍する臨床家・専門家により体系的に解説されている．

小児科ステロイドの使い方・止め方・続け方 ―効果は最大,副作用は最小をめざす診療のすべて―
著編者名
同時1アクセス（本体）

稲毛 康司
¥11,000

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥16,500

冊子版ISBN
商品コード

9784830630408
1030593807

小児診療におけるステロイド薬の使い方について，common disease（気管支喘息やアトピー性皮膚炎など）から専門領域（腎疾患，膠原病や眼科疾患
など）まで解説．初期投与の処方例，減量のしかたや投与終了のタイミング，注意すべき副作用とその対応，効きが悪いときの「次の一手」など，実際の
臨床で役立つポイントを，エビデンスを交えて，病態・疾患ごとに解説した．小児科医をはじめ，小児を診る機会のあるすべての臨床医に役立つ一冊．

心臓を守る!ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 ―MRAの実力をQ&Aで解き明かす―
著編者名
同時1アクセス（本体）

伊藤 浩
¥11,000

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥16,500

冊子版ISBN
商品コード

9784830619465
1030823132

ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)は従来アルドステロン拮抗薬と言われていたものである．近年，ミネラルコルチコイド受容体(MR)の新たな作用
機序が続々と明らかになり，高血圧，CKD，メタボ，2型糖尿病，動脈硬化，そして心不全の病態進展に重要な役割を果たすことがわかってきた．本書で
は，MRの最新の病態生理からMRAの臨床エビデンス，そして次世代の非ステロイド型MRAの可能性までをエキスパートによる解説でまとめた．

血栓を制するものは心臓を制す!血栓循環器学Q&A ―抗凝固療法・抗血小板療法のクリニカルクエスチョンに答える―
著編者名
同時1アクセス（本体）

伊藤 浩
¥11,000

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥16,500

冊子版ISBN
商品コード

9784830619472
1030823133

突然発症する心血管事故（急性冠症候群，脳卒中，肺血栓塞栓症等）はすべて血栓が関与している．すなわち，血栓を制すれば多くの心血管事故を
予防できる．本書では，臨床での様々な状況における疑問にエキスパートが最新エビデンスをもとにわかりやすく回答する．心房細動やがん関連血栓
塞栓症を含む血栓塞栓症，カテーテル治療等各処置への抗血栓療法まで，抗凝固療法・抗血小板療法のエッセンスをまとめた循環器医必携の一冊．

歩行再建を目指す下肢装具を用いた理学療法
著編者名
同時1アクセス（本体）

阿部 浩明
¥11,000

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥16,500

冊子版ISBN
商品コード

9784830645730
1030823136

急性期・回復期・生活期の３部構成となっており，各期において歩行再建を目指した真摯な取り組みを紹介している．10年前には考えられなかった“歩
行の力学的パラダイム”として知られる“倒立振子モデル”を形成した歩容の獲得や，実用的な速度を有する歩行能力の再獲得は，装具が技術的に進
歩したという背景がある．完全麻痺の患者でも歩行再建がより高いレベルでなされるようになった中枢神経系理学療法のあり方を提示する．

心不全の基礎知識100 第2版
著編者名
同時1アクセス（本体）

佐藤 幸人
¥9,900

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥14,850

冊子版ISBN
商品コード

9784830619458
1030593806

難解な解説になりがちな心不全を，豊富な図表と1テーマ3分程度で読める分量で分かりやすく説いた，現在の心不全診療を俯瞰できる手引き書．医師
中心の治療のみならず，施設・職種に依らず治療に介入できる可能性も示唆している．心不全の診療に不可欠な知識を厳選して収録しており，心不全
診療にかかわる全ての職種の共通言語となり得る1冊．最新の治療や緩和ケアを含めた医療システムの知識を大幅にアップデートした改訂版．

心エコー図検査徳大超音波センターのオキテ100
著編者名
同時1アクセス（本体）

山田 博胤
¥9,900

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥14,850

冊子版ISBN
商品コード

9784830637551
1030823135

実際の心エコー図検査では，テキストには載らない検査前・検査後の細かな業務や，計測や診断においてテキスト通りに上手くいかないこと等，現場と
テキストとのギャップがある．本書では，徳島大学病院超音波センターで普段から実際に教えている，心エコー図検査のお作法を「やってはいけない
“オキテ”」として全100選で解説．心エコー図を勉強する方に役立つエッセンスを凝縮した，明日からの検査に活かせる必携の一冊．

どう考えて,どう対応する?子どもの微症状ガイド ―38の気になる徴候・症状―
著編者名
同時1アクセス（本体）

稲毛 康司
¥6,600

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥9,900

冊子版ISBN
商品コード

9784830630415
1030681230

小児の気になるちょっとした徴候・症状について，医師が保護者にうまく説明できなくて困ることが往々にしてある．しかし中には，何気ない徴候・症状が，
隠れた重大な疾患に対するSOSであることをたびたび経験する．本書は，そのような小児の気になるちょっとした徴候・症状について，その定義や病態
生理の説明，評価と鑑別の方法，治療と経過観察の実際，専門施設への紹介の必要性やタイミングなどを解説したテキストである．

病棟で役立つせん妄の予防と対応
著編者名
同時1アクセス（本体）

川上 忠孝
¥5,500

発行年
同時3アクセス（本体）

2019
¥8,250

冊子版ISBN
商品コード

9784830636271
1030681231

せん妄は総合病院の入院患者の2～3割に認められ，高齢者では4割に発症するといわれている．精神科医のいない病院では病棟医がせん妄のプロ
フェッショナルになるしかない．本書では精神科医のいない病院の病棟医，内科医向けに，せん妄の定義・対処法・予防法について，ケーススタディを
交え解説．著者の施設での認知症・せん妄サポートチーム（DST）の取り組みにも触れ，読み物としても楽しめる実践的な内容となっている．

● 表示価格は税抜きです。
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痛みのscience & practice

8冊揃価格
同時1アクセス(本体)

¥242,000
同時3アクセス(本体)

¥363,000
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

手術後鎮痛のすべて （1）

川真田 樹人

2013

9784830628337

¥26,400

¥39,600

1029452706

痛みの薬物治療 （2）

山本 達郎

2013

9784830628344

¥28,600

¥42,900

1028697122

病態・疾患別がん性痛の治療 （3）

井関 雅子

2013

9784830628351

¥26,400

¥39,600

1029452707

腰痛のサイエンス （4）

山本 達郎

2014

9784830628368

¥26,400

¥39,600

1028697123

痛み診療キーポイント （5）

川真田 樹人

2014

9784830628375

¥28,600

¥42,900

1029452708

神経ブロックに必要な画像解剖 （6）

表 圭一

2014

9784830628382

¥39,600

¥59,400

1028494748

痛みのインターベンション治療 （7）

表 圭一

2014

9784830628399

¥33,000

¥49,500

1028494749

臨床に役立つ神経障害性痛の理解 （8）

井関 雅子

2015

9784830628405

¥33,000

¥49,500

1029452709

皮膚科サブスペシャリティーシリーズ
3冊揃価格

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

¥110,000

¥165,000

書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

1冊でわかる皮膚病理

木村 鉄宣

2010

9784830634543

¥41,800

¥62,700 1030447103

1冊でわかる皮膚がん

斎田 俊明

2011

9784830634550

¥35,200

¥52,800 1030447104

1冊でわかる皮膚アレルギー

塩原 哲夫

2012

9784830634567

¥33,000

¥49,500 1030447105

スキル関節鏡下手術アトラス
2冊揃価格

同時1アクセス(本体)

書名

著編者

¥77,000

発行年

冊子版ISBN

同時3アクセス(本体)

¥115,500

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

脊椎内視鏡下手術

吉田 宗人

2013

9784830627323

¥44,000

¥66,000

1030681228

膝関節鏡下手術

吉矢 晋一

2010

9784830627668

¥33,000

¥49,500

1030681229

消化管内視鏡診断テキスト
2冊揃価格

同時1アクセス(本体)

書名

著編者

¥35,200

発行年

冊子版ISBN

同時3アクセス(本体)
同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

¥52,800
商品コード

食道・胃・十二指腸 第4版（1）

藤城 光弘

2017

9784830621017

¥18,700

¥28,050

1029574148

小腸・大腸 第4版（2）

藤城 光弘

2018

9784830621024

¥16,500

¥24,750

1030071667

● 表示価格は税抜きです。
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人体病理学の新しい潮流を伝える病理学専門誌
日常の病理診断に役立つ実用的テーマを厳選し毎号特集として取り上げ、
臨床との密接な連携を念頭におきつつ、人体病理学の第一線に必要な
病理診断の知識を幅広く解説。また、定評ある厳格な査読システムを通過
したレベルの高い原著、症例、病理技術、情報処理などを掲載して、日本
の病理診断学の最高水準を提供する。カレント・トピックスや 連載も充実し
た内容。

※1冊単位での購入可
発行年

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

2015年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥91,520

¥137,280

1027137544

2016年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥94,160

¥141,240

1027137558

2017年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥94,160

¥141,240

1027509846

2018年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥94,160

¥141,240

1029960201

スポーツドクターをはじめとする臨床医、運動生理学、体力医学の研究者、
スポーツリハビリテーション従事者、スポーツ指導者などを対象にしたス
ポーツ医学専門雑誌。スポーツの大衆化に伴って多様化・頻発化・重症化
したスポーツ障害・外傷の予防と治療医学、健康づくりや生活習慣病の予
防・運動療法など、特集では現時点におけるスポーツ医学界の動向をとら
えたテーマを取り上げてわかりやすく解説。連載ではスポーツドクターに必
要な幅広い領域の知識を具体的に解説。そのほか症例報告やスポーツド
クターレポート、スポーツ医学Q&A、施設紹介などの役立つ記事も掲載。

発行年

同時1アクセス(本体)

※1冊単位での購入可
同時3アクセス(本体)
商品コード

2015年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥81,400

¥122,100

1026627099

2016年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1026627113

2017年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1027509820

2018年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1029880369

各巻の詳細はお問合せください。
● 表示価格は税抜きです。

2019年11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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内科疾患・治療の最新情報をお届けする，内科診療のよきアドバイザー
難解で理論的になりやすい医学雑誌の欠点を克服すべく、日常診療に直接結び
つく疾患を毎号特集し、第一線の医療で必要な実用的、具体的かつ実際的な知識
を幅広くガイドする内科総合誌。特集では日常診療でよく遭遇する疾患を中心に、
その理解と診断手法、臨床家の腕の見せどころとなる治療法を解説。またテーマに
関連した座談会を設けるなど、読みやすくわかりやすい内容となっている。好評の
「One Point Advice」では大学医学部・医科系大学の教授、大学病院の部長などの
先生方が日常診療で経験した貴重な事柄を多数掲載。さらに「Q/A コーナー」では
読者から“専門医にちょっとききたいこと” を募って誌上回答もしている。そのほか臨
床に役立つ連載も充実。
※1冊単位での購入可
発行年

同時1アクセス(本体)

同時3アクセス(本体)

商品コード

2015年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥82,500

¥123,750

1027289696

2016年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥81,400

¥122,100

1027289710

2017年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥81,400

¥122,100

1027509860

2018年（1月号～12月号＋臨時増刊号）

¥82,500

¥123,750

1030071679

心エコー図診断を専門とした医学雑誌。近年、進歩の著しい心エコーの最新情報
の提供と、心エコー図診断のレベルアップ、若手医師やソノグラファーの育成を目
的とした編集方針で、毎号臨床に役立つ基礎的・応用的内容の記事を掲載。特集
では、一つの特集テーマから臨床の実際へ多角的にアプローチを行い、心エコー
図のための新しい視点、論点を提供する。検査、診療の基礎的な特集から、心臓
の実像に迫る特集、あるいは一病態を詳説した特集まで、心エコー図を徹底的に
活用するために必携の1冊である。そのほか、心エコー図の基本的な撮り方や臨床
的な読み方のコツ、臨床診断への活かし方を解説するFundamental Lesson、新し
い技術の紹介と、それをいかに臨床に応用していくかについてを解説するStep-up
Lesson、様々な症例やホットな話題などを取り上げている。

発行年

同時1アクセス(本体)

※1冊単位での購入可
同時3アクセス(本体)
商品コード

2015年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1026810921

2016年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1026810934

2017年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1027509833

2018年（1月号～12月号）

¥71,280

¥106,920

1029880382

各巻の詳細はお問合せください。
● 表示価格は税抜きです。

2019年11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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■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

