Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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
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最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます
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産科・婦人科 関係書

ウィリアムス産科学

原著25版

南山堂
F.Gary Cunningham 著
2019年発行
一世紀以上の間，世界で最も詳しく、
かつ権威ある産科学の臨床テキスト
として読み継がれてきた『Williams
OBSTETRICS』の、最新の診療に即
した内容で改訂された第25版の翻
訳版。産科に携わる医師に必要な
すべての知識を網羅した、価値ある
一冊。

同時1アクセス（本体）

¥83,600

同時3アクセス（本体）

¥125,400

冊子版ISBN

9784525331023

商品コード

1030555817

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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

Science and Practice 産科婦人科臨床シリーズ
中山書店
シリーズは今後も追加配信予定です!
継続注文承ります。

世界トップレベルを誇る日本の周産期医療、先進
的な婦人科医療の魅力を伝える基準書。シリー
ズのはじめとして、全巻刊行される各分野の基礎
となるべく企画。特に時間的・空間的にダイナミッ
クに変化する生殖臓器（月経、妊娠、閉経）を理
解するため、解剖イラストを多数収載。

生殖生理

（Science and Practice 産科婦人科臨床シリーズ 1）

著編者名

藤井 知行

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥48,400

同時3アクセス（本体）

¥72,600

冊子版ISBN

9784521747613

商品コード

1030515265

臨床産科学テキスト
出版社

メディカ出版

著編者名

長谷川 潤一

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥34,100

同時3アクセス（本体）

¥45,100

冊子版ISBN

9784840468718

商品コード

1030515275

【基本から臨床の実践知識までカラーで解説】 最新産科学を医師、研修医向けに豊
富な文献によるエビデンスとオールカラーの図表で解説。まとまった知識が得られる
教科書でありながら、各項目に「サマリー」「臨床ピットフォール」「臨床で役立つ！
Point」を入れ、実臨床に直結するプラクティカルな内容とした。
● 表示価格は税抜きです。

2019年6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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産婦人科医のための

骨粗鬆症診療実践ハンドブック
出版社

中外医学社

著編者名

寺内 公一

発行年

2018

同時1アクセス
（本体）

¥14,520

同時3アクセス
（本体）

¥29,040

冊子版ISBN

9784498060920

商品コード

1030071780

高齢化が進む今、骨粗鬆症の治療と予防に産婦人科医の関与が不可欠で
ある。「女性のライフサイクルにおける骨代謝・骨粗鬆症」をテーマに、産婦
人科医による産婦人科医のための骨粗鬆症診療の知識を1冊にまとめた。
女性の骨粗鬆症を診る際に知っておきたい病態、検査、治療を一から解説
したハンドブック。

婦人科腫瘍遺伝カウンセリングマニュアル
出版社

中外医学社

著編者名

関沢 明彦

発行年

2018

同時1アクセス
（本体）

¥15,488

同時3アクセス
（本体）

¥30,976

冊子版ISBN

9784498060869

商品コード

1029532066

遺伝性の婦人科腫瘍において対象となるさまざまなケースの解説とカウン
セリングで伝えるべき事項をまとめました。また本体から取り外せる付録とし
て、カウンセリング時にクライエントへの説明に役立つ「カウンセリング資
料」を収載しています。

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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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生殖外科のすべて ―妊孕性温存を目指した

同時1アクセス(本体)

¥31,900

婦人科内視鏡手術と不妊診療―

同時3アクセス(本体)

¥42,900

冊子版ISBN

9784840465434

著編者名
出版社

森田 峰人
メディカ出版

発行年

2018

商品コード

1029502824

手技が見えるweb動画が視聴可能です。詳細は「web動画の視聴方法」のページをご参照ください。 ※著作権などの理由により、掲
載されていない画像がございます。 【エキスパートに学ぶ生殖医学＋内視鏡下手術】挙児希望年齢の高年化は生殖器疾患を有す
る女性の増加を意味する。手術による不可逆性不妊も懸念される今、生殖外科は不妊診療において重要な位置を占める。本書では、
不妊診療の立場から、内視鏡下手術の適応や手術の実際を解説する。手術のコツを学べる動画付き。

臨床産科超音波診断
―画像でみる産科学― 改訂2版
著編者名

増崎 英明

同時1アクセス(本体)

¥24,024

同時3アクセス(本体)

¥32,604

冊子版ISBN

9784840428910

出版社
発行年
商品コード
メディカ出版
2009
1012358996
産科における超音波検査の基礎と、妊娠各期に行われる検査の実際を解説。鮮明な超音波像を用いて、超音波所見
から疾患を同定する過程を示す。他に、特殊検査やピットフォールも取り上げる。新技術などを紹介した改訂２版。

広汎子宮全摘出術 ―ハイビジョン&DVD動画で

同時1アクセス(本体)

¥62,700

完全理解―（産婦人科手術スーパーレッスン）

同時3アクセス(本体)

¥83,600

冊子版ISBN

9784840458238

著編者名
出版社

田畑 務
メディカ出版

発行年

2017

商品コード

1029312029

WEB サイトで付属DVD と同じ内容の手術動画（ハイビジョン）が視聴できます。
詳細は「WEB 動画の視聴方法」のページをご参照ください。※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 【手術のエキスパートが技術とコツ
を伝授する】 広汎子宮全摘出術の技術にこだわった手術書。何を使ってどのようにどうするのか。手術の流れ、術者・助手それぞれの動き、
出血させない、神経温存のコツを一つひとつ詳細に解説する。付属の動画はハイビジョンで鮮明、著者による音声解説付きでわかりやすい。

腹式単純子宮全摘術 ―広汎子宮全摘術につなが

同時1アクセス(本体)

¥30,800

る : 手術の流れがよくわかる!手術動画DVD付き―
（産婦人科手術スーパーレッスン）

同時3アクセス(本体)

¥41,800

冊子版ISBN

9784840453608

著編者名
出版社

田畑 務
メディカ出版

発行年

2015

商品コード

1029312030

WEB サイトで付属DVD と同じ内容の手術動画（ハイビジョン）が視聴できます。
詳細は「WEB 動画の視聴方法」のページをご参照ください。※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 【専攻医を指導する手術動画がわ
かりやすい！】 婦人科手術の基本である腹式単純子宮全摘術について、高画質の写真を中心に解説。筆者が専攻医を指導している手術動
画DVD付きで、手術器具の持ち方、基本的手術操作にも言及している。経験が少ない医師の陥りやすいポイントもわかる。

産科の臨床検査ディクショナリー

同時1アクセス(本体)

¥13,640

―読める生かせる説明できる! : 「産婦人科診療ガイドライン
産科編2017」に対応!―

同時3アクセス(本体)

¥18,040

冊子版ISBN

9784840465892

著編者名

関沢 明彦

出版社
発行年
商品コード
メディカ出版
2018
1029161158
【妊婦健診から分娩までの臨床検査を網羅！】適切な時期に、適切な検査を行い、その結果を適切に判断して妊娠・
分娩管理につなげるために必要な知識を完全網羅する。妊婦への説明のポイントや検査のコツ、検査結果の判断に
おける注意点が分かる。検査の活用の仕方が学べるケーススタディ付き。

子宮体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomy

同時1アクセス(本体)

¥59,400

―en bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術―改訂2版
（産婦人科手術スーパーレッスン）

同時3アクセス(本体)

¥79,200

冊子版ISBN

9784840465274

著編者名
出版社

田畑 務
メディカ出版

発行年

2018

商品コード

1028063267

WEB サイトで付属DVD と同じ内容の手術動画（ハイビジョン）が視聴できます。（視聴に必要なロック解除キーは2018年6月1日より3 年間有
効）詳細は「WEB動画の視聴方法」175ページをご参照ください。※書籍版付録のDVDは、付いておりません。 【子宮体癌の手術を写真と動
画で徹底解説】子宮体癌や卵巣癌の手術は、病巣摘出だけでなく、リンパ節郭清を行い臨床進行期を決定することも目的の一つで、staging
laparotomyと呼ばれる。本書は、staging laparotomy、en blocリンパ節郭清術について写真と動画で解説する。上腹部の臨床解剖およびトラブ
ルシューティングを追加して改訂。

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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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産科・婦人科の手術看護パーフェクト
マニュアル （Ope nursing 2018年臨時増刊）
著編者名
出版社

万代 昌紀
メディカ出版

同時1アクセス(本体)

¥13,640

同時3アクセス(本体)

¥18,040

冊子版ISBN

9784840465328

発行年

2018

商品コード

1027882464

【全部わかる！婦人科の器械出し・外回り】婦人科の手術には開腹手術、腹腔鏡手術、経腟的など多様なアプローチがあり、手術ご
とに器械が変わるので細心の注意が必要である。本書では、器械出しと外回りにおいて、取り扱いに注意すべき器具・器械の特徴や、
術式ごとの基礎知識と看護のポイントがバッチリ確認できる。ほかにはないオペナース必携の1冊！

産科疾患の画像診断

同時1アクセス(本体)

¥66,495

―産婦人科専門医が知っておくべき93疾患 : 超音波検査・
ハイライト手術動画が見られる : 保存版―

同時3アクセス(本体)

¥87,945

冊子版ISBN

9784840465045

著編者名
出版社

増崎 英明
メディカ出版

発行年

2018

商品コード

1027441317

版元の下記サイトより無料で動画が視聴できます。（提供期間：2021年3月19日まで）（登録が必要）URL：https://www.medica.co.jp/
詳しくはP.6「WEB動画の視聴方法」をご確認ください。 【診断に悩む希少疾患を網羅しビジュアル解説】産科に特化した疾患をCT・
MRI・超音波などたくさんの画像で解説。大学病院ならではの豊富な症例で希少な産科疾患も網羅しており、この1冊で、あらゆる産
科疾患の鑑別・診断に自信が付く！Webで見られる超音波動画・ハイライト手術動画付き。

産婦人科診療に役立つ早わかり遺伝医療入門
―Q&Aでさらっとなっとく―（女性ヘルスケアpractice 4）
著編者名
出版社

山田 重人
メディカ出版

同時1アクセス(本体)

¥11,220

同時3アクセス(本体)

¥14,960

冊子版ISBN

9784840464956

発行年

2018

商品コード

1027116553

初めての人も今さらの人も！とことんわかる】産婦人科に関係する遺伝医療のトピックを、57のQ&Aでやさしく解説。基礎から学びた
い、部分的に学びたい、明日患者さんが来るから知識を頭に入れておきたいなど、さまざまな目的に利用できる。知っておくべき遺伝
の必須知識がこんなにも簡単に、とことんわかる！

婦人科診療ハンドブック
著編者名
出版社

杉山 徹
中外医学社

同時1アクセス(本体)

¥18,392

同時3アクセス(本体)

¥36,784

冊子版ISBN

9784498060746

発行年

2014

商品コード

1025526324

婦人科診療の基本，検査，手技，診断，治療について現場で求められる知識を網羅したマニュアル．本当に必要な知識のみを吟味
し，ポイントとなる項目を簡潔かつ分かりやすく解説している．研修医はもちろんのこと，専門医を目指す医師，若手婦人科医にとっ
ても知識の棚卸に役立つだろう．単なる知識ではなく，実際の臨床現場で役立つ情報を一冊に凝縮した．産婦人科診療には手放せ
ない，実践的な書だと言える．

サインから読み解く婦人科画像診断

同時1アクセス(本体)

¥6,600

（画像診断 Vol. 37, No.9(2017-08)）

同時3アクセス(本体)

¥19,800

冊子版ISBN

9784780900934

著編者名
出版社

学研メディカル秀潤社

発行年

2017

商品コード

1025431617

本特集では，婦人科疾患の特にMRI診断に有用であるサインの成り立ちと診断的意義，関連する疾患および鑑別のポイントを概説．
さらに超音波検査のサインについても解説を加え，カンファレンスやカルテを読む際にも役立つ１冊！＊都合により，紙版の誌面と異
なり割愛される箇所があることがございます（p.930-933, p.979-992は未収載となっております）．

産婦人科必修母体急変時の初期対応
―J-CIMELS公認講習会ベーシックコーステキスト―第2版
著編者名

日本母体救命システム普及協議会

同時1アクセス(本体)

¥14,520

同時3アクセス(本体)

¥19,360

冊子版ISBN

9784840458399

出版社
発行年
商品コード
メディカ出版
2017
1025269567
母体急変時の初期対応「京都プロトコール」等を説明するほか、母体急変への対応を設問を交えて解説する。蘇生ガ
イドライン2015の内容を反映した第2版。（切り取れるカード、シートをWEBサイトでダウンロードできるロック解除キー付
き。有効期限：2020年4月まで）
● 表示価格は税抜きです。

2019年6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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女性診療で使えるヌーベル漢方処方ノート

同時1アクセス(本体)

¥11,880

―産婦人科医・内科医が知っておきたい―
（女性ヘルスケアpractice）

同時3アクセス(本体)

¥15,840

冊子版ISBN

9784840461481

著編者名

武田 卓

出版社
発行年
商品コード
メディカ出版
2017
1025269572
西洋医学と漢方治療で症状を改善する和洋折衷ハイブリッド漢方のすすめ。女性特有の疾患の主な症状や患者の訴
え、問診内容を記し、西洋医学と漢方治療医学の組み合わせを紹介する。「症状」「漢方の薬剤名」で探せる索引付き。

はじめての婦人科看護

同時1アクセス(本体)

¥8,580

（カラービジュアルで見てわかる!）

同時3アクセス(本体)

¥11,440

冊子版ISBN

9784840461436

著編者名

永野 忠義

出版社
発行年
商品コード
メディカ出版
2017
1024399180
婦人科の基本的な知識と看護のポイントを、カラーの図や写真、イラストなどを多く取り入れて解説。婦人科の特徴、
各疾患の症状・検査・治療、婦人科特有の術前・術後の看護、よく使われる薬剤などを取り上げる。

液状化細胞診(Cell prep[R])婦人科
子宮頸部細胞診アトラス
著編者名

冨田 裕彦

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

9784906514878

出版社
発行年
商品コード
学際企画
2015
1022527265
子宮頸部の液状化細胞診(Cell prep)をこれから開始する細胞診専門医、細胞検査士を対象に、従来法との相違点、
検鏡の進め方について実際の症例に基づいて解説。子宮頸部病変を網羅的に説明する。

婦人科癌診療Q&A
―一つ上を行く診療の実践―
著編者名

鈴木 直

同時1アクセス(本体)

¥21,296

同時3アクセス(本体)

¥42,592

冊子版ISBN

9784498060722

出版社
発行年
商品コード
中外医学社
2014
1018937786
子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌といった婦人科癌診療の現場で遭遇する、ガイドラインだけでは対応できない疑問・難問
にエキスパートが明瞭回答。図表も多数収録。

改訂コルポスコピースタンダードアトラス
―日本婦人科腫瘍学会2014―4版
著編者名

日本婦人科腫瘍学会

同時1アクセス(本体)

¥11,374

同時3アクセス(本体)

¥22,748

冊子版ISBN

9784498060357

出版社
発行年
商品コード
中外医学社
2014
1018937769
コルポスコピー(子宮膣部拡大鏡診)のアトラス。2011年国際学会での所見分類の改訂を踏まえて解説。正常、異常所
見、その他非癌所見の症例写真なども収録する。

EBM婦人科疾患の治療 2013-2014
著編者名
出版社

杉山 徹
中外医学社

同時1アクセス(本体)

¥34,375

同時3アクセス(本体)

¥68,750

冊子版ISBN

9784498060685

発行年

2013

商品コード

1016376700

今日の婦人科臨床における種々の問題点，疑問点について代表的な文献や各種トライアルなどに基づいて解説した実践的な臨床
書．著者には実際の現場で活躍している若手の医師を中心に揃え代表的なevidenceを紹介し，今日の時点における最新の治療法，
考え方を学べる．確かなevidenceがないものについてもその現状を解説し，指針を示した．現場で判断に迷うような時にも心強い，日
常診療に役立つ一冊となっている．
● 表示価格は税抜きです。

2019年6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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一冊でわかる婦人科腫瘍・疾患
―周産期疾患,生殖・内分泌疾患,乳癌を含む―
出版社

文光堂

著編者名

片渕 秀隆

発行年

2017

同時1アクセス
（本体）

¥17,600

同時3アクセス
（本体）

¥26,400

冊子版ISBN

9784830631238

商品コード

1029052048

婦人科でみられる疾患の理解には、臨床検査画像と病理画像を合わせて
理解してゆくことが求められる。本書は１年目～専門医試験を目指すレベル
の婦人科医を対象に、婦人科の腫瘍・疾患を、臨床検査画像（エコー、CT、
MRI）と病理画像を対比しつつ多面的に解説する。専門医試験の範囲をカ
バーし、かつ病理診断が重要になる産科・不妊関連の疾患、乳癌も含めて
解説。多岐にわたる婦人科疾患を理解するための入り口として最適の一冊。

癌診療指針のための病理診断プラクティス

婦人科腫瘍
出版社

中山書店

著編者名

本山 悌一

発行年

2015

同時1アクセス
（本体）

¥48,400

同時3アクセス
（本体）

¥72,600

冊子版ISBN

9784521742687

商品コード

1019588316

婦人科腫瘍診断の実際的かつスタンダードな知識を提供するテキスト。病
理診断の流れとポイント、診断のための基本知識、子宮・卵巣・卵管・膣等
の腫瘍の概要と鑑別診断、病理検体の取り扱い、症例の実際について解
説する。

● 表示価格は税抜きです。

2019年6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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■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

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【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

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

【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

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【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

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【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

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆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

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

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

