NEW ARRIVALS
2019年8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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表紙画像

分野名

電子書籍の書名

底本ISBN

そこに山があるから

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

・2019年8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
¥19,844(＋税)
学術・1アクセス
¥29,766(＋税)
学術・3アクセス
9784521747422
著編者名
五十嵐 禎人
底本ISBN
出版社
中山書店
底本発行年
2019年 商品コード 1030652894
刑事精神鑑定の実際を豊富な鑑定例を示しながら解説するプラクティカルなテキスト。実践的な内容を基調とし
つつも、「総論」では「責任能力をどう考えるか」という刑事精神鑑定の本質的な問題に重点を置く。さらに「司法
は刑事精神鑑定に何を求めているのか」を司法（裁判官、検察官、弁護人）の立場からの発言のかたちで収
載。

刑事精神鑑定ハンドブック

医学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥11,000(＋税)
学術・3アクセス
9784906844173
著編者名
森澤 雄司
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2019年 商品コード 1030652905
病院環境を清潔に保つことは，手指衛生と並んで重要な感染対策の柱。本書は，清掃をはじめとする病院の環
境整備について基本的な考え方から実践的手法までをズバリ解説しています。病院環境中の病原体をどれだ
け減らすことができるか？そのヒントが散りばめられた１冊です。感染管理おべんきょブックスシリーズの第３
弾。
おべんきょ環境整備 ―病原体にはびこるスキ
を与えない!―（感染管理おべんきょブックス 3）

医学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥8,250(＋税)
学術・3アクセス
9784862513809
著編者名
戸部 廣康
底本ISBN
出版社
三和書籍
底本発行年
2019年 商品コード 1030641394
ガンとアルツハイマー病の関係を、図と「コラム」でわかりやすく解説。また、ビール醸造の原料であるホップ成
分が多種多用な薬理作用を有していることが様々な研究で明らかになった。その薬理作用についての研究報
告がされている。全体像の解明には多くの時間が必要と思われるが、ガン及びアルツハイマー病の発症メカニ
ズムを明らかにすると共に、ガンやアルツハイマー病の予防・治療薬の開発に大きなヒントを与える可能性のあ
る研究である。

ガンとアルツハイマー病はコインの裏表
―ビール苦味成分は微妙に形を変え、両方
に効く?!―
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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

分 野

POC心エコーマニュアル ―Point of Careで
学術・1アクセス
症状から考える心臓超音波検査―

医学

¥5,500(＋税)
¥8,250(＋税)
学術・3アクセス
9784830619427
著編者名
柴山 謙太郎
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2018年 商品コード 1030681224
心エコー検査は超音波検査の中でも難易度の高い検査法であるが，必要最低限の断面を撮るだけでも診断に
大きく近づく検査法でもある．救急や外来の診療現場で，聴診器のようにエコープローブを持ち，本書に提示し
た断面を1，2枚撮るだけで次ぎの処置への迅速な判断が可能となる．緊急性の高い循環器疾患に対して，
Point of Careで使う心エコーは心強いアイテムとなる．現場に則した内容構成で，白衣ポケットに必携の1冊．

医学
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
がん患者の心臓を守る!腫瘍循環器学Q&A
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784830619434
著編者名
伊藤 浩
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2018年 商品コード 1030681225
がん治療の進歩により，がん患者の生存率が大幅に改善され，さらに新しいがん治療法も次々と生み出されて
いる一方で，がんサバイバーの心血管疾患による死亡や，がん治療による心毒性が話題となっている．これら
の問題に取り組む新たな学際領域として「腫瘍循環器学(Onco-Cardiology/Cardio-Oncology)」が生まれた．本
邦ではまだ数少ないエキスパートの先生方に主要なテーマをQ&A方式で執筆して頂き，1テーマ見開き2ページ
の簡潔なスタイルでまとめた．
医学
分 野
¥9,900(＋税)
学術・1アクセス
イラストでわかる呼吸器内科学
¥14,850(＋税)
学術・3アクセス
9784830617324
著編者名
一ノ瀬 正和
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2014年 商品コード 1030681226
呼吸器内科学は慢性疾患，肺炎，肺結核，感染症，肺癌，睡眠呼吸障害と疾患群も多岐にわたり，その情報量
は膨大である．本書は，必要な情報を選定し，要点をイラストで表現することにより，効率よく最新の呼吸器内科
学をより短時間で理解ができ，長く記憶にとどまることを目的とした構成となっている．医学生はもとより，研修
医，内科医の知識のアップデートに，さらにはチーム医療のなかでの知識の共通言語としても活用できる1冊．
医学
分 野
¥20,900(＋税)
学術・1アクセス
イラスト図解整形外科基本手技
¥31,350(＋税)
学術・3アクセス
9784830627682
著編者名
吉田 宗人
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2011年 商品コード 1030681227
整形外科入局時に必ず役立つ各種基本手技を豊富なイラストを用いて解説したテキスト．診察手技から外来・
病棟での処置，手術実施については，基本手技から専門医取得後を見据えた応用手技までを幅広く網羅され
ており，また，患者と自身を守るためのリスクマネジメントの知見についても詳しく述べられている．入局を決め
た整形外科医はもちろん，他科の医師や運動器診療に携わる看護師・理学療法士などにも役立つ1冊．
医学
分 野
¥44,000(＋税)
学術・1アクセス
¥66,000(＋税)
学術・3アクセス
9784830627323
著編者名
吉田 宗人
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2013年 商品コード 1030681228
わが国を代表する脊椎外科医により，脊椎内視鏡下手術の基礎から応用までを幅広く網羅した内容．手術手
技は，ベーシック，アドバンス，フロンティアと分け，読者の習熟度に合わせて読むことができるよう工夫されて
いる．また，読者が疑問に感じると思われる論点は，内視鏡下手術Q&Aとして随所に掲載．その他，解剖やバイ
オメカニクスや診断法など，脊椎内視鏡下手術には必須の知識がふんだんに盛り込まれた内容となっている．

脊椎内視鏡下手術
（スキル関節鏡下手術アトラス）
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医学
分 野
¥33,000(＋税)
学術・1アクセス
¥49,500(＋税)
学術・3アクセス
9784830627668
著編者名
吉矢 晋一
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2010年 商品コード 1030681229
わが国を代表する整形外科医により，膝関節鏡下手術の基礎から応用までを幅広く網羅した内容．手術手技
は，ベーシック，アドバンス，フロンティアと分け，読者の習熟度に合わせて読むことができるよう工夫されてい
る．また，読者が疑問に感じると思われる論点は，関節鏡下手術Q&Aとして随所に掲載．その他，解剖や評価
法，合併症への対応など，関節鏡下手術に必須の知識がふんだんに盛り込まれた内容となっている．

膝関節鏡下手術
（スキル関節鏡下手術アトラス）

医学
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784830630415
著編者名
稲毛 康司
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030681230
小児の気になるちょっとした徴候・症状について，医師が保護者にうまく説明できなくて困ることが往々にしてあ
る．しかし中には，何気ない徴候・症状が，隠れた重大な疾患に対するSOSであることをたびたび経験する．本
書は，そのような小児の気になるちょっとした徴候・症状について，その定義や病態生理の説明，評価と鑑別の
方法，治療と経過観察の実際，専門施設への紹介の必要性やタイミングなどを解説したテキストである．
どう考えて,どう対応する?子どもの微症状ガイド
―38の気になる徴候・症状―

医学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
病棟で役立つせん妄の予防と対応
¥8,250(＋税)
学術・3アクセス
9784830636271
著編者名
川上 忠孝
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030681231
せん妄は総合病院の入院患者の2～3割に認められ，高齢者では4割に発症するといわれている．精神科医の
いない病院では病棟医がせん妄のプロフェッショナルになるしかない．本書では精神科医のいない病院の病棟
医，内科医向けに，せん妄の定義・対処法・予防法について，ケーススタディを交え解説．著者の施設での認知
症・せん妄サポートチーム（DST）の取り組みにも触れ，読み物としても楽しめる実践的な内容となっている．
医学
分 野
¥17,160(＋税)
学術・1アクセス
小児超音波検査のみかた, 考えかた
¥34,320(＋税)
学術・3アクセス
9784498145481
著編者名
市橋 光
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071790
被曝・侵襲がなく繰り返し行え,鎮静なしで検査できるなど,メリットの多い小児超音波検査.その検査から診断に
至るまでの思考プロセスを,診断名別の画像の羅列ではなく,臨場感ある文章でわかりやすく伝授する,従来にな
かった入門書です.ほとんどすべての臓器について豊富な画像とともに解説し,バラエティに富む疾患への対応
が迫られる小児科診療の現場で必ず強い味方になる一冊.
医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498229105
著編者名
川畑 信也
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071791
かかりつけ医・非専門医の医師が認知症診療のなかで対応に苦慮する行動障害・精神症状BPSDの治療につ
いて、著者が経験してきた事例を通じて具体的に解説した書。薬物療法・非薬物療法の実際をわかりやすくまと
めた。実臨床で遭遇する可能性のあるBPSD事例をすべて網羅し、対応に悩んだときのヒントが詰まっている一
冊だ。

事例から考える認知症のBPSDへの対応
―非薬物療法・薬物療法の実際―

医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498037946
著編者名
増井 伸高
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071792
心電図判読のコツとその後の対応を楽しく解説して刊行早々に重版出来となった「心電図ハンター」．待望の第
２巻では，失神・動悸／不整脈編を取り上げ，非循環器医は失神・動悸の診断とマネジメントにどう立ち向かえ
ばいいのか，そのノウハウを解説する．「不整脈を網羅せずとも，失神・動悸の心電図はマネジメントできる！」
と，大胆かつリアルな知識が満載．すぐさま実践したくなる，使える力が身に付くサバイバルガイドだ．

心電図ハンター 2: 失神・動悸/不整脈編
―心電図×非循環器医―
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医学
分 野
¥46,200(＋税)
学術・1アクセス
新心エコーの読み方,考え方 改訂4版
¥92,400(＋税)
学術・3アクセス
9784498037892
著編者名
羽田 勝征
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071793
心エコー図の読み方を，著者の経験をもとに実践的に解説した書の改訂第４版．心エコーの所見の読影はArt
であり，知識と経験が大事である．一方で，読影には思い込みや錯覚が混入し，常に誤読の危険性がはらんで
いる．本書では，臨床の現場での読影の「勘」を読者が養うことができるよう，陥りやすい誤りを示し，診断のた
めの考え方とポイントを多数の図を使って示した．情報を集め，正解を見極める洞察力が身に付く１冊である．
医学
分 野
¥21,780(＋税)
学術・1アクセス
¥43,560(＋税)
学術・3アクセス
9784498228986
著編者名
神田 隆
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071794
神経内科のエキスパートをめざす医師に贈る新シリーズの末梢神経疾患編。診療のエッセンスをエビデンスも
交えてコンパクトに凝縮し，Q&A形式で読みやすく解説しました．各Q&Aの最後にはエキスパートの診療のエッ
センスを学べるコラム「pearls」を掲載．基礎から応用まで，末梢神経疾患の診療に関するあらゆる「困った！」
に第一人者がお答えします。

末梢神経障害
（神経内科Clinical questions & pearls）

医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
人工呼吸管理ポケットガイド
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784498175044
著編者名
大野 博司
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071795
『ICU/CCUの薬の考え方、使い方』の大野博司先生書き下ろしによるレジデント・ICUナースのための人工呼吸
器ガイドブック。解剖・生理・病態の基礎知識、人工呼吸器の基本構造やモード・初期設定、さらには離脱・鎮痛
鎮静・加温加湿・ルーチンケア・合併症やトラブルシューティングについてなど、コンパクトサイズでありながらも
人工呼吸管理に関するエッセンスが網羅的に詰め込まれた実践的入門書です。
医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784498062740
著編者名
佐藤 公則
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2016年 商品コード 1030071796
睡眠呼吸障害の診療をどのように進めたらよいのか，どのような点に注意しなければならないのか．本書では，
この分野のエキスパートが，その実践的な診療メソッドのすべてを披露する．学際的な要因が絡み合う睡眠時
無呼吸障害を正確に理解し，患者個々の病態に応じた集学的治療を実現するための必携書．睡眠呼吸障害診
療のバイブル，ついに登場！

睡眠時無呼吸症候群の診療メソッド
―睡眠呼吸障害の集学的治療―

医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498229006
著編者名
平安 良雄
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071797
レジデントとして精神科診療に携わるうえで必要とされる基礎的かつ実践的な知識を簡明に記載し，実際の臨
床で必要かつ十分な内容をわかりやすくコンパクトにまとめた診療マニュアル．あわせて診療に必要となる関連
領域の知識をも盛り込み，精神科レジデントとして１冊持っていれば精神科の後期臨床研修に十分に対応でき
る書．2014年に刊行した2版以降の診療技術，最新の知見，とくにＤＳＭ−5に準拠させ現場の需要に応える第３
版！

精神科レジデントハンドブック 第3版

医学
分 野
¥17,160(＋税)
学術・1アクセス
¥34,320(＋税)
学術・3アクセス
9784498129900
著編者名
上島 国利
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071798
精神科領域の治療薬について，その選び方・使い方を具体的かつ簡潔に示すハンディなベッドサイドマニュア
ル．総論では薬効別に共通の基本的知識を，各論では個々の薬剤について薬理作用・適応・副作用などを解
説する．初版以来，臨床における重要性を踏まえたメリハリのある記述と，実践的な内容で支持されてきたロン
グセラー．本書１冊で精神科薬物療法に関する知識を網羅できる．7年ぶりの全面改訂・最新版！

精神科治療薬ハンドブック 改訂7版
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医学
分 野
¥13,200(＋税)
学術・1アクセス
咳のみかた,考えかた
¥26,400(＋税)
学術・3アクセス
9784498130340
著編者名
倉原 優
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071799
院内でそれを聴かない日はないといってよいほどごくありふれた臨床症状でありながら、患者さんのQOLに大き
く影響し、さまざまな疾患の可能性を内包している厄介な「咳」の診療についてまとめた本です。咳を診療する前
の鉄則、咳の診断ツール、各疾患の各論、鎮咳薬の使い方、実際の戦略の組み立て、著者が出会った珍しい
咳嗽など、「咳」についてあらゆる角度から徹底的に解説を行いました。
医学
分 野
¥13,860(＋税)
学術・1アクセス
ゼロから始める補聴器診療
¥27,720(＋税)
学術・3アクセス
9784498062726
著編者名
新田 清一
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2016年 商品コード 1030071800
補聴器診療の真の目的は，「聴覚リハビリテーション」によって患者さんの聞こえの力を最大限に引き出す事．リ
ハビリには患者さんの頑張りが必要ですから，耳鼻咽喉科医がこれに介入してうまく励ましてあげる事が不可
欠です．補聴器診療は決して難しくありません．済生会宇都宮方式の聴覚リハビリテーションで「なくてはならな
い補聴器」に！
医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
総合診療徹底攻略100のtips
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498020764
著編者名
根本 隆章
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071801
総合内科を学んだことのある医師ならば当然知っていることも，専門研修のみを受けてきた医師からすると理解
が及ばない事は多々ある．本書では，総合診療の現場で日常的に見られるにも関わらず，あまり知られていな
い事例を含め100例厳選．現場の状況が思い浮かびやすい臨場感のある会話形式で始まり，解説はスピーディ
に答えに行きつくよう，簡潔かつ明瞭に記した．実際に著者が経験したピットフォールを回避するテクニックが満
載だ．
医学
分 野
¥14,520(＋税)
末梢神経ブロックの疑問Q&A70 続: 実践編 学術・1アクセス
¥29,040(＋税)
学術・3アクセス
9784498055407
著編者名
上嶋 浩順
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071802
Q&A形式で末梢神経ブロックの基本を解説した『末梢神経ブロックの疑問Q&A70』に続く実践編．いまや麻酔科
における必須手技となった末梢神経ブロックについて，よく遭遇する症例につきそれぞれ複数の末梢神経ブロッ
クの方法を示し，具体的な解説を加えた．現場の制約の中で最善の鎮痛を提供するに際し，大いに参考にして
頂ければ幸いである．
医学
分 野
¥25,080(＋税)
学術・1アクセス
¥50,160(＋税)
学術・3アクセス
9784498145627
著編者名
諏訪 まゆみ
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071803
ダウン症児はもともと一定の割合で生まれ，近年の妊娠出産の高齢化に伴って増加傾向にある．本書ではダウ
ン症児に関わる全ての人たちに向けて，その特徴を総体的かつ平易に解説した．ダウン症児の疾患や障害は
特徴的なため，ある程度の予測がつきやすい．著者には医療者のみならず学校関係者などそれぞれの専門家
を揃え，正しい知識と対応法を分かりやすくまとめた．医療面，生活面でのサポートに不安がなくなる1冊だ．

ダウン症のすべて

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥15,840(＋税)
学術・3アクセス
9784498123724
著編者名
小野 百合
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071804
近年，必要性が高まる一方，その煩雑な計算が分かりづらいと患者も医療者も日々苦心しているカーボカウン
ト．本書では，さまざまな方法を試みてきた編者が自身の病院で実行して大きな効果が出た，糖質量を簡便に
把握できる「炭水化物20g交換表」について紹介する．見てすぐ分かるようイラストを多用し，献立の実践が学べ
る切り取り可能な食品カードも付いている．カーボカウントを実践する人にも教える人にもおすすめの使える１冊
だ．

誰でもかんたんカーボカウント
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医学
分 野
¥10,560(＋税)
学術・1アクセス
¥21,120(＋税)
学術・3アクセス
9784498022621
著編者名
國頭 英夫
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2016年 商品コード 1030071805
医師は個人的な意見を患者に語るべきか？ 試験の最終結果は患者に知らせなくてはならないのか？ 長大
な説明文書は患者に読ませるべきものなのか？ 臨床研究において実際に直面する様々なジレンマを活写し
た，ウィットに富む16のvignette（小品）を手がかりに，臨床医・臨床倫理学者・生物統計家が，答えの出ない問
題の答えを求めて熱く語り合う．臨床試験を実施する医師の，プロフェッショナリズムを考えるよすがとなろう．

誰も教えてくれなかった癌臨床試験の
正しい作法

医学
分 野
¥11,220(＋税)
学術・1アクセス
鎮静ポケットマニュアル
¥22,440(＋税)
学術・3アクセス
9784498055421
著編者名
駒沢 伸泰
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071806
鎮静が行われる場所，診療科はさまざまであり，鎮静の医療安全には多職種間のコンセンサスがきわめて重要
である．ガイドラインの実践的な解説から，医療安全を維持するための注意点，鎮静中の急変対応のノウハウ，
トレーニングのポイントなどを網羅した鎮静マニュアルの決定版．すべての医療職のポケットに備えてほしい１冊
である．
医学
分 野
¥11,220(＋税)
学術・1アクセス
¥22,440(＋税)
学術・3アクセス
9784498069268
著編者名
岩田 健太郎
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071807
漢方専門医でもある岩田健太郎先生が漢方を学ぶうえで乗り越えてきた初歩的エラーや疑問点、しくじりがちな
ポイントを総ざらい！ 漢方の学習に際して、初学者が翻弄されやすい「ちょっとした初歩的なエラー」「しくじりが
ちな地雷」「あまりにバカバカしすぎて漢方の大家は教えてくれないこと」を懇切丁寧に解説したゼロから学べる
漢方ガイドブック。

つまずきから学ぶ漢方薬
―構造主義と番号順の漢方学習―

医学
分 野
¥9,900(＋税)
学術・1アクセス
¥19,800(＋税)
学術・3アクセス
9784498228603
著編者名
榎 日出夫
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2016年 商品コード 1030071808
てんかんの臨床家を目指す若手医師に向けて，「子どものてんかん」をライフワークにする著者が，その診断・
治療と日常管理に関する知識と考え方を，親しみやすい文体でわかりやすく解説します．医師は，やがて大人
になる子どもたちが，社会に飛び立つ前に何をすべきでしょうか？ その答えは，この本の中に．さあ，はじめの
一歩を踏み出しましょう．

てんかん診療はじめの一歩
―シンプル処方のすすめ―

糖尿病性腎臓病の診かた、考えかた
著編者名
和田 隆志
出版社
中外医学社
エキスパートの洞察力が身につく最新のバイブル

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

医学
¥13,860(＋税)
¥27,720(＋税)
9784498224360
2018年 商品コード 1030071809

従来の腎症との違いを理解し、多様化する臨床病態を見抜く。第一線でご活躍をされている先生にそれぞれ
「自分の診かた，考え方」を記載していただいた、糖尿病性腎症・糖尿病性腎臓病の対策、克服のための1冊。

医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498129962
著編者名
松崎 朝樹
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071810
患者数が多く、また適切な治療を受ければ回復する疾患であるにもかかわらず、適切な「みかた」や「治療のす
すめかた」が広く理解されているとは言いがたい統合失調症の診療。いかにして統合失調症という「病」と向き
合い、いかにして統合失調症患者という「人」に寄り添うべきかを丁寧に解説した「統合失調症の赤本」、ついに
登場です。

統合失調症のみかた,治療のすすめかた
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医学
分 野
¥9,900(＋税)
学術・1アクセス
頭頚部がん薬物療法ハンドブック 改訂2版
¥19,800(＋税)
学術・3アクセス
9784498062696
著編者名
田原 信
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071811
本邦はじめての頭頸部がん薬物療法に特化したマニュアルとして好評を博した書の改訂第２版．専門病院のス
タッフではなく，主に一般病院のスタッフに向けて，頭頸部がんの薬物療法に特徴的な臨床上のコツや支持療
法を平易にまとめている．今版では近年の進歩を踏まえて，一から内容を見直し新たな項目を追加した．執筆
陣には経験豊富な各エキスパートを集め，実際の現場での治療立案・実践および副作用管理に役立つ実践書
である．
医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥14,520(＋税)
学術・3アクセス
9784498048447
著編者名
根本 和馬
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071812
患者向けのアンケートでよくありがちな不満、「待ち時間が長すぎる！」。長すぎる待ち時間は患者のストレスを
増大させクレームの温床となり、さらには非効率的な業務、スタッフの負担増、人材定着率の低下といった負の
スパイラルに陥ってしまうことも……。本書では「クリニックの待ち時間対策」に主眼をおき、診療スピードアップ
の手法や、待ち時間があっても患者満足度の高いクリニックのあり方について具体的に解説します。
なぜあのクリニックは待ち時間があっても満足
度が高いのか? ―待ち時間対策24の手法―

医学
分 野
¥17,820(＋税)
学術・1アクセス
尿検査のみかた, 考えかた
¥35,640(＋税)
学術・3アクセス
9784498224384
著編者名
金子 一成
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071813
幅広い年齢層で行われている尿検査だが，小児から高齢者まで，年齢ごとにその実施法や結果の診かたは異
なり，正しく活用できている者は存外少ない．また，小児から成人への移行期・思春期についても考える必要が
ある．本書では，章を年齢で分け，臨床・研究・教育の第一線で活躍している著者にそれぞれ診るべきポイント
や考えかたを解説してもらった．尿検査に関する膨大な知識がコンパクトにまとまった，新バイブルである．
医学
分 野
¥21,780(＋税)
学術・1アクセス
妊婦・授乳婦の薬 改訂2版
¥43,560(＋税)
学術・3アクセス
9784498060517
著編者名
杉本 充弘
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071814
妊婦・授乳婦への薬剤投与の際のレファレンスとして，薬剤の基本的な選択基準をわかりやすく解説．
実地臨床の場に最適だと好評を得た本書が，およそ8年ぶりに全面改訂した．
新規薬剤の追加や，近年の周産期医療の変化を踏まえたトピックスの更新はもちろん，ひと目で知りたい項目
が見つかるよう，紙面構成も見直した．
内容の充実に加え信頼性と利便性もパワーアップした，最新にして最上の指針である．
医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498129887
著編者名
中島 健二
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071815
高齢者の認知症有病率が高まるにつれ、必ずしも認知症を専門としない非専門医が薬物療法を行う機会もより
一層増えることが予想される。非薬物治療の解説は他書に譲り、本書では抗認知症薬、抗精神病薬、抗うつ
薬、睡眠薬、抗不安薬、気分安定薬、漢方薬、排尿障害治療薬、高血圧治療薬など、認知症患者の診療に用
いられる薬物療法に焦点を絞り、それらの処方の実際や注意点など医療従事者が知っておくべき必要知識を
解説した。

認知症治療薬の考え方,使い方

医学
分 野
¥19,800(＋税)
学術・1アクセス
¥39,600(＋税)
学術・3アクセス
9784498228924
著編者名
山田 正仁
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071816
認知症のプロフェッショナルを育成する「北陸認知症プロフェッショナル医養成プラン（認プロ）」のメンバーが中
心になってまとめた新時代の認知症診療マニュアル。「認知症疾患ガイドライン2017」の内容に準拠し、コンパク
トな体裁ながらも軽度認知障害から重度認知症まで認知症に関する様々な知見を網羅した。

認知症診療実践ハンドブック
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医学
分 野
¥19,140(＋税)
学術・1アクセス
¥38,280(＋税)
学術・3アクセス
9784498328266
著編者名
松本 康史
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071817
広南病院での豊富な脳血管内治療経験から選りすぐりの症例を集めた。検査・術中画像をふんだんに使用した
臨場感あふれる症例報告で、「脳血管内治療の虎の穴」のエッセンスを紹介。疾患ごとの背景や治療概念は文
献的考察の形でまとめられており、脳血管内治療のノウハウを知り、また、知識のアップデートにも有用な一冊
となっている。脳血管障害のエキスパートが腕を磨いた日々を振り返ったエッセイも収録。

脳血管内治療ケーススタディ
―広南流20の戦略―

医学
分 野
¥31,680(＋税)
学術・1アクセス
脳静脈エッセンス ―脳静脈の歩き方―
¥63,360(＋税)
学術・3アクセス
9784498228665
著編者名
波出石 弘
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2016年 商品コード 1030071818
脳動脈の解剖に関する知見をまとめた好評書『脳動脈コンプリート』に続く本作では、あまり目立たない存在で
ありつつ、脳神経外科医も知っているようで実は知らないことが多いと思われる脳静脈にフォーカスを当てた。
脳静脈の発生と解剖、病理と画像診断、静脈洞の構造や各アプローチに対する注意点などを詳細に解説する
ことにより、臨床で大いに役立つ指針書となった。
医学
分 野
¥15,180(＋税)
学術・1アクセス
¥30,360(＋税)
学術・3アクセス
9784498228535
著編者名
武田 篤
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071819
パーキンソン病患者は増加の一途をたどり，非専門医でも日常的に診断・治療を行う機会が増えてきた．そのよ
うな現状を踏まえ，本書ではパーキンソン病を含む運動障害を専門とはしない医療従事者，研修医をターゲット
に，その病態や診断，治療法，ケアまでを平易に解説．エキスパートの診療を再現した．改訂第2版では「パー
キンソン病診療ガイドライン2018」の内容を反映．実践的な最新知識を得られる心強い1冊．

パーキンソン病実践診療マニュアル =
Practical treatment of Parkinson's disease
第2版

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
¥15,840(＋税)
学術・3アクセス
9784498048621
著編者名
根本 和馬
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071820
人材不足や経営的理由、またはスタッフ側の事情などにより、クリニックがパートスタッフを雇用することはよくあ
ることです。パートスタッフの当事者意識が低ければ運営に支障をきたしますが、適切な対策を講じることで院
の理想に向かって邁進するプロフェッショナルチームをつくることも可能です。本書では、そのために必要な方法
を解説すると共に、成功事例クリニックの院長先生やパートスタッフのインタビューを収録しました。

パートスタッフ中心のクリニックがプロフェッ
ショナルチームになる13の方法

医学
分 野
¥7,920(＋税)
学術・1アクセス
―薬物問題に対する,あるひとつの社会的選択―
¥15,840(＋税)
学術・3アクセス
9784498129948
著編者名
松本 俊彦
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071821
「薬物依存症は刑務所に入っても治らない」，本当に必要なことは処罰ではなく“支援”である，と訴える著者ら
が，薬物依存に対する公衆衛生政策としての“ハームリダクション”とは何か？についてその基本的な考え方や
意味，海外での実情を紹介するとともに，本邦で援助者が実務として行うことのできるハームリダクション的援助
について，保健，医療，福祉など，様々な面からその可能性と実用性を考え，また現状の問題点についても考
察する

ハームリダクションとは何か

医学
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
9784498131002
著編者名
弦間 昭彦
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071822
初版刊行から6年余．常に幅広い支持を集めてきた好評書『肺癌診療Q&A』の改訂第3版．ガイドラインの改訂，
個別化治療のめざましい進展，免疫チェックポイント阻害薬の登場などを踏まえ，全面的に改訂を加えた．今回
もその掲載項目の多くを刷新．エキスパート達が最新の知見を踏まえ，「一つ上を行く」肺癌診療のノウハウを
実践的に指南する．

肺癌診療Q&A
―一つ上を行く診療の実践―第3版

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥11,220(＋税)
学術・1アクセス
初めてのけいれん ―さあどうするか―
¥22,440(＋税)
学術・3アクセス
9784498228825
著編者名
榎 日出夫
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071823
「初めてのけいれん」にテーマを絞った「ニッチな実用書」がついに登場しました！ 幅広いけいれんの中でも，
特に「初発のけいれん」への，教科書には書かれていない実践的対応法を，経験豊かな小児神経科医がわか
りやすく解説します．初めての当直でも遭遇しうる「初めてのけいれん」．テーマはニッチでも医師免許を持つ全
ての先生方の必読書です．
医学
分 野
¥25,080(＋税)
学術・1アクセス
皮膚疾患クエスチョン100+α
¥50,160(＋税)
学術・3アクセス
9784498063686
著編者名
岸本 和裕
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071824
身近なものから少し専門的なものまで，様々な皮膚疾患の実例をQ&A形式で多数収録．100超の良問に取り組
むことで臨床に欠かせない３つの実践力（1.病態を見抜く眼，2.無駄のない思考法．3.実用的な対処法）が身に
つきます．各問には「難易度」表示を付し，お楽しみの「番外編」も掲載．楽しく学べて役に立つ！ さあ，あなた
も気軽に始めましょう！
医学
分 野
¥17,820(＋税)
学術・1アクセス
腹膜透析・腎移植ハンドブック
¥35,640(＋税)
学術・3アクセス
9784498224421
著編者名
石橋 由孝
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071826
腹膜透析は，拘束時間が短くQOLが非常に高いこと，残腎機能の保持に優れることなど多くのメリットを有する
優れた腎代替療法である．血液透析に加え，腹膜透析・腎移植を適切にオプション提示していくことが真のTotal
Renal Careに通じる．その理想を体現するハンドブックがついに登場した．『腹膜透析ハンドブック』（2012）の全
面改訂版．
医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
ブラッシュアップ急性腹症 第2版
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784498140394
著編者名
窪田 忠夫
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071827
腹痛診療のバイブルが，およそ４年半ぶりに全面改訂．腹痛の初期診療とは「手術が必要な疾患をピックアップ
する作業」である，とのコンセプトにさらに磨きをかけた．グローバルスタンダードの流れを踏まえた修正を施し，
画像診断を中心に最新の知見を追加．著者の個人的経験に基づく記述にはこの間に得られた新たなエビデン
スを付記した．
医学
分 野
¥13,200(＋税)
学術・1アクセス
¥26,400(＋税)
学術・3アクセス
9784498054806
著編者名
山下 敏彦
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071828
本邦における腰痛の有病率は約4割。もはや国民病の域といっても過言ではなく、職業性腰痛の総医療費は
820億円にものぼります。一方で、近年は新薬の登場や運動療法の進歩、手術療法の低侵襲化などさまざまな
進歩によって診療に変革が生じている領域でもあり、本疾患診療のスキルアップは必須であるともいえます。そ
こで本書では、腰痛診療の「プロ」として身につけておくべき知識・ノウハウ、最新知見をあまさず解説します。

プロフェッショナル腰痛診療

医学
分 野
¥10,560(＋税)
学術・1アクセス
¥21,120(＋税)
学術・3アクセス
9784498117105
著編者名
大津 秀一
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071829
第2版刊行から約2年半あまり，満を持して送る改訂版．新たな強オピオイド薬であるヒドロモルフォン，オピオイ
ド由来の便秘を新たな作用機序によって緩和するナルデメジンなどの新薬に関する情報も追加．今回の改訂か
ら，処方の参考にして頂くために代表的な薬価を記載しました．初版以来の伝統， Dr.大津の本音トークはもち
ろん健在！

間違いだらけの緩和薬選び
―費用対緩和を考える―3版

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥15,180(＋税)
学術・1アクセス
慢性疼痛診療ハンドブック
¥30,360(＋税)
学術・3アクセス
9784498056107
著編者名
池本 竜則
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2016年 商品コード 1030071830
日常診療において中核的な症状であり患者のQOLを著しく低下させる「痛み」、なかでも特に慢性疼痛について
様々な見地から解説を行うハンドブック。痛みに関する科学的情報を発信するNPO法人「いたみ医学研究情報
センター」の医療者教育用資料を再編集し、医師、理学・作業療法士、看護師、社会福祉士など、慢性疼痛のケ
アに悩むすべての方にとって役立つ内容にまとめた。
医学
分 野
¥9,240(＋税)
学術・1アクセス
¥18,480(＋税)
学術・3アクセス
9784498145528
著編者名
安藤 恵美子
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071831
信頼できる医療情報を分かりやすく提供し，一般生活者のみならず，医療者にも絶大な支持を得ている医療サ
イト「メディカルノート」の人気コンテンツを書籍化．頻度の高い子どもの症状を取り上げ，その診療のポイントを
「保護者への説明の仕方」に重点を置いて解説した．不安を感じている保護者へ，どの言葉を選択して，どう伝
えればいいのか．保護者対応の機微を知れば，日々の診療が劇的に変わる．熟練者の英知満載のお薦めの１
冊．

こどもの「症状」から考える
―外来小児診療伝え方の極意 : medical
note presents―

医学
分 野
¥17,820(＋税)
眼でみる実践心臓リハビリテーション 改訂4版 学術・1アクセス
¥35,640(＋税)
学術・3アクセス
9784498067134
著編者名
安達 仁
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071832
プランの設定から入院リハビリテーション，外来リハビリテーション，運動処方，運動療法，栄養指導，疾患別の
指導ポイントまで，新しい心臓リハビリを分かりやすく解説したテキスト．また実践法のみならず，「作用」「副作
用」を予測し，効率的で安全な心臓リハビリを実施するため，できるだけ心疾患の病態を理解できるように記載
している．心臓リハビリに関わる近年の進歩も踏まえ，内容を見直した改訂第４版．
分 野

めまいは寝てては治らない ―実践!めまい・
学術・1アクセス
ふらつきを治す24のリハビリ―第5版

医学

¥4,290(＋税)
¥8,580(＋税)
学術・3アクセス
9784498062788
著編者名
新井 基洋
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071833
「めまい，ふらつきはリハビリで治せる！」と大好評の書，待望の第5版．カラーイラストで「めまいリハ」に取り組
みましょう！ 今回もリハビリメニューをリフレッシュし，患者さんの声を取り入れて全面リニューアル．本を開い
たままリハビリができるよう，製本上の工夫も施しました．めまいリハの第一人者Dr.新井がそのノウハウを凝
縮．めまいに悩む，すべての皆さんのために．さあご一緒に「めまい，ふらつきは寝てては治らない！」

医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784498071179
著編者名
寺田 喜平
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071834
小児用から高齢者用、渡航者用ワクチン，そして新型インフルエンザワクチンに至るすべてのワクチンの情報を
網羅し，予防接種のリスクマネージメントや院内感染対策の予防接種，基礎疾患を持つ児への接種まで，多方
面から予防接種を取り上げた新しいガイドブック．帯状疱疹サブユニットワクチンの追加をはじめ、初版以降に
変更のあった予防接種の方針やガイドラインなどの改正を反映した待望の第2版。

よくわかる予防接種のキホン ―小児,高齢
者用から渡航用ワクチンまで : the perfect
book for vaccination―第2版

医学
分 野
¥15,180(＋税)
学術・1アクセス
¥30,360(＋税)
学術・3アクセス
9784498022645
著編者名
岡 三喜男
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071835
本書は，がん免疫療法や研究に携わろうとする医師やメディカルスタッフを対象に，免疫や免疫を担う細胞や組
織などの基本的な知識の解説に始まり，がんと抗原の分類，免疫反応などを解説する腫瘍免疫学について，そ
して，最新のがんの免疫療法について解説するという3部構成になっている．これまで免疫の本は外来抗原に
対する感染症をテーマにしたものが多いが，本書は内在抗原である「がん」の視点からの解説していることが大
きな特徴である.

読んで見てわかる免疫腫瘍学

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥22,000(＋税)
学術・1アクセス
竜馬先生の血液ガス白熱講義150分
¥44,000(＋税)
学術・3アクセス
9784498130289
著編者名
田中 竜馬
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2017年 商品コード 1030071836
呼吸状態をみたい時、意識障害のある患者さんをみた時、酸-塩基平衡の異常を疑っている時…さまざまな局
面でとても役立つ血液ガスのこと、皆さんどれだけ知っていますか？ なんとなく使っているだけだとすごーくもっ
たいない血液ガスの読み方を短時間でマスターできる田中竜馬先生の人気セミナーの内容をまるっと書籍化し
ました！この本だけで、血液ガスの基本や正しい使い方がキッチリ学べます！
医学
分 野
¥32,340(＋税)
学術・1アクセス
臨床に直結する血栓止血学 改訂2版
¥64,680(＋税)
学術・3アクセス
9784498125797
著編者名
朝倉 英策
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071837
前版（2013年）より数多くの進展がみられる血栓止血学の領域について、専門外の読者にもわかりやすく、すぐ
に役立つ知識を中心に解説した入門書の改訂2版。大幅なボリュームアップ、「ポイント」「ここがコンサルトされ
やすい！」「症例紹介」「ピットフォール」「お役立ち情報」の記載などにより、「臨床に直結」した内容のさらなる充
実を図りました。血栓止血のエキスパートではない一般臨床医、血液専門医、他科専門医、研修医、臨床検査
技師、薬剤師、医学生、保健学科学生の方々に特に役立つ一冊です。
医学
分 野
¥9,240(＋税)
学術・1アクセス
¥18,480(＋税)
学術・3アクセス
9784498328242
著編者名
上村 直人
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071838
地方公共交通網の衰退，独居高齢者の急増などを受け，認知症患者・一般高齢者の自動車運転の問題はそ
の重みを増している．2017年には改正道路交通法も施行されたが，運転中止後支援，グレーゾーンへの実車検
査の導入など残された課題は多い．厚労省研究班の中心となった編者が学際的執筆陣を集結し総力を注入し
た．実務に役立つＱ＆Ａつき！

臨床医のための!高齢者と認知症の自動車
運転

医学
分 野
¥13,860(＋税)
学術・1アクセス
¥27,720(＋税)
学術・3アクセス
9784498224346
著編者名
上野 智敏
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030071839
腎臓に関わる臨床医が理想的に病理標本を読めるようになるためには，正しい用語で所見を描写し、患者の病
態や予後について考えることで「ただ見ていただけ」の読み方から脱却することが必要である．本書では臨床医
として腎病理の臨床と研究を極めた著者が，メカニズムから丁寧にわかりやすく解説した．病変の成り立ちから
学び，所見が意味するものを個々の患者ごとに考える力を身につけることができる一冊．

臨床医のための腎病理読解ロジック
―所見を「読んで」「考える」―

分 野

医学

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥1,430(＋税)
¥4,290(＋税)
9784865136067
2019年 商品コード 1030641476

今すぐ始めるアルコール依存症治療
学術・1アクセス
―問題飲酒の害を減らし、回復するために―
著編者名
出版社

樋口 進
法研

アルコール依存症は、本人の努力や家族だけの力では回復することが難しく、適切な対処をしないと進行し、健康や社会生活に大きな影
響を与えます。問題のある飲酒者は日本国内に100万人以上いるといわれていますが、専門機関で治療を受けているのはごく少数です。
ここへきてアルコール依存症の治療は転機を迎えています。より早い段階から治療を始める人が増えていること、また従来、酒をやめる
「断酒」しか治療法はないといわれていましたが、「減酒」という新しい治療アプローチも選択肢として増えてきたこと、また新薬などそれを
助けるツールも登場していることなどが注目されています。それを支持する診断・治療ガイドラインも作成されました。また、すでに進行した
アルコール依存症の人でも治療を行うことによって、健康状態は大きく改善します。

社会
分 野
¥1,540(＋税)
学術・1アクセス
¥4,620(＋税)
学術・3アクセス
9784865136203
著編者名
浅野 洋藏
底本ISBN
出版社
法研
底本発行年
2019年 商品コード 1030641477
在宅を中心とした１４年以上にわたる介護体験。その途中々々で喜びを見つけ、最後は大きな達成感を味わう
ことになる著者の体験をまとめた本書は、いま介護で悩む多くの人への励みとなる一冊。監修者（医師）による
サポートアドバイスも。
・排せつ・食事・肺炎・床ずれに関する介護の手法が詳しい
・在宅介護の実際と過酷な現実を改善していく方向性を導く
経験
描 れ
知症介護 ポ

「うんこ」が無理なく出る介護 ―その介護は
人を大切にしていますか?―

2019/07/29 現在

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 1026831137
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
［1946～1969年度］（戦後・高度成長期）

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779215766
著編者名
ワクチンジャーナル編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628648
【ワクチン・予防接種に特化した学術専門誌】近年新しいワクチンの普及によって、予防接種に対し急速に理解
と関心が高まっているなか、ワクチンの正しい情報と知識を広めるべく、本誌は予防接種に携わる小児科・一般
臨床医を読者対象に、アンケート・座談会・インタビューを掲載して、ワクチンを取り巻く話題や感染症の最新情
報、現場で役立つ予防接種知識をお届けする。

ワクチンジャーナル 2015年10月号
（Vol.3 No.1）

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779217661
著編者名
ワクチンジャーナル編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628649
【ワクチン・予防接種に特化した学術専門誌】近年新しいワクチンの普及によって、予防接種に対し急速に理解
と関心が高まっているなか、ワクチンの正しい情報と知識を広めるべく、本誌は予防接種に携わる小児科・一般
臨床医を読者対象に、アンケート・座談会・インタビューを掲載して、ワクチンを取り巻く話題や感染症の最新情
報、現場で役立つ予防接種知識をお届けする。

ワクチンジャーナル 2016年9月号
（Vol.4 No.1）

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
感染症道場 2015年6月号（Vol.4 No.2）
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779214981
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628650
【若き医師たちに送る感染症学入門のための学術誌】疫学・病態から予防，診断・治療まで，感染症疾患に関す
る基礎知識を網羅。感染症対策や教育に積極的な施設や症例検討の流れ，検査のポイントなど，若手医師が
より深く理解するための「活きた知識」を提供。

医学
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784779214639
著編者名
折茂 肇
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628651
【グッドエイジングを科学する】「積極的な予防医療」をテーマに、食事、運動、サプリメントの有効性、エビデン
ス、海外の現況等をタイムリーに取り上げることで、自己責任による健康管理の必要性を啓発し、結果的にわが
国の医療財源の無駄をなくすことを目指す医学媒体。

予防医療 Aggressive 2015年5月号
（Vol.2 No.2）

医学
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784779215483
著編者名
折茂 肇
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628652
【グッドエイジングを科学する】「積極的な予防医療」をテーマに、食事、運動、サプリメントの有効性、エビデン
ス、海外の現況等をタイムリーに取り上げることで、自己責任による健康管理の必要性を啓発し、結果的にわが
国の医療財源の無駄をなくすことを目指す医学媒体。

予防医療 Aggressive 2015年10月号
（Vol.2 No.3）

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779214530
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628653
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：高齢CKD患者のマネジメント

Nephrology Frontier 2015年3月号
（Vol.14 No.1） : 高齢CKD患者のマネジメント

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779215087
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628654
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：腎臓再生医療の現状

Nephrology Frontier 2015年6月号
（Vol.14 No.2） : 腎臓再生医療の現状

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779215643
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628655
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：CKDと認知機能障害

Nephrology Frontier 2015年9月号
（Vol.14 No.3） : CKDと認知機能障害

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779216251
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628656
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：リン吸着薬―CKD-MBD，広がる治療選択―

Nephrology Frontier 2015年12月号
（Vol.14 No.4） : リン吸着薬―CKD-MBD，
広がる治療選択―

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779217234
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628657
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：尿酸と心・腎・血管障害

Nephrology Frontier 2016年6月号
（Vol.15 No.2） : 尿酸と心・腎・血管障害

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779217883
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628658
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：慢性腎臓病（CKD）としてのIgA腎症

Nephrology Frontier 2016年9月号
（Vol.15 No.3） : 慢性腎臓病（CKD）としての
IgA腎症

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779218354
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030628659
腎臓そのものに原因を有する原発性腎疾患から他の疾患の一部分症としての続発性腎疾患まで多彩な疾患を
取り扱い，国内外で活躍中の方々のご協力を得て，up dateな情報をtimelyにお伝えいたします。『とっつきにくい
分野』の1つとされる Nephrologyを，前途豊かな若手の医師や研究者にわかりやすい解説で腎疾患の臨床と研
究のおもしろさをお伝えいたします。 本号の特集：腎臓病学の課題と未来―Nephrology Frontier誌の足跡と
貢献―

Nephrology Frontier 2016年12月号
（Vol.15 No.4） : 腎臓病学の課題と未来
―Nephrology Frontier誌の足跡と貢献―

分 野
Surgery Frontier 2015年3月号
（Vol.22 No.1） : 骨転移病変に対する最新の 学術・1アクセス
基礎的知見と臨床マネージメント
学術・3アクセス

医学

¥5,060(＋税)
¥7,590(＋税)
9784779214455
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628660
【すべての外科医に必要な侵襲学とその周辺の基礎科学を網羅】外科的治療をより安全に行うためには，生体
への侵襲をできる限り軽減する必要があり，近年この侵襲に関する研究はますます重要視され，飛躍的な進歩
を遂げている。本誌は侵襲学およびその周辺の基礎科学の最新の研究成果を速やかに，ビジュアルな誌面構
成で提供し，外科臨床におけるその応用の促進をはかる。
分 野

Surgery Frontier 2015年6月号
学術・1アクセス
（Vol.22 No.2） : 疾患特異的iPSの基礎と臨床

医学

¥5,060(＋税)
¥7,590(＋税)
学術・3アクセス
9784779215056
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628661
【すべての外科医に必要な侵襲学とその周辺の基礎科学を網羅】外科的治療をより安全に行うためには，生体
への侵襲をできる限り軽減する必要があり，近年この侵襲に関する研究はますます重要視され，飛躍的な進歩
を遂げている。本誌は侵襲学およびその周辺の基礎科学の最新の研究成果を速やかに，ビジュアルな誌面構
成で提供し，外科臨床におけるその応用の促進をはかる。

医学
分 野
¥5,060(＋税)
学術・1アクセス
¥7,590(＋税)
学術・3アクセス
9784779215476
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628662
【すべての外科医に必要な侵襲学とその周辺の基礎科学を網羅】外科的治療をより安全に行うためには，生体
への侵襲をできる限り軽減する必要があり，近年この侵襲に関する研究はますます重要視され，飛躍的な進歩
を遂げている。本誌は侵襲学およびその周辺の基礎科学の最新の研究成果を速やかに，ビジュアルな誌面構
成で提供し，外科臨床におけるその応用の促進をはかる。

Surgery Frontier 2015年9月号
（Vol.22 No.3） : 危惧する感染症―院内感染
防止対策―

医学
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784779216053
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628663
【すべての外科医に必要な侵襲学とその周辺の基礎科学を網羅】外科的治療をより安全に行うためには，生体
への侵襲をできる限り軽減する必要があり，近年この侵襲に関する研究はますます重要視され，飛躍的な進歩
を遂げている。本誌は侵襲学およびその周辺の基礎科学の最新の研究成果を速やかに，ビジュアルな誌面構
成で提供し，外科臨床におけるその応用の促進をはかる。

Surgery Frontier 2015年12月号
（Vol.22 No.4） : 外科治療とNCD

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779215001
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628664
※著作権などの理由により、掲載されていない記事がございます。 【血管研究を通じて全臓器の病態研究の再
構築を目指す】血管特有の疾患にとどまらず，血管を研究するという Vascular Biology の切り口を通じて，全身
のあらゆる臓器の病態に関する研究を再構築する Vascular Medicine の確立のために，その一助となる雑誌を
目指す。 本号の特集：エクソソームが映し出す血管病の新たな側面

血管医学 2015年6月号（Vol.16 No.2） :
エクソソームが映し出す血管病の新たな側面

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779215711
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628665
※著作権などの理由により、掲載されていない記事がございます。 【血管研究を通じて全臓器の病態研究の再
構築を目指す】血管特有の疾患にとどまらず，血管を研究するという Vascular Biology の切り口を通じて，全身
のあらゆる臓器の病態に関する研究を再構築する Vascular Medicine の確立のために，その一助となる雑誌を
目指す。 本号の特集：腸内フローラが見せる新たな世界と疾患メカニズム

血管医学 2015年9月号（Vol.16 No.3） :
腸内フローラが見せる新たな世界と疾患
メカニズム

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779216145
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628666
【血管研究を通じて全臓器の病態研究の再構築を目指す】血管特有の疾患にとどまらず，血管を研究するとい
う Vascular Biology の切り口を通じて，全身のあらゆる臓器の病態に関する研究を再構築する Vascular
Medicine の確立のために，その一助となる雑誌を目指す。 本号の特集：臓器の記憶と血管代謝ニッシェ

血管医学 2015年12月号（Vol.16 No.4） :
臓器の記憶と血管代謝ニッシェ

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779216558
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628667
【血管研究を通じて全臓器の病態研究の再構築を目指す】血管特有の疾患にとどまらず，血管を研究するとい
う Vascular Biology の切り口を通じて，全身のあらゆる臓器の病態に関する研究を再構築する Vascular
Medicine の確立のために，その一助となる雑誌を目指す。 本号の特集：再生医学と血管

血管医学 2016年3月号（Vol.17 No.1） :
再生医学と血管

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779217500
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628668
※著作権などの理由により、掲載されていない記事がございます。 【血管研究を通じて全臓器の病態研究の再
構築を目指す】血管特有の疾患にとどまらず，血管を研究するという Vascular Biology の切り口を通じて，全身
のあらゆる臓器の病態に関する研究を再構築する Vascular Medicine の確立のために，その一助となる雑誌を
目指す。 本号の特集：機能性脂質・脂肪酸の多彩な生理活性と病態形成

血管医学 2016年7月号（Vol.17 No.2） :
機能性脂質・脂肪酸の多彩な生理活性と
病態形成

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779217791
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628669
【血管研究を通じて全臓器の病態研究の再構築を目指す】血管特有の疾患にとどまらず，血管を研究するとい
う Vascular Biology の切り口を通じて，全身のあらゆる臓器の病態に関する研究を再構築する Vascular
Medicine の確立のために，その一助となる雑誌を目指す。 本号の特集：肺高血圧症の最新知見と新展開

血管医学 2016年10月号（Vol.17 No.3） :
肺高血圧症の最新知見と新展開

分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1030628670
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
脳循環を通して脳血管障害あるいは中枢神経疾患を考え，循環制御の中枢として脳を捉える新しい医学・医療
雑誌。特集では論文に加え，特集テーマに沿った座談会を毎号掲載。さらに，珍しい症例の貴重な画像を見せ
るカラーグラビアページほか，多数の連載頁を設けている。 本号の特集：経口抗凝固薬の展望

脳と循環 2015年5月号（Vol.20 No.2） :
経口抗凝固薬の展望

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779215698
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030628671
脳循環を通して脳血管障害あるいは中枢神経疾患を考え，循環制御の中枢として脳を捉える新しい医学・医療
雑誌。特集では論文に加え，特集テーマに沿った座談会を毎号掲載。さらに，珍しい症例の貴重な画像を見せ
るカラーグラビアページほか，多数の連載頁を設けている。 本号の特集：脳卒中治療ガイドライン2015

脳と循環 2015年9月号（Vol.20 No.3） :
脳卒中治療ガイドライン2015

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779216480
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628672
脳循環を通して脳血管障害あるいは中枢神経疾患を考え，循環制御の中枢として脳を捉える新しい医学・医療
雑誌。特集では論文に加え，特集テーマに沿った座談会を毎号掲載。さらに，珍しい症例の貴重な画像を見せ
るカラーグラビアページほか，多数の連載頁を設けている。 本号の特集：脳卒中に対する新たな脳血管内治
療デバイスの位置づけ

脳と循環 2016年1月号（Vol.21 No.1） :
脳卒中に対する新たな脳血管内治療デバ
イスの位置づけ

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779217197
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628673
脳循環を通して脳血管障害あるいは中枢神経疾患を考え，循環制御の中枢として脳を捉える新しい医学・医療
雑誌。特集では論文に加え，特集テーマに沿った座談会を毎号掲載。さらに，珍しい症例の貴重な画像を見せ
るカラーグラビアページほか，多数の連載頁を設けている。 本号の特集：後期高齢者の脳卒中予防治療 ―
内科 vs. 外科―

脳と循環 2016年5月号（Vol.21 No.2） :
後期高齢者の脳卒中予防治療―内科 vs.
外科―

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779217852
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628674
脳循環を通して脳血管障害あるいは中枢神経疾患を考え，循環制御の中枢として脳を捉える新しい医学・医療
雑誌。特集では論文に加え，特集テーマに沿った座談会を毎号掲載。さらに，珍しい症例の貴重な画像を見せ
るカラーグラビアページほか，多数の連載頁を設けている。 本号の特集：脂質低下療法と脳卒中 ―PCSK9
阻害薬の登場―

脳と循環 2016年9月号（Vol.21 No.3） :
脂質低下療法と脳卒中

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779218422
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030628675
脳循環を通して脳血管障害あるいは中枢神経疾患を考え，循環制御の中枢として脳を捉える新しい医学・医療
雑誌。特集では論文に加え，特集テーマに沿った座談会を毎号掲載。さらに，珍しい症例の貴重な画像を見せ
るカラーグラビアページほか，多数の連載頁を設けている。 本号の特集：血栓回収療法の実際

脳と循環 2017年1月号（Vol.22 No.1） :
血栓回収療法の実際

分 野
¥3,740(＋税)
学術・1アクセス
¥5,610(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1030628676
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
【喘息・アレルギーに関する最新知見を臨床家の視点で解説】本誌は，喘息の病因から治療にわたる諸問題を
臨床家の視点から把握しようとした，わが国に類をみない学術専門誌である。 本号の特集：喘息治療とアド
ヒアランス／脂質メディエーターの基礎と臨床

喘息 2015年4月号（Vol.28 No.1） :
喘息治療とアドヒアランス

2019/07/29 現在

医学
分 野
¥3,740(＋税)
学術・1アクセス
¥5,610(＋税)
学術・3アクセス
9784779216015
著編者名
「喘息」編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628677
【喘息・アレルギーに関する最新知見を臨床家の視点で解説】本誌は，喘息の病因から治療にわたる諸問題を
臨床家の視点から把握しようとした，わが国に類をみない学術専門誌である。 本号の特集：喘息急性増悪の
病態と治療Up-To-Date／アレルギー診療のトータルアプローチ

喘息 2015年12月号（Vol.28 No.2） :
喘息急性増悪の病態と治療Up-To-Date

医学
分 野
¥3,740(＋税)
学術・1アクセス
¥5,610(＋税)
学術・3アクセス
9784779217036
著編者名
「喘息・アレルギー」編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628678
【喘息・アレルギーに関する最新知見を臨床家の視点で解説】本誌は，喘息の病因から治療にわたる諸問題を
臨床家の視点から把握しようとした，わが国に類をみない学術専門誌である。 本号の特集：家塵ダニアレル
ゲン免疫療法の新時代／咳の診療Up-To-Date

喘息・アレルギー 2016年4月号
（Vol.29 No.1） : 家塵ダニアレルゲン免疫療
法の新時代

医学
分 野
¥3,740(＋税)
学術・1アクセス
¥5,610(＋税)
学術・3アクセス
9784779217944
著編者名
「喘息・アレルギー」編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030628679
※著作権などの理由により、掲載されていない記事がございます。 【喘息・アレルギーに関する最新知見を臨
床家の視点で解説】本誌は，喘息の病因から治療にわたる諸問題を臨床家の視点から把握しようとした，わが
国に類をみない学術専門誌である。 本号の特集：食物アレルギーの最前線／喘息-COPDオーバーラップ症
候群（ACOS）の病態と臨床

喘息・アレルギー 2016年10月号
（Vol.29 No.2） : 食物アレルギーの最前線

医学
分 野
¥3,740(＋税)
学術・1アクセス
¥5,610(＋税)
学術・3アクセス
9784779219030
著編者名
「喘息・アレルギー」編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030628680
※著作権などの理由により、掲載されていない記事がございます。【喘息・アレルギーに関する最新知見を臨床
家の視点で解説】本誌は，喘息の病因から治療にわたる諸問題を臨床家の視点から把握しようとした，わが国
に類をみない学術専門誌である。 本号の特集：重症喘息Up-To-Date／アレルギー性皮膚疾患診療の新展
開

喘息・アレルギー 2017年5月号
（Vol.30 No.1） : 重症喘息Up-To-Date

医学
分 野
¥3,740(＋税)
学術・1アクセス
¥5,610(＋税)
学術・3アクセス
9784779220067
著編者名
「喘息・アレルギー」編集委員会
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030628681
【喘息・アレルギーに関する最新知見を臨床家の視点で解説】本誌は，喘息の病因から治療にわたる諸問題を
臨床家の視点から把握しようとした，わが国に類をみない学術専門誌である。 本号の特集：喘息の加齢によ
る変化―高齢者喘息を中心に―／食物アレルギー診療ガイドライン2016

喘息・アレルギー 2017年11月号
（Vol.30 No.2） : 喘息の加齢による変化

分 野

■現代心理学 発達と支援 II 児童期～高齢期 学術・1アクセス

¥540,000(＋税)
¥648,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029672649
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
人は、幼児期までに自力発達の基盤づくりを達成し、本来的にもつ発達能力を発揮しながら、老いて死を迎える
瞬間まで発達を続けます。一生の問題である発達は、時期により変奏が加えられるテーマでもあり、また、その
成就には他者からの支援が不可欠です。生涯発達過程に於ける児童期から高齢期までの発達の様相や特
徴、支援の原理やあり方について最新の知見に基づく実験や観察、データなどを交えて解説します。

【動画】 全10巻セット （※）

2019/07/29 現在

分 野
¥60,000(＋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 1029672650
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
人間はその豊かな生物性のもと、他者を媒介とした生活世界との交流を通し、各発達過程において自主性・自
発性を支える支援を受ける形で、課題を達成し、生涯にわたり発達を続けます。発達と支援の原理、および既刊
(胎児期～幼児期)に続く児童期から高齢期の発達課題に基づいた支援のあり方、その結果としての発達様相
について総括的に解説するとともに、発達障害児への対処について必須の支援の原理についても言及します。

児童期～高齢期の位置づけと支援のあり方
【動画】（現代心理学 発達と支援 II 児童期
～高齢期 1） （※）

児童期の対人関係・向社会性・自己の発達
と支援 【動画】（現代心理学 発達と支援 II
児童期～高齢期 2） （※）

分 野
¥60,000(＋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 1029672651
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
児童期は学校生活が中心となり、友人関係の重要性が増し、自己と他者の理解が進み、社会的ルールに即し
た行動が形成されてきます。一方で、人との関係の困難にも直面します。児童期の社会的発達を、友人関係の
形成、向社会的行動の形成、教師－児童関係、自己への気づきの側面からその特徴を考察し、さらに、社会的
発達のつまずきとして、いじめや不登校、子どもの特性による発達障害の特徴と支援について解説します。

児童期の学習・記憶・情報処理の発達と
支援 【動画】（現代心理学 発達と支援 II
児童期～高齢期 3） （※）

分 野
¥60,000(＋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 1029672652
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
児童期における認知・情報処理システムの発達、メタ認知の発達は、小学校から始まる教科学習を支えます。
また、学びを進める上で、意欲や動機づけは大切であり、優れた認知機能があっても、やる気がなければ、学び
を進めることはできません。児童期の認知の発達とメカニズムやその背景理論を紹介し、教科学習との関連を
示し、さらに学びのつまづきとその支援について認知カウンセリングや動機づけの理論を基に考察していきま
す。
分 野
青年期のアイデンティティの確立と支援
【動画】（現代心理学 発達と支援 II 児童期 学術・1アクセス
～高齢期 4） （※）
学術・3アクセス

¥60,000(＋税)
¥72,000(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029672653
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
青年期は、自我発達に関心が集まる時期です。エリクソンの漸成発達理論をもとに、青年期の自我発達とその
支援をアイデンティティの観点と親密性の観点から考えます。アイデンティティとは何か、その模索、悩みの実
例、見つけ方としての危機と役割実験、フォークロージャー、拡散などを解説し、また、親密性と愛情、親密性の
発達における問題、孤立、否定的アイデンティティ、アイデンティティのための恋愛について解説します。

青年期のワーキングメモリ・メタ認知の発達
と支援 【動画】（現代心理学 発達と支援 II
児童期～高齢期 5） （※）

分 野
¥60,000(＋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 1029672654
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
青年期には、それまでに経験のない困難な課題や出来事に直面し、試行錯誤しながら乗り越えていきます。課
題を解決する際に必要とされる認知能力に注目し、青年期の発達を考察します。思考形式や「今、ここ、自分」
を超えた思考といった青年期の思考の特徴を紹介し、思考を支える脳の構造的な変化や、ワーキングメモリ、メ
タ認知など基礎的な認知能力の発達について解説し、学業との関わりやその支援について紹介していきます。

成人期の就労・結婚・子育てと支援 【動画】
（現代心理学 発達と支援 II 児童期～
高齢期 6） （※）

分 野
¥60,000(＋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 1029672655
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
成人期は、社会人としての自覚と地位を確かにする時期であり、対人関係スキルの一層の向上が求められま
す。この時期は、実体験に基づいた主体的な学びを重ねていきます。挫折やつまずきに遭遇しながらも、他者と
共存し、自分らしい生き方を模索する力を磨くことは、成人期の発達の到達目標でもあります。私たちはいかに
生き、何を目指して子どもを育んでいったらよいのか、その道標となるものを成人期の課題を通して考察しま
す。

2019/07/29 現在

分 野
¥60,000(＋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 1029672656
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
中年期は、「自分の生き方はこれでよかったのか」という問い直しをする時期です。これを中年期の危機といい
ます。自分自身の生き方の見直しと同時に、夫婦関係の再調整を迫られることもあり、また、子育て役割を上手
く手放すことは親子関係の大きな課題です。中年期の危機とアイデンティティの再体制化は、誰にでも訪れる発
達的な問題なのです。変化していく自分を受け入れつつ、社会との関係を結び直す社会資源を紹介します。

中年期のアイデンティティの再体制化と支援
【動画】（現代心理学 発達と支援 II 児童期
～高齢期 7） （※）

分 野
高齢期の社会関係・身体的条件の変化と支援
【動画】（現代心理学 発達と支援 II 児童期
学術・1アクセス
～高齢期 8） （※）
学術・3アクセス

¥60,000(＋税)
¥72,000(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029672657
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
高齢期の社会的発達は一様ではなく、また、これまでの人間関係の拡がりとは対照的に、その喪失を経験しや
すい時期です。一方、社会と繋がり、新たな人間関係を築くなど有用感を実感する高齢者もいます。また、身体
的機能のレベルの理解は欠かせません。高齢者はADLなど自立度レベルにより自立・閉じこもりや要支援・要
介護状態に大別できます。高齢者の社会関係と身体的条件の変化とその支援について考察します。
分 野
高齢期の認知・注意・記憶の発達と支援
【動画】（現代心理学 発達と支援 II 児童期 学術・1アクセス
～高齢期 9） （※）
学術・3アクセス

¥60,000(＋税)
¥72,000(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029672658
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
高齢期でも、意味記憶などの低下しない機能も存在します。こうした認知機能の複雑な加齢パターンの理解は、
高齢者が生活しやすい社会の構築に役立ちます。高齢者が使いやすい機器の開発や安心して暮らせる生活環
境の在り方について、事例を通して考察します。また、認知症高齢者への支援も現代社会の大きな課題です。
認知症の症状を解説し、グループホームでの支援方法と最新のロボット技術を用いた支援の試みを紹介しま
す。
分 野
生涯発達における可塑性と自己制御
【動画】（現代心理学 発達と支援 II 児童期 学術・1アクセス
～高齢期 10） （※）
学術・3アクセス

¥60,000(＋税)
¥72,000(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029672659
出版社
サンエデュケーショナル
底本発行年
生涯発達心理学は、発達や加齢の仕方が変化すること－可塑性－を実証してきました。加齢とともに拡大する
個人差は、自分の歳のとり方をいかに制御するかによるのです。人間が実際にどのように「じょうずに」歳をとろ
うとしているかについてのSOC理論を紹介し、理想的な加齢の到達点としての英知と、その獲得に関係する人
生回顧について解説します。生涯発達心理学は、発達の可塑性を明らかにし、支援の基礎理論となっていま
す。
分 野
¥66,000(＋税)
学術・1アクセス
¥88,000(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835224
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
福祉施設には、いろいろな仕事があり、介護職、看護師、ケアマネジャー、栄養士など、多く他職種の人々が連
携しながら利用者の生活を支えています。中には、福祉職でなくても、施設の力となり、働いている人もいます。
この映像は、そうした職員の働く姿を通し、どういう意識や工夫、やりがいを持って仕事をすすめているかを描く
ことで、これから福祉の仕事に就こうと考えている方の参考としていただきたいと願い作成いたしました。今回は
高齢者福祉施設を中心に紹介しています。

■ふくしの仕事 Ⅰ 全5巻セット 【動画】
（福祉の現場での仕事を観る ） （※）

分 野
高齢者福祉施設における看護師 ～自宅に
近い看護を目指して～ 【動画】（福祉の現場 学術・1アクセス
での仕事を観る 第1巻） （※）
学術・3アクセス

¥14,850(＋税)
¥19,800(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835225
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
御子柴さんは高齢者福祉施設で働く看護師長です。１８０名の利用者の薬を管理しながら、施設の中にいる医
療職として、他の専門職と連携しながら利用者の命を守っています。御子柴さんは、ここを利用者の生活の場と
して考えているので、利用者の望みに沿いながら、自宅に近い看護を目指しています。

2019/07/29 現在

分 野
高齢者福祉施設における管理栄養士 ～おい
しい食事で笑顔を～ 【動画】（福祉の現場での 学術・1アクセス
仕事を観る 第2巻） （※）
学術・3アクセス

¥14,850(＋税)
¥19,800(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835226
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
桃木野さんは、高齢者福祉施設で働く管理栄養士です。施設で暮らす高齢者のアレルギーや好き嫌い、健康状
態を考えながら、栄養バランスをとれた食事を提供します。食事の時間は、桃木野さんにとって、嚥下や噛む力
など利用者の食事の様子を観察する大事な時間です。その経験を生かし、施設にいる他の専門職の意見を聞
きながら、利用者にどう食事を楽しんでいただこうか、桃木野さんは工夫しています。
分 野
高齢者福祉施設におけるケアマネジャー
～いつも利用者のそばに～ 【動画】（福祉の 学術・1アクセス
現場での仕事を観る 第3巻） （※）
学術・3アクセス

¥14,850(＋税)
¥19,800(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835227
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
榎本さんは、高齢者福祉施設で働くケアマネジャーです。常に施設にいるので、利用者の健康状態を観察し、
他職種と連携しながら、ケア計画をたてるとができます。また、利用者とのコミュニケーションも取りやすく、生き
るお手伝いをしている実感を感じることができます。

分 野
高齢者福祉施設における介護スタッフ
～笑顔が働く力に～ 【動画】（福祉の現場で 学術・1アクセス
の仕事を観る 第4巻） （※）
学術・3アクセス

¥14,850(＋税)
¥19,800(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835228
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
村井さんは、高齢者福祉施設で働く介護スタッフです。移動や排泄、食事の介助などを行っています。介護福祉
士の資格を持っていませんが、仕事をしながら介護福祉士の資格を取ろうと頑張っています。コミュニケーション
の中から生まれる利用者の笑顔が村井さんの働く力になっています。

分 野
高齢者福祉施設における運転、安全・衛生管理、
施設の設備管理 ～人と関わり成長できる職場～ 学術・1アクセス
【動画】（福祉の現場での仕事を観る 第5巻） （※） 学術・3アクセス

¥14,850(＋税)
¥19,800(＋税)

著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835229
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
谷津さんは、バスの運転士や営業職を経て、この施設に運転士として転職しました。施設に来てから、様々な資
格をとり、現在は、施設のいろいろな仕事を担っています。また、他の介護職から操作を教わるなどして、経験
のなかったリフトや車いすを操作することができるようになりました。そうした谷津さんにとって、利用者とふれあ
いのあるこの仕事は、人と関わり成長できる職場と考えています。

2019/07/29 現在

