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新規配信タイトル 

失敗しない!動機づけ面接 
 ―明日からの産業保健指導が楽しくなる― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,280 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784525184018  

著編者名 磯村 毅 発行年 2019 商品コード 1029960191 

あなたが真剣に指導すればするほど，相手は心を閉ざしてしまう．どうしたら本人に寄り添った
保健指導面接ができるのか．このように悩んでいる産業保健スタッフの方のために，予防医療
研究所の所長であり全国各地で動機づけセミナーを行っている著著が，臨場感あふれる具体
的な事例をふんだんに用いながら，保健指導が楽しくなる秘訣を伝授する． 

「はたらく」を支える! 
職場×依存症・アディクション 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,840 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,260 

冊子版ISBN 9784525181918  

著編者名 樋口 進 発行年 2019 商品コード 1029960192 

アルコール依存症をはじめとする依存症・アディクションの問題は，個人の問題にとどまらず，と
きに職場において勤怠不良などのかたちで集団組織に悪影響を及ぼすこともあり，産業保健現
場では職場全体で取り組むべき課題である．本書は，産業医や産業保健スタッフ，人事労務ス
タッフ向けに，現場に即した知見がまとめられている． 

口腔の発生と組織 改訂4版 

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 9784525810245  

著編者名 田畑 純 発行年 2019 商品コード 1030483162 

組織学の教科書でありながら，「板書の絵」のようなカラーイラストによる入門書．4版では「ヒト
の発生」と「口腔の組織」，とりわけ，初期発生，頭部の骨形成，顎関節，加齢などについて加
筆．多くの文章と図を直して，必要十分でバランスのとれた内容とした．口腔組織・発生学の教
科書であるが，国試対策や臨床家の要求にも応えた充実の改訂． 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.nanzando.com/


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5月 

経口抗がん薬チェックリスト 
 ―これだけは確認しよう!― 

同時1アクセス
（本体） 

¥4,400 

同時3アクセス
（本体） 

¥6,600 

冊子版ISBN 9784525777913  

著編者名 静岡県立静岡がんセンター薬剤部 発行年 2019 商品コード 1030483164 

経口抗がん薬は近年数多く発売され，外来で遭遇する機会が増えている．本書は，経口抗がん
薬の処方監査時に確認すべきポイントを“1薬剤2ページ”に凝縮してまとめた．また，作用機序や
代表的な副作用を簡潔に整理して記載した．外来で抗がん薬を取り扱う薬剤師におすすめの一
冊！ 

ZERO→ONEスタートアップTDM 
 ―はじめての人もつまずいた人も理論より 
実践!バンコマイシンからはじめよう!― 

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 9784525774813  

著編者名 香川県病院薬剤師会香川県TDM委員会 発行年 2019 商品コード 1030483165 

TDMは薬剤師職能が発揮される大切な業務の1つだが，苦手意識をもつ方は少なくない．本書は，
そんな薬剤師の道標となる入門書．著者は手探りでTDMに取り組んできた薬剤師．自らの経験や
現場の声を基に，イラストや図を多用し丁寧に解説！さらに，即実践で活用できるよう，広くTDM
が行われているバンコマイシンを例に解説した． 

心不全緩和ケアチームの作り方 
 ―実践から識る!― 

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 9784525248611  

著編者名 大石 醒悟 発行年 2018 商品コード 1029960186 

心不全患者さんに緩和ケアを提供したい！そう考えても実際は，誰に相談すればよいか，院内に
がん緩和ケアのチームがある場合，そことどういう関係になるのか．逆に院内に緩和ケア医がい
ない，などさまざまな課題がある．先駆的に取り組んできた施設の多様な実践例をこの本で学び，
自分達が工夫，実践できるチームを考えよう． 

これが私の小児整形外科診療 
 ―適切な診療への道しるべ― 

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 9784525321918  

著編者名 西須 孝 発行年 2018 商品コード 1029960187 

本書は小児整形外科に携わってきた著者が見出した体系化された外来診療のノウハウを余すと
ころなく披露し，こぼさないスクリーニングで専門医へ紹介でき，患児家族へ適切に対応できる診
療を伝授する．「どんな病気を考えていいかわからない」「見逃すと大変」の不安を払拭し，読めば
その思考・技法を体得できる実践書． 
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「はたらく」を支える! 
職場×双極性障害 

同時1アクセス
（本体） 

¥4,840 

同時3アクセス
（本体） 

¥7,260 

冊子版ISBN 9784525181819  

著編者名 秋山 剛 発行年 2018 商品コード 1029960188 

双極性障害はうつ病とはまた違った問題を発生させる病気であり，職場の上司，人事，社労士，
産業医や産業保健スタッフが対応に困ることも少なくない．本書は双極性障害の当事者の生の声
をはじめ，症状の職域への影響や家族へのサポートなどについて，専門的な知識がなくても理解
できるように，分かりやすく丁寧に解説する． 

セルフケアできていますか? 
 ―マインドフルネスを活かして : いのちと 
向き合うあなたへ― 

同時1アクセス
（本体） 

¥4,400 

同時3アクセス
（本体） 

¥6,600 

冊子版ISBN 9784525183318  

著編者名 高宮 有介 発行年 2018 商品コード 1029960189 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 人の生死に関わる現場にいると様々なストレス
に晒されるが，その際のセルフケアの一つとしてマインドフルネスの活用が注目されている．マイ
ンドフルネスとは「今この瞬間の現実に常に気づきを向け，その現実をあるがままに受け入れる
心の持ち方や存在の有り様」である．なんとなく心が重くなってきているときにぜひ手に取っていた
だきたい． 

エキスパートが秘訣を語る循環器
薬物治療の極意 

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 9784525249113  

著編者名 山下 武志 発行年 2018 商品コード 1029960190 

循環器疾患を診るとき，ガイドラインや添付文書に示された治療方針・処方をすべての患者にあ
てはめれば，十分な治療を行ったといえるのだろうか？ときに標準的治療のみでは進まない臨床
のなかで，解決のヒントや専門家ならではの視点を伝えるべく，循環器内科のスペシャリストが，
循環器薬物治療における「とっておきの極意」を紹介！ 

症例を通して学ぶ年代別 
食物アレルギーのすべて 改訂2版 

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 9784525284824  

著編者名 海老澤 元宏 発行年 2018 商品コード 1030483163 

年代別に大きな変化や違いのある「食物アレルギー」．乳児期，幼児期，学童・思春期，成人期に
分け“診療の手引き”や“ガイドライン”では埋められないヒントやコツを，多くの症例を通して学べ
る実践書．さらに一歩進んだ「食物アレルギー」の診療が可能に！「食物アレルギー」の診療にあ
たるさまざまな領域の医師必読の一冊． 
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【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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