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結核ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥9,680 

同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784904307700  

著編者名 森下 宗彦 発行年 2014 商品コード 1028112515 

結核の検査、診断、治療、病理、疫学、予防までをそれぞれの領域のエキスパートが簡潔に詳細まで解説。各章の最初には「ポイント」を設け、
習得しなくてはならない要点が一目瞭然。専門医、一般内科医、看護師はもちろん、検査技師、高齢者施設の管理者まで必携の一冊。 

疥癬ハンドブック 
同時1アクセス（本体） ¥9,680 

同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784904307762  

著編者名 和田 康夫 発行年 2016 商品コード 1028112516 

疥癬の多彩な症状や疥癬トンネル・ヒゼンダニの検出法などの診断から具体的な治療法、また家庭職場施設などにおける予防法や集団発生
への対処法までを多数のフルカラー写真とともに専門家がわかりやすく解説。疥癬とは? ヒゼンダニとは? 疥癬はうつる! 通常疥癬と角化型疥
癬 疥癬トンネルとは? 疥癬の診断は? 疥癬の治療は? 

粥状動脈硬化症 
同時1アクセス（本体） ¥24,200 

同時3アクセス（本体） ¥36,300 

冊子版ISBN 9784904307809  

著編者名 戸田 隆義 発行年 2016 商品コード 1028112517 

前著では、粥状硬化症学を学ぶとは自己を学ぶなりとの気持ちで、あえて筆者の独善的見解を全面的に展開したところ、さまざまな方々から賛否両論と
もいうべき評価をいただいた。本書では、これらの評価を参考に装いも新たに臨床面を加えるなど、できる限り多くの方々に執筆をお願いした。粥状硬化
症はmultifactorial disease といわれるように、多くの因子が関与している複雑な疾疾患であり、粥状硬化症の研究にさまざまな角度から従事されている
方々に執筆していただき、前著よりはるかに盛りだくさんで充実した内容になったかと思う。 

透析医のための漢方薬テキスト 
 ―西洋医学で対応しきれない透析合併症に漢方で挑む!― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784904307830  

著編者名 和田 健太朗 発行年 2018 商品コード 1028112518 

漢方医学の歴史、概念、診察方法などを説明し、そのうえで透析患者に対する漢方療法の実際、代表的な漢方方剤・生薬を解説。漢方医学の
エビデンスに関連した文献、漢方独自の用語の解説なども掲載する。 

文献管理ツールMendeleyガイドブック 
同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784904307847  

著編者名 坂東 慶太 発行年 2018 商品コード 1028112519 

Mendeley(メンデレー)とは、文献のインポート・整理・参考文献リスト作成をサポートしてくれるとても便利な文献管理ツールです。Mendeleyは
「無料」「高機能」「信頼性」が揃っており、特に生物科学・医学分野の研究者に愛用されています。本書はMendeleyを使い、研究・論文執筆を効
率化させるためのガイドブックです。 

エコーで診る先天性心疾患 
同時1アクセス（本体） ¥19,360 

同時3アクセス（本体） ¥29,040 

冊子版ISBN 9784904307854  

著編者名 富松 宏文 発行年 2018 商品コード 1028112520 

本書の特徴としてその疾患に代表的な断面だけを提示するのではなく、基本的には私たちが日々心エコー検査を行うときに描出する手順に
そって動画を提示し、それぞれの断面における所見と考え方を記載するようにしました。したがって、特徴的でない断面も含まれていますが、こ
れは“特徴的な所見がない”ことが、所見であると考え敢えて掲載するようにしました。 

2018年 新規配信タイトル 

好評配信中  
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まずは統計アレルギーを克服しよう!  
（こっそりマスターシリーズ . いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 1） 

2010 9784904307243 ¥6,160 ¥9,240 1016973282 

結果の解釈ができるようになろう!  
（こっそりマスターシリーズ . いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 2） 

2010 9784904307281 ¥6,160 ¥9,240 1016973283 

研究の質を評価できるようになろう! 第2刷 
（こっそりマスターシリーズ . いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 3） 

2010 9784904307304 ¥6,160 ¥9,240 1016973284 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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