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電子出版アワード2016 デジタル・インフラ賞 受賞！ 

医学書新刊タイトルがあらたに追加されました！ 
  誰も教えてくれなかった 

  循環器薬の選び方と使い分け  
      ―薬理学的な裏付けもわかる本― 

発行年 2017 商品コード 1024887977 

同時1アクセス ¥5,500（本体） 

同時3アクセス ¥8,250（本体） 

著編者 古川 哲史 冊子版ISBN 9784883788958 

複数の適応薬がある場合、どのように使い分けるのか、また最初の薬で効果がなかっ
た場合、次の一手をどうするか。治療の分岐点に立ったときにのヒントが書かれた1冊。 

  

イラストでイメージする小児の心エコー 
発行年 2017 商品コード 1024887978 

同時1アクセス ¥13,200（本体） 

同時3アクセス ¥19,800（本体） 

著編者 鎌田 政博 冊子版ISBN 9784883788972 

各地で小児心エコーの啓発活動をしている著者による一冊。先天性心疾患を中心に、
病態ごとにどのようなエコー像が見えるか、シェーマによってクリアに理解できる。 

  
救急・集中治療のための輸液管理Q&A 
 ―研修医からの質問385―第3版 

発行年 2017 商品コード 1024887984 

同時1アクセス ¥10,120（本体） 

同時3アクセス ¥15,180（本体） 

著編者 岡元 和文 冊子版ISBN 9784883788965 

初版の企画精神を引き継ぎ、救急・集中治療領域の重症患者の輸液管理に焦点をお
き、本領域の基本知識や新知識と情報を共有できるよう企画したA5判サイズの第3版。 

  
関連図と検査で理解する  

疾患病態生理パーフェクトガイド 

発行年 2017 商品コード 1024896446 

同時1アクセス ¥6,600（本体） 

同時3アクセス ¥9,900（本体） 

著編者 道又 元裕 冊子版ISBN 9784883788989 

臨床で遭遇する頻度の高い66の疾患を取り上げ、病態と検査の関連図を用いて、全体
像が把握できる内容になっています。 

  
FAQでわかりやすい!  

小児麻酔臨床実践ガイド 第2版 

発行年 2017 商品コード 1024896447 

同時1アクセス ¥10,120（本体） 

同時3アクセス ¥15,180（本体） 

著編者 上園 晶一 冊子版ISBN 9784883788996 

小児麻酔の術前の評価から術後回復室までの流れを、FAQ形式で時系列に解説した
本書は、前版発行から4年経過後の最新情報を盛り込み、A5判・コンパクトサイズに一
新。 
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レジデント・当直医のための 

救急・感染症 
診療の鉄則 

同時1アクセス ¥9,900(本体) 

同時3アクセス ¥14,850(本体) 

冊子版ISBN 9784883786176 

著編者名 藤田 次郎 発行年 2015 商品コード 1024887981 

本書では、救急室での使用をイメージしたことから、図・表・イ
ラストを多用し、簡潔な記載とし、エッセンスを強調するため、
ワンポイントアドバイスも掲載。 

  

日本版・集中治療室における 
成人重症患者に対する 

痛み・不穏・せん妄管理の
ための臨床ガイドライン 

同時1アクセス ¥3,960(本体) 

同時3アクセス ¥5,940(本体) 

冊子版ISBN 9784883788859 

著編者名 
日本集中治療医学会J-PAD 
ガイドライン作成委員会 発行年 2015 商品コード 1024887983 

「2013 PAD guidelines」に準じた、集中治療室における成人重
症患者の痛み、不穏、せん妄を総合的に管理するための臨床
ガイドライン。 

  

徹底ガイド心不全Q&A 
 ―プレホスピタルから 

慢性期まで―第2版 

同時1アクセス ¥12,320(本体) 

同時3アクセス ¥18,480(本体) 

冊子版ISBN 9784883788613 

著編者名 佐藤 直樹 発行年 2013 商品コード 1022469896 

実践の現場で活躍するエキスパートたちが症例を示しながら、
急性心不全の超急性期から再入院予防までの流れに沿って、
病態の捉え方や治療の仕方のノウハウをQ&A形式で解説する。 

  

症状・徴候を看る力! 
 ―アセスメントから初期対応 
(ケア)まで― 

同時1アクセス ¥6,600(本体) 

同時3アクセス ¥9,900(本体) 

冊子版ISBN 9784883788484 

著編者名 岡元 和文 発行年 2013 商品コード 1024887982 

日常的によく遭遇する33の症候の初期対応（問診・フィジカル
アセスメント）から、病態のメカニズム・必要な検査・ケアまで、
看護における一連の流れをわかりやすく解説！ 

  

ナースのための 
検査値ガイド―すぐに 

わかる!検査とケアのポイント― 

同時1アクセス ¥5,280(本体) 

同時3アクセス ¥7,920(本体) 

冊子版ISBN 9784883788385 

著編者名 中原 一彦 発行年 2012 商品コード 1024887980 

検査の基準値から病態のメカニズム、看護のポイントまでを解
説した検査値ガイドの決定版。1ページ1項目の体裁で一目で
わかる！すべての診療科の看護師にオススメの1冊。 

  

徹底ガイド 
心臓血管外科術後管理 
・ケア ハンディ版 

同時1アクセス ¥7,480(本体) 

同時3アクセス ¥11,220(本体) 

冊子版ISBN 9784883786480 

著編者名 山中 源治 発行年 2016 商品コード 1024887985 

周手術期に必要な基礎知識から、小児・成人別の病態ごとの
管理、モニタリングと補助循環の解説まで、これ1冊で心臓血
管外科の術後管理・ケアがわかる！ 大好評『重症患者ケア』
誌のハンディ版。 

  

症状から一発診断  
（3分間神経診察法 続） 

同時1アクセス ¥7,920(本体) 

同時3アクセス ¥11,880(本体) 

冊子版ISBN 9784883786152 

著編者名 中嶋 秀人 発行年 2015 商品コード 1022469877 

めまい、しびれ、頭痛、失神、意識障害、痙攣など、日常診療
で遭遇する頻度の高い神経症状や症候について、ポイントを
押さえて必要な箇所のみ診察するコツを紹介する。 

  

よくみる小児疾患100  
―これだけは知っておきたい!  
: ベテランに学ぶ初期対応と 
処方の実際― 

同時1アクセス ¥10,560(本体) 

同時3アクセス ¥15,840(本体) 

冊子版ISBN 9784883786169 

著編者名 神川 晃 発行年 2015  商品コード 1022469878 

厳選された小児の100種類のcommon diseaseへの初期対応と
処方の具体例を示す。小児科臨床の現場に即した的確な記述
と、最新の知識や診療上の工夫を盛り込んだ、臨床現場で役
立つ一冊。 

  

麻酔科学レビュー 2015 
―最新主要文献集― 

同時1アクセス ¥21,560(本体) 

同時3アクセス ¥32,340(本体) 

冊子版ISBN 9784883788880 

著編者名 天羽 敬祐 発行年 2015 商品コード 1022469897 

2013年9月〜2014年8月に発表された、麻酔科学に関する主
要な文献を各領域の第一線の専門医が執筆者となって選択し、
2015年度版としてレビューしたもの。臨床的なトピックスを中心
に構成。 

  

クリニックでよくみる
Common Diseases 
 100処方 第2版 

同時1アクセス ¥6,160(本体) 

同時3アクセス ¥9,240(本体) 

冊子版ISBN 9784883786145 

著編者名 西崎 統 発行年 2015 商品コード 1024887979 

日頃患者さんの訴えの多い症状や疾患、いわゆる
“Common Diseases”を取り上げ、処方例を記載。新たに4項目
を加え、最新の情報に更新した改訂版！ 

2017年6月 

◆ 新規追加タイトル！ 

図・表・イラストを多用した 

わかりやすい内科学や臨床医学の専門書籍 


