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中外医学社 

CCUグリーンノート 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥10,164 

同時3アクセス（本体） ¥20,328 

冊子版ISBN 9784498134232  

著編者名 国立循環器病研究センターレジデント 発行年 2018 商品コード 1029532051 

日本有数の実績と経験を有し、医師の研修、教育にも注力する国立循環器病研究センタースタッフが初版刊行以来の最新の知
見を反映させて改訂したCCUグリーンノート第2版。循環器医療を学ぶうえで欠かすことのできないCCUでの基礎知識、診断、治
療、手技などのポイントを簡明に解説し、臨床で役立つ実践的な内容を目指して作成されている。 

泌尿器科グリーンノート 
同時1アクセス（本体） ¥22,440 

同時3アクセス（本体） ¥44,880 

冊子版ISBN 9784498064300  

著編者名 関戸 哲利 発行年 2019 商品コード 1030515263 

泌尿器科マニュアルの決定版がついに登場。病棟・外来で、若手泌尿器科医が最低限必要とする情報を簡潔明瞭にまとめた。
実臨床に即した生き生きとした内容を、図表を多用し箇条書でわかりやすく提供する。臨床研究に関する章には、初めての学会
発表や文献検索を行う若手医師のために、すぐに使える情報を満載。泌尿器科臨床の必携書！ 

皮膚科外来グリーンノート 
同時1アクセス（本体） ¥18,876 

同時3アクセス（本体） ¥37,752 

冊子版ISBN 9784498063648  

著編者名 宮地 良樹 発行年 2018 商品コード 1029532064 

皮膚科の各分野のエキスパートが集結し、外来で遭遇するcommon diseasesについて明快に解説した。皮膚疾患の病態・診断・
治療などについて、ポケットサイズで簡潔にまとめられており、皮膚科の研修医や一般医が気軽に知識を身につけることができる。
また、最新の知識が整理されているため、専門医にとっても、広範である皮膚科学の最新の進歩を効率よく取り入れるのに有用
である。皮膚科学にかかわる全ての医師に必携の一冊。 

循環器内科グリーンノート 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498134270  

著編者名 伊藤 浩 発行年 2018 商品コード 1030071789 

若手医師の循環器バイブル、待望の改訂版が登場！ 
研修医や若手医師に寄り添い、ベッドサイドで困った症例に出会った時に活用してもらえるように企画。執筆者には自分が若手
であったころを思い出し、何がわからなかったか、必要な知識は何か、そしてどう実践すれば良いのか、わかりやすい記述を依頼。
新たな領域として「腫瘍循環器学」、「奇異性脳塞栓と卵円孔」を加筆されています。 

脳神経内科グリーンノート ver.2 
同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥30,360 

冊子版ISBN 9784498328389  

著編者名 桑原 聡 発行年 2019 商品コード 1030590917 

2010年に刊行された「神経内科ポケットリファレンス」を大幅改訂・改題。臨床現場で本当に必要な情報を凝縮したグリーンノート
シリーズの脳神経内科編として満を持して登場。図表、実際の画像・波形、フローチャートを随所に盛り込み、多忙な臨床医で
あっても視覚的に、そして短時間に臨床神経学を理解できる内容となっている。ベッドサイドや外来診察室などの臨床現場にお
ける必携の一冊である。 

麻酔科グリーンノート 
同時1アクセス（本体） ¥9,196 

同時3アクセス（本体） ¥18,392 

冊子版ISBN 9784498055360  

著編者名 岩崎 肇 発行年 2018 商品コード 1029532070 

麻酔科において日本有数の実績と経験を誇り、研修・教育にも力を注いでいる旭川医科大学の医局員とその同門の精鋭がまと
める、研修医向けポケットマニュアル。必要な情報を取りまとめ、知りたい項がすぐ見つかるようポイントを整理、答えを明解に示し
た。また、術前・麻酔・術後に分けて記載することで周術期の管理も理解できるように工夫。臨床現場で本当に役立つ情報のみ
凝縮した、最小の分量で最大の知識が身に付く決定版だ。 

2019年 新規配信タイトル 
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Annual review神経 2019 

同時1アクセス（本体） ¥29,040 

同時3アクセス（本体） ¥58,080 

冊子版ISBN 9784498328303  

著編者名 鈴木 則宏 発行年 2019 商品コード 1030515248 

毎年の最注目トピックを厳選し、第一人者が内外の文献を踏まえて最新の知見を解説している、伝統と好評の年度版。2019
年版では「glymphatic system」「神経難病への核酸医療、など」に関するトピックや、臨床の現場で近年直面する問題としての
「抗血栓療法中の頭部外傷」「高齢発症てんかん」など、神経学分野各領域の進歩や最新の話題をいち早く伝える内容であ
る。 

Annual review神経 2018 

同時1アクセス（本体） ¥20,812 

同時3アクセス（本体） ¥41,624 

冊子版ISBN 9784498328068  

著編者名 鈴木 則宏 発行年 2018 商品コード 1029532039 

毎年の最注目トピックを厳選し、第一人者が内外の文献を踏まえて最新の知見を解説している、伝統と好評の年度版。2018
年版では「認知症と運転」に関するトピックをはじめ、各疾患の新規治療や超高齢化社会におけるフレイルの意義など、神経
学分野各領域の進歩や最新の話題をいち早く伝える内容である。 

EBM血液疾患の治療 2019-2020 

同時1アクセス（本体） ¥41,250 

同時3アクセス（本体） ¥82,500 

冊子版ISBN 9784498225145  

著編者名 金倉 譲 発行年 2018 商品コード 1030071740 

血液疾患における諸問題をいかに解決し、対応すべきか、最新のエビデンスをもとに解説したレファランス。治療に必須の知
見を「序論、指針、エビデンス、根拠となった臨床研究の問題点と限界、患者に適応する際の注意点、コメント」の順に紹介し、
今日の時点における最新の治療法、考え方だけでなく、現場で判断に迷うような事柄・問題点に指針を与えるものとなってい
る。 

EBM血液疾患の治療 2017-2018 

同時1アクセス（本体） ¥26,620 

同時3アクセス（本体） ¥53,240 

冊子版ISBN 9784498225022  

著編者名 金倉 譲 発行年 2016 商品コード 1029787414 

血液疾患における諸問題をいかに解決し、対応すべきか、最新のエビデンスをもとに解説したレファランス。今日の血液疾患
診療の指針となる書である。 

疾患別整形外科理学療法ベストガイド 
下肢編 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥31,680 

冊子版ISBN 9784498083301  

著編者名 相澤 純也 発行年 2018 商品コード 1030071785 

整形外科理学療法の押さえておきたい評価・検査・リハビリテーションの実際について、それぞれ臨床・教育・研究の専門家
で、経験豊富な現役の臨床家でもある執筆陣が下肢の疾患別に解説した。臨床に真に必要な知識と実践についてポイントを
絞ってまとめられており、学生時代の実習はもちろん、卒後も自身の臨床や新人指導の味方になる、新しい時代の整形外科
理学療法の参考書である。 

疾患別整形外科理学療法ベストガイド 
上肢・脊椎編 

同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥30,360 

冊子版ISBN 9784498083288  

著編者名 相澤 純也 発行年 2018 商品コード 1030071784 

整形外科理学療法の押さえておきたい評価・検査・リハビリテーションの実際について、それぞれ臨床・教育・研究の専門家
で、経験豊富な現役の臨床家でもある執筆陣が上肢・脊椎の疾患別に解説した。臨床に真に必要な知識と実践についてポ
イントを絞ってまとめられており、学生時代の実習はもちろん、卒後も自身の臨床や新人指導の味方になる、新しい時代の整
形外科理学療法の参考書である。 
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糖尿病診療ハンドブック 
 ―ここが知りたい!―Ver.4 

同時1アクセス（本体） ¥41,800 

同時3アクセス（本体） ¥83,600 

冊子版ISBN 9784498123755  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2019 商品コード 1030515249 

あのロングセラーが約２年ぶりに全面改訂！ 新規項目として、１：診断・分類・問診・診療のポイント、２：喫煙と糖尿病、３：１
型糖尿病（内科医の立場から、小児科医の立場から）、４：眼科から見た糖尿病網膜症、を追加し糖尿病の全分野を網羅した。
もちろん、最新のエビデンス・ガイドライン、薬剤に関する動向などの解説も充実。糖尿病診療のバイブル！ 

ここが知りたい!内科外来ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥40,480 

同時3アクセス（本体） ¥80,960 

冊子版ISBN 9784498020801  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2019 商品コード 1030590909 

初期研修医からベテランまで、内科外来診療を担当するすべての医師のために、内科一般外来・ERで「よく遭遇する症候・疾
患」および、比較的まれであっても「絶対に見逃してはいけない症候・疾患」について、各分野のエキスパートがその対応法を
わかりやすくまとめた。本書１冊で、内科外来の95％に対応可能！ 

CPX・運動療法ハンドブック ―心臓リハビリ

テーションのリアルワールド―改訂4版 

同時1アクセス（本体） ¥20,460 

同時3アクセス（本体） ¥40,920 

冊子版ISBN 9784498067172  

著編者名 安達 仁 発行年 2019 商品コード 1030831533 

循環器疾患の病態解析や治療技術は著しく進歩し、心臓リハビリテーションについては社会的欲求の高まりと共にその必然
性が叫ばれ、日本循環器学会のガイドラインでも新たに項目が設けられた。そんななか、本書は心肺運動負荷試験と運動療
法の実際を“リアル”に解説し、多くの医師、スタッフから好評を得てきた。今版は最新情報を盛り込み、さらにバージョンアッ
プ。CPXを利用し尽くして、心血管疾患の病態を深く理解できる１冊だ。 

認知症診療実践ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥19,800 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784498228924  

著編者名 山田 正仁 発行年 2017 商品コード 1030071816 

認知症のプロフェッショナルを育成する「北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）」のメンバーが中心になってま
とめた新時代の認知症診療マニュアル。「認知症疾患ガイドライン2017」の内容に準拠し、コンパクトな体裁ながらも軽度認知
障害から重度認知症まで認知症に関する様々な知見を網羅した。 

小児のマイナートラブルハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥38,280 

冊子版ISBN 9784498145641  

著編者名 市川 光太郎 発行年 2019 商品コード 1030515257 

小児診療には、直接命に関わらなくてもすぐに対応する必要がある「マイナートラブル」がある。本書は、小児ならではの注意
点やポイントを踏まえ、コツや裏技を簡潔に解説した。冒頭に、「最初に診るべきポイント」「すぐにするべきこと」「してはいけな
いこと」の3点を明示したことで、実現場で知りたい情報にすぐアクセス可能。小児を診る医師におすすめしたい、エキスパート
達の豊富な経験と確かな技術が詰まった頼りになる１冊だ。 

腹膜透析・腎移植ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥17,820 

同時3アクセス（本体） ¥35,640 

冊子版ISBN 9784498224421  

著編者名 石橋 由孝 発行年 2018 商品コード 1030071826 

腹膜透析は、拘束時間が短くQOLが非常に高いこと、残腎機能の保持に優れることなど多くのメリットを有する優れた腎代替
療法である。血液透析に加え、腹膜透析・腎移植を適切にオプション提示していくことが真のTotal Renal Careに通じる。その
理想を体現するハンドブックがついに登場した。『腹膜透析ハンドブック』（2012）の全面改訂版。 
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卒後15年目総合内科医の診断術 
ver.2 

同時1アクセス（本体） ¥94,600 

同時3アクセス（本体） ¥189,200 

冊子版ISBN 9784498020733  

著編者名 石井 義洋 発行年 2019 商品コード 1030515264 

好評書の改訂版 大幅リニューアルで登場「どうしたら正しい診断にたどりつくことができるのか」。誰しもが求める総合内科診
療の実践力を明快かつ詳細にまとめて好評を得た「卒後10年目総合内科医の診断術」が、「卒後15年目〜」と改訂改題し大
幅リニューアルした。新たに培われた著者の知識と技術をあますところなく盛り込み、内容もページも増量。さらに読み応えの
ある1冊に。初診時に診るべきことはもちろん、ピットフォールの対処法も充実したバイブルだ。 

カラーアトラス膝・足の外科 

同時1アクセス（本体） ¥87,120 

同時3アクセス（本体） ¥174,240 

冊子版ISBN 9784498054547  

著編者名 越智 光夫 発行年 2010 商品コード 1029787410 

既刊書『カラーアトラス手・肘の外科』に続くシリーズ第二弾として、膝と足の外科の実際を多数の写真・イラストを用いて解説
するビジュアルテキスト。 

輸血学 改訂第4版 

同時1アクセス（本体） ¥67,760 

同時3アクセス（本体） ¥135,520 

冊子版ISBN 9784498019133  

著編者名 前田 平生 発行年 2018 商品コード 1028697124 

本書は1978年初版発行以来、輸血に関する最高の指導書として好評を得てきた。改訂第４版では、近年の輸血学の著しい
発展に伴い、内容を一から見直して、新たな項目も追加、全面的な改訂を行った。膨大な数の論文を参照しながら、輸血の
歴史から基礎的知識、臨床面、さらに献血組織や制度についてなど、輸血に関する全ての事柄を網羅し、詳述している。輸
血に携わる医療者や血液事業者必携のバイブルといえる。 

新心エコーの読み方,考え方 改訂4版 

同時1アクセス（本体） ¥46,200 

同時3アクセス（本体） ¥92,400 

冊子版ISBN 9784498037892  

著編者名 羽田 勝征 発行年 2018 商品コード 1030071793 

心エコー図の読み方を、著者の経験をもとに実践的に解説した書の改訂第４版。心エコーの所見の読影はArtであり、知識と
経験が大事である。一方で、読影には思い込みや錯覚が混入し、常に誤読の危険性がはらんでいる。本書では、臨床の現
場での読影の「勘」を読者が養うことができるよう、陥りやすい誤りを示し、診断のための考え方とポイントを多数の図を使って
示した。情報を集め、正解を見極める洞察力が身に付く１冊である。 

WHO分類改訂第4版による白血病・ 
リンパ系腫瘍の病態学 

同時1アクセス（本体） ¥46,200 

同時3アクセス（本体） ¥92,400 

冊子版ISBN 9784498225169  

著編者名 木崎 昌弘 発行年 2019 商品コード 1030361021 

WHOの分類に基づき、白血病・リンパ系腫瘍の各疾患について定義、疫学、浸潤部位、臨床像、病因、形態学、免疫マー
カー、染色体・遺伝子、細胞起源、予後などを解説し好評を得た旧版（2009年発刊）の改訂版。2017年に改訂第4版となった
WHO分類をもとに構成を改め、各疾患の典型写真を豊富に掲載し、臨床の場や検査室で活用できる内容となっている。 

抗菌薬の考え方、使い方 
 ―魔弾よ、ふたたび…―Ver. 4 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 

同時3アクセス（本体） ¥88,000 

冊子版ISBN 9784498017870  

著編者名 岩田 健太郎 発行年 2018 商品コード 1030071770 

Ver.3から6年……あの『抗菌薬の考え方、使い方』が帰ってきた！ 
ほぼ書き下ろしに近い大幅加筆に加え、新たな試みとして各種抗菌薬・抗真菌薬・抗ウイルス薬・抗結核薬・抗寄生虫薬をDr.
岩田がジャッジ。従来の「抗菌薬の使い方」の解説はもちろんのこと、「使える抗菌薬」「使わなくてもよい抗菌薬」まで詳しくレ
ビューします。 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年11月 

書名 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 

【2017年】セット特価 -  -  ¥60,500  ¥121,000  1030939854 

Vol.1 No.1 : De-escalationを総括する 2017 9784498917019 ¥13,750  ¥27,500  1030939855 

Vol.1 No.2 : ケアバンドル 2017 9784498917026 ¥13,750  ¥27,500  1030939856 

Vol.1 No.3 : β-ラクマターゼ 2017 9784498917033 ¥13,750  ¥27,500  1030939857 

Vol.1 No.4 : 呼吸器科の最後の砦で出会う感染症たち 2017 9784498917040 ¥13,750  ¥27,500  1030939858 

Vol.1 No.5 : 薬剤耐性菌からみえる世界 2017 9784498917057 ¥13,750  ¥27,500  1030939859 

【2018年】セット特価 -  -  ¥74,250  ¥148,500  1030939860 

Vol.2 No.1 : 特別対談・青木眞×岩田健太郎 2018 9784498918016 ¥13,750  ¥27,500  1030939861 

Vol.2 No.2 : 抗菌薬の使用動向調査 2018 9784498918023 ¥13,750  ¥27,500  1030939862 

Vol.2 No.3 : 病院の薬剤耐性菌対策を見直そう 2018 9784498918030 ¥13,750  ¥27,500  1030939863 

Vol.2 No.4 : HPVワクチンを考える 2018 9784498918047 ¥13,750  ¥27,500  1030939864 

Vol.2 No.5 : 暮らしのなかの感染症診療 2018 9784498918054 ¥13,750  ¥27,500  1030939865 

Vol.2 No.6 : 世界に出よう，フィールドに出よう 
 ―海外で感染症診療を行うということ 

2018 9784498918061 ¥13,750  ¥27,500  1030939866 

まったく新しい感染症雑誌 
［ジェイ・イデオ］ 

Jounal of Infectious Diseases Educational Omnibus 

「J-IDEO(ジェイイデオ Journal of Infectious Diseases Educational Omnibus)」は感染症診療や感染管理の
専門知識、感染症関連の最新トピック、その他日常診療や臨床研究に役立つ情報などを医師、看護師、薬剤師、臨床
検査技師、すべての医療者に発信する新時代の感染症専門誌です。 

11冊揃価格 
2017年Vol.1 No.1 ～2018年Vol.2 No.6  

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥134,750 ¥269,500 
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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　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆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　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　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
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