NEW ARRIVALS
2018年3月～電子書籍新刊･新着案内～
Maruzen eBook Libraryは学術機関向けに和書の電子書籍を提供するプラットフォームです。
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底本ISBN

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
学術・3アクセス
￥12,000（+税）
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2018年3月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／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）

新刊タイトル
冊子の刊行から半年以内の新刊タイトルが
さっそく Maruzen eBook Library に追加されます!!
医学
分 野
¥8,000(＋税)
学術・1アクセス
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
9784765317344
著編者名
原, 正彦
底本ISBN
出版社
金芳堂
底本発行年 2017年 商品コード 1026556798
数々の臨床研究をサポートしてきた気鋭の独立系臨床研究家が放つ，渾身の問題作！「思考停止状態に
陥っていないか？」「共著問題で論文がお蔵入り？」「臨床研究に統計は重要じゃない？」数多くの臨床研
究をサポートしてきた気鋭の独立系臨床研究家が放つ，渾身の問題作！ 臨床研究を立ち上げて，論文作
成・アクセプトまでを最速最短で完遂するためにはどうすればよいか，その極意を説く．
臨床研究立ち上げから英語論文発表まで最速最短
で行うための極意 ―すべての臨床医に捧ぐ超現場
重視型の臨床研究指南書―

医学
分 野
¥9,300(＋税)
学術・1アクセス
¥13,900(＋税)
学術・3アクセス
9784765317436
著編者名
重見 研司
底本ISBN
出版社
金芳堂
底本発行年 2018年 商品コード 1026989177
障害を持たない患者への対応として正しいことが，障害を持つ患者にとっては必ずしも正しいとは限らな
い．障害を持たない患者とは違った対応を必要とする患者やその家族に対して，臨機応変に対応できるよ
う，障害および疾病によって起こりうる問題やその解決方法などをまとめた．特に，手術が必要な症例に重
点を置き，その症例に対する看護の重要点などを具体的に示した．

障がい児・者の手術室看護マニュアル

分 野
¥6,400(＋税)
学術・1アクセス
¥9,600(＋税)
学術・3アクセス
9784765317450
著編者名
岡田 隆夫
底本ISBN
出版社
金芳堂
底本発行年 2018年 商品コード 1026989178
定番の人体生理学入門書の待望の改訂版．生理学の「なぜ？どうして？」を解決してくれる．生理学を効率
よく短期間で学習できるよう，本文の解説・図解・重要語句の説明を簡潔にし，使いやすさを考えデザインを
一新しました．また，学習を振り返ることができるよう，復習問題を設けています．「生理学の入門書」とし
て，コメディカルや医学系学生の必携版として手元に置いておきたい一冊．

人体生理学ノート 第8版

分 野
看護における危機理論・危機介入 ―フィンク／
コーン／アグィレラ／ムース／家族の危機モデ 学術・1アクセス
ルから学ぶ―第4版
学術・3アクセス

¥5,500(＋税)
¥8,300(＋税)
9784765317467
著編者名
小島 操子
底本ISBN
出版社
金芳堂
底本発行年 2018年 商品コード 1026989179
人気の「危機理論・危機介入」の待望の改訂版．日本における看護の教育・実践・研究の一分野として定着
した「危機理論・危機介入」．危機理論を学び，患者をみるといったプロセスの中で危機理論の概説，医療
現場での危機状況，危機モデルと危機看護介入の解説等．看護学生，新人看護師，臨床の現場で患者の
危機的状況に遭遇，危機介入するベテラン看護師たちに指標を示す一冊である．
分 野
¥5,800(＋税)
学術・1アクセス
¥8,600(＋税)
学術・3アクセス
9784765317474
著編者名
底本ISBN
商品コード 1026989180
出版社
金芳堂
底本発行年
「健やかに老いる」ためにはどのようにすればよいか，従来の公衆衛生学や予防医学の範疇から，さらによ
り広く健康の問題を考える教科書としてまとめた．現在から将来にかけて，問題意識を持って取り組むべき
事項を，できるだけ幅広く記述した．今改訂では最新のデータに改め，30ページの増加となった．特にⅣ環
境と健康の項で，感染症の加筆があった．

これからの健康科学 （第5版）

2018/03/27 現在

医学
分 野
¥19,800(＋税)
学術・1アクセス
¥29,700(＋税)
学術・3アクセス
9784883786596
著編者名
岡元 和文
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年 2018年 商品コード 1027212502
集中治療医学分野のエキスパートによって選別された2015年7月から2017年6月までの2年間に国内外で
発表された最新の文献レビュー。

集中治療医学レビュー ―最新主要文献と
解説―（2018-'19）

医学
分 野
¥19,000(＋税)
学術・1アクセス
¥28,400(＋税)
学術・3アクセス
9784883786602
著編者名
岡元 和文
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年 2018年 商品コード 1027212503
国内外のガイドラインから、救急・集中治療領域131項目に関する最新の知見をまとめた1冊。

救急・集中治療最新ガイドライン （2018'19）

分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784860031008
著編者名
渡部 洋一
底本ISBN
出版社
医療科学社
底本発行年 2018年 商品コード 1027266883
2001年刊行以来2008年に改訂。さらに今日に至る10年間に悪性腫瘍治療は大きく飛躍してきたことに鑑
み、サイバーナイフ装置、トモセラピー装置を加筆。粒子線治療には新たな章を設け、加速装置、物理的・
生物学的作用、線量分布等の基礎的事項とホウ素中性子捕捉療法を取り上げた。さらに抗がん剤、分子
標的薬、内分泌治療薬、緩和的放射線療法、内用療法について加筆。その他、各章ごとに過去問題などを
計200題掲載した。

改訂2版 放射線治療科学概論 （診療画像
検査法）

分 野

リハビリのプロがすすめる 健康寿命を延ば
学術・1アクセス
す1000冊

¥20,400(＋税)
¥36,700(＋税)
学術・3アクセス
9784816927065
著編者名
結城 俊也
底本ISBN
出版社
日外アソシエーツ
底本発行年 2018年 商品コード 1027010702
健康寿命（＝動ける体を保ち、自立して日常生活を送れる期間）と平均寿命の差を縮めるために役立つ216
項目の解説と図書の目録。最新のエビデンスに基づき、「運動器疾患」「神経系疾患」「心臓疾患」「呼吸器
疾患」「糖尿病」「がん」「認知症」「介護予防」「生活環境支援」「スポーツ活動」に関する書籍1,145点を現役
理学療法士が厳選。知りたい病気や介護予防の実際などについて、最新のリハビリ事情がわかる。病名、
治療法、医療制度などから引ける「事項名索引」付き。
自分を傷つけてしまう人のためのレスキューガイド
―自傷行為、摂食障害、物質乱用・依存に悩む人の
回復と支援のために―
著編者名
松本 俊彦
出版社
法研
自傷行為、摂食障害、物質乱用・依存に悩む人へ

医学
分 野
¥1,500(＋税)
学術・1アクセス
¥4,300(＋税)
学術・3アクセス
9784865134377
底本ISBN
底本発行年 2018年 商品コード 1027190761

医学
分 野
¥1,800(＋税)
学術・1アクセス
¥5,300(＋税)
学術・3アクセス
国立がん研究センター中央病院消化管内科
9784865135053
著編者名
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年 2018年 商品コード 1027190760
「大腸がん治療」の最前線がわかる１冊

最先端治療大腸がん （国がん中央病院が
ん攻略シリーズ）

2018/03/27 現在

栄養と料理2018年3月号
著編者名
出版社
女子栄養大学出版部
特集：知っておきたい 女性のがん

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

月刊「ナース専科」2018年4月号 特集1：再入院＆悪化を
分 野
防ぐ！慢性心不全患者のセルフマネジメント支援 特集2：
学術・1アクセス
教える自信がつく！効果がみえる！ 教え方＆指導術～
学術・3アクセス
新人・若手看護師編～

¥1,500(＋税)
¥3,300(＋税)
商品コード

1027190759

¥3,000(＋税)
¥6,000(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1027261652
出版社
エス・エム・エス
底本発行年
特集1：再入院＆悪化を防ぐ！慢性心不全患者のセルフマネジメント支援特集2：教える自信がつく！効果
がみえる！ 教え方＆指導術～新人・若手看護師編～

2018/03/27 現在

既刊タイトル 新着情報
冊子の刊行から半年以上のタイトルです

医学
分 野
¥55,000(＋税)
学術・1アクセス
¥82,500(＋税)
学術・3アクセス
9784830604768
著編者名
小田 義直
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年 2015年 商品コード 1027137543
1982年以来，絶大な支持を誇る「組織病理アトラス」，10年ぶりの大改訂．今回は，より実践的な病理診断
を念頭に，執筆陣を新たに，これまでの内容を更に発展・充実させ，33章立てで組織病理を明快に解説す
る．一つの疾患の種々の組織像，あるいは個別疾患の代表的組織像をat a glanceで把握できる．執筆陣
の熱意，創意，工夫が重みをもって伝わり，病理専門医ばかりでなく他の基本18領域の専攻医，専門医に
も是非，参照されたいアトラス．

組織病理アトラス 第6版

医学
分 野
¥8,400(＋税)
学術・1アクセス
クローン病の診療ガイド 第2版
¥12,600(＋税)
学術・3アクセス
9784830618963
著編者名
日本炎症性腸疾患協会
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年 2016年 商品コード 1027137538
好評の初版から5年ぶりの改訂．クローン病診療は，新しい治療指針や画像診断における新たな分類の導
入など，進歩が著しい．第2版ではこれらの最新情報を盛り込み，臨床現場の第一線で活躍している各専
門家が診療のポイントをわかりやすく解説．より臨床現場で役立つ実践的な内容のガイドブックとなった．ク
ローン病の診療に携わる全ての医師，コメディカルスタッフ，患者さんにも身近に置いて活用していただきた
い．
医学
分 野
¥8,000(＋税)
学術・1アクセス
¥11,900(＋税)
学術・3アクセス
9784830618970
著編者名
田中 篤
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年 2016年 商品コード 1027137541
2014年以降，高い抗ウイルス効果を持つ直接作用型抗ウイルス薬（DAA）が次々と臨床に登場し，これまで
主にインターフェロン（IFN）に頼っていたC型肝炎の治療は一変した．本書は，第1・2章ではC型肝炎診療と
DAAの基本的事項を解説し， 第3章では治療対象・治療方法の選択から，処方の実際，注意すべき副作
用，耐性変異，薬剤相互作用，治療後のフォローアップまでの実践的な内容を解説．C型肝炎診療に携わ
る肝臓内科医必読の１冊．

C型肝炎治療のためのDAAの使い方

分 野

医学

胆道癌・膵癌 （腫瘍病理鑑別診断アトラス） 学術・1アクセス

¥39,600(＋税)
¥59,400(＋税)
学術・3アクセス
9784830622472
著編者名
鬼島 宏
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年 2015年 商品コード 1027137542
核磁気共鳴画像法 (MRI) や内視鏡超音波 (EUS) を用いた正確な治療前診断など，胆道癌・膵癌を対象と
した近年の画像診断学・治療の目覚しい発展により，病理医はより緻密な診断を求められている．本書は，
上記の状況を鑑み，最新のWHO分類，TNM分類，癌取扱い規約，さらには内外の診療ガイドライン等を踏
まえ，全国で標準化・均霑化された病理診断が行われ，適切な診療に反映されることを目的として，胆道
癌・膵癌について，詳細に解説を施す．

医学
分 野
¥18,700(＋税)
学術・1アクセス
¥28,100(＋税)
学術・3アクセス
9784830637513
著編者名
森 秀明
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年 2016年 商品コード 1027137540
本書では，得られた超音波所見をもとに鑑別診断を行う方法を，初学者が理解しやすいように，豊富な画
像写真と簡明な記述によってわかりやすく解説．また，本書の特徴である，検査で得られた超音波所見から
考えられる疾患を鑑別していくデシジョンツリーも，初版から内容をアップデートして掲載．初版は2色刷で
あったのを，超音波機器のカラー表示化に伴ってフルカラーの誌面に変更．研修医，臨床検査技師には必
携の１冊．

初学者のためのわかる腹部エコー ―所見
からみた超音波鑑別診断―第2版

2018/03/27 現在

分 野

前視野緑内障に向き合う ―PPGを発見した
学術・1アクセス
時,どう考え管理するか―

医学

¥22,000(＋税)
¥33,000(＋税)
学術・3アクセス
9784830655487
著編者名
中澤 徹
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年 2016年 商品コード 1027137539
緑内障は従来視野異常で発見されていたが，OCTの発達・普及で視野異常の出現前に発見されるものが
増えている．前視野緑内障PPGと呼ばれる疾患を発見した時，そもそも治療すべきか，どのように管理すべ
きかについては，専門家の中でも意見が分かれ，臨床眼科医の中でも戸惑いが多い．今回，緑内障の専
門家が集まり，現時点でのPPGの定義・診断・治療を詳らかにし，第一線の眼科医が日常診療ですぐに応
用できるスタンダードを示した．
分 野

集中治療専門医テキスト ―電子版―第２版 学術・1アクセス

¥28,600(＋税)
¥42,900(＋税)
学術・3アクセス
9784883788903
著編者名
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年 2015年 商品コード 1027266884
集中治療医として知っておかなければならない内容を網羅し、集中治療医としての知識の整理ができること
を目標に作成。

医学
分 野
¥18,000(＋税)
学術・1アクセス
¥35,900(＋税)
学術・3アクセス
9784498140400
著編者名
桑野, 博行
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年 2015年 商品コード 1025526290
食道表在癌は診断技術と治療法の進歩により，いまや「治り得る癌」となった．本書は，早期病変における
内視鏡所見と組織所見の対比を示すことを通じ，食道癌診療の戦略を示すものである．食道癌治療におい
ては，臨床医も病理（ミクロ）の視点を持ち，肉眼像（マクロ）からミクロ像をイメージできることが求められ
る．食道癌診療に携わる人の必携書．

食道表在癌 ―マクロとミクロの接点―

医学
分 野
¥5,300(＋税)
学術・1アクセス
¥8,000(＋税)
学術・3アクセス
9784805855645
著編者名
岡本, 佐智子
底本ISBN
出版社
中央法規出版
底本発行年 2017年 商品コード 1026040615
看護師が患者の緊張やストレスを取り除くために行うリラクセーション技術。本書では、看護技術としての
マッサージを中心に現場ですぐに実践できる技法を根拠に基づき解説する。ハンドマッサージや足浴など
のリラクセーション技術が満載で、幅広い場面で活用できる一冊。

根拠がわかる看護マッサージ ―患者を癒
やすリラクセーション技術―

分 野
¥330,000(＋税)
学術・1アクセス
¥660,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1026761373
出版社
日本医事新報社
底本発行年
大正10年（1921年）より約100年、真に役立つ医学・医療の情報を正確かつ迅速に提供し、臨床医の絶大な
信頼を得てきた週刊「日本医事新報」。国内医学ジャーナルとして最も長い歴史を持つ同誌の配信を
Maruzen eBook Libraryで創刊号より開始いたします。日本医事新報の歩みは、まさに近現代日本の医学・
医療史そのもの。資料価値の高いアーカイブをぜひご活用ください。

■日本医事新報アーカイブズ［1921～1945
年］（大正・昭和前期）

分 野
¥36,000(＋税)
学術・1アクセス
¥72,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1026761374
出版社
日本医事新報社
底本発行年
今日、医学・医療を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。週刊「日本医事新報」は、我が国医界で最も
歴史と伝統を有し、かつ最大の発行部数を誇る総合医学情報誌であります。日々、医学生涯教育に研鑽
し、医院経営にご苦労されている実地医家の良きパートナーとして絶大なる信頼と評価を得ている雑誌で
す。

■週刊日本医事新報 2010年度（2010年4
月～2011年3月分）
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分 野
¥36,000(＋税)
学術・1アクセス
¥72,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1026761375
出版社
日本医事新報社
底本発行年
今日、医学・医療を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。週刊「日本医事新報」は、我が国医界で最も
歴史と伝統を有し、かつ最大の発行部数を誇る総合医学情報誌であります。日々、医学生涯教育に研鑽
し、医院経営にご苦労されている実地医家の良きパートナーとして絶大なる信頼と評価を得ている雑誌で
す。

■週刊日本医事新報 2014年度（2014年4
月～2015年3月分）

分 野
¥73,700(＋税)
学術・1アクセス
¥97,500(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1025131138
出版社
メディカ出版
底本発行年
手術室に携わる看護師のレベルアップをサポートする専門誌です。器械出し、外回り、麻酔、薬剤、機器、
内視鏡手術などの基礎から最新情報まで現場に即した内容を、豊富な写真と根拠のある解説でお届けしま
す。新人からベテランナースまで現場で活躍する皆さんの「わからない」「困った」「知りたい」を徹底的に解
消します。

オペナーシング 【2016年】

分 野
¥73,700(＋税)
学術・1アクセス
¥97,500(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1025131137
出版社
メディカ出版
底本発行年
脳神経疾患病棟のスタッフに必須の知識と技術を、1年を通して学べるような特集を予定しています。また、
第2特集では関連疾患やより専門的なテーマも取り上げます。脳神経疾患病棟のスタッフはもちろんのこ
と、ICUやSCUなどの超急性期看護にかかわるナースやオペナース、循環器疾患病棟の皆さんにも知って
もらいたい内容が満載です。

ブレインナーシング 【2016年】

分 野
¥73,700(＋税)
学術・1アクセス
整形外科看護 【2016年】
¥97,500(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1025131146
出版社
メディカ出版
底本発行年
『整形外科看護』 は、「明るく楽しく仕事したい！」そんなあなたの「困った！」を解決する最新情報を、毎号
お届けします。写真やイラストを豊富に使った誌面はとても読みやすく、オールカラーの特集は楽しく学べる
こと間違いなし。

■病理と臨床 2015年1月号～12月号＋臨
増（2015 13冊セット販売）
著編者名
出版社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥91,600(＋税)
¥137,300(＋税)

商品コード 1027137544
文光堂
1 放射線障害の病理～2 白血病の新しい考え方～3 神経病理診断の標準化Ⅰ～4 神経病理診断の標準化II～臨増
病理診断クイックリファレンス～5 リンパ腫における最近のトピックス～6 病理医を誘うiPS細胞を使った疾患研究～7
胸腺病理の基礎と臨床～8 新興・再興感染症と病理～9 卵巣腫瘍I 病理の新しい考えかた～10 卵巣腫瘍II 病理診
断の実際～11 穿刺吸引細胞診の見方と診断そして最新の知見 細胞像と組織像を対比して～12 副腎の病理

■病理と臨床 2016年1月号～12月号＋臨
増（2016 13冊セット販売）
著編者名
出版社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥94,200(＋税)
¥141,300(＋税)

商品コード 1027137558
文光堂
1 遠隔病理診断とデジタルパソロジー～2 移植医学の進歩と病理の役割～3 肺癌I～4 肺癌II～臨増 癌の分子病理学
病理診断から治療標的探索まで～5 アミロイドーシスの最近の話題～6 軟部腫瘍：変化する疾患概念～7 疾患研究の
基盤となる国際コンソーシアムの動向～8 膵癌取扱いに関する新たな知見と基準～9 消化管Ⅰ 上部消化管～10 消
化管II 下部消化管～11 病理解剖の現在 医療における相互検証文化を築くため～12 腎生検病理診断の実際と新た
な展開
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分 野

■Medical Practice 2015年1月号～12月号
学術・1アクセス
＋臨増（2015 13冊セット販売）
著編者名
出版社

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥82,500(＋税)
¥123,800(＋税)

商品コード 1027289696
文光堂
1 最新の糖尿病の実地日常診療～2 最新の白血病・リンパ腫・骨髄腫の実地日常診療～3 最新のウイルス肝炎の実
地日常診療～4 花粉症の実地診療～臨増 病態生理と症例から学ぶ輸液ガイド ～5 最新の高血圧の実地診療～6 進
歩した神経内科疾患の実地診療～7 膠原病～8 実地内科医を訪れる他科の疾患の日常診療と対処法─その1 （小児
科・精神科・皮膚科・整形外科）～9 実地内科医を訪れる他科の疾患の日常診療と対処法─その2（産婦人科・泌尿器
科 ・耳鼻咽喉科・眼科・口腔外科）～10 狭心症・虚血性心疾患～11 大腸癌～12 肺高血圧症

分 野

■Medical Practice 2016年1月号～12月号
学術・1アクセス
＋臨増（2016 13冊セット販売）

¥81,400(＋税)
¥122,100(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1027289710
出版社
文光堂
底本発行年
1 最近話題のウイルスおよび原虫感染症～2 肺癌～3 虚血性脳卒中～4 脂質異常症の臨床～臨増 最新
のガイドラインを生かした日常内科診療～5 炎症性腸疾患～6 全身臓器と腎障害～7 不明熱の臨床～8 フ
レイルと認知症～9 貧血～10 関節リウマチ～11 実地医家が診る内分泌疾患～12 気管支喘息

2018/03/27 現在

