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2019年 新規配信タイトル
腎臓リハビリテーション 第2版
著編者名

上月 正博

発行年

2018

冊子版ISBN

9784263265758

同時1アクセス（本体）

¥32,340

同時3アクセス（本体）

¥64,680

商品コード

1030884494

●腎臓病の基礎知識から腎臓リハビリテーションの実際まで，最新のエビデンスをふまえて解説した決定版！●「腎臓リハビリ
テーションガイドライン」「腎臓リハビリテーションの手引き」や最新の関連ガイドラインを網羅，反映し，明日からの臨床に活かせ
る実践書！●運動療法について一層充実した解説に！●腎臓リハビリテーション指導士のテキストとしても活用できる充実の
内容！

血管超音波テキスト 第2版
著編者名

日本超音波検査学会

発行年

2018

冊子版ISBN

9784263229330

同時1アクセス（本体）

¥26,400

同時3アクセス（本体）

¥52,800

商品コード

1030884483

●急速な発展を遂げる血管超音波検査のノウハウ，検査の進め方，判読法などをまとめた，日本超音波検査学会監修の好評テキスト改訂版！
●改訂では，各種ガイドラインや診断基準など，更新情報を盛り込んで全体をアップデート．腎動脈やバスキュラーアクセス，経頭蓋超音波など
の新項目も収載し，臨床的に必要な血管エコー検査を網羅． ●豊富な写真や見やすいシェーマ，カラードプラ画像などを駆使した理解しやす
い内容．周辺知識や走査のコツ，注意すべき点などは，ひとくちメモ，ワンポイントアドバイスとして掲載．

矯正歯科治療 ―この症例にこの装置―第2版
著編者名

後藤 滋巳

発行年

2017

冊子版ISBN

9784263445143

同時1アクセス（本体）

¥62,700

同時3アクセス（本体）

¥125,400

商品コード

1030884500

待望の改訂第2版 堂々完成！！ 「この症例にはどの装置？」 矯正治療の疑問をズバリ解決する一冊．矯正歯科治療に携わる歯科医師に求め
られるのは，患者さんの不正咬合の状態を適切に診断し，治療方針を立て，治療法（装置）を決定してゆく能力です．経験豊かな著者が診断の
ポイント，治療方針の策定法，装置の選択基準，装置の使用・調整方法を具体的かつ詳細に解説しています．若手歯科医師でも，症例の疑似
体験を通して熟練者の考え方が理解できるよう臨床写真を多数掲載し，やさしい記述を心がけています．

やさしい歯と口の事典 ―カラー版―
著編者名

下山 和弘

発行年

2018

冊子版ISBN

9784263445174

同時1アクセス（本体）

¥25,740

同時3アクセス（本体）

¥51,480

商品コード

1030884501

見やすく，わかりやすく，使いやすい工夫がいっぱい スタッフ教育・指導に必携のビジュアル事典!診療待合室にも最適な一
冊！！●知りたいことが，読みたいページが一目でわかる．大きく見やすいイラストや写真で図解． ●1項目，1頁とコンパクト
でていねいな解説により，だれでも最新の歯科治療を瞬時に理解． ●患者さんや多職種医療従事者とのコミュニケーション
ツールとして活用できる役立つ実用事典．

歯の比較解剖学 第2版
著編者名

後藤 仁敏

発行年

2014

冊子版ISBN

9784263457795

同時1アクセス（本体）

¥33,000

同時3アクセス（本体）

¥66,000

商品コード

1030884502

名著 復活！ 歯の比較解剖学を詳述した名著，最新の知見を取り入れ，28年ぶりに待望の改訂！歯の形態学的概説の緒論
をもとに，魚類・両生類・爬虫類・哺乳類の歯について，現生種と日本産の動物を中心に解説するとともに，歯の形態・構造・機
能・進化を多くの写真・図を用いてわかりやすく示し，増刷を重ねた名著が28年ぶりに復活です． 類書がほとんど見られない本
書は「歯の比較解剖学」に関心のある方には，欠かすことのできない一冊です．

高次脳機能障害のリハビリテーション Ver.3
著編者名

武田 克彦

発行年

2018

冊子版ISBN

9784263218785

同時1アクセス（本体）

¥17,160

同時3アクセス（本体）

¥34,320

商品コード

1030884493

●高次脳機能障害に関する知識と，認知リハビリテーションの治療技術を示すロングセラー書が，前版から14年を
経てVer.3へ大改訂．研究の進歩や新しい知見，評価・アプローチ法の広がりをとらえ，全面的に内容を見直した．
● 表示価格は税抜きです。

2019年11月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

災害リハビリテーション標準テキスト
著編者名

大規模災害リハビリテーション
支援関連団体協議会

発行年

2018

冊子版ISBN

9784263218778

同時1アクセス（本体）

¥11,220

同時3アクセス（本体）

¥22,440

商品コード

1030884474

●JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会）の活動をもとに，平時の備え・連携，災害発生時の対応など，災害
リハビリテーションの基本から実際までを網羅した，唯一無二のスタンダードテキスト！ ●既刊『大規模災害リハビリテーション対
応マニュアル』の内容を全面リニューアルした決定版． ●理解を深めるため，要点をまとめたQ&Aを掲載．

リハビリテーション栄養ポケットマニュアル
著編者名
同時1アクセス（本体）

若林 秀隆
¥11,220

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥22,440

冊子版ISBN
商品コード

9784263265734
1030884476

日本リハビリテーション栄養学会が監修した，話題の「リハビリテーション栄養」を学ぶうえでバイブルとなりうる必読の一冊！リハビ
リテーション栄養の基礎知識から臨床での適切な栄養介入まで，幅広い内容を網羅．セッティング別（急性期病棟，地域包括ケア
病棟，回復期リハビリテーション病棟，施設・療養型病棟，在宅）のリハビリテーション栄養や，疾患・障害別（廃用症候群，脳卒中，
頭部外傷，脊髄損傷など22項目）のリハビリテーション栄養についても詳しく解説．

わかる!できる!心臓リハビリテーションQ&A
著編者名
同時1アクセス（本体）

伊東 春樹
¥14,850

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥29,700

冊子版ISBN
商品コード

9784263265659
1030884495

●心臓リハビリテーションに関わる医療スタッフが，チームの一員として必要な情報を身につけ，根拠ある患者指導
をするために役立つ一冊！●わかりやすいQ&A 形式で，基礎知識から臨床での応用・実践までを幅広く解説！

基礎からわかる!カテーテルアブレーション ―研修医・看護師・臨床工学技士・診療放射線技師のための―
著編者名
同時1アクセス（本体）

松尾 征一郎
¥17,820

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥35,640

冊子版ISBN
商品コード

9784263731833
1030884496

●心電図や電気生理学的検査の必須知識からアブレーション治療の実際までを，美しく理解のしやすいイラストを使いオールカ
ラーで，わかりやすく解説．●これからカテーテルアブレーションをはじめる医療スタッフを対象に，各職種の第一人者が基礎から
最新知見までをポイントを押さえて紹介．●“何をやっているか分からないつまらないカテーテルアブレーション”から劇的に変わ
るための必須の1冊．

嚥下障害ポケットマニュアル 第4版
著編者名
同時1アクセス（本体）

聖隷嚥下チーム
¥9,240

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥18,480

冊子版ISBN
商品コード

9784263265697
1030884473

●摂食嚥下障害の定本が7 年ぶりの改訂．最新知見に基づく知識・技術でアップデート！ ●訓練法について，基礎訓練，直接
訓練（姿勢調整・食品形態・摂食方法）でまとめ直すなど，より実践に即した内容へ改訂． ●近年進歩が著しく注目されている手
術の項目や，現場で困ることの多い臨床倫理の項目について，これまでとは一線を画した内容を掲載．

脳卒中ポケットマニュアル ―日本医大式―
著編者名
同時1アクセス（本体）

木村 和美
¥13,860

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥27,720

冊子版ISBN
商品コード

9784263731871
1030884491

真に現場で役立つ超実践マニュアル！・脳梗塞急性期患者数は，大学病院では日本一 ・年間rt-PA，血管内治療の症例数も，
大学病院ではNo.1 ●日本医科大脳神経内科／SCUの現場で活躍するスタッフが，豊富な症例と最新のエビデンスを踏まえて，
実践的にわかりやすく解説！●本書を読めば，ホットラインが鳴っての脳卒中超急性期から，慢性期に至るまでの診療の必須事
項が手に取るようにわかる！●脳卒中診療に携わる研修医，専攻医，看護師をはじめ，すべてのメディカルスタッフにお勧め！

1型糖尿病治療・ケアのエッセンス ―シームレスな診療体制による患者アウトカム―
著編者名
同時1アクセス（本体）

内潟 安子
¥13,860

発行年
同時3アクセス（本体）

2018
¥27,720

冊子版ISBN
商品コード

9784263236529
1030884497

東京女子医科大学糖尿病センターが40年間にわたって培ってきた，1型糖尿病診療の小児科から内科領域の
“シームレスな診療”のノウハウとアウトカムをまとめた一冊．

● 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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歯界展望

同時1アクセス（本体）

¥693,000

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥1,386,000

【2012年～2018年】 セット

1921年1月に「歯苑」という誌名で発刊されて以来、わが国で最も伝統ある歯科雑誌として、
多く の先生方に読まれ続けています。歯科臨床を取り巻く種々の問題を解決すべく、臨
床と学術を中心に、歯科医療の現状、これからの社会的環境の変化などを考察してその
ときどきにふさわしいテーマを取り上げております。データの裏付けをもった臨床報告や
ベーシックな技術習得に必要な情報は、若手の臨床家の先生方にとっても、診療スタイ
ルの確立やステップアップのための格好な指針としてご好評をいただいております。

補綴臨床

同時1アクセス（本体）

¥390,500

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥781,000

【2012年～2018年】 セット

「誰もが安全に」「誰もが安心して」「最も合理的に」治療を行うことができるための情報を
発信するためにリニューアルしました。誌面をＡ4判・オールカラーにして図や写真をより
迫力のあるものにし、「補綴治療のスタンダード」を確立するための雑誌として進取の精神
に満ちた情報をお届けしてまいります。

デンタルハイジーン

同時1アクセス（本体）

¥423,500

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥847,000

【2012年～2018年】 セット

歯科衛生士さんの活躍の場がますますひろがっています。8020を達成するために、歯周
治療をスムーズにすすめるために、高齢者の口腔ケアを行うために、その存在は不可欠
なのです。「デンタルハイジーン」はそんな時代の歯科衛生士さんを強力にサポートする
ために、仕事に役立つ情報をリアルタイムでお届けしています。同時に、多様化する歯科
衛生士さんのライフスタイルをフォローする記事も掲載し、女性が仕事を通して「生きが
い」のある生活をみつけるための企画を多角的にお送りします。

歯科技工

同時1アクセス（本体）

¥577,500

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥1,155,000

【2012年～2018年】 セット

「患者中心の歯科医療」を実現するためには、チェアサイドとラボサイドとのコミュニケー
ションが必要不可欠です。超高齢社会の21世紀だからこそ、患者さんの要望に応えるた
めの歯科技工士の役割もクローズアップされてきています。「歯科技工」は社会・時代がも
とめている、読者のニーズに対応した情報をお届けしております。

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）

3

医学のあゆみ

同時1アクセス（本体）

¥3,849,714

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥7,699,428

【2004年～2018年】 （15年）セット

医学に関する最新情報を基礎・臨床の両面から総合的に幅広い視点で紹介している医
学総合雑誌のパイオニアです。医学専門誌としては国内唯一の 週刊誌として本邦最大
の情報量を誇る。常に時代を先取りした話題を提供。他の医学関係マスコミにとっての一
次情報源ともなっています。

臨床栄養

同時1アクセス（本体）

¥814,176

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥1,628,352

【2007年～2018年】 セット

栄養士を取り巻く状況を的確にふまえ、臨床栄養学、栄養学、栄養士制度、栄養行政な
どの領域のなかから、今日的テーマを選び、最新の知識・情報を各界の専門家が解説し
ます。

PRACTICE

同時1アクセス（本体）

¥413,820

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥827,640

【2008年～2018年】 セット

糖尿病医療に関する最新の情報を提供。特集は充実した執筆陣により分かりやすく解説。
毎号糖尿病に関する全領域をカバーし、各領域とも最新の知識や糖尿病医療スタッフが
身につけるべき基本的な知識が得られます。

J. of CLINICAL REHABILITATION
【2007年～2018年】 セット

同時1アクセス（本体）

¥1,030,986

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥2,061,972

臨床現場で役立つ実践知識とアプローチ・ポイントが満載。リハビリテーション医学のス
テップアップを目指す専門誌。リハビリテーションで扱う疾患・障害を斬新な切り口で取り
上げ、深く内容を掘り下げています。ビジュアルで読みやすい誌面構成です。

Medical Technology

同時1アクセス（本体）

¥783,486

※1冊単位での購入可 同時3アクセス（本体）

¥1,566,972

【2007年～2018年】 セット

臨床検査の総合学術情報誌。診療支援の強化や、チーム医療への参画という時代の
ニーズに即応した知識・情報を、ビジュアルな誌面でお届けしています。

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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