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医学系単行本タイトル71点が新たに配信開始!!

同時1アクセス（本体）
¥15,840
同時3アクセス（本体）
¥23,760
冊子版ISBN
9784525285548
著編者名
桃井 眞里子
発行年
2017年 商品コード
1027404840
小児科研修医や子どもを診る医師が身に付けておくべき，小児神経の具体的な診察の手順・方法を小児神経専門医らが実践に
即してわかりやすく解説．改訂4版では，「診かた」の記載をより一層充実させ，さらに「神経発達症」「機能性神経症状」の診かたな
ど，新たな項目も追加．明日からの日常診療ですぐに活用できる一冊．

ベッドサイドの小児神経・発達の診かた 改訂4版

同時1アクセス（本体）
¥12,760
同時3アクセス（本体）
¥19,140
冊子版ISBN
9784525288594
著編者名
前川 喜平
発行年
2017年 商品コード
1027404860
豊富な写真を用いて，乳幼児の神経学的発達の診かたや評価方法をわかりやすく解説している本書は，乳幼児健診の実践書や
専門学科の教科書として超ロングセラーとなっている．改訂9版は育児支援や発達障害の診かたに関する解説を充実させるなど，
母子保健の最新動向に即して内容をアップデートした．乳幼児健診に携わるすべての医療者必携！

写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法 改訂9版

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
9784525382322
著編者名
伊藤 真也
発行年
2017年 商品コード
1027404850
向精神薬の豊富な有効性・安全性情報，多岐にわたる症例解説など，精神疾患をもつ女性の妊娠・授乳への対応に必要な情報
や知識をまとめた．また，改訂2版では，産褥精神病など周産期特有の精神疾患の解説を加えた．リスク・ベネフィットを考慮して向
精神薬を適切に用いるために，精神科領域・産婦人科領域で即戦力となる実地書！

向精神薬と妊娠・授乳 改訂2版

同時1アクセス（本体）
¥7,040
同時3アクセス（本体）
¥10,560
冊子版ISBN
9784525245719
著編者名
今井 孝成
発行年
2017年 商品コード
1027404826
アレルギーの症状は様々である為，多科にわたって日常診療で遭遇する可能性がある．特に，近年増加傾向にあり，母親になる
女性は妊娠期の治療方法や子どもの発症予防にも関心をもちうる．本書はそのような患者からの相談にも適切に対応するため，
幅広い臨床家に向けて実用的な知識をエビデンスベースにまとめたお勧めの一冊である．

お母さんのアレルギー診療と子どもの発症予防 ―妊娠
の準備から離乳食の進め方まで―

同時1アクセス（本体）
¥3,960
同時3アクセス（本体）
¥5,940
冊子版ISBN
9784525331917
著編者名
宗田 聡
発行年
2017年 商品コード
1027404822
エディンバラ産後うつ病自己調査票（EPDS）は産後うつ病のスクリーニング方法として広く知られるようになりました．しかし，手軽
であるがゆえに間違った使い方をしている場合も見受けられます．本書では，EPDSの正しい使い方と活用法を分かりやすくまとめ
ました．これからますます重要になる産後健診に必携の書です！

EPDS活用ガイド ―産後うつ病スクリーニング法と産後
健診での正しい対応―

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
9784525503321
著編者名
水野 克己
発行年
2017年 商品コード
1027404884
母乳育児支援に重要な妊娠から出産・退院までの関わりに求められるコアとなる知識を簡潔にまとめ，20日間で理解できるように
編集したテキスト．項目ごとにまとめられた確認テスト，巻末の卒業テストを行うことで，理解度を測ることもできる．図表やコラムも
満載し，母乳育児支援のポイントが“よくわかる”1冊！

母乳育児支援講座 改訂2版（Breastfeeding for a
medical profession）

● 表示価格は税抜きです。
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マンガでわかる母乳育児支援ケーススタディ
（Breastfeeding for a medical profession）

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN

9784525503819

2017年 商品コード 1027404883
著編者名
水野 克己
発行年
母乳外来にて母乳育児支援に情熱を燃やす新米の「助産師山田さん」の奮闘物語！母乳育児中によくある乳頭痛
や乳房トラブルなど全12ケースをとりあげて，マンガと対話形式の文でわかりやすく対応法を解説．写真も多く，目
で見て理解できる．楽しく読み進めるうちに大事なポイントがわかること間違いなし！母乳相談のお困りごとにこの1
冊！

子どものアレルギー×母乳育児×スキンケア
（Breastfeeding for a medical profession）

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

9784525503710

2016年 商品コード 1027404857
著編者名
水野 克己
発行年
妊娠中からお母さんに関わる医療従事者が押さえておきたい“アレルギー”の知識を，アレルギー，母乳育児，スキ
ンケアの専門家が徹底解説！アレルギーが起こるメカニズム，妊娠中からの予防策，赤ちゃんが生まれてからのス
キンケアの方法や日常生活上の注意などを，わかりやすく紹介します．

小児の訪問診療も始めるための29のポイント
（在宅医療の技とこころ）

同時1アクセス（本体）

¥7,480

同時3アクセス（本体）

¥11,220

冊子版ISBN

9784525209513

2016年 商品コード 1027404862
著編者名
前田 浩利
発行年
在宅医は緩和ケアや家族を含めたトータルケアのスキルをマスターしているため，小児の在宅医療を始めるにあ
たって大きなアドバンテージをもっています．本書では，そんな医師が「あと，こんなことがわかっていれば，小児の
訪問診療を引き受けられる」というポイントを解説し，助けを必要としている子どもと家族のもとに行く道筋を示しま
す．
同時1アクセス（本体）

専門医がリードする小児感染症ケースカンファレ
同時3アクセス（本体）
ンス
冊子版ISBN

¥7,040
¥10,560
9784525286019

2016年 商品コード 1027404863
著編者名
岡田 賢司
発行年
子どもは大人に比べて免疫力が未発達です．そのため，感染症は重症化しやすく，さまざまな症状を引き起こしま
す．適切な診断をするには知識と共に経験が重要になります．本書は小児感染症を専門とする執筆陣が，症例の
具体例から考え方を解説しています．小児科医を目指すレジデントや小児感染症診療を得意としたい医師にぜひ
おすすめ致します．

新生児蘇生法NCPR ―もっと早く!人工呼吸を確
実に成功させるためにできること―

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

9784525281717

2016年 商品コード 1027404869
著編者名
水本 洋
発行年
分娩室，手術室，NICU，新生児搬送用のドクターカー…．新生児が蘇生を必要とする場面は突然訪れる！そんな
時，蘇生に立ち会う医療従事者が誰であっても，遅延なく有効な人工呼吸を確実に成功させるためにできること・・・
がこの一冊に詰まっている．

同時1アクセス（本体）

実践力UP!新生児蘇生法NCPR37のポイント

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784525281410

2015年 商品コード 1027404859
著編者名
水本 洋
発行年
あなたの施設で蘇生を必要とする赤ちゃんが生まれたら…あなたは自信をもって，適切な蘇生を行うことができます
か？NCPR講習会や勉強会で学んだ知識を，いざという時に「実践できる」よう，具体的な症例から37のポイントをま
とめました．付録の「シナリオ集」で，リアリティのある実習を実施してみてください！＊南山堂HPからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞでき
ます．

● 表示価格は税抜きです。
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147処方を味方にする漢方見ひらき整理帳

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

9784525471217

著編者名
井齋 偉矢
発行年
2018年 商品コード 1027404891
本書では「西洋薬と区別なく処方される存在として漢方薬を位置付けているサイエンス漢方処方」という新しい概念に
基づき147の漢方薬を各2ページで解説した．漢方薬選択に必要なキーワードに，適切なイラストや画像があり，イ
メージしやすい．この1冊で漢方薬の選び方・使い方がわかる．

同時1アクセス（本体）

もう迷わない!抗菌薬Navi 改訂2版

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784525774424

著編者名
坂野 昌志
発行年
2018年 商品コード 1027404841
本書は抗菌薬の初学者に押さえてほしいポイントを丁寧に整理．改訂版は情報のアップデートに加え，初版を手にし
た読者からの要望に応え、より臨床に役立つ内容へと刷新．約130種類の薬剤の解説をさらに充実させ，感染制御の
エキスパートによる臨床応用や副作用モニタリングのコツを追加した．抗菌薬を攻略する入門書としておすすめの一
冊！
同時1アクセス（本体）

¥11,440

冊子版ISBN

9784525233815

トラベル&グローバルメディスン ―渡航前から帰国
同時3アクセス（本体）
後・インバウンドまで―

¥17,160

著編者名
近 利雄
発行年
2017年 商品コード 1027404835
開業医の外来にも先週までアフリカ出張に行っていた人が訪れる時代．本書では，ワクチンや感染症に留まらず，イ
ンバウンド・アウトバウンドそれぞれで渡航にはどのような形態があり，どんなリスクがあるのか，リスクを減らすため
に何ができるのかを解説．多岐にわたる不安や疑問を抱く渡航者に必要な医療を提供できるようになるための一冊．

同時1アクセス（本体）

¥6,160

冊子版ISBN

9784525236816

AGP活用インスリン治療 ―高血糖低血糖を見逃
同時3アクセス（本体）
さない―

¥9,240

著編者名
西村 理明
発行年
2017年 商品コード 1027404890
インスリン治療20症例のAGPの血糖変動パターンを，指導医が研修医や看護師との対話を通し，3ステップで視覚的
に読み解き，インスリン投与のタイミング，量や種類の選択といった注意すべきポイントや具体的な対応について，豊
富な経験に基づいた考えかたやとらえかたを提供．明日からの糖尿病診療とケアに役立つ一冊．

同時1アクセス（本体）

ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784525704711

著編者名
日本ジェネリック製薬協会
発行年
2017年 商品コード 1027404832
ジェネリック医薬品の研究開発や承認までの流れ，市販後の動きなどを徹底解説！さらに，診療報酬，調剤報酬や
ロードマップの内容も詳説し，政策の動きも把握できる．「ジェネリック医薬品 80％時代」に備えて押さえてほしいジェ
ネリック医薬品の基本がわかる1冊だ．

同時1アクセス（本体）

患者指導のための剤形別外用剤Q&A

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784525782818

著編者名
大谷 道輝
発行年
2017年 商品コード 1027404845
外用剤は内服剤と異なり，使用方法に注意が必要なものが多く，患者が適正に使用していないケースが多い．最近，
アドヒアランス向上や副作用軽減を目的とした外用剤が開発され，製剤技術が向上し注目を集めている．そこで，本
書では外用剤の使用にあたり臨床現場でよくある質問や，注意が必要なポイントを簡潔にまとめた．

● 表示価格は税抜きです。

2018年5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）

同時1アクセス（本体）

薬剤師よ,心電図を読もう!

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

冊子版ISBN

9784525704919

著編者名
大八木 秀和
発行年
2016年 商品コード 1027404887
月刊誌「薬局」の好評連載が書籍化！「薬剤師は心電図を読めなくても大丈夫」，そう思っていませんか？でも，心電
図がわかると抗不整脈薬の使い方や医師の処方意図が手に取るようにわかります！オールカラーで心電図や心臓
生理をわかりやすく解説．心電図初心者の薬剤師「ひろし」と一緒に，心電図の勉強を始めてみませんか？

同時1アクセス（本体）

薬剤過敏症

¥5,280

同時3アクセス（本体）

¥7,920

冊子版ISBN

9784525721411

著編者名
宇野 勝次
発行年
2016年 商品コード 1027404886
薬剤過敏症は未だ謎に包まれており，臨床現場での管理が難しい医薬品の有害作用の1つです．本書では薬剤過敏
症を4つの視点，①原因薬検出の視点，②発現機構の視点，③薬物（アレルゲン）側の視点，④生体（過敏症患者）側
の視点から解析して，薬物過敏症の本質に迫りました．

免疫チェックポイント阻害薬の治療・副作用管理

同時1アクセス（本体）

¥7,040

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784525421717

著編者名
佐藤 隆美
発行年
2016年 商品コード 1027404885
がん治療に新たな選択肢をもたらした免疫チェックポイント阻害薬であるが，従来の薬剤と異なり，その副作用はいつ
どの患者に起きるか予測が難しく，早期対応が最重要になる．本書は米国で免疫チェックポイント阻害薬を日常的に
使用している腫瘍内科医が中心となり，臨床医が知っておきたい臨床効果と副作用管理の基本をわかりやすく解説し
た．
同時1アクセス（本体）

絵でまるわかり分子標的抗がん薬 改訂新版

¥5,500

同時3アクセス（本体）

¥8,250

冊子版ISBN

9784525423612

著編者名
石川 和宏
発行年
2016年 商品コード 1027404844
これまでの抗がん薬とは，まったく異なるメカニズムの「分子標的薬」．本書では，数が多くなり，まとめにくくなった分
子標的薬を大きく4つのグループに分けて解説．新しいメカニズムの「免疫チェックポイント阻害薬」についてもわかり
やすいイラストで解説した．「分子標的薬」に苦手意識を抱いている方にもおすすめの入門書．

同時1アクセス（本体）

速解!調剤報酬 （2016-17）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

冊子版ISBN

9784525788513

著編者名
山口 路子
発行年
2016年 商品コード 1027404874
調剤報酬の基本＆改定内容がスッキリ納得できる解説書！いつものレセプト業務から新たなレセプト業務まで，レセ
プト例を豊富に掲載して徹底解説．2016年度改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」や大幅な変更があった
「調剤基本料」についても，丁寧な解説でわかりやすく理解できる．巻末には，意外と知らない保険用語を掲載した．

同時1アクセス（本体）

シーン別わかる!漢方Q&A

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

冊子版ISBN

9784525471118

著編者名
永田 郁夫
発行年
2016年 商品コード 1027404831
現在，臨床現場や大学教育において積極的にとり入れられている漢方医学･漢方薬は,治療医学のみならず予防医
学･養生医学でもあり，漢方を知ることは日々の健康管理面で非常に役立つ知識となる．本書では，漢方について｢患
者さんからの質問に答える｣｢患者さんに処方する｣｢漢方医学を基礎から学びたい｣のシーン別にQ&A形式で分かり易
く解説．

● 表示価格は税抜きです。

2018年5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）

同時1アクセス（本体）

食物アレルギー ―禁忌・要注意の医薬品とその代
同時3アクセス（本体）
替薬―
冊子版ISBN

¥4,400
¥6,600
9784525774912

著編者名
夏目 秀視
発行年
2016年 商品コード 1027404867
医薬品の中にはアレルゲン物質が含まれることがある．しかし，それに対する注意喚起の表記は，十分とは言えない
のが現状である．そこで本書では，アレルギーの原因となることが特に多い10品目（卵，乳製品，小麦，ウシ，ブタ，ゼ
ラチン，大豆，落花生，ゴマ，果物）を含む医薬品をまとめ，さらに，その代替医薬品も示した．

同時1アクセス（本体）

薬物動態のイロハ

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN

9784525727413

著編者名
加藤 基浩
発行年
2016年 商品コード 1027404888
薬物の体内での吸収・分布・代謝・排泄という薬物動態全般について解説された入門書．本書では，苦手意識の強い
数式を用いずに薬物動態の概念が理解できるよう，著者独自に調べた情報等を基に分かりやすく解説．薬物動態の勉
強の第一歩としてお勧めの一冊．

先生,漢方を鍼灸を試してみたいんですけど… ―
患者さんにいわれて困ったときに読む本―

同時1アクセス（本体）

¥7,040

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784525203610

著編者名
樫尾 明彦
発行年
2015年 商品コード 1027404873
常に患者さんの「困った」に対処しなければならない総合診療医にとって，漢方・鍼灸は診療の幅を広げることができる，
とっても使えるツールです．本書は読者のニーズにあわせて「西洋医学的にはじめてみる」「次の一手を話し合ってみ
る」「もう一歩踏み出してみる」の3つのパートで構成．東洋医学を始めたい医師には最適の入門書です！

もっとわかる薬物速度論 ―添付文書の薬物動態
パラメータを読み解く―

同時1アクセス（本体）

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN

9784525727314

著編者名
加藤 基浩
発行年
2010年 商品コード 1027404842
薬物速度論に興味を持ち,もっと理解したい,もっと利用したい方を対象とした，医薬品添付文書の薬物動態パラメータを
読み解くための解説書．薬物動態の基礎知識や統計にも触れ，添付文書の具体的な６つの例をあげてわかりやすく解
説．薬学生，大学院生はもちろん，薬剤師，製薬企業の動態研究者の方にもお薦めしたい一冊．

はじめての薬物速度論 ―薬物動態の基礎―

同時1アクセス（本体）

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN

9784525727215

著編者名
加藤 基浩
発行年
2008年 商品コード 1027404837
薬物速度論をはじめて学ぶ人にも取っ付きやすいよう分かりやすい具体的なたとえ話で解説された入門書．平易な言
葉を用いて確実な理解に導ける，まさに“目から鱗を落とす”きっかけとなる一冊である．薬学生，大学院生は勿論，薬
剤師，製薬企業の動態研究者やメディシナルケミスト，薬理学者，製剤学者の方にもぜひ読んでいただきたい．

同時1アクセス（本体）

検死ハンドブック 改訂3版

¥18,700

同時3アクセス（本体）

¥28,050

冊子版ISBN

9784525190033

著編者名
高津 光洋
発行年
2016年 商品コード 1027404849
本書は著者の実務経験を踏まえ，現場ですぐに役立つ情報を要領よくまとめている．見やすい図表を用いて，できる限
り箇条書きにしているのも特長である．改訂3版では法改正と，時代に即した細かな注意点を見直した．異状死体の検
案に係わる方々のハンドブックとしておすすめする．
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脳卒中病態学のススメ

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

9784525248512

著編者名
下畑 享良
発行年
2018年 商品コード 1027404880
本書は第一線の執筆陣により最新の知見や研究方法をまとめ，これから脳卒中研究を始める医師にとってバイブルと
なる一冊となっている．さらに，病態を網羅していることにより，研究者だけではなく臨床家にも役立つハイブリッドな内
容となっている．

同時1アクセス（本体）

神経診察の極意

¥5,940

同時3アクセス（本体）

¥8,910

冊子版ISBN

9784525212315

著編者名
廣瀬 源二郎
発行年
2018年 商品コード 1027404870
本書はポケットサイズでありながら，神経診察の理解において重要な神経徴候と神経解剖の知識と相関がわかる書籍
となっている．筆者の豊富な経験・知識・知見を盛り込み，これから神経を診る医師に最適な内容になっている．特に本
文中に散りばめられた「極意」コーナーは著者でしか語ることが出来ない内容となっており，必見である．

同時1アクセス（本体）

イラストでわかる微生物学超入門 ―病原微生物の
同時3アクセス（本体）
感染のしくみ―
冊子版ISBN

¥5,500
¥8,250
9784525163419

著編者名
齋藤 光正
発行年
2018年 商品コード 1027404825
感染症から身を守るためには原因となる微生物を知ることが近道である．ヒトは感染症を恐れて抗菌薬や免疫力で対
策する．しかし微生物も種をかけて生き残るのに必死なのである．微生物の生存策とヒトの防衛策のせめぎ合いが感
染症を理解する鍵である．本書では2頁で1テーマを完結し，カラーのイラストを多用した微生物・感染症の入門書であ
る．
同時1アクセス（本体）

ここに気をつける!誘発電位ナビ ―はじめの一歩か
同時3アクセス（本体）
ら臨床と研究のヒントまで―
冊子版ISBN

¥7,700
¥11,550
9784525225513

著編者名
飛松 省三
発行年
2017年 商品コード 1027404829
誘発電位検査はどのように解釈するか，どのように使うかがわかりにくい．本書は基本をわかりやすく記述しているだ
けではなく，著者の長年の経験を基にこれからの臨床での検査や研究のヒントまで書かれており，中身の濃い一冊と
なっている．随所にちりばめられたミニコラムも必見．

日本の循環器診療現場<リアル>への招待
―Shinken Databaseから見えてきたもの―

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

9784525245818

著編者名
山下 武志
発行年
2017年 商品コード 1027404879
循環器疾患に日本人ならではの傾向はあるのか？日本人でも欧米の臨床試験と同一の治療効果が得られるのか？
2004年から心臓血管研究所付属病院で行われている患者登録追跡事業Shinken Databaseの解析によって見えてきた，
日本人の循環器疾患の特徴をまとめ，明快に解説する．リスク判断・治療方針決定に役立つ知見が満載！

多職種カンファレンスで考える心不全緩和ケア

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

9784525245917

著編者名
菅野 康夫
発行年
2017年 商品コード 1027404875
心不全患者の緩和ケアに，近年注目が集まっている．一進一退する病状のなかで，適切な治療・支援を行うには，多
職種連携による対応が重要となる．本書では，さまざまな課題を抱えた心不全症例を提示し，多職種によるチームアプ
ローチを具体的に解説した．現場目線で心不全の緩和ケアをひも解く，即実践で活用できる画期的な一冊！
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同時1アクセス（本体）

非がん性呼吸器疾患の緩和ケア ―全ての人にエ
同時3アクセス（本体）
ンドオブライフケアの光を!―
冊子版ISBN

¥8,360
¥12,540
9784525248819

2017年 商品コード 1027404882
著編者名
津田 徹
発行年
日本では健康保険の緩和ケアの対象が，がんとAIDSに限定されているが，COPDや間質性肺炎など呼吸不全患者の
苦痛は大きく，緩和ケアを必要としている．また実際，現場では多職種によるケアが行われ，エビデンスも確立されつつ
ある．本書では，包括的リハビリテーションから薬物療法，支持療法，意思決定支援まで，患者を支える手段を解説す
る．
同時1アクセス（本体）

¥7,920

わかる!つかえる!なおせる!消化管症候への漢方薬 同時3アクセス（本体）

¥11,880

冊子版ISBN

9784525470715

2017年 商品コード 1027404864
著編者名
石毛 敦
発行年
全面カラーで患者イラストや漢方薬の特徴を図で掲載！わかりやすい漢方薬の解説に症例を提示することで，どのよう
な患者さんに処方できるかがイメージしやすく，選べるようにまとめた．「食欲不振・嘔吐・下痢・便秘」などに使える漢方
薬を解説しているため，内科・消化器領域だけではなく，外科やがん・緩和領域でも使える1冊である．

同時1アクセス（本体）

¥14,300

冊子版ISBN

9784525241919

エキスパートに学ぶパーキンソン病・パーキンソニ
同時3アクセス（本体）
ズムQ&A

¥21,450

2017年 商品コード 1027404836
著編者名
高橋 良輔
発行年
実際の症例にもとづく，パーキンソン病と関連疾患の実践的な解説書が登場！各症例では，おさえておきたい知識を
問う設問を神経内科専門医試験と同様の出題形式で掲載．診療方針決定のために見きわめるべきポイントを学べるほ
か，知識の整理にも役立つ．鑑別診断または治療法選択における，熟練者の思考プロセスがみえてくる一冊．

同時1アクセス（本体）

スポーツエコー診療Golden Standard

¥10,560

同時3アクセス（本体）

¥15,840

冊子版ISBN

9784525323011

2017年 商品コード 1027404834
著編者名
松本 秀男
発行年
超音波（エコー）診断機器の小型化や画像解析能の進歩は著しく，スポーツ外傷においてもエコー診断の幅が広がって
きた．本書はスポーツ外傷・障害に対し，エコー検査を中心に，その診断へのファーストタッチ，治療経過，ならびに競
技復帰への判断のポイントと考え方を読み解き解説した実践的書籍である．

イナダ<研修医>も学べばブリ<指導医>になる ―現 同時1アクセス（本体）
場のプロと臨床推論のプロが教える診断能力アッ 同時3アクセス（本体）
プ術―
冊子版ISBN

¥6,600
¥9,900
9784525281816

2017年 商品コード 1027404824
著編者名
林 寛之
発行年
おドジな研修医イナダ君の日々の診療風景をのぞいてみると……「あらあら（＞＜）」なことが多いようです．でもそんな
ミスや思い込み，誰だってついうっかりやってしまうのでは？本書は，現場のプロと臨床推論のプロがイナダ君を手取り
足取りやさしく指導！彼の診断能力はメキメキ向上！あなたのスキルもさらに高まりますよ！！

同時1アクセス（本体）

¥6,160

冊子版ISBN

9784525246013

フォーカス!最後の心房細動診療 ―Ageing×Atrial
同時3アクセス（本体）
Fibrillation―

¥9,240

2017年 商品コード 1027404838
著編者名
山下 武志
発行年
診療に求められる医師のさじ加減とは？ 高齢者の心房細動治療を主軸に，困難やリスクが複雑に絡み合った患者に
対する治療をどのように選択・評価していくか，臨床試験データに著者自身の経験則も加えて実践的な方針を示しつつ，
今後ますます重要性が増す高齢者・超高齢者医療のとらえ方について考え，読者に問いかける．
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書名

著編者

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

イチからわかる!歯科医師が知っておきたい肝疾患のキホン 長尾 由実子

2017

9784525801014

¥6,380

¥9,570 1027404823

生きると向き合う ―わたしたちの自殺対策―

2017

9784525205713

¥6,600

¥9,900 1027404872

2017

9784525207410

¥6,160

¥9,240 1027404855

2017

9784525203412

¥7,700

¥11,550 1027404876

今村 弥生

在宅医療をはじめよう! ―医療を変える,地域を変える,文化
永井 康徳
を変える―
土曜日の紹介は嫌われる ―病院総合診療科×診療所 病
南郷 栄秀
診連携ケースカンファ集―

商品コード

「はたらく」を支える!職場×発達障害

五十嵐 良雄

2017

9784525181611

¥5,500

¥8,250 1027404866

診療ガイドラインが教えてくれないこともある

葛西 龍樹

2016

9784525207014

¥8,360

¥12,540 1027404871

危険なサインの謎を解く ―急変するかも!重症感がある…何
佐仲 雅樹
かヘンだ?―

2016

9784525203818

¥4,840

¥7,260 1027404846

ここに目をつける!脳波判読ナビ

2016

9784525225414

¥7,040

¥10,560 1027404830

輸液カテーテル管理の実践基準 ―輸液治療の穿刺部位・
日本VADコンソーシアム
デバイス選択とカテーテル管理ガイドライン―

2016

9784525501112

¥2,640

¥3,960 1027404889

動きながら考える!内科救急診療のロジック

松原 知康

2016

9784525410810

¥7,700

¥11,550 1027404877

血液疾患診療ナビ ―ぶらなび―改訂2版

宮崎 仁

2016

9784525232924

¥7,700

¥11,550 1027404847

地域とつながる高齢者救急実践ガイド

行岡 哲男

2016

9784525410919

¥12,100

¥18,150 1027404852

心不全診療について本気出して考えてみた

山下 武志

2016

9784525243814

¥6,600

¥9,900 1027404868

C型肝炎治療Q&A ―ガイドライン準拠―

田中 篤

2016

9784525255411

¥8,800

¥13,200 1027404821

自律神経失調症を知ろう

渡辺 正樹

2016

9784525245016

¥4,400

¥6,600 1027404858

森田 達也

2016

9784525421519

¥7,920

¥11,880 1027404827

玉井 和哉

2016

9784525321819

¥14,960

¥22,440 1027404865

ジョーシキ!腎生検電顕ATLAS ―城式common sense―

城 謙輔

2016

9784525258917

¥14,300

¥21,450 1027404833

抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の診療ガイドライン

平成27年度日本医療研究開
発機構成育疾患克服等総合
研究事業「抗リン脂質抗体症
候群合併妊娠の治療及び予
後に関する研究」研究班

2016

9784525331818

¥4,400

¥6,600 1027404851

国際保健医療のキャリアナビ

日本国際保健医療学会

2016

9784525183011

¥5,940

¥8,910 1027404853

在宅医療をはじめよう!

永井 康徳

2016

9784525204013

¥6,160

¥9,240 1027404856

2016

9784525382124

¥9,900

¥14,850 1027404828

2015

9784525210212

¥6,160

¥9,240 1027404848

がん疼痛の処方さじ加減の極意 ―プロの手の内がわか
る!―
上肢臨床症候の診かた・考え方 （CLINICAL SIGNS
MASTER GUIDE）

飛松 省三

ここが知りたい職場のメンタルヘルスケア ―精神医学の知
日本産業精神保健学会
識&精神医療との連携法―改訂2版
血管内皮機能を診る ―循環器疾病管理に生かす評価と実
東條 美奈子
際―
肺動脈形成術PTPA/BPA実践ガイド

佐藤 徹

2015

9784525241810

¥9,900

¥14,850 1027404881

骨・関節疾患の在宅医療 （在宅医療の技とこころ）

苛原 実

2015

9784525209414

¥7,700

¥11,550 1027404854

肉腫化学療法マスタークラス

川井 章

2015

9784525421113

¥15,400

¥23,100 1027404878

下肢臨床症候の診かた・考え方 ―CLINICAL SIGNS
MASTER GUIDE―

吉矢 晋一

2015

9784525321710

¥14,300

¥21,450 1027404843

ベッドサイドの高齢者運動器の診かた

中村 耕三

2014

9784525321512

¥15,400

¥23,100 1027404839

縦隔の外科 ―手術手技アトラス―

矢野 智紀

2013

9784525312213

¥26,400

¥39,600 1027404861
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