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同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

臨床栄養全史 ―栄養療法の面白さがみえる、深まる― 大熊 利忠 2019 9784758109062 ¥7,260  ¥14,520  1029973296 

カエル教える生物統計コンサルテーション 
 ―その疑問、専門家と一緒に考えてみよう― 

毛呂山 学 2019 9784758120937 ¥8,250  ¥16,500  1029973297 

THE手あての医療 ―身体診察・医療面接のギモンに答えます― 平島 修 2019 9784758118477 ¥12,540  ¥25,080  1029973298 

救急隊員のための救急搬送戦略 1 
 ―心肺停止編/意識編/小児編/疼痛編― 

増井 伸高 2019 9784758118415 ¥7,920  ¥15,840  1029728144 

救急診療のキホン編 Part1 改訂版（ステップビヨンドレジデント = 
Step beyond resident 1） 

林 寛之 2018 9784758118217 ¥14,850  ¥29,700  1026888949 

闘魂外来 ―医学生・研修医の君が主役! : 病歴・フィジカルから情
報検索まで臨床実践力の鍛え方を伝授します― 

徳田 安春 2018 9784758118255 ¥9,900  ¥19,800  1027116556 

やさしくわかるECMOの基本 ―患者に優しい心臓ECMO、呼吸
ECMO、E-CPRの考え方教えます!― 

小倉 崇以 2018 9784758118231 ¥13,860  ¥27,720  1027116557 

ステロイドの選び方・使い方ハンドブック 改訂第3版 山本 一彦 2018 9784758118224 ¥14,190  ¥28,380  1027296276 

麻酔科研修チェックノート ―書き込み式で研修到達目標が確実に
身につく!―改訂第6版 

讃岐 美智義 2018 9784758105750 ¥11,220  ¥22,440  1027296277 

MRIに強くなるための原理の基本やさしく、深く教えます 
 ―物理オンチでも大丈夫。撮像・読影の基本から最新技術まで― 

山下 康行 2018 9784758111867 ¥11,550  ¥23,100  1027296278 

トップジャーナル395編の型で書く医学英語論文 ―言語学的Move
分析が明かした執筆の武器になるパターンと頻出表現― 

河本 健 2018 9784758118286 ¥8,580  ¥17,160  1027441310 
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ライフステージから学ぶ地域包括リハビリテーション実践マニュアル 河野 眞 2018 9784758102292 ¥13,200  ¥26,400  1027441311 

リハに役立つ検査値の読み方・とらえ方 田屋 雅信 2018 9784758102278 ¥11,220  ¥22,440  1027441312 

本当にわかる精神科の薬はじめの一歩 ―具体的な処方例で経過
に応じた薬物療法の考え方が身につく!―改訂版 

稲田 健 2018 9784758118279 ¥10,890  ¥21,780  1027659428 

伝わる医療の描き方 原木 万紀子 2018 9784758118293 ¥10,560  ¥21,120  1027659429 

画像診断に絶対強くなるツボをおさえる! 
 ―診断力に差がつくとっておきの知識を集めました― 

扇 和之 2018 9784758111874 ¥11,880  ¥23,760  1027659430 

いびき!?眠気!?睡眠時無呼吸症を疑ったら 
 ―周辺疾患も含めた、検査、診断から治療法までの診療の実践― 

宮崎 泰成 2018 9784758118347 ¥13,860  ¥27,720  1027882468 

スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩 ―統計のイロハからエビデ
ンスの読み解き方・活かし方まで―改訂版 

能登 洋 2018 9784758118330 ¥9,240  ¥18,480  1027882469 

MMF ―たろう先生式医学部6年間ベストな過ごし方― 志水 太郎 2018 9784758118262 ¥6,600  ¥13,200  1027882470 

メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 ―「目的」と
「データの種類」で簡単検索!適した手法が76の事例から見つかる、
結果がまとめられる― 

山田 実 2018 9784758102285 ¥10,560  ¥21,120  1028063254 

病態で考える薬学的フィジカルアセスメント 
 ―41の主訴と症候から行うべきアセスメントがわかる― 

鈴木 孝 2018 9784758109406 ¥12,540  ¥25,080  1028063255 

小児科医宮本先生、ちょっと教えてください! ―教科書には載ってい
ない、小児外来のコツ・保護者への伝え方―（Gノート別冊） 

宮本 雄策 2018 9784758118316 ¥11,880  ¥23,760  1028063256 
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科研費獲得の方法とコツ ―実例とポイントでわかる申請書の書き
方と応募戦略―改訂第6版 

児島 将康 2018 9784758120883 ¥12,540  ¥25,080  1028240040 

よくわかる輸血学 ―必ず知っておきたい輸血の基礎知識と検査・
治療のポイント―第3版 

大久保 光夫 2018 9784758118323 ¥13,860  ¥27,720  1028301531 

NBC災害に備える!発災後、安全に受け入れるための医療現場マ
ニュアル 

中島 幹男 2018 9784758118200 ¥13,200  ¥26,400  1028301532 

マンガでわかるゲノム医学 
 ―ゲノムって何?を知って健康と医療に役立てる!― 

水島‐菅野 純子 2018 9784758120876 ¥7,260  ¥14,520  1028506693 

あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか? ―貴重なサンプルをロス
しないための達人の技―（実験医学別冊） 

胡桃坂 仁志 2018 9784758122382 ¥13,200  ¥26,400  1028506694 

画像所見から絞り込む!頭部画像診断 
 ―やさしくスッキリ教えます― 

山田 惠 2018 9784758111881 ¥15,180  ¥30,360  1028506695 

ABC of 臨床推論 ―診断エラーを回避する― Nicola Cooper 2018 9784758118484 ¥10,560  ¥21,120  1028700640 

ていねいな保健統計学 白戸 亮吉 2018 9784758109727 ¥6,600  ¥13,200  1028700641 

FLASH薬理学 丸山 敬 2018 9784758120890 ¥10,560  ¥21,120  1028700642 

癌の画像診断、重要所見を見逃さない ―全身まるごと! : 各科でよ
く診る癌の鑑別とステージングがわかる― 

堀田 昌利 2018 9784758111898 ¥13,200  ¥26,400  1029161137 

非専門医が診るしびれ 
 ―しびれパターンによる分類と病態生理からわかる鑑別疾患― 

塩尻 俊明 2018 9784758118408 ¥14,850  ¥29,700  1029161138 

5 



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4月 

2 0 1 8年～ 2 0 1 9年  配信タイトル  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

理学療法のための筋力トレーニングと運動学習 
 ―動作分析から始める根拠にもとづく運動療法― 

畠中 泰彦 2018 9784758102377 ¥14,850  ¥29,700  1029161139 

非特異的腰痛のリハビリテーション （痛みの理学療法シリーズ） 三木 貴弘 2018 9784758102339 ¥17,160  ¥34,320  1029342116 

はじめてでもできてしまう科学英語プレゼン 
 ―5Sを学んで、いざ発表本番へ― 

Philip Hawke 2018 9784758108508 ¥5,940  ¥11,880  1029342117 

研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全マニュアル 大蔵 昌枝 2018 9784758108492 ¥10,560  ¥21,120  1029342118 

医師国家試験の取扱説明書 民谷 健太郎 2018 9784758118385 ¥10,560  ¥21,120  1029728142 

すべての診療科で役立つ栄養学と食事・栄養療法 曽根 博仁 2018 9784758108980 ¥12,540  ¥25,080  1029728143 

行動しながら考えよう ―研究者の問題解決術― 島岡 要 2017 9784758120784 ¥7,920  ¥15,840  1025481500 

ライフステージや疾患背景から学ぶ臨床薬理学 
 ―テーラーメイド薬物治療の基本知識と処方の実際― 

大井 一弥 2017 9784758109369 ¥12,210  ¥24,420  1026405306 

がんと正しく戦うための遺伝子検査と精密医療 
 ―いま、医療者と患者が知っておきたいこと― 

西原 広史 2017 9784758118194 ¥10,560  ¥21,120  1026405307 

リハビリに直結する!運動器画像の見かた 河村 廣幸 2017 9784758102230 ¥15,840  ¥31,680  1026405308 

薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100 児島 悠史 2017 9784758109390 ¥12,540  ¥25,080  1026405309 
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シングルセル解析プロトコール 
 ―わかる!使える!1細胞特有の実験のコツから最新の応用まで―
（実験医学 . 最強のステップUPシリーズ 別冊） 

菅野 純夫 2017 9784758122344 ¥26,400  ¥52,800  1026405310 

胆膵内視鏡の診断・治療の基本手技 第3版 糸井 隆夫 2017 9784758110648 ¥30,360  ¥60,720  1026634720 

ラボ必携 ―フローサイトメトリーQ&A : 正しいデータを出すための
100箇条―（実験医学 別冊） 

戸村 道夫 2017 9784758122351 ¥21,120  ¥42,240  1026634721 

キャラ勉!抗菌薬データ 黒山 政一 2017 9784758118163 ¥7,920  ¥15,840  1026634722 

内部障害の症例検討 ―解いて納得!身につける理学療法 : エキス
パートPTが出会った20症例の問題点と効果的なリハプログラム― 

玉木 彰 2017 9784758102261 ¥14,190  ¥28,380  1026888946 

教えて!ICU Part3 ―集中治療に強くなる― 早川 桂 2017 9784758118156 ¥12,870  ¥25,740  1026888947 

診断力を鍛える!症候足し算 
 ―症候の組合せから鑑別疾患を想起するトレーニング― 

北 啓一朗 2017 9784758118170 ¥9,240  ¥18,480  1026888948 

あなたのラボにAI(人工知能)×ロボットがやってくる ―研究に生産
性と創造性をもたらすテクノロジー―（実験医学 別冊） 

夏目 徹 2017 9784758122368 ¥10,890  ¥21,780  1026888950 

必ずうまくいく!PICC ―末梢挿入型中心静脈カテーテルの挿入テク
ニックから管理まで― 

金井 理一郎 2017 9784758118187 ¥12,540  ¥25,080  1027116555 

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 児島 将康 2016 9784758120692 ¥11,880  ¥23,760  1028560725 

Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 循環・呼吸編 
 ―内科疾患の重症化対応に自信がつく!― 

田中 竜馬 2016 9784758117845 ¥8,360  ¥16,720  1029631678 
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バイオ実験  

バイオ実験をするのに必要な基礎知識や、 

実験のコツを「超」基本から解説。 

研究生活でよく出会う疑問にＱ＆Ａ方式で答える。 

バイオ研究に必須のキーワードも掲載する。 

No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 バイオ実験超基本Q&A ―意外に知らない、いまさら聞けない― 改訂版 大藤 道衛 2010 9784758120159 ¥5,610 ¥11,220 1013803201 

2 バイオ実験トラブル解決超基本Q&A 大藤 道衛 2002 9784897062761 ¥6,270 ¥12,540 1013803202 

3 バイオ実験誰もがつまずく失敗&ナットク解決法 大藤 道衛 2008 9784758107273 ¥5,940 ¥11,880 1013803203 

4 
最適な実験を行うためのバイオ実験の原理 
 ―分子生物学的・化学的・物理的原理にもとづいたバイオ実験の実践的な考え方― 

大藤 道衛 2006 9784758108034 ¥6,270 ¥12,540 1013803204 

5 バイオ実験の知恵袋 ―効率アップとピンチ脱出のワザ350+― 小笠原 道生 2007 9784758107105 ¥5,775 ¥11,550 1013803205 

実験データブック  

基本溶液の作製法から遺伝子工学関連試薬の組成、 

大腸菌の培養液から細胞培養液、電気泳動からタンパク質実験に

至るまで、バイオ実験の幅広い分野を網羅。重要項目も充実。 

No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 
バイオ試薬調製ポケットマニュアル 
 ―欲しい溶液・試薬がすぐつくれるデータと基本操作― 

田村 隆明 2004 9784897068756 ¥6,380 ¥12,760 1013803207 

2 
バイオ実験法&必須データポケットマニュアル 
 ―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ― 

田村 隆明 2006 9784758108027 ¥7,040 ¥14,080 1013803208 

3 
ライフサイエンス試薬活用ハンドブック 
 ―特性,使用条件,生理機能などの重要データがわかる― 

田村 隆明 2009 9784758107334 ¥12,320 ¥24,640 1013803209 

全3巻 
セット特価 

同時１アクセス
（本体） 

同時３アクセス
（本体） 

商品コード 

¥25,300 ¥50,600 1013803210 

全5巻 
セット特価 

同時１アクセス
（本体） 

同時３アクセス
（本体） 

商品コード 

¥29,700 ¥59,400 1013803206 

臨床研修イラストレイテッド  

待望の改訂版はオールカラー！ 
手技のコツがもっとよくわかる！ 

No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 一般処置  改訂第4版（臨床研修イラストレイテッド . 基本手技 ; 1） 奈良 信雄 2011 9784897064475 ¥9,900 ¥19,800 1013804913 

2 救急処置  改訂第4版（臨床研修イラストレイテッド . 基本手技 ; 2） 奈良 信雄 2011 9784897064482 ¥9,900 ¥19,800 1013804914 

3 診察と検査  改訂第4版（臨床研修イラストレイテッド . 基本手技 ; 3） 奈良 信雄 2011 9784897064499 ¥10,560 ¥21,120 1013804915 

全3巻 
揃価格 

同時１アクセス
（本体） 

同時３アクセス
（本体） 

商品コード 

¥30,360 ¥60,720 1013804916 

2019年4月 
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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。 

ライフサイエンス 
英語シリーズ 
好評発売中！ 

ライフサイエンス 

英語表現使い分け辞典 第2版   
  
河本 健，大武 博／編  
ライフサイエンス辞書プロジェクト／監  2016年5月発行 
冊子版ISBN 9784758108478  

同時1アクセス（本体）：￥22,770 
同時3アクセス（本体）：￥45,540 

商品コード 1021588210 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 第2版 河本 健 2016 9784758108478 ¥22,770 ¥45,540 1021588210 

ライフサイエンス必須英和・和英辞典  
= Life science English-Japanese Japanese-English dictionary  改訂第3版 

ライフサイエンス 
辞書プロジェクト 

2010 9784758108393 ¥10,560 ¥21,120 1014005497 

ライフサイエンス英語類語使い分け辞典 河本 健 2006 9784758108010 ¥10,560 ¥21,120 1014005498 

ライフサイエンス論文作成のための英文法 河本 健 2007 9784758108362 ¥8,360 ¥16,720 1014005500 

ライフサイエンス文例で身につける英単語・熟語 河本 健 2009 9784758108379 ¥7,700 ¥15,400 1014005501 

ライフサイエンス論文を書くための英作文&用例500 河本 健 2009 9784758108386 ¥8,360 ¥16,720 1014005502 

ライフサイエンス組み合わせ英単語 ―類語・関連語が一目でわかる 河本 健 2011 9784758108416 ¥9,240 ¥18,480 1014005503 

ライフサイエンス英語動詞使い分け辞典 河本 健 2012 9784758108430 ¥12,320 ¥24,640 1014005504 

全8巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥89,870 ¥179,740 

ライフサイエンス英語シリーズ  

2019年4月 
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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4月 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

研修医になったら必ずこの手技を身につけてください。 ―消毒、注射、穿
刺、気道管理、鎮静、エコーなどの方法を解剖とあわせて教えます― 

上嶋 浩順 2017 9784758118088 ¥12,540 ¥25,080 1024775793 

本当に知りたかった日常診療のコツ ―医療面接・診察・検査のあれこれ
を教えます―（ズバリ!日常診療の基本講座 1） 

奈良 信雄 2014 9784758116008 ¥6,600 ¥13,200 1016391697 

こんな時どうする?患者の診かたが本当にわかる ―症候への対応や接遇
スキルのあれこれ―（ズバリ!日常診療の基本講座 2） 

奈良 信雄 2014 9784758116015 ¥7,040 ¥14,080 1016391698 

救急や病棟で必ず役立つ基本手技 （ズバリ!日常診療の基本講座 3） 奈良 信雄 2014 9784758116022 ¥7,040 ¥14,080 1016391699 

直伝!救急手技プラチナテクニック ―手技はもちろん、合併症や施行後に
考えることなど、次の一手まで見据えた王道アプローチを伝授―（救急・
ERノート 7） 

太田 祥一 2013 9784758113472 ¥10,780 ¥21,560 1016391706 

あの手この手で攻める!腹痛の診断戦略 ―解剖学的アプローチから落と
し穴回避のワザまで―（救急・ERノート 8） 

林 寛之 2013 9784758113489 ¥10,340 ¥20,680 1016391707 

胸背部痛を極める ―あらゆる原因を知り、対処する : ケースで身につく
専門医の実践的アドバンストスキル―（救急・ERノート 4） 

森脇 龍太郎 2012 9784758113441 ¥10,120 ¥20,240 1016391703 

まずい!から始める意識障害の初期診療 ―ケーススタディとコーマ・ルー
ルで系統的な診療を身につける―（救急・ERノート 5） 

堤 晴彦 2012 9784758113458 ¥10,340 ¥20,680 1016391704 

症候と疾患から迫る!ERの感染症診療 ―疑い,探し,組み立てる実践的な
思考プロセス―（救急・ERノート 6） 

大野 博司 2012 9784758113465 ¥12,100 ¥24,200 1016391705 

もう怖くないめまいの診かた、帰し方 ―致死的疾患の見逃しを防ぎ、一歩
進んだ診断と治療を行うために―（救急・ERノート 1） 

箕輪 良行 2011 9784758113410 ¥9,900 ¥19,800 1016391700 

ショック-実践的な診断と治療 ―ケースで身につける実践力とPros & 
Cons―（救急・ERノート 2） 

松田 直之 2011 9784758113427 ¥9,900 ¥19,800 1016391701 

症例から学ぶERの輸液 
 ―まず何を選び、どう変更するか―（救急・ERノート 3） 

三宅 康史 2011 9784758113434 ¥10,120 ¥20,240 1016391702 

レジデントノート別冊  



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。 

ステップビヨンドレジデント  =  Step beyond resident 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

もっとよくわかる!幹細胞と再生医療 長船 健二 2014 9784758122030 ¥8,360 ¥16,720 1018853612 

もっとよくわかる!感染症 ―病原因子と発症のメカニズム― 阿部 章夫 2014 9784758122023 ¥9,900 ¥19,800 1018853611 

もっとよくわかる!脳神経科学 ―やっぱり脳はスゴイのだ!― 工藤 佳久 2013 9784758122016 ¥9,240 ¥18,480 1018853610 

もっとよくわかる!免疫学  河本 宏 2011 9784758122009 ¥9,240 ¥18,480 1018853609 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥36,740 ¥73,480 

実験医学  別冊  もっとよくわかるシリーズ  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

救急診療のキホン編 Part 1 （1） 2006 9784758106061 ¥9,460 ¥18,920 1018853559 

救急で必ず出合う疾患編 Part 1 （2） 2006 9784758106078 ¥9,460 ¥18,920 1018853560 

外傷・外科診療のツボ編 Part 1 （3） 2006 9784758106085 ¥9,460 ¥18,920 1018853561 

救急で必ず出合う疾患編 Part 2 （4） 2008 9784758106450 ¥9,460 ¥18,920 1018853562 

外傷・外科診療のツボ編 Part 2 （5） 2008 9784758106535 ¥9,460 ¥18,920 1018853563 

救急で必ず出合う疾患編 Part 3 （6） 2010 9784758106986 ¥9,460 ¥18,920 1018853564 

救急診療のキホン編 Part 2 （7） 2014 9784758117500 ¥9,460 ¥18,920 1018853565 

著編者 ： 林 寛之 

7冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥66,220 ¥132,440 

2019年4月 
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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。 

クリニカルリーズニングシリーズ  

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！母集団や標本を「研究者」として 
理解していますか？検定前の心構えから平均値±SD、±SEの使い分けまで、 
検定法の理解に必須な基本を研究者として捉え直しましょう。 
いわれるがまま検定法を選んでいませんか？2群の比較から多重比較、分散分析
まで研究者がおさえておきたい検定法を厳選。 
統計の本質をつかみ正しい検定を自分で選びましょう！ 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

キホンのキ 改訂版（1） 2017 9784758120760 ¥7,260 ¥14,520 1025481501 

キホンのホン 改訂版（2） 2017 9784758120777 ¥8,910 ¥17,820 1025481502 

著編者 ：池田 郁男 

2冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥16,170 ¥32,340 

キホンのキ・キホンのホン   

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１ 

アクセス 
（本体） 

同時３ 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる! 2017 9784758102209 ¥16,170 ¥32,340 1025599608 

クリニカルリーズニングで内部障害の理学療法に強くなる! 2017 9784758102193 ¥17,160 ¥34,320 1025599609 

クリニカルリーズニングで運動器の理学療法に強くなる! 2017 9784758102186 ¥16,170 ¥32,340 1025599610 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥49,500 ¥99,000 

フローチャート・表を多用し、デキるPTの頭
の中をビジュアル化！よく出会う症状・現
象ごとに、原因を追求して効果を出すため
の思考プロセスを解説！多角的に仮説を
考え、絞り込んでいくスキルが身につく！ 

「栄養状態が悪い」「起こしていいのかわからない」
「倦怠感が強い」等のよく出会う症状・現象への
アプローチをフローチャートと表で解説！各種の 
評価をふまえて多角的に仮説を立て、絞り込んで
いく思考法が身につく！ 

さまざまな要因が絡み合う神経系疾患に、
デキるPTはどう立ち向かっているのか？ 
脳がどう障害され、どのようなアプローチが 
有効かを考えるための思考プロセスを、 
フローチャートを用いて徹底解説！ 

著編者 ：相澤 純也 

2019年4月 
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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。 

分子生物学講義中継  

No. 書名 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 
教科書だけじゃ足りない絶対必要な生物学的背景から最新の 
分子生物学まで楽しく学べる名物講義 

2002 9784897062808 ¥8,360 ¥16,720 1011443733 

2 細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を 2003 9784897068763 ¥8,140 ¥16,280 1011443734 

3 発生・分化や再生のしくみと癌，老化を個体レベルで理解しよう 2004 9784897068770 ¥8,580 ¥17,160 1011443735 

4 細胞生物学と生化学の基礎から生物が成り立つしくみを知ろう （Part0 上巻） 2005 9784897064918 ¥7,920 ¥15,840 1011443736 

5 代謝と遺伝学の基礎を知り，生命を維持するしくみを学ぼう （Part0 下巻） 2006 9784897064932 ¥7,920 ¥15,840 1011443737 

6 生物の多様性と進化の驚異 （番外編） 2010 9784758120142 ¥10,560 ¥21,120 1011443738 

全6巻セット特価 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥46,332 ¥92,664 1011443732 

著編者 ：井出 利憲 

ビジュアル薬剤師実務シリーズ  

全4巻セット特価 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥24,552 ¥49,104 1011443739 

No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 薬局調剤の基本 ―処方せん受付から調剤，鑑査，服薬指導まで― 上村 直樹 2008 9784758109208 ¥7,040 ¥14,080 1011443740 

2 
薬局管理の基本  
―医薬品管理・情報の活用から地域における役割まで― 

上村 直樹 2008 9784758109215 ¥6,160 ¥12,320 1011443741 

3 
病院調剤と医薬品管理の基本  
―調剤の流れ，院内製剤から医薬品情報の活用まで― 

阿部 宏子 2009 9784758109222 ¥7,040 ¥14,080 1011443742 

4 
病棟業務の基本 ―薬剤管理指導，薬学的ケアからリスクマネジメント，
チーム医療における役割まで― 

阿部 宏子 2009 9784758109239 ¥7,040 ¥14,080 1011443743 

2019年4月 
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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。 

消化器BooK : あらゆる場面に対応できる臨床医を目指す 

できる !画像診断入門シリーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

胃癌を診る・治療する ―早期発見から緩和ケアまで―（消化器BooK : あらゆ
る場面に対応できる臨床医を目指す 01） 

大津 敦 2010 9784758112345 ¥9,240 ¥18,480 1016391708 

炎症性腸疾患を日常診療で診る ―IBDとは?その診断と患者にあわせた治療
―（消化器BooK : あらゆる場面に対応できる臨床医を目指す 02） 

日比 紀文 2011 9784758112352 ¥9,240 ¥18,480 1016391709 

内視鏡診療の安全管理 ―偶発症や感染の予防と対処法―（消化器BooK : 
あらゆる場面に対応できる臨床医を目指す 03） 

赤松 泰次 2011 9784758112369 ¥9,240 ¥18,480 1016391710 

これでわかる!慢性肝炎の治療戦略 ―肝癌を防ぐためのマネジメント―（消化
器BooK : あらゆる場面に対応できる臨床医を目指す 04） 

井廻 道夫 2011 9784758112376 ¥9,240 ¥18,480 1016391711 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥36,960 ¥73,920 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

胸部画像診断のここが鑑別ポイント 第2版 改訂版 酒井 文和 2011 9784758107747 ¥11,880 ¥23,760 1016391712 

頭部画像診断のここが鑑別ポイント  改訂版 土屋 一洋 2011 9784758107730 ¥11,880 ¥23,760 1016391713 

腹部・骨盤部画像診断のここが鑑別ポイント  改訂版 桑鶴 良平 2011 9784758107754 ¥11,880 ¥23,760 1016391714 

骨軟部画像診断のここが鑑別ポイント  改訂版 福田 国彦 2012 9784758107761 ¥11,880 ¥23,760 1016391715 

4冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥47,520 ¥95,040 

2019年4月 
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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。 

ビジュアル基本手技  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

カラー写真でみる!骨折・脱臼・捻挫  
―画像診断の進め方と整復・固定のコツ― 改訂版（2） 

内田 淳正 2010 9784897063492 ¥10,340 ¥20,680 1016391717 

写真とイラストでよくわかる!注射・採血法  
―適切な進め方と, 安全管理のポイント― 改訂版（4） 

菅野 敬之 2012 9784897063508 ¥9,240 ¥18,480 1016391716 

必ず上手くなる!中心静脈穿刺 ―部位別穿刺法のコツと合併症回避のポイント―（ 5） 森脇 龍太郎 2007 9784897063348 ¥9,460 ¥18,920 1016391723 

写真とシェーマでみえる!腹部エコー ―適切な診断のための走査と描出のコツ―（6） 住野 泰清 2007 9784897063355 ¥11,880 ¥23,760 1016391722 

必ず撮れる!心エコー  
―カラー写真とシェーマでみえる走査・描出・評価のポイント―（7） 

鈴木 真事 2008 9784897063362 ¥9,900 ¥19,800 1016391721 

コツを覚えて必ずできる!体腔穿刺  
―部位・臓器別にみる間違いのない穿刺のポイント―（8） 

真弓 俊彦 2008 9784897063379 ¥9,900 ¥19,800 1016391720 

確実に身につく!縫合・局所麻酔  
―創に応じた適切な縫合法の選択と手技のコツ―（9） 

清水 孝徳 2009 9784897063386 ¥9,900 ¥19,800 1016391719 

確実にできる!ラリンジアルマスク  
―標準挿入法から挿入困難例への対応,救急医療での使用まで―（10） 

岡本 浩嗣 2009 9784897063393 ¥8,360 ¥16,720 1016391718 

8冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥78,980 ¥157,960 

みる見るわかる脳・神経科学入門講座  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

はじめて学ぶ、脳の構成細胞と情報伝達の基盤 （前編） 渡辺 雅彦 2008 9784758107297 ¥7,920 ¥15,840 1016391732 

はじめて学ぶ、情報伝達の制御と脳の機能システム （後編） 渡辺 雅彦 2008 9784758107303 ¥7,920 ¥15,840 1016391733 

2冊揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥15.840 ¥31,680 

2019年4月 
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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 
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実験医学  別冊  

Gノート別冊  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

医師のための介護・福祉のイロハ ―主治医意見書のポイント、制度・サービスの
基本から意外と知らない多職種連携のあれこれまで― 

大橋 博樹 2016 9784758117906 ¥11,880 ¥23,760 1020782217 

医師のためのノンテク仕事術 ―研修では教えてくれない!― 前野 哲博 2016 9784758117920 ¥11,550 ¥23,100 1022034245 

Common diseaseの診療ガイドライン  
―総合診療における診断・治療の要点と現場での実際の考え方― 

横林 賢一 2017 9784758118095 ¥15,180 ¥30,360 1024589631 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥38,610 ¥77,220 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

ES・iPS細胞実験スタンダード  
―再生・創薬・疾患研究のプロトコールと臨床応用の必須知識― 

末盛 博文 2014 9784758101899 ¥16,280 ¥32,560 1018853613 

次世代シークエンス解析スタンダード  
―NGSのポテンシャルを活かしきるWET&DRY― 

二階堂 愛 2014 9784758101912 ¥12,100 ¥24,200 1018853614 

エピジェネティクス実験スタンダード ―もう悩まない!ゲノム機能制御の読み解き方― 牛島 俊和 2017 9784758101998 ¥24,420 ¥48,840 1025376251 

3冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥52,80 ¥105,600 

2019年4月 
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書名 著編者 
発行
年 

冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 

絵ときシグナル伝達入門  改訂版 服部 成介 2010 9784758120128 ¥7,040 ¥14,080 1016391738 

これからのゲノム医療を知る ―遺伝子の基本から分子標的薬，
オーダーメイド医療まで―改訂新版 

中村 祐輔 2009 9784758120043 ¥7,040 ¥14,080 1011443747 

臨床につながる解剖学イラストレイテッド 松村 讓兒 2011 9784758120258 ¥13,640 ¥27,280 1024728170 

診療・研究にダイレクトにつながる遺伝医学 渡邉 淳 2017 9784758120623 ¥14,190 ¥28,380 1024943414 

楽しくわかる生物・化学・物理 ―解剖生理や生化学をまなぶ前の
― 

岡田 隆夫 2017 9784758120739 ¥8,580 ¥17,160 1024195404 

あなたと私はどうして違う?体質と遺伝子のサイエンス 
 ―99.9%同じ設計図 (ゲノム) から個性や病気が生じる秘密― 

中尾 光善 2015 9784758120579 ¥4,400 ¥8,800 1019748961 

脳神経ペディア 
 ―「解剖」と「機能」が見える・つながる事典 : カラー図解― 

渡辺 雅彦 2017 9784758120821 ¥22,440 ¥44,880 1025193964 

脳神経科学イラストレイテッド 
 ―分子・細胞から実験技術まで― 改訂第3版 

真鍋 俊也 2013 9784758120401 ¥14,520 ¥29,040 1016391734 

進化医学 ―人への進化が生んだ疾患― 井村 裕夫 2013 9784758120388 ¥9,240 ¥18,480 1018853620 

臨床に役立つ!病理診断のキホン教えます 伊藤 智雄 2017 9784758118125 ¥12,210 ¥24,420 1024943413 

免疫ペディア ―101のイラストで免疫学・臨床免疫学に強くなる!― 熊ノ郷 淳 2017 9784758120807 ¥18,810 ¥37,620 1025193963 

免疫学最新イラストレイテッド  改訂第2版 小安 重夫 2009 9784758120012 ¥11,440 ¥22,880 1016391735 

免疫学はやっぱりおもしろい 小安 重夫 2008 9784758107242 ¥6,160 ¥12,320 1016391736 

基礎医学  

2019年4月 
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Dr.岩田健太郎のスーパー指導術  
―劇的に効果が出る“教えるコツ"“教わるコツ"― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,260 

同時3アクセス（本体) ¥14,520 

著編者名 岩田  健太郎 底本ISBN 9784758117258  

出版社 羊土社 底本発行年 2012 商品コード 1018853603 

もっと楽しく、効果的に研修医指導を行うための「教えるコツ」「教わるコツ」を、マンガやイラストを交えながら紹介する。
アウトカムがみえてくる指導のポイントも掲載。『レジデントノート』連載をベースに書籍化。 

  
ぜんぶ絵で見る医療統計  
―身につく!研究手法と分析力― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,580 

同時3アクセス（本体) ¥17,160 

著編者名 比江島  欣愼 底本ISBN 9784758118071  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024589630 

まるで「図鑑」な楽しい紙面と「理解」優先の端的な説明で，医学・看護研究に必要な統計思考が“見る見る”わかる．
臨床研究はガチャを回すがごとし…？！統計嫌い克服はガチャのイラストが目印の本書におまかせ！ 

  
短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計セミナー 
論文読解レベルアップ30 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥12,540 

同時3アクセス（本体) ¥25,080 

著編者名 田中  司朗 底本ISBN 9784758117975  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1023668644 

一流論文を教材にした、臨床試験・メタアナリシス・疫学研究の方法論とその原理が理解でき、論文を読み解く力がつ
くテキスト。取り外せる課題論文5本+演習問題解答付き。『レジデントノート』連載に加筆し単行本化。 

  
臨床統計はじめの一歩Q&A  
―統計のイロハから論文の読み方、研究のつくり方まで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥6,160 

同時3アクセス（本体) ¥12,320 

著編者名 能登  洋 底本ISBN 9784758106559  

出版社 羊土社 底本発行年 2008 商品コード 1018853569 

エビデンスはどう読んだらいいの？ データはどうまとめたらいいの？ 臨床現場で統計を使う際に立ちはだかる数々
のギモンに、数式なしでわかりやすく解説。ＥＢＭ実践例やＥｘｃｅｌを用いたシミュレーションなども収録。 

  Dr.浅岡の本当にわかる漢方薬 ―日常診療にどう活かすか? 
漢方薬の特徴、理解の仕方から実践まで解説.さまざまな疑
問の答えがみつかる 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,140 

同時3アクセス（本体) ¥16,280 

著編者名 浅岡  俊之 底本ISBN 9784758117326  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853575 

漢方薬の基本事項を説明し、東洋医学による診断と治療において薬剤を選択するために必要な手順と考え方を紹介。
日常診療に活用できるよう、症例へのアプローチや臨床のヒント、生薬の組み合わせなどを示す。 

  
僕が医者を辞めない理由(わけ) 
―ブラック・ジャック的おじさん!?になりたい― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥3,520 

同時3アクセス（本体) ¥7,040 

著編者名 南淵  明宏 底本ISBN 9784897066974  

出版社 羊土社 底本発行年 2005 商品コード 1013240624 

気鋭の心臓外科医が語るブラック・ジャック的生き方。奇々怪々な医者の世界を生きてきたマンガ「ブラックジャックに
よろしく」のモデルにして心臓外科医である著者が語る「真の医者」とは何か。 

診断・治療学  
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医者よ、信念はいらないまず命を救え!  
―アフガニスタンで「井戸を掘る」医者中村哲― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥3,960 

同時3アクセス（本体) ¥7,920 

著編者名 中村  哲 底本ISBN 9784897068398  

出版社 羊土社 底本発行年 2003 商品コード 1013240625 

いまだ戦火のくすぶるアフガニスタンで、医療活動を続ける日本人医師、中村哲。人々の生命を救うため、大干ばつ
の中で井戸を掘り、その数はなんと１０００に達した。いま、日本人がなすべき真の国際協力がここにある！ 

  
ひとりぼっちの船医奮闘録  
―3年目医師の太平洋船上日記― 

分 野 海洋工学、船舶工学 

同時1アクセス（本体) ¥3,300 

同時3アクセス（本体) ¥6,600 

著編者名 内山  崇 底本ISBN 9784897068442  

出版社 羊土社 底本発行年 2009 商品コード 1013240623 

初期研修を終えたひよっこ医師が、突然「船医」に！ 不安と重圧を背負いながら、船上でどんな生活を送りどんな診
療を行ったのか。その日々をリアルに綴る。『レジデントノート』連載と同名ブログを編集・再構成し単行本化。 

  
外来診療コミュニケーションが劇的に上手くなる方法  
―クレームから学ぶ患者満足度を高める接し方・話し方― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,920 

同時3アクセス（本体) ¥15,840 

著編者名 岸本  暢将 底本ISBN 9784758106504  

出版社 羊土社 底本発行年 2008 商品コード 1018853593 

事前準備から外来当日、終了後のフォローまで、患者が満足する外来診療の流れ、患者及びコメディカルのクレーム
に対する改善策、答えに窮する患者の質問への返答・対応例等を紹介。米国と日本の外来診療教育方法の事例も掲
載。 

  日常診療のよろずお助けQ&A 上級編  
―研修医の指導から臨床現場のあらゆる疑問まで, ポストレ
ジデントの「困った」に答えます!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 林  寛之 底本ISBN 9784758106313  

出版社 羊土社 底本発行年 2007 商品コード 1018853567 

大好評既刊『日常診療のよろずお助けQ&A100』の第２弾が登場！今回はポストレジデントの聞くに聞けない疑問・悩
みを解決します。林 寛之先生編集によるおなじみの軽快な語り口で、エビデンスもしっかり掲載！ 

  
日常診療虎の巻! ―対岸の火事,他山の石― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥6,160 

同時3アクセス（本体) ¥12,320 

著編者名 中島  伸 底本ISBN 9784758106290  

出版社 羊土社 底本発行年 2007 商品コード 1018853591 

研修医時代は言うに及ばず、現在も臨床現場で悪戦苦闘している著者が、自らの経験に基づいた日常診療のツボを
語る。『レジデントノート』連載「対岸の火事、他山の石」を単行本化。 

  日常診療のよろずお助けQ&A100  
―救急・外来・当直で誰もが出会う「困った」に経験とエビデン
スで答えます!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,260 

同時3アクセス（本体) ¥14,520 

著編者名 林  寛之 底本ISBN 9784897066950  

出版社 羊土社 底本発行年 2005 商品コード 1018853566 

明日は我が身！ 知らないと大変！ 研修医を対象に、日常診療でよく出会う「困った」の対処法を紹介する。羊土社
ＨＰの「よろずお助け相談室」に大幅加筆して単行本化。 

診断・治療学  
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  薬剤師のための薬物療法に活かす検 
査値の読み方教えます!  
―検査値から病態を読み解き、実践で活かすためのアプローチ― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥10,560 

同時3アクセス（本体) ¥21,120 

著編者名 野口  善令 底本ISBN 9784758109338  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1022699156 

血算、肝・胆道系、腎機能検査…。代表的な検査について、症例(症状、検査値、処方内容)を提示し、病態を読み解き、
なぜそのような検査値の異常を示すのかを解説する。処方提案に向けた具体的なアプローチがわかる本。 

  研修医のための臨床検査・病理超マニュアル  
―適切に検査をオーダーし、 
結果を正しく解釈するための、必須ポイントが身に付く!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 小倉  加奈子 底本ISBN 9784758117364  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1016391729 

検体検査、病理検査、診療応用の3部構成で、検体の採取や提出の仕方から、検査値を読み切るポイント、グラム染
色・尿沈査像・病理検査の見方まで、臨床の現場で必要な知識を簡潔にまとめたマニュアル。基準値の一覧表も収録。 

  必ず診療に役立つスポーツ傷害の画像診断  
―スポーツ傷害ならではの診断・撮影の基本と読影のポイン
ト、治療方針の考え方と患者への上手な説明― 

分 野 スポーツ、体育 

同時1アクセス（本体) ¥13,860 

同時3アクセス（本体) ¥27,720 

著編者名 帖佐  悦男 底本ISBN 9784758111768  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853606 

実臨床で役立つようスポーツ傷害の画像診断におけるモダリティ別の特徴、特有の診断・画像撮影の基本と読影のポ
イントをまとめる。治療方針の考え方や患者への上手な説明の仕方も紹介。 

  
治療が劇的にうまくいく!高齢者の栄養はじめの一歩  
―身体機能を低下させない疾患ごとの栄養管理のポイント― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,920 

同時3アクセス（本体) ¥15,840 

著編者名 大村  健二 底本ISBN 9784758108966  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853572 

若年者とは異なる高齢者の消化・吸収能、代謝について解説。さらに、各種疾患に罹患した高齢者の特徴と栄養管理
について、症例を提示して具体的な対処法を紹介する。 

  
モヤモヤ解消!栄養療法にもっと強くなる  
―病状に合わせて効果的に続けるためのおいしい話― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,700 

同時3アクセス（本体) ¥15,400 

著編者名 清水  健一郎 底本ISBN 9784758108973  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853578 

実際の患者さんに向き合い、効果的な栄養療法を行うために必要な知識や知恵、栄養療法に詳しい本や論文を深く
理解するのに必要な情報をまとめる。基礎医学の領域として学ぶ知識も多く記載する。 

  
治療に活かす!栄養療法はじめの一歩 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,260 

同時3アクセス（本体) ¥14,520 

著編者名 清水  健一郎 底本ISBN 9784758108928  

出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1018853570 

“なんとなく”行っていた栄養療法に自信がつく！「疾患治療に栄養が大切なのはなぜ？」「経腸栄養剤の違いと選び
方は？」など基本的な考え方から現場で役立つ知識まで自然に身につく医師のための入門書 

診断・治療学  
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臨床医が知っておきたい呼吸器病理の見かたのコツ ―病理
像+X線・CTで一目でわかる!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥14,520 

同時3アクセス（本体) ¥29,040 

著編者名 河端  美則 底本ISBN 9784758117784  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1019748962 

臨床医の素朴なギモンをふまえ、呼吸器病理の見かたのコツを病理医が伝授。1症例を見開き2ページにまとめ、症例
をイメージしやすいよう、臨床経過、X線写真、CT写真も掲載。 

  
NSAIDsの選び方・使い方ハンドブック 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,460 

同時3アクセス（本体) ¥18,920 

著編者名 佐野  統 底本ISBN 9784758106870  

出版社 羊土社 底本発行年 2010 商品コード 1016391727 

どの薬を何錠、何日間？ 疾患別解説と症例紹介で、処方薬の使い分けまでがわかる。副作用への対応・回避法ま
で、ＮＳＡＩＤｓ（非ステロイド性抗炎症薬）のすべてを網羅したハンドブック。 

  
教えて!ICU Part1 ―集中治療に強くなる― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 早川  桂 底本ISBN 9784758117319  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853573 

処置や検査、全身状態についてディスカッションするカンファレンス形式で、ICUで研修医が必ずぶつかる疑問につい
て解説。ICUでも一般病棟でも役立つ知識が満載。『レジデントノート』連載を単行本化。 

  M&Mで改善する!ICUの重症患者管理 ―何が起きたか?なぜ
起きたか?今後どうすべきか?同じエラーをくり返さないために
― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,460 

同時3アクセス（本体) ¥18,920 

著編者名 讃井  將満 底本ISBN 9784758117449  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853607 

ICUの重症患者に起こりうる重大なトラブルを網羅したM&Mカンファレンスを再現。原因を究明し、再発を防ぎ、適切に
治療・管理するポイントが身につく。M&Mカンファレンスの進め方、自院での導入のしかたなども紹介。 

  
バイタルサインからの臨床診断 ―豊富な症例演習で、病態
を見抜く力がつく!―改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥12,870 

同時3アクセス（本体) ¥25,740 

著編者名 入江  聰五郎 底本ISBN 9784758118064  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024589629 

バイタルサインは病態へ通じる…6つのバイタルをどう読み解き，何をすべきかを丁寧に解説した好評書が改訂！20
の症例をもとに，現場に即した考え方が身につく！バイタルをとるすべての医療者にオススメ． 

  
Dr.宮城の白熱カンファレンス ―診断のセンスと臨床の哲学
― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥12,870 

同時3アクセス（本体) ¥25,740 

著編者名 岡田  優基 底本ISBN 9784758117579  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1020296410 

宮城征四郎医師による症例カンファレンスを会話形式で紹介。各症例の最終診断に至る過程で、臨床推論の技法か
ら臨床医としての姿勢まで指導する。カンファレンス中に登場したトピックも解説する。 

臨床医学  
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迷いやすい症例から学ぶジェネラリストの診断力 
 ―Clinical Problem Solving : 総合内科はおもしろい!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,800 

同時3アクセス（本体) ¥17,600 

著編者名 宮田  靖志 底本ISBN 9784758117142  

出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1018853601 

診察・検査から何を読み取り、どう判断して診断へと絞り込んでいるのか? ジェネラリストの思考プロセスを大公開。迷
いがちな16症例を掲載し、確かな診断力を鍛える書。『レジデントノート』連載を単行本化。 

  
Dr宮城の教育回診実況中継  
―ホンモノの診察技法と疾患を劇的に絞り込む思考プロセス― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 重森  保人 底本ISBN 9784758106153  

出版社 羊土社 底本発行年 2006 商品コード 1018853590 

宮城征四郎医師による教育回診を会話形式で紹介。症例のレジュメをもとに、疾患を絞り込んでいき、問診と身体所
見からどう判断するか、必要な検査は何か、などの考え方や、正しい診察法を実際の流れに沿って解説する。 

  
身体所見からの臨床診断 ―疾患を絞り込む・見抜く!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,240 

同時3アクセス（本体) ¥18,480 

著編者名 宮城  征四郎 底本ISBN 9784758106795  

出版社 羊土社 底本発行年 2010 商品コード 1018853596 

身体所見から疾患へどう絞り込むか。日常診療で得られる全身の主な所見と、それに対応する疾患を紹介し、絞り込
みの思考過程、診るべきポイントを、身体所見のとり方の図や症例写真を盛り込みながら解説する。 

  
困りがちなあんな場面こんな場面での身体診察のコツ 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,480 

同時3アクセス（本体) ¥14,960 

著編者名 大西  弘高 底本ISBN 9784758106900  

出版社 羊土社 底本発行年 2010 商品コード 1018853597 

若手医師が知りたいけれど、なかなか学ぶ機会のない、困りがちな事例が満載。臨床の第一線で活躍する執筆陣が、
上級医ならではの身体診察のワザやコツを伝授する。『レジデントノート』連載を中心に単行本化。 

  
基本をおさえる心エコー  
―撮りかた、診かた、考えかた―改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,240 

同時3アクセス（本体) ¥18,480 

著編者名 谷口  信行 底本ISBN 9784758107525  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853584 

心エコーに自信がつく! 研修医や循環器を専門としない内科医などを対象として、心臓の超音波解剖、画像モードの
選び方や探触子の当て方から、遭遇率の高い疾患の診断までを、実際の場面を前提に解説する。 

  
主訴から攻める心電図  
―異常波形を予測し、緊急症例の診断に迫る!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,240 

同時3アクセス（本体) ¥18,480 

著編者名 渡瀬  剛人 底本ISBN 9784758107556  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1019533251 

患者を前にした臨床医に必要な思考プロセスが身に付く! 各症例を提示し、鑑別疾患ごとに考えるべき優先度とその
理由、予想心電図所見を解説。また、患者の病歴・身体所見、心電図所見から診断を導き出すまでの考え方を詳述。 

臨床医学  
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画像強調内視鏡の診断ロジック  
―見えないものが観えてくる!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥27,390 

同時3アクセス（本体) ¥54,780 

著編者名 斎藤  豊 底本ISBN 9784758110624  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1023668642 

「診断ロジック」を重視した画像強調内視鏡の入門書。食道・胃・大腸の症例に対して、豊富かつ鮮明な内視鏡写真を
病理組織像と対比して提示。観察時の注意点やポイント、所見のとり方などを解説する。 

  
基本をおさえる腹部エコー  
―撮りかた、診かた、考えかた―改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,680 

同時3アクセス（本体) ¥19,360 

著編者名 谷口  信行 底本ISBN 9784758110501  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853585 

研修医、一般内科医などに向けた腹部エコーの入門書。実際の場面での腹部エコーの位置付けと、臨床で遭遇する
ことの多い疾患について解説する。超音波造影剤、エラストグラフィーなどの話題を取り入れた改訂版。 

  血液ガス・酸塩基平衡に強くなる  
―数値をすばやく読み解くワザと輸液療法の 
要点がケース演習で身につく― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,920 

同時3アクセス（本体) ¥15,840 

著編者名 白髪  宏司 底本ISBN 9784758117357  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853583 

誰でも正しい判断に辿り着ける新たな血液ガス分析のノウハウ「7アクション法」を紹介。小児から高齢者まで、50症例
の演習も収録する。切り取り式のダイジェスト版付き。ジャケット袖に要点カード、見返しに表あり。 

  Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理  
―人工呼吸器設定の根拠を病態から理解し、 
ケーススタディで実践力をアップ!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥16,500 

同時3アクセス（本体) ¥33,000 

著編者名 田中  竜馬 底本ISBN 9784758117562  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1020083668 

病態や患者に応じた人工呼吸管理の考え方が根拠から学べるテキスト。「病態で考える」ことに重点を置いて人工呼
吸器を設定・調節し、トラブルに対処する方法を解説する。難易度を示すマーク付き。 

  
人工呼吸に活かす!呼吸生理がわかる、好きになる  
―臨床現場でのモヤモヤも解決!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,260 

同時3アクセス（本体) ¥14,520 

著編者名 田中  竜馬 底本ISBN 9784758117340  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853574 

なぜ人工呼吸器が必要なのか。どう設定すればより効果的で安全に呼吸を助けられるのか。人工呼吸に活かせるよ
う呼吸生理の考えかたを身につけることを目的に、呼吸のメカニズムと人工呼吸の知識を解説。ケーススタディも収録。 

  人工呼吸管理に強くなる  
―人工呼吸の基礎から病態に応じた設定,トラブル対応まで
誰も教えてくれなかった人工呼吸管理のABC― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥10,340 

同時3アクセス（本体) ¥20,680 

著編者名 讃井  將満 底本ISBN 9784758106979  

出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1018853581 

「呼吸生理はイマイチわからない」「臨床で必要なの？」という方、必携！症状・病態と結びつけながら、呼吸管理に必
須の考え方をやさしく解説。症状や人工呼吸器設定の本当の意味がわかる！Case Studyで実践力もアップ 

臨床医学  
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この一冊で全身攻略!救急での異物除去 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥16,170 

同時3アクセス（本体) ¥32,340 

著編者名 千代  孝夫 底本ISBN 9784758117982  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1024019791 

救急で出合うあらゆる異物の除去法について、病態や解剖などの知識や基本手技から、うまくいかない場合の対処
法までを、豊富なイラストや写真でビジュアルに解説。ベテランならではの工夫や攻略法が学べる、現場で役立つ一
冊。 

  
あてて見るだけ!劇的!救急エコー塾 ―ABCDの評価から骨折、
軟部組織まで、ちょこっとあてるだけで役立つ手技のコツ― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,920 

同時3アクセス（本体) ¥15,840 

著編者名 鈴木  昭広 底本ISBN 9784758117470  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853577 

穿刺手技に関わるエコーから、救急外来診療ですぐに実践できるエコー、上級医も知らないあたらしい超音波の使い
方まで、画像とともにわかりやすく解説する。『レジデントノート』連載を書籍化。 

  
主治医として診る救急からの入院治療  
―入院判断から退院まで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,240 

同時3アクセス（本体) ¥18,480 

著編者名 岩田  充永 底本ISBN 9784758106924  

出版社 羊土社 底本発行年 2010 商品コード 1018853598 

初期臨床研修において入院主治医を経験しレポート提出が必要である急性疾患を中心に取り上げ、治療計画の考え
方と進め方、実践での注意点をわかりやすく時系列に沿って解説する。診療の流れが一目でわかる入院指示書例付
き。 

  
救急医療パーフェクトマニュアル ―あらゆる角度から救急医
療をマスターするための完全実用ガイド― 改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥13,200 

同時3アクセス（本体) ¥26,400 

著編者名 森脇  龍太郎 底本ISBN 9784758106764  

出版社 羊土社 底本発行年 2009 商品コード 1016391730 

Ｑ＆Ａ形式によるケーススタディ、豊富な写真やイラストを用いた手技説明、症例をもとにした各種画像の読み方、鑑
別診断のポイントなどについてわかりやすく解説。 

  
Dr.寺沢流救急診療の極意 ―自信がわき出る人気講義録― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥6,380 

同時3アクセス（本体) ¥12,760 

著編者名 寺沢  秀一 底本ISBN 9784758106474  

出版社 羊土社 底本発行年 2008 商品コード 1018853592 

外傷、ショック、中毒、熱中症…。医師として知っておきたい救急診療の知識と心構えを、実践に活かしやすい豊富な
事例を交えて明快に解説。コラムや「Ｄｒ．寺沢のココだけの話」なども収録。 

  
救急外来でのキケンな一言  
―トラブル事例に学ぶ診療のピットフォールとTips― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,260 

同時3アクセス（本体) ¥14,520 

著編者名 岩田  充永 底本ISBN 9784758106528  

出版社 羊土社 底本発行年 2008 商品コード 1018853594 

研修医のよくある「一言」から失敗に至った例を呈示し、原因とその対応策をわかりやすく解説。簡潔な図表で診療の
チェックポイントを理解できる。トラブルを未然に防ぐ診療のコツを伝授する一冊。 

臨床医学  
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ER流研修指導医[○秘]心得47  
―つまづき症例で学ぶ,研修医教育のポイント― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 加藤  博之 底本ISBN 9784758106108  

出版社 羊土社 底本発行年 2006 商品コード 1018853589 

研修医の心身の安全を図りつつ、患者の安全を確保しながら、研修医に効果的に救急医療を身につけさせることが
要求される救急外来での研修に役立つ、研修医と救急当直をする上級医のための教師用トラの巻。 

  
Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 内分泌・消化器編  
―内科疾患の重症化対応に自信がつく!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥13,200 

同時3アクセス（本体) ¥26,400 

著編者名 田中  竜馬 底本ISBN 9784758118101  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024943412 

大好評のDr.竜馬のやさしくわかる集中治療シリーズ第２弾！上部消化管出血、急性膵炎、糖尿病ケトアシドーシス、副腎クリーゼな
ど、よくみる内科疾患が重症化したときの考え方や適切な対応が面白いほどよくわかる！ 

  
治療薬イラストレイテッド  
―一目でわかる薬理作用と疾患別処方例― 改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥12,760 

同時3アクセス（本体) ¥25,520 

著編者名 山田  信博 底本ISBN 9784758106757  

出版社 羊土社 底本発行年 2009 商品コード 1016391728 

各領域の専門医が、薬理作用と疾患別の処方や副作用、注意点をポイントを絞ってわかりやすく解説した、適切な薬
剤使用のガイド。イラストで薬の効くメカニズムがスッキリわかる。新薬情報やガイドライン改訂に対応。 

  
つまずき症例で学ぶ薬の処方徹底トレーニング  
―これだけは知っておきたい“つまずきポイント"と“処方のコツ"― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,240 

同時3アクセス（本体) ¥18,480 

著編者名 藤村  昭夫 底本ISBN 9784758117159  

出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1018853602 

日常診療で遭遇するありふれた疾患を対象に、処方判断の難しい症例や処方に注意を要する症例、処方のピット
フォールに陥りやすい症例を集め、1症例ごとに処方や薬物療法、薬の使い方をわかりやすく解説する。 

  
抗菌薬について内心疑問に思っていることQ&A 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,920 

同時3アクセス（本体) ¥15,840 

著編者名 大曲  貴夫 底本ISBN 9784758106801  

出版社 羊土社 底本発行年 2009 商品コード 1018853595 

臨床現場でぶつかる抗菌薬治療に関する素朴な疑問に、感染症の診療と医師・医学生教育に携わっている若手感染
症医がすっきり答えます。感染症診断・治療に役立つ表付き。『レジデントノート』特集＆連載を単行本化。 

  
あらゆる場面で使える鎮静・鎮痛Q&A96 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥14,850 

同時3アクセス（本体) ¥29,700 

著編者名 安宅  一晃 底本ISBN 9784758111171  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1022699158 

中等度〜高度の鎮静に関する明日から使える知識をQ&A形式でまとめた本。鎮静・鎮痛のガイドラインの現状、鎮静
薬や鎮痛薬の薬理学、標準的な鎮静・鎮痛のやり方、トラブルへの対処法などについて解説する。 

臨床医学  

2019年4月 
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ステロイドの選び方・使い方ハンドブック  
改訂版 

分 野 医学 
同時1アクセス

（本体) 
¥9,460 

同時3アクセス
（本体) 

¥18,920 

著編者名 山本  一彦 底本ISBN 9784758117067  
出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1016391726 

ステロイドの基本的な考え方と使用の根拠から、疾患別の処方とコツまでを、豊富な処方例
とケーススタディを交えてまとめたハンドブック。無効例や減量・中止、処方変更、副作用対
応など「次の一手」も具体的に解説する。 

  
薬剤ごとの違いがわかる 
ステロイドの使い分け  
―豊富な薬剤情報と症例 : steroid― 

分 野 医学 
同時1アクセス

（本体) 
¥9,240 

同時3アクセス
（本体) 

¥18,480 

著編者名 山本  一彦 底本ISBN 9784758106832  
出版社 羊土社 底本発行年 2010 商品コード 1016391725 

経口剤・注射剤など剤型ごとに各薬剤の特徴と違いを徹底解説。また、各疾患ごとに豊富
な症例を提示し、使い分けを具体的に説明する。ステロイドの使い分けが根拠からよくわか
る。 

  

胸部X線・CTの読み方 
やさしくやさしく教えます! 

分 野 医学 
同時1アクセス

（本体) 
¥11,880 

同時3アクセス
（本体) 

¥23,760 

著編者名 中島 啓 底本ISBN 9784758111850  
出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1022034244 

基本的な読影方法を、読影手順と解剖をふまえ、丁寧かつ簡潔に解説!確認すべきことが一
目でわかる、フローチャートやチェックリストも豊富!研修医・一般内科医に最適! 

  
ICU看護パーフェクト = Perfect book of 
intensive care nursing ―医師の指示の根拠も、
今すぐ使えるケアのテクニックも1冊ですべて
解決!―（納得!実践シリーズ） 

分 野 医学 
同時1アクセス

（本体) 
¥9,900 

同時3アクセス
（本体) 

¥19,800 

著編者名 清水  敬樹 底本ISBN 9784758109680  
出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1016391724 

ICU看護に必要な知識・技術を見開き完結で完全網羅。ICU患者のケアに加えて、ICU看護
師に特化した業務や多職種との連携、チーム医療、医療安全に関する項目にも触れる。 

臨床医学  

2019年4月 
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病態と治療戦略がみえる免疫・アレルギー疾患 
イラストレイテッド 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥23,760 

同時3アクセス（本体) ¥47,520 

著編者名 田中  良哉 底本ISBN 9784758120449  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1024728171 

関節リウマチ，クローン病などの自己免疫疾患やアレルギー疾患について，発症機序から診断・治療戦略まで，最新
知見を交え疾患ごとに網羅．オールカラーイラストで，多彩な因子も複雑な病態も見てイメージできる！ 

  
高齢者の薬よろずお助けQ&A100 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 桑島  巌 底本ISBN 9784758117241  

出版社 羊土社 底本発行年 2012 商品コード 1018853568 

高齢者医療に長年の経験を持つ執筆者が、高齢者に対する薬の安全処方のコツを、Q&A形式で紹介する。多剤併用、
肝・腎機能、基礎疾患など、多彩な症例に対応するアドバイスが満載。 

  
犯人は誰か?循環器臨床の推理の極意  
―the great debates from CADET― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 香坂  俊 底本ISBN 9784758107501  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853604 

心電図を読むときのポイントや、心雑音の鑑別のコツ、カテコラミンの使い分けかたなど、循環器内科医の診療の極
意を、ディスカッション形式で解説する。年2回開催のCADETセミナーを書籍化。 

  
これが伏見流!心房細動の診かた、 
全力でわかりやすく教えます。 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥11,880 

同時3アクセス（本体) ¥23,760 

著編者名 赤尾  昌治 底本ISBN 9784758107570  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024390620 

心房細動の「どの薬を使うべき？」「既往症・合併症への対処法は？」「周術期管理は？」などよくある悩みにお答えし
ます！実臨床での治療を全力で解説したこれまでにない実践書！すべての臨床医におすすめ！ 

  
咳の診かた、止めかた  
―ガイドラインだけではわからない日常診療の疑問に答えます!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥13,860 

同時3アクセス（本体) ¥27,720 

著編者名 藤森  勝也 底本ISBN 9784758117951  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1023668643 

日常診療でよく出会う「原因がはっきりしない」「いろいろ試しても咳が止まらない」などの「咳」の悩みをまるごと解決! 
定義・臨床像などの基礎知識や、診断・治療のコツなどを、「咳」のエキスパートがレクチャーする。 

  
肺炎診療 ―どう見極め、まず何をすべきか― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥12,540 

同時3アクセス（本体) ¥25,080 

著編者名 青島  正大 底本ISBN 9784758118118  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1025193965 

肺炎が疑われる症例にどのような検査を行うか？抗菌薬の選択は？…など、非呼吸器内科医が「これだけは知って
おくべき」肺炎診療のポイントを専門医がやさしく解説します。日常診療で肺炎を診る医師必携の1冊！ 

内科学  

2019年4月 
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  うまく続ける!消化器がん薬物療法の基本とコツ  
―1stライン、2ndラインのレジメン選択と休薬・減量、 
副作用対策のポイント― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥16,500 

同時3アクセス（本体) ¥33,000 

著編者名 加藤  健 底本ISBN 9784758110594  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1021588209 

エビデンスと経験に基づき、1stライン、2ndラインでの使い分け、患者背景ごとの使い分けなど、消化器がんレジメン
の具体的な選択ポイントを解説。効果を落とさず治療継続するためのエキスパートエッセンスが満載。 

  
臨床医が知っておきたい消化器病理の見かたのコツ  
―病理像+内視鏡・CT・MRIで一目でわかる!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥13,200 

同時3アクセス（本体) ¥26,400 

著編者名 福嶋  敬宜 底本ISBN 9784758110495  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853605 

どこが病変? 何が読み取れる? 臨床医の素朴なギモンをふまえ、消化器病理の見かたのコツを病理医が伝授。症例
をイメージしやすいよう、内視鏡像、CT・MRI、血液検査値などの臨床情報も掲載。 

  
これなら見逃さない!胃X線読影法虎の巻  
―シェーマ+内視鏡像+病理像で一目瞭然!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥14,520 

同時3アクセス（本体) ¥29,040 

著編者名 中原  慶太 底本ISBN 9784758110587  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1020599018 

「胃癌をきっちり診断すること」を目標にした胃X線読影のテキスト。読影の基礎知識、画像・胃の状態について説明し、
基準読影法に沿った所見の拾い上げとその分析の仕方を症例を通して解説。胃がん検診の読影の実践も収録。 

  
IBDを日常診療で診る  
―炎症性腸疾患を疑うべき症状と、患者にあわせた治療法― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥16,500 

同時3アクセス（本体) ¥33,000 

著編者名 日比  紀文 底本ISBN 9784758110600  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024019789 

炎症性腸疾患(IBD)を疑う症状とは? 寛解導入、寛解維持に適切な療法は? IBDの重要ポイントがわかるよう、豊富な
図表で診断・治療の進め方からフォローアップまでを具体的に解説する。最新ガイドラインに準拠。 

  
IBD診療ビジュアルテキスト ―チーム医療につなげる!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥13,200 

同時3アクセス（本体) ¥26,400 

著編者名 横山  薫 底本ISBN 9784758110631  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1024019790 

長期にわたる治療が求められるため、看護師・薬剤師・栄養士らのチーム医療が欠かせないIBD(炎症性腸疾患)。医
師やメディカルスタッフに向けて、IBDの病態、診断・治療の基本、診療の注意点などを解説する。 

  
チェックリストでわかる!IBD治療薬の選び方・使い方  
―重症度と患者背景から導く炎症性腸疾患の処方― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥10,890 

同時3アクセス（本体) ¥21,780 

著編者名 小林  拓 底本ISBN 9784758110570  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1020599019 

IBD(炎症性腸疾患)患者の薬物治療に特化した医学書。よく出会う場面での薬の選択肢と実際の使い方を、症例で具
体的に解説。チェックリストのチェック数を目安に適切な治療を選ぶことができる。 

内科学  

2019年4月 
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  すぐに使えるリウマチ・膠原病診療マニュアル  
―目で見てわかる、関節痛・不明熱の鑑別、治療、専門科へ
のコンサルタント―改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥13,310 

同時3アクセス（本体) ¥26,620 

著編者名 岸本  暢将 底本ISBN 9784758117678  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1020296409 

リウマチ性疾患を“一発診断”するポイントを写真や図表で紹介し、病歴や身体診察での要点を中心に、鑑別疾患構
築法を解説。関節X線の読み方、生物学的製剤の項目を追加し、各疾患の最新診断基準などを盛り込んだ改訂版。 

  
内科医のための不眠診療はじめの一歩  
―誰も教えてくれなかった対応と処方のコツ― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,700 

同時3アクセス（本体) ¥15,400 

著編者名 小川  朝生 底本ISBN 9784758117302  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853571 

睡眠を専門としない医師に、不眠診療のノウハウをわかりやすく伝授。具体的な処方と対応、薬剤ごとの特徴のほか、
薬物療法以外の対応として認知行動療法を解説する。認知行動療法に利用できる睡眠日誌・思考記録表も掲載。 

  本当にわかる精神科の薬はじめの一歩  
―疾患ごとの具体的な処方例で、薬物療法の考え方とコツ、
治療経過に応じた対応が身につく!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,040 

同時3アクセス（本体) ¥14,080 

著編者名 稲田  健 底本ISBN 9784758117425  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853576 

プライマリケア医に必要な向精神薬の使い方をやさしく解説。各薬剤の特徴や使い分けに加え、疾患別の処方例、注
意すべき副作用と症候群など、明日から役立つコツが満載。 

  嚥下 (えんげ) 障害、診られますか?  
―先生、誤嚥性肺炎かもしれません : 診断から治療まで、栄
養療法や服薬指導を含め全部やさしく教えます― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,250 

同時3アクセス（本体) ¥16,500 

著編者名 谷口  洋 底本ISBN 9784758117760  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1019748960 

誤嚥性肺炎の原因となる嚥下障害の診断と治療について、写真や表を交えてわかりやすく解説。Q&Aでは、嚥下障
害例での経鼻胃管や気管カニューレの取り扱い、栄養剤や嚥下調整食の選択など、病棟で困る事例を多く取り上げ
る。 

  内科医のための認知症診療はじめの一歩  
―知っておきたい誤診を防ぐ診断の決め手から症状に応じた
治療、ケアまで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 浦上  克哉 底本ISBN 9784758117524  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853580 

日本内科学会の実践セミナーの内容をできる限り忠実に再現。かかりつけ医の先生の「明日からの認知症診療にす
ぐに役立つ」ように、誤診を防ぐ診断の決め手から症状に応じた治療、ケアまでを解説する。ケーススタディも収録。 

  
プライマリ・ケアでうつを診たら  
―見立てから治療まで、やさしくわかるうつ病診療― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥7,260 

同時3アクセス（本体) ¥14,520 

著編者名 河西  千秋 底本ISBN 9784758117876  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1020782218 

精神科以外の医療現場でうつ病のプライマリ・ケアを行う可能性のある医療者に向けて、診療に際しての心構えや態
度、患者とのコミュニケーションの取り方などを、事例を提示しながら解説する。 

内科学  
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トライアングルモデルで身につける感染症診療の考え型 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥9,240 

同時3アクセス（本体) ¥18,480 

著編者名 佐田  竜一 底本ISBN 9784758117890  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1020782216 

患者背景からPitfall、今後のマネジメントまで、デキる医師の思考プロセスを網羅した「感染症トライアングルモデル」
を使った感染症の診療法を症例ごとに解説。誤嚥性肺炎の予防策などについてもレクチャーする。 

  
目で見る感染症  
―見ためでここまで診断できる!感染症の画像アトラス― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥10,230 

同時3アクセス（本体) ¥20,350 

著編者名 原永  修作 底本ISBN 9784758117746  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1020083670 

日本でもトップレベルにある沖縄県の感染症診療のエッセンスを凝縮。比較的頻度の高い疾患を対象に、画像と「目
で見た診断ポイント」を示し、診断確定に必須の「病歴・身体所見・検査」も解説する。 

  
結核・非結核性抗酸菌症を日常診療で診る  
―すべての臨床医が知っておきたい、診断の進め方と治療の基本― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥14,850 

同時3アクセス（本体) ¥29,700 

著編者名 佐々木  結花 底本ISBN 9784758118026  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1025376252 

近年、プライマリ・ケアで診療する機会が増えている結核・非結核性抗酸菌症について、すべての医師が知っておくべ
き基礎知識と診断・治療の進め方を1冊で網羅。ありそうでなかった、実践的でわかりやすい入門書！ 

  
小児救急秘伝の書 ―ひと目でわかる診療の要点と極意― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥8,360 

同時3アクセス（本体) ¥16,720 

著編者名 鬼頭  正夫 底本ISBN 9784758117111  

出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1018853599 

小児救急の必須事項を凝縮した49の秘伝を50順に並べて紹介し、各種ガイドラインに基づいて診断・治療法を提示。
疾患への対応をまとめた図表と簡潔な解説で、すぐに調べて実践できる。 

  
重症疾患を見逃さない小児の救急・当直診療  
―診療の技術と心くばり― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥10,340 

同時3アクセス（本体) ¥20,680 

著編者名 山田  至康 底本ISBN 9784758117128  

出版社 羊土社 底本発行年 2011 商品コード 1018853600 

子どもの救急に必須のスキルを、緊急度・頻度が一目でわかる3段階表示、重要ポイントとともに解説。診療の流れや
ガイドラインなどを示した図表やフローチャートも満載。子どもや保護者への接し方や会話のコツも収録する。 

  
小児麻酔ポケットマニュアル  
―小児の生理・薬理学的特徴から各科手術の麻酔・管理のポイント― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体) ¥10,560 

同時3アクセス（本体) ¥21,120 

著編者名 蔵谷  紀文 底本ISBN 9784758111065  

出版社 羊土社 底本発行年 2012 商品コード 1018853588 

小児麻酔に必要な生理・薬理学的知識と麻酔管理がわかる実践書。小児麻酔のスペシャリストが、術前評価から術
後管理までの一連の流れ、具体的な投与例など実用エッセンスを解説する。 

内科学  

2019年4月 
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研修医のための外科の周術期管理ズバリおまかせ! 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥10,230 

同時3アクセス（本体） ¥20,350 

著編者名 森田  孝夫 底本ISBN 9784758117739  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1019533249 

周術期を4つのStepに分けて、研修医が行うべき管理の基本を解説。研修中によく出合う疾患を厳選して取り上げ、治療方針決定の
ための検査・考え方や、手術中の研修医の役割、術後管理など治療の流れを詳説する。 

  
研修医のための見える・わかる外科手術 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥10,230 

同時3アクセス（本体） ¥20,350 

著編者名 畑  啓昭 底本ISBN 9784758117807  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1019533250 

約50の外科手術の基本と手順がイメージできるよう、イラストを用いて説明した初期研修医向けのテキスト。所要時間、
出血量など手術の概要を示し、コツや失敗できないポイントを解説する。 

  チーム医療による周術期管理まるわかり  
―安全で質の高い術前術後管理を行うための、チーム内の
役割と連携― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

著編者名 川口  昌彦 底本ISBN 9784758111133  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1019533252 

周術期の麻酔管理、薬剤管理、栄養管理、口腔機能管理、リハビリテーションなど、質の高い周術期医療を提供する
うえで役立つ内容を解説。周術期管理チームの「誰が」「どんな仕事をするのか」がすぐわかる。 

  麻酔科医として必ず知っておきたい周術期の呼吸管理  
―解剖生理から気道評価・管理、抜管トラブル、呼吸器系合
併症の対策まで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥24,420 

同時3アクセス（本体） ¥48,840 

著編者名 磯野  史朗 底本ISBN 9784758111188  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024775791 

麻酔科専攻医が本格的に呼吸管理を学ぶための入門書！呼吸生理から気道評価、人工呼吸器の設定、抜管、鎮静
の考え方まで、手術の流れに沿った構成でわかりやすい！周術期管理に携わるすべての医師におすすめ！ 

  麻酔科医として必ず知っておきたい周術期の循環管理  
―循環モニタリングの原理、各種測定法から手術別循環管理
の実際とトラブルシューティングまで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥24,420 

同時3アクセス（本体） ¥48,9048,8400 

著編者名 国沢 卓之 底本ISBN 9784758111164  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1022034246 

麻酔科専門医をめざす医師必読!各種循環モニターの原理と特徴、機器ごとの違いがよくわかる!本格的に循環管理を
学ぶための入門書! 

  
100倍楽しくなる麻酔科研修30日ドリル 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 

同時3アクセス（本体） ¥14,080 

著編者名 青山  和義 底本ISBN 9784758111126  

出版社 羊土社 底本発行年 2015 商品コード 1020599017 

研修のポイントが整理できる30日完成の書き込み式ワークノート。少しの時間で,薬剤の計算,手技の手順,解剖など,現
場で必要になる必須事項がチェックできる!書き込み式。 

外科学  

2019年4月 
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がん治療のための緩和ケアハンドブック  
―症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛薬の使い方から心のケアまで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

著編者名 吉田  健史 底本ISBN 9784758118033  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024195405 

「くり返す痛み，適切な処方は？」「言いづらいこと，どう切り出す？」薬の使い方に加え，つらさを癒す声かけやICの具
体例が満載！ポケットに入れて持ち運べるオピオイド等力価換算表付き！ 

  
やさしく学べるがん免疫療法のしくみ 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

著編者名 玉田  耕治 底本ISBN 9784758120715  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1023366658 

今後のがん治療のひとつの柱となりうる「がん免疫療法」についてやさしく学べる手引書。基本的なしくみと現在の課
題、将来展望を、カラー図版を交え、平易な言葉を用いてわかりやすく解説する。 

  
がん診療パーフェクト ―基礎知識から診断・治療の実際まで 
= The perfect clinical oncology― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥14,300 

同時3アクセス（本体） ¥28,600 

著編者名 佐々木  常雄 底本ISBN 9784758106825  

出版社 羊土社 底本発行年 2010 商品コード 1016391731 

がん診療医としてあるいはがん治療医として、ベースとなる重要なエッセンスをまとめた入門書。がん診療に必要な臨
床知識を図表を多用しわかりやすく紹介し、Ｑ＆Ａ形式のケーススタディで実際の診療の進め方も解説する。 

  
ハイリスク患者のがん薬物療法ハンドブック  
―多様化・複雑化する患者への治療戦略を身につける― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥14,190 

同時3アクセス（本体） ¥28,380 

著編者名 安藤  雄一 底本ISBN 9784758118149  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1025376250 

心疾患合併、PS不良、うつなど、多様化する患者の背景にあったがん薬物療法の進め方を、１冊に凝縮。「注意すべ
き薬物相互作用は？」「既往症とがんのどちらの治療を優先するか？」などの疑問に、現場目線で解説。 

  がん化学療法レジメンハンドブック ―治療現場で活かせる知
識・注意点から服薬指導・副作用対策まで = Treatment 
regimens for cancer chemotherapy―改訂第5版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥30,360 

著編者名 遠藤  一司 底本ISBN 9784758118057  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024775792 

抗がん剤の投与スケジュールや注意点が一目でわかる大好評書、新薬を大幅追加し全面改訂！前投薬や投与速度、
輸液量を含めたレジメンのほか、副作用、服薬指導、調製法も掲載。がん治療に携わる全スタッフ必携！ 

  心臓麻酔ポケットマニュアル  
―心血管作動薬、人工心肺の知識から心臓手術の麻酔・管
理のポイント― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥11,440 

同時3アクセス（本体） ¥22,880 

著編者名 野村  実 底本ISBN 9784758111041  

出版社 羊土社 底本発行年 2012 商品コード 1018853586 

麻酔専門医に必要な心臓麻酔の基本的知識と管理を解説する。弁疾患、虚血性心疾患、大動脈置換術、先天性心
疾患、人工心臓、非心臓手術など、疾患に応じた心臓麻酔の実際も収録。 

外科学  

2019年4月 
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  救急・当直で必ず役立つ!骨折の画像診断  
―全身の骨折分類のシェーマと症例写真でわかる 
読影のポイント―改訂版 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

著編者名 福田  国彦 底本ISBN 9784758111775  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853608 

最初に押さえておくべき撮像方法は? 骨折のX線写真の読影、見逃さないためには? この骨折は保存療法? それとも
手術? 全身の骨折分類のシェーマと症例写真で読影のポイントを示す。骨折の分類を見直すなどした改訂版。 

  血液浄化療法に強くなる  
―やさしくわかる急性期の腎代替療法・アフェレシスの基本か
ら、ケースで学ぶ状況・疾患別の実践的対応まで― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥10,340 

同時3アクセス（本体） ¥20,680 

著編者名 柴垣  有吾 底本ISBN 9784758117388  

出版社 羊土社 底本発行年 2013 商品コード 1018853582 

血液浄化療法の基本から臨床への応用までを解説。研修医が上級医の指導を受けるという設定で、実際の患者の診
療をシミュレーションしながら、幅広い知識と考え方を学べる。演習問題も収録。 

  
あらゆる診療科で役立つ!腎障害・透析患者を 
受けもったときに困らないためのQ&A 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 

同時3アクセス（本体） ¥16,720 

著編者名 小林  修三 底本ISBN 9784758117494  

出版社 羊土社 底本発行年 2014 商品コード 1018853579 

腎障害をどの症状や所見から疑い、どのように診断するかを、特に腎以外の全身症状からの診断も取り入れて解説。
一般の腎障害患者と透析患者の治療と管理についても説明する。 

  排尿障害で患者さんが困っていませんか?  
―泌尿器科医が教える「尿が頻回・尿が出ない」の正しい診
方と、排尿管理のコツ― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥12,210 

同時3アクセス（本体） ¥24,420 

著編者名 影山  慎二 底本ISBN 9784758117944  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1022699157 

プライマリ・ケア医が排尿に関するトラブルに対処するケースが増加している。排尿に関するメカニズムは割愛し、あく
までも症状から最低限の検査で、患者に適切な薬剤や治療法が選択できるよう実践的に解説した手引書。 

  
産科麻酔ポケットマニュアル ―帝王切開(予定・緊急)、産科
救急、無痛分娩、合併症妊婦などの麻酔管理の基本とコツ― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥11,440 

同時3アクセス（本体） ¥22,880 

著編者名 角倉  弘行 底本ISBN 9784758111058  

出版社 羊土社 底本発行年 2012 商品コード 1018853587 

産科麻酔に必要な産科的知識と麻酔管理のポイントがわかる実践書。まず身につけたい基本から、病態別対応、産
科救急までを網羅。知っておくべきコツやピットフォール、役立つメモ、コラムも多数掲載。 

  
内科医のためのやさしくわかる眼の診かた  
―超コモンから救急まで"眼底""眼圧"なしでもここまで診れる!― 

分 野 医学 

同時1アクセス（本体） ¥12,210 

同時3アクセス（本体） ¥24,420 

著編者名 若原  直人 底本ISBN 9784758118019  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024390618 

元内科の眼科専門医が内科医が知っておくべき眼科診療をやさしく解説！緑内障，糖尿病網膜症などの眼科「超コモ
ン」から，特に気をつけるべき眼科救急，外傷まで，特別な検査機器がなくてもできる診療パールを紹介！ 

外科学  

2019年4月 
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根拠からよくわかる注射薬・
輸液の配合変化  
―基礎から学べる, 配合変化を起こさ
ないためのコツとポイント―第2版 

分 野 医学 

同時1アクセス
（本体） 

¥8,580 

同時3アクセス
（本体） 

¥17,160 

著編者名 赤瀬  朋秀 底本ISBN 9784758109352  

出版社 羊土社 底本発行年 2017 商品コード 1024390619 

注射薬や輸液を扱う薬剤師必携の定番書が改訂！配合変
化の予測・回避に必要な知識が根拠から学べて，各章末の
演習問題で応用力が身につけられます．基礎の理解から実
務まで役立つ，調剤事故の防止に欠かせない1冊！ 

  

薬剤師が解決するポリファーマシー  
―ここからはじめる! : 症例から学ぶ、
処方適正化のための介入のABC― 

分 野 医学 

同時1アクセス
（本体） 

¥8,910 

同時3アクセス
（本体） 

¥17,820 

著編者名 平井  みどり 底本ISBN 9784758109345  

出版社 羊土社 底本発行年 2016 商品コード 1023366659 

病院および薬局の豊富な症例を踏まえて、薬剤の処方意図
の推測や、処方適正化の進め方を具体的に解説。漫然投与
されがちな薬剤、エビデンスなく処方されがちな薬剤、薬の
副作用による訴えなど、知っておきたいコツも満載。 

外科学  

2019年4月 
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雑 誌  

各巻の詳細はお問い合わせください。 

1983年創刊号より電子バックナンバーをご提供中！ 
商品 冊数 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

商品コード 

実験医学 【創刊号～2018年】(Vol.1～Vol.36) 628  【予価】 ¥2,614,920  【予価】 ¥5,229,840  *** 

実験医学 【2009年～2018年】(Vol.27～Vol.36) 200 【予価】 ¥1,326,600  【予価】 ¥2,653,200  *** 

実験医学 【2014年～2018年】(Vol.32～Vol.36) 100 【予価】  ¥705,375  【予価】 ¥1,410,750  *** 

商品 冊数 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実験医学 2018年 20 【予価】  ¥148,500  【予価】  ¥297,000  *** 

実験医学 2017年 20 ¥148,500 ¥297,000 1027880046 

実験医学 2016年 20 ¥148,500 ¥297,000 1027880045 

実験医学 2015年 20 ¥148,500 ¥297,000 1025233681 

実験医学 2014年 20 ¥148,500 ¥297,000 1023373446 

1年ごとの購入も可能です。（10年セットで10％引、5年セットで5％引の割引価格も用意しています） 

◆ 創刊より30余年の歴史 
1983年の創刊当初より，分子生物学と医学を結ぶパイオニア的雑誌として，多くの
方にご愛読いただいています． 
 

◆ クオリティーの高さを維持する編集方針 
最もHOTな研究分野を独自にリサーチし，第一線で活躍する研究者への依頼原稿
によって最先端の研究動向を紹介することで，常に読者のニーズに応える編集内容を
心掛けております． 

30%引 
10%引 
５%引 

2019年4月 
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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。 

雑 誌  

各巻の詳細はお問い合わせください。 
2019年4月 

1999年創刊号より電子バックナンバーをご提供中！ 
5年分セット購入で5％引、17年分全巻セット購入で15％引 

商品 冊数 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

■レジデントノート月刊 【創刊号～2015年度セット】 186 ¥834,768 ¥1,669,536 1027880047 

■レジデントノート月刊 【2011～2015年度セット】 60 ¥300,960 ¥601,920 1027880048 

レジデントノート月刊 【2015年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1027880050 

レジデントノート月刊 【2014年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1027880049 

レジデントノート月刊 【2013年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1025233678 

レジデントノート月刊 【2012年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1023373444 

◆ 創刊より約20年、研修医にもっとも読まれてきた研修医のための雑誌です。 
 

1999年春、研修医に真に役立つ新しい雑誌として「レジデントノート」は創刊しました。現場で
すぐに役立つことをモットーとし、ビジュアルで斬新な誌面と分かりやすい解説で、創刊以来大変
なご好評をいただいています。 
 

◆ とことん現場主義を貫いた企画と紙面構成を目指しています。 
 

・臨床の第一線で活躍の医師らによる、日常診療で困ることに対応した実践的な「特集」記事 
・救急や病棟での診療の基本や薬の使い方、画像診断や研修医指導など、臨床のコツたっぷり
の充実した「連載」記事 
・イラスト・表を多用した、“忙しいときでも一目で重要なポイントがわかる”と定評があるレイアウト 
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