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全点カタログ 2019年版 

P. 特 集 
2 Minor textbook シリーズ 
3 エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断Handy Text 

4 こどもの心と体の成長・発達によい食事 : こども病院の医師と栄養士による食育レシピ /  
医療・療育・教育 シリーズ 

5 心エコーハンドブック シリーズ 
6 放射線医学 シリーズ / 診療放射線技師国家試験対策全科 
7 補完・代替医療 シリーズ / 新・血栓止血血管学 シリーズ 
8 脳神経外科学 改訂第12版 / 図解 シリーズ 
9 総合診療ライブラリー シリーズ / －こんな時どうすれば?!－ シリーズ 

10 周産期医学(新生児学)・小児看護学 関連 
11 脳神経科学・神経内科学・外科学 関連 
12 総合診療 関連 / 消化器一般・外科学 関連 
13 呼吸器一般 関連 / 循環器一般 関連 
14 内科学一般・内分泌・代謝 関連 / 精神医学 関連 
15 心電図・心音図・心エコー 関連 / 皮膚科学 関連 
16 感染症 関連 / 血管（脳血管・心血管・血圧）関連 / 膠原病・リウマチ 関連 / 老人医学 関連 
17 基礎医学・医学一般 関連 
18 病理学 関連 
19 解剖学 関連 / 法医学 関連 
20 生理学 関連 / 免疫学・血清学 関連 / 組織学・発生学 関連 
21 薬学・薬物療法 関連 
22 栄養・食事療法・輸液・輸血 関連 / 診断学一般 関連 
23 画像医学・超音波医学 関連 
24 放射線医学・核医学 関連 / 救命・救急医学 関連 / 集中治療医学 関連 
25 リハビリテーション医学・技術 関連 
26 整形外科学 関連 / 歯科学一般 
27 産婦人科学 関連 / 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 関連 / 麻酔科学・ペインクリニック 関連 
28 眼科学 関連 / スポーツ医学 関連  
29 看護教育・看護研究 関連 
30 臨床看護・成人看護・老人看護 関連 / 看護学一般 関連 
31 医療統計学 関連 
32 事典・辞典・語学 関連 
33 医療制度（医事法制・医療経済）関連 / 地域医療 関連 
34 介護・福祉 関連 / 鍼灸療法技術 関連 / 保健学一般 関連 
35 子どものこころと脳の発達 
36 脳21 
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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6月 

Minor textbook 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 

解剖学 第11版 清木 勘治 2018 9784765317399 ¥12,760  ¥19,140  1026556804 

精神医学  第12版 （福居顯二, 谷直介, 井上和臣改訂編集） 加藤 伸勝 2013 9784765315715 ¥11,880  ¥17,820  1016411923 

放射線基礎医学  第12版 青山 喬 2013 9784765315593 ¥12,980  ¥19,470  1013988105 

生理学  第8版 岡田 隆夫 2012 9784765315050 ¥8,800  ¥13,200  1013988104 

口腔外科学 第７版 飯塚 忠彦 2010 9784765314169 ¥12,760  ¥19,140  1019255354 

5冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥59,180 ¥88,770 
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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6月 

エコ蔵じいさんの楽しい超音波診断Handy Text 

腹部  改訂2版（1） 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784765315357  

著編者名 中村 滋 発行年 2012 商品コード 1013988076 

エコ蔵じいさんイラストにより，腹部超音波診断を判りやすく解説．未経験者でも超音波検査が十分理解
でき，楽しみながら最後まで読破できる画期的な腹部エコー入門書． 

心臓 改訂2版（2） 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784765316156  

著編者名 中村 滋 発行年 2014 商品コード 1018600617 

エコ蔵じいさんのイラストとともに、楽しみながら学べる超音波診断の入門書。2は、心臓超音波検査の
技術的基礎知識と基本的アプローチ、冠動脈の観察、様々な症例などについて解説する。症例を追加し
た改訂2版。 

頸動脈 （4） 

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 9784765315036  

著編者名 中村 滋 発行年 2011 商品コード 1013988077 

エコ蔵じいさんのイラストとともに、楽しみながら学べる超音波診断の入門書。4は、血管病変の中でも頚
動脈の超音波診断に的を絞り、スクリーニング検査の方法や、動脈硬化性病変を有する疾患などを詳し
く解説する。 

下肢動静脈 （5） 

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 9784765315043  

著編者名 中村 滋 発行年 2011 商品コード 1013988078 

エコ蔵じいさんのイラストとともに、楽しみながら学べる超音波診断の入門書。5は、閉塞性動脈硬化症、
血管狭窄、動脈瘤、静脈血栓症、浮腫など、下肢の疾患症例を中心に解説する。 

4冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥37,840 ¥56,760 

第一線の開業医，超音波検査士のみならず、コメディカルの人達も対象に、これまでの成書とは全く趣を
異にしたユニークでしかも簡単で非常に判りやすく作られている。不必要であると思われる難解な事柄
は極力省略し、必要不可欠な事柄は徹底して判りやすく解説。エコ蔵じいさんモデルによる漫画チックな
イラストにより、楽しみながら最後まで読破できる。 

3 



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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● 表示価格は税抜きです。 2019年6月 

こどもの心と体の成長・発達によい食事 :  
こども病院の医師と栄養士による食育レシピ  

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 

妊娠期・乳児期 （1） 惠谷 ゆり 2016 9784765316682 ¥4,400  ¥6,600  1023648685 

幼児期 （2） 惠谷 ゆり 2016 9784765316835 ¥4,400  ¥6,600  1022526752 

学童期・思春期 （3） 惠谷 ゆり 2016 9784765316842 ¥4,400  ¥6,600  1022526753 

医療・療育・教育 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 

自閉スペクトラム症の医療・療育・教育 新版 金生 由紀子 2016 9784765316965 ¥8,360  ¥12,540  1023746668 

肢体不自由児の医療・療育・教育 改訂3版 沖 高司 2015 9784765316286 ¥7,040  ¥10,560  1018600629 

病弱・虚弱児の医療・療育・教育 改訂3版 宮本 信也 2015 9784765316279 ¥7,040  ¥10,560  1018600625 

発達障害児の医療・療育・教育  改訂3版 松本 昭子 2014 9784765315999 ¥7,920  ¥11,880  1016411936 

3冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥13,200 ¥19,800 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥30,360 ¥45,540 
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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6月 

心エコーハンドブック 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 

基礎と撮り方 第2版 竹中 克 2019 9784765317702 ¥8,800  ¥13,200  1029502829 

心不全  竹中 克 2016 9784765316729 ¥11,880  ¥17,820  1023648689 

血管エコーハンドブック 
 ―vascular disease and access― 

竹中 克 2015 9784765316446 ¥10,560  ¥15,840  1018600639 

冠動脈疾患 = Coronary artery disease  竹中 克 2014 9784765316149 ¥9,240  ¥13,860  1016411947 

心筋・心膜疾患 = Myocardial and pericardial disease  竹中 克 2014 9784765316224 ¥10,560  ¥15,840  1018600622 

先天性心疾患 = Congenital heart disease  竹中 克 2013 9784765315869 ¥11,440  ¥17,160  1018600612 

心臓弁膜症  竹中 克 2012 9784765315319 ¥8,360  ¥12,540  1013988087 

心臓聴診エッセンシャルズ （別巻） 坂本 二哉 2012 9784765315388 ¥8,360  ¥12,540  1013988088 

8冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥79,200 ¥118,800 

心エコーでどう診るか？ そのために必要な知識がこのシリーズに！ 
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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6月 

診療放射線技師国家試験対策全科 

診療放射線技師国家試験対策全科 第13版 

著編者名 西谷 源展 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥18,700 同時3アクセス（本体） ¥28,050 

冊子版ISBN 9784765317771  商品コード 1029973299 

診療放射線技師国家試験には「診療放射線技師試験出題基準」が設けられ、それに従って
毎年の試験問題が作成されている。今改訂では最近の出題傾向を踏まえて「平成32年度国
家試験対策出題基準」に準拠し、編集ならびに執筆されている。臨床に必要な知識を充実さ
せて、日常の勉学の中にもっとも重要かつ必要な事項をまとめた。さらに必要な内容をブ
ラッシュアップした。 

放射線医学 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 

骨格系画像診断  江原 茂 2013 9784765315821 ¥12,320  ¥18,480  1016411925 

心・大血管、乳腺画像診断・IVR  中島 康雄 2013 9784765315708 ¥9,240  ¥13,860  1016411922 

泌尿生殖器画像診断・IVR  鳴海 善文 2013 9784765315654 ¥8,800  ¥13,200  1013988081 

頭頸部画像診断  興梠 征典 2012 9784765315456 ¥8,800  ¥13,200  1013988084 

核医学・PET・SPECT  小須田 茂 2012 9784765315289 ¥10,120  ¥15,180  1013988083 

放射線腫瘍学  猪俣 泰典 2012 9784765315241 ¥9,680  ¥14,520  1013988082 

消化器画像診断・IVR  廣田 省三 2012 9784765315463 ¥10,120  ¥15,180  1013988080 

脳画像診断  三木 幸雄 2012 9784765315449 ¥9,240  ¥13,860  1013988079 

肺・縦隔 画像診断  富山 憲幸 2012 9784765315081 ¥8,800  ¥13,200  1011618769 

放射線医学総論  富山 憲幸 2012 9784765315074 ¥10,120  ¥15,180  1011618768 

10冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥97,240 ¥145,860 
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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6月 

補完・代替医療 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 

音楽療法 第3版 高橋 多喜子 2017 9784765317085 ¥4,620  ¥6,930  1024887967 

アーユルヴェーダとヨーガ 第3版 上馬塲 和夫 2016 9784765316781 ¥7,040  ¥10,560  1022526758 

メディカル・アロマセラピー 改訂3版 今西 二郎 2015 9784765316644 ¥6,160  ¥9,240  1020701368 

統合医療 改訂2版 今西 二郎 2015 9784765316477 ¥4,400  ¥6,600  1019255342 

鍼灸 改訂2版 篠原 昭二 2014 9784765316088 ¥6,160  ¥9,240  1018600613 

バイオフィードバックとリラクセーション法  竹林 直紀 2011 9784765314688 ¥3,960  ¥5,940  1013988075 

ハーブ療法  改訂2版 橋口 玲子 2011 9784765314954 ¥3,960  ¥5,940  1013988074 

新・血栓止血血管学 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 

新・血栓止血血管学 （[1]） 一瀬 白帝 2015 9784765316422 ¥14,080  ¥21,120  1019255339 

新・血栓止血血管学 （[2]） 一瀬 白帝 2015 9784765316460 ¥13,200  ¥19,800  1019255344 

新・血栓止血血管学 （[3]） 一瀬 白帝 2015 9784765316507 ¥11,440  ¥17,160  1019255345 

新・血栓止血血管学 （[4]） 一瀬 白帝 2015 9784765316514 ¥13,200  ¥19,800  1019255346 

7冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥36,300 ¥54,450 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥51,920 ¥77,880 
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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6月 

脳神経外科学 改訂第12版 全3巻  

図解 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 

図解整形外科 第3版 久保 俊一 2017 9784765317115 ¥11,440  ¥17,160  1024887971 

図解耳鼻咽喉科 市村 恵一 2011 9784765314640 ¥10,120  ¥15,180  1011618784 

図解脳神経外科 黒岩 敏彦 2009 9784765313889 ¥11,880  ¥17,820  1011618775 

図解眼科 吉村 長久 2008 9784765313421 ¥9,680  ¥14,520  1013988097 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥43,120 ¥64,680 

脳神経外科学 改訂第12版 全3巻 （分売不可） 

著編者名 太田 富雄 発行年 2016 

同時1アクセス 
（本体） 

¥74,800  
同時3アクセス 

（本体） 
¥112,200  

冊子版ISBN 9784765316675 商品コード 1022526757 

脳神経外科学の分野においてはこの数年で目覚ましい技術や研究が進んだ。
今改訂では「11章 脳腫瘍」「15章 脊椎・脊髄疾患」「16章 末梢神経疾患」では、
新たな執筆者を擁して、全面的に書き改めた。もちろん、他の項目についても最
新の研究等を書き加え、内容の充実をはかり前版から約270頁の増加となった。
脳神経外科医・脳神経外科専門医受験前の先生方には必携の書である。 
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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6月 

総合診療ライブラリー 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 

今すぐ総合診療のエキスパートになれる総合内科
診療のススメ ―人間ドックから終末医療まで― 

宮田 學 2019 9784765317726 ¥8,360  ¥12,540  1029502831 

Generalist血液内科診療のススメ  大野 辰治 2015 9784765316613 ¥8,360  ¥12,540  1020701367 

Generalist糖尿病診療のススメ  荒木 厚 2015 9784765316637 ¥7,920  ¥11,880  1020701366 

Generalist神経診療力腕試し  浅沼 光太郎 2015 9784765316620 ¥7,920  ¥11,880  1020701365 

－こんな時どうすれば?!－ 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 

内分泌・脂質・尿酸コンサルタント 鈴木 敦詞 2018 9784765317443 ¥13,640  ¥20,460  1027855726 

透析患者の内科管理コンサルタン 常喜 信彦 2017 9784765317351 ¥13,640  ¥20,460  1026556799 

腎臓・水電解質コンサルタン 小松 康宏 2017 9784765317283 ¥14,520  ¥21,780  1026556795 

腎移植コンサルタン 西 慎一 2016 9784765316712 ¥11,000  ¥16,500  1023648686 

糖尿病・血糖管理コンサルタン 貴田岡 正史 2015 9784765316439 ¥11,440  ¥17,160  1018600638 

5冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥64,240 ¥96,360 

5冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥32,560 ¥48,840 
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周産期医学(新生児学)・小児看護学 関連 

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 

周産期・新生児ステロイドを使いこなそう! 河井 昌彦 2018 9784765317504 ¥8,360  ¥12,540  1027509817 

子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 多田羅 竜平 2016 9784765317054 ¥7,920  ¥11,880  1023746667 

NICU ―ベッドサイドの診断と治療―第4版 河井 昌彦 2016 9784765316958 ¥12,320  ¥18,480  1023746666 

NICUナースのための必修知識 第4版 河井 昌彦 2016 9784765316941 ¥8,360  ¥12,540  1023746665 

NICUのギ・モ・ン98+2 河井 昌彦 2016 9784765316767 ¥7,920  ¥11,880  1023648687 

ガイドラインに基づく胎児心エコーテキスト 
 スクリーニング編 

稲村 昇 2016 9784765316804 ¥9,680  ¥14,520  1022526750 

新生児医学 河井 昌彦 2015 9784765316408 ¥21,560  ¥32,340  1018600635 

子どものこころの医学 中村 和彦 2014 9784765316095 ¥7,920  ¥11,880  1016411945 

治療に役立つ論文レビュー （新生児医療 2011-2013） 河井 昌彦 2014 9784765315951 ¥10,120  ¥15,180  1016411932 

治療方針選択に役立つ論文207  
（新生児医療 2008-2010） 

河井 昌彦 2011 9784765314794 ¥10,120  ¥15,180  1016411909 

胎児診断・管理のABC  改訂5版 森 巍 2012 9784765315234 ¥18,920  ¥28,380  1013988094 

胎児診断・管理のABC 第6版 

著編者名 森 巍 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥19,140 同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784765317801  商品コード 1030515243 

周産期医療においては出生前に充分の管理を行い、児をよりよい状態で出生させる、あるいは出生時に即応できる体制を整えて
おくといった、胎児期の診断・管理が重要です。本書はこれらの診断・管理を若手の産婦人科医、研修医、助産師、看護師などの
方々に対し、早く理解し慣れていただくための手引書として実技についてできるだけ具体的にわかり易く記述しました。また胎児診
療の入門書として必要な基本事項も網羅しています。 

周産期・新生児栄養代謝の基礎知識を使いこなそう! 

著編者名 河井 昌彦 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784765317818  商品コード 1030515244 

周産期医療に携わる医療従事者にとって、「生まれてくる児がより良い成長・発達を遂げること」は共通の願いである。出生後早期
からの「栄養」が重要であるということに疑いはない。しかし、良いとする意見・良くないとする意見のどちらもが存在している。本書
は「生化学・生理学などの基礎医学の知識が一般臨床を変える原動力になる」と考える著者が、「栄養」および「代謝」を「学問的に
考えること」にこだわって執筆した。 
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脳神経科学・神経内科学・外科学 関連 

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 

頭痛外来専門医が教える!頭痛の診かた 竹島 多賀夫 2017 9784765317313 ¥7,920  ¥11,880  1026556793 

Dr.塩尻の神経所見とり方トレーニング 塩尻 俊明 2017 9784765317160 ¥8,360  ¥12,540  1024887974 

脳腫瘍治療学 ―腫瘍自然史と治療成績の分析から 
= Neuro-Oncology― 

松谷 雅生 2016 9784765317061 ¥26,400  ¥39,600  1023746670 

シャルコー・マリー・トゥース病診療マニュアル 
 改訂2版 

CMT診療マニュ
アル編集委員会 

2015 9784765316590 ¥9,240  ¥13,860  1020701370 

小児脳神経外科学 改訂2版 山崎 麻美 2015 9784765316484 ¥52,800  ¥79,200  1019255343 

神経筋の検査と症例診断 秋口 一郎 2015 9784765316347 ¥11,880  ¥17,820  1018600615 

小児・若年者の起立性頭痛と脳脊髄液減少症 中川 紀充 2014 9784765316194 ¥7,480  ¥11,220  1018600620 

特発性正常圧水頭症の診療 = iNPH 
 ―idiopathic normal pressure hydrocephalus― 

石川 正恒 2014 9784765316170 ¥14,960  ¥22,440  1018600618 

脳脊髄液減少症の診断と治療 守山 英二 2010 9784765314398 ¥8,360  ¥12,540  1011618767 

脊髄・脳幹 （神経科学 : 形態学的基礎 2） 佐野 豊 1999 9784765309530 ¥77,000  ¥115,500  1018600637 

ニューロンとグリア （神経科学 : 形態学的基礎 1） 佐野 豊 1995 9784765307710 ¥68,349  ¥102,524  1018600636 

脊髄性筋萎縮症診療マニュアル 
SMA診療マニュ
アル編集委員会 

2012 9784765315272 ¥8,800  ¥13,200  1013988069 
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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 

ザ・テキスト大腸ESD 大圃 研 2018 9784765317610 ¥16,280  ¥24,420  1029161143 

胃内視鏡検査・診断に自信がつく本 
 ―早期胃癌がみえる!見落とさない!― 

後藤田 卓志 2018 9784765317634 ¥16,720  ¥25,080  1029161142 

内視鏡力をあげろ！クイズ消化管診療 喜多 宏人 2017 9784765317153 ¥9,900  ¥14,850  1024887975 

大腸外科学書 楠 正人 2015 9784765315395 ¥52,800  ¥79,200  1018600606 

消化器疾患治療マニュアル  改訂2版 辻井 正彦 2013 9784765315609 ¥11,440  ¥17,160  1013988085 

消化器一般・外科学 関連 

総合診療 関連 
「これって自己炎症性疾患?」と思ったら ―疑い、捉え、実践する― 

著編者名 國松 淳和 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784765317535  商品コード 1027509813 

自己炎症性疾患の診療の基本的な方針を，一般診療・日常診療という視点から徹底的に掘り下げた．本書を
読めば，不明熱・不明炎症のなかを探すと自己炎症性疾患が見つかるというよりも，自己炎症性疾患はありふ
れた疾患と診断しているものの中に隠れている疾患である．本書では診療だけでなく，患者ケアまで扱っており，
自己炎症性疾患を診断したい，あるいは診療を引き継ぐことになったすべての医師のための手引書である． 

内科病棟・ERトラブルシューティング 

著編者名 高岸 勝繁 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥11,440 同時3アクセス（本体） ¥17,160 

冊子版ISBN 9784765317412  商品コード 1026556805 

内科病棟の入院患者の容態が急変した状況や，ERで緊急搬送されてきた患者の対応など，判断を
迫られるケースにおいて速やかに行動に移れるよう，様々な状況についてフローチャートでマニュア
ル化した．各マニュアルは高岸勝繁先生ならではのエビデンスによる裏付けがあり，Advancedレク
チャーを読めば，さらに深い判断が可能になる一冊である． 
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呼吸器一般 関連 

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 

Dr.長尾プロデュース呼吸器腹落ちカンファレンス 
 ―呼吸の果てまでカンファQ!― 

長尾 大志 2018 9784765317429 ¥8,360  ¥12,540  1027855725 

呼吸器外科手術書 = Illustrated thoracic surgery 改訂6版 畠中 陸郎 2015 9784765316606 ¥101,200  ¥151,800  1020701369 

呼吸器カンファレンス ―呼吸器疾患をどう考える?胸部X線
写真をどう読む? : webで肺音を聴いてみませんか?― 

長坂 行雄 2015 9784765316262 ¥12,760  ¥19,140  1018600628 

びまん性肺疾患の臨床 ―診断・管理・治療と症例―第4版 
びまん性肺疾患
研究会 

2012 9784765315326 ¥33,000  ¥49,500  1022526749 

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 

万年研修医のための外来循環器診療エッセンス 
 ―病歴を考慮に入れた心電図学習のススメも収載!― 

伊賀 幹二 2019 9784765317733 ¥6,600  ¥9,900  1029728145 

心房細動ホットバルーンカテーテルアブレーション 佐竹 修太郎 2017 9784765317030 ¥16,280  ¥24,420  1024887969 

萌える!心力学 
 ―心機能がやさしくわかる58のエピソード― 

岩倉 克臣 2016 9784765316866 ¥8,360  ¥12,540  1022526756 

General Physician 循環器診察力腕試し 
 ―達人の極意,マスター!― 

室生 卓 2012 9784765315333 ¥7,920  ¥11,880  1013988089 

循環器一般 関連 

13 



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6月 

内科学一般・内分泌・代謝 関連 

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 

正直なところ「漢方って本当に効くの?」と内心思って
いるあなたへ ―内科医のための漢方診療― 

岩崎 鋼 2018 9784765317696 ¥7,040  ¥10,560  1029342108 

非呼吸器科医へささげる呼吸器診療に恐怖を感じ 
なくなる本 

倉原 優 2018 9784765317511 ¥7,480  ¥11,220  1027509819 

内分泌代謝学入門 改訂6版 青木 矩彦 2014 9784765316187 ¥14,960  ¥22,440  1018600619 

精神医学 関連 

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 

クイズあなたならどう診る!?ジェネラリストのための精神
症状 ―おまけ歌舞伎にも強くなる― 

上田 ゆかり 2017 9784765317306 ¥7,920  ¥11,880  1026556797 

トコトンわかるてんかん発作の聞き出し方と薬の使い方 川崎 淳 2017 9784765317252 ¥9,240  ¥13,860  1026556791 

浜松医大流エビデンスに基づく精神療法実践集 森 則夫 2015 9784765316354 ¥7,480  ¥11,220  1018600633 

拒食症身体治療マニュアル ―精神科医もできる!― 栗田 大輔 2014 9784765316118 ¥3,960  ¥5,940  1016411946 

精神医学マイテキスト  改訂2版 西川 隆 2014 9784765315944 ¥8,360  ¥12,540  1016411931 

POCKET精神科  改訂2版 武田 雅俊 2014 9784765315937 ¥10,560  ¥15,840  1016411930 
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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 

皮膚科医のための病理学講義"目からウロコの病理
学総論" ―「生命」から見た病気の成り立ち― 

真鍋 俊明 2018 9784765317559 ¥17,600  ¥26,400  1027855727 

皮膚科学 第10版 上野 賢一 2016 9784765316880 ¥27,500  ¥41,250  1022526759 

Q&A皮膚科診療ケースファイル 
 ―見逃しやすい症例51― 

川田 暁 2015 9784765316231 ¥11,440  ¥17,160  1018600623 

ここがツボ!患者に伝える皮膚外用剤の使い方  改訂2版 段野 貴一郎 2013 9784765315692 ¥7,480  ¥11,220  1016411921 

皮膚科学 第9版 上野 賢一 2011 9784765314770 ¥26,400  ¥39,600  1019255338 

皮膚科学 関連 

心電図・心音図・心エコー 関連 
動画を見て学べる!心エコーレポート実例集50 

著編者名 戸出 浩之 発行年 2016 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784765316750  商品コード 1023648690 

群馬県立心臓血管センターの心エコー室で実施された検査のレポート実例集。症例ごとに見開き2
頁の構成で、左頁に検査報告書、右頁にその症例のエコー画像を掲載。WEBで動画を閲覧できる
サービス付き。 

新心エコー図読影のポイント  改訂3版 

著編者名 松村 敬久 発行年 2009 

同時1アクセス（本体） ¥12,320 同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784765313810  商品コード 1011618786 

日常臨床に役立つ、わかりやすい心エコー図の入門書。基礎編では、各種のエコー法、各疾患に
おける読影の要点などを解説。症例編では、病歴や心電図所見等を提示し、診断と治療方針決定
に至る過程をＱ＆Ａ形式で詳述する。 
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感染症 関連 

血管（脳血管・心血管・血圧）関連 

膠原病・リウマチ 関連 

老人医学 関連 

感染症クリスタルエビデンス 治療編 ―こういうときはこうする!― 

著編者名 岡 秀昭 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥12,760 同時3アクセス（本体） ¥19,140 

冊子版ISBN 9784765317528  商品コード 1027509818 

感染治療において，実際の臨床現場で直面するさまざまな問題を提示し，現状の抗生剤・抗菌薬・疾患等の検証と
臨床結果を基に，14のセクションに分けて対応策を詳しく解説．その上で，現状のエビデンスでは未解決の問題に
ついて，可能な限り明快な指針になるよう，専門医の立場から「エキスパートオピニオン『こういうときはこうする！』」
を提示し,「現場での治療をどう進めるか」という実際的なノウハウを盛り込んだ一冊． 

よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使い方 ―高血圧治療ガイドライン2014対応―改訂4版 

著編者名 後藤 敏和 発行年 2015 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765316491  商品コード 1019255341 

患者に副作用の少ない降圧薬の処方を追及していく経過が臨場感にあふれ，退屈せずに読める解説書である．長
年にわたる主治医と患者の関わり合いが見えてくる好著．新しく発表された「高血圧治療ガイドライン2009」に準拠し
て，全面改訂し、新しく発売されたアルドステロン拮抗薬のエプレレノン，利尿薬/ARB合剤についても詳しい解説を
加えた． 

膠原病・リウマチ力腕試し 

著編者名 三崎 義堅 発行年 2016 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784765317023  商品コード 1023746675 

明日から使える膠原病・リウマチ診療の勘所をクイズ形式で学べる一冊。ジェネラリストが診療で迷うこ
との多いポイントに焦点をあて、専門家ならどういう論理構成で臨床決断を下していくかを解説する。 

症例から学ぶ高齢者疾患の特徴とその対応 

著編者名 寮 隆吉 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥8,360 同時3アクセス（本体） ¥12,540 

冊子版ISBN 9784765314855  商品コード 1011618771 

臨床的によく遭遇する高齢者疾患の症例を中心に、高齢者の特徴を踏まえた治療学を提案。診断から
治療、改善までの記録を解説し、対処のポイントも示す。 
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基礎医学・医学一般 関連 

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 

医学生・若手医師のための誰も教えてくれなかった
おカネの話 

Dr.K 2019 9784765317757 ¥5,940  ¥8,910  1029728147 

すべての臨床医そして指導医にも捧ぐ超現場型の臨床研
究体験書 （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 実践対談編） 

原 正彦 2018 9784765317542 ¥9,240  ¥13,860  1027509814 

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― 

原 正彦 2017 9784765317344 ¥7,920  ¥11,880  1026556798 

『通じる力』医師のためのコミュニケーションスキル 
入門 

村田 敬 2017 9784765317177 ¥9,240  ¥13,860  1024887976 

生命科学ただいま講義中 ―人体の成り立ちと働き、
さらに!健康と病気がよくわかる!!― 

岡田 安弘 2016 9784765316774 ¥8,580  ¥12,870  1022526754 

新しいリンパ学 
 ―微小循環・免疫・腫瘍とリンパ系― 

加藤 征治 2015 9784765316255 ¥9,240  ¥13,860  1018600624 

生命倫理と医療倫理  改訂3版 伏木 信次 2014 9784765315982 ¥5,720  ¥8,580  1016411935 

医療・福祉系学生のための専門基礎科目  改訂2版 河野 公一 2013 9784765315623 ¥12,760  ¥19,140  1013988072 

生涯論文! 
 ―忙しい臨床医でもできる英語論文アクセプトまでの道のり― 

著編者名 谷本 哲也 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765317795  商品コード 1030361016 

英語論文を執筆し続け150報以上PubMedに名を載せる臨床医が医学部を卒業し
て20年以上が経ち身に付けた“英語論文アクセプトまでの実践的なノウハウ”を
紹介。英語論文に取り組む際の考え方、英語論文を読み書きするための基礎知
識、そして執筆から投稿、発表後の対応まで、実例を挙げながら幅広い内容を取
り上げています。 
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病理学 関連 

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 

外科病理診断学 ―原理とプラクティス― 三上 芳喜 2018 9784765317665 ¥30,800  ¥46,200  1029342105 

Dr.レイの病理学講義 第3版 高橋 玲 2018 9784765317382 ¥9,240  ¥13,860  1026556803 

徹底攻略！病理解剖 カラー図解 清水 道生 2015 9784765316583 ¥17,600  ¥26,400  1019255352 

病理診断を極める60のクルー 清水 道生 2014 9784765316057 ¥17,600  ¥26,400  1016411940 

免疫染色究極マニュアル 

著編者名 伊藤 智雄 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥20,240 同時3アクセス（本体） ¥30,360 

冊子版ISBN 9784765317825  商品コード 1030515245 

免疫組織染色とは：抗原抗体反応を組織切片上で施行し、その免疫反応結果を
可視化したもので、近年、病理診断において免疫組織染色を用いた診断がます
ます重要性が高まっている。国内屈指の免疫組織染色のデータベース「いむ〜
の」を運営する神戸大病理診断科のスタッフと各臓器のスペシャリストが結集し、
そのような現場のニーズに応える実践的な診断マニュアルが完成。 
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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 

人体の解剖生理学 = Human anatomy & 
physiology 第2版 

木山 博資 2017 9784765317092 ¥8,580  ¥12,870  1024887968 

実習にも役立つ人体の構造と体表解剖 三木 明徳 2016 9784765317078 ¥8,360  ¥12,540  1023746677 

人体解剖学ノート = Human anatomy 改訂8版 清木 勘治 2015 9784765316316 ¥8,140  ¥12,210  1018600630 

解剖学 ―PT・OT自己学習― 渡辺 正仁 2012 9784765315401 ¥8,360  ¥12,540  1016411911 

カラー図解神経解剖学講義ノート 寺島 俊雄 2011 9784765315067 ¥10,120  ¥15,180  1011618781 

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 

あたらしい検案・解剖マニュアル 池谷 博 2018 9784765317597 ¥14,960  ¥22,440  1029161145 

隠された真相を暴け!クイズなるほどthe法医学 岩瀬 博太郎 2017 9784765317368 ¥8,360  ¥12,540  1026556800 

死体検案ハンドブック  改訂3版 的場 梁次 2014 9784765315920 ¥14,960  ¥22,440  1016411929 

法医学 関連 
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生理学 関連 

人体生理学ノート 改訂8版 

著編者名 岡田 隆夫 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,380 同時3アクセス（本体） ¥9,570 

冊子版ISBN 9784765317450  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． 

免疫学・血清学 関連 

免疫学の入門 第8版 

著編者名 今西 二郎 発行年 2018年 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784765317658  商品コード 1029161146 

1987年の初版以降版を重ねているロングセラーの改訂版。今回の改訂は、自然免疫についての
事項を大幅に追加し、新しい章立て（11 章）とした。さらに、メモリーT 細胞、インターロイキン38 
を追加した。また、腫瘍免疫では、数年前より話題になっている免疫チェックポイントの機構と新
しい免疫療法薬としての免疫チェックポイント阻害薬を加えた。さらに抗体薬についての記述を追
加した。 

組織学・発生学 関連 

カラー図解人体発生学講義ノート 第2版 

著編者名 塩田 浩平 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥12,980 同時3アクセス（本体） ¥19,470 

冊子版ISBN 9784765317405  商品コード 1026556802 

人体発生学の新定番テキスト！日本人研究者による，読みやすく統一感のある解説と，豊富な
カラー図版・写真で，人体発生学をスムーズかつビジュアルに理解できる．第二版では，再生医
学・ゲノム編集・分子生物学など最新の情報にアップデート．復習問題は五肢択一問題に変更し，
CBTに対応させた．医学部の人体発生学をマスターするのに最適の一冊！ 
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薬学・薬物療法 関連 

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 

薬のデギュスタシオン 2 
 ―製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために― 

岩田 健太郎 2017 9784765317191 ¥8,800  ¥13,200  1026556785 

薬のデギュスタシオン 
 ―製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために― 

岩田 健太郎 2015 9784765316569 ¥8,360  ¥12,540  1019255348 

ジキル博士の変身薬 岡部 進 2010 9784765314213 ¥4,400  ¥6,600  1011618773 

プライマリ・ケア医も精神科医も精神症状に使える!漢方処方レシピ集 

著編者名 宮内 倫也 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784765317788  商品コード 1030361015 

向精神薬の処方に抵抗があり、減らしたいと考える医師や患者も多い。そこで、代替案として挙げられる漢
方。軽度の精神疾患の患者に会うことが多いプライマリ・ケア医や漢方をあまり使ったことがない精神科医
に向けて、漢方が効く精神症状（例：抑うつ、不安、不眠、認知症のBPSDの興奮・焦燥とアパシー）に対し、
有用な方剤や具体的な処方を紹介。また、向精神薬の減量サポートと併用に有用な方剤や具体的な処方も
提示した。 

頼れる「かかりつけ薬剤師」になる! ―処方箋を手にしたら即チェック― 

著編者名 豊田 雅夫 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 同時3アクセス（本体） ¥12,870 

冊子版ISBN 9784765317764  商品コード 1030361014 

医師も薬剤師も患者の「かかりつけ」を求められ、薬剤師には高度なコミュニケーションスキルと思考回路、
最新知識が求められることになる。お互いに顔も知らない医師と薬剤師の間柄、電話越しに疑義紹介を円
滑に、そして患者にとって有意義なものにするには何が必要だろうか？批判ではなく、互いに理解し合えるヒ
ントになる本をめざした。また、よくある事例、薬剤ガイド、スキルアップの取組み、制度の解説も満載。 
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診断学一般 関連 

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 

諏訪塾ダイナマイトカンファレンス 
 ―明日あなたの臨床は変わる― 

若林 禎正 2017 9784765317214 ¥8,360  ¥12,540  1026556788 

診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 2 岩田 健太郎 2014 9784765316163 ¥7,260  ¥10,890  1018600616 

診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 岩田 健太郎 2013 9784765315661 ¥7,040  ¥10,560  1013988073 

主要症候からみた鑑別診断学  第2版 名尾 良憲 2012 9784765315135 ¥26,400  ¥39,600  1011618774 

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 

マンガでわかる亜鉛の基礎と臨床 小野 靜一 2018 9784765317641 ¥3,960  ¥5,940  1029342104 

POCTを活用した実践的治療 ―輸血による止血戦略と
そのエビデンス― 

山本 晃士 2016 9784765317016 ¥7,920  ¥11,880  1023746674 

カラー図解PEG完全攻略 ―胃ろうの適応・禁忌から造
設・管理・偶発症対策まで― 

竜田 正晴 2012 9784765315494 ¥10,120  ¥15,180  1013988102 

亜鉛欠乏症の臨床 宮田 學 2009 9784765313933 ¥8,360  ¥12,540  1013988101 

栄養・食事療法・輸液・輸血 関連 
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画像医学・超音波医学 関連 

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 

症例でたどる頭部MRI・CT 
 ―時間経過で画像はこう変わる― 

縄田 昌浩 2018 9784765317719 ¥10,120  ¥15,180  1029502830 

まずはココから!Point‐of‐Care超音波 西上 和宏 2016 9784765316989 ¥7,920  ¥11,880  1023746672 

これでOK!血管エコー報告書の書き方 
 ―超音波検査士認定試験対策にも使える!― 

濱口 浩敏 2016 9784765316798 ¥9,900  ¥14,850  1023648691 

なに?これ!胸部X線写真 池田 貞雄 2013 9784765315791 ¥14,080  ¥21,120  1018600610 

肝胆膵脾のCT・MRI診断 村上 卓道 2013 9784765315814 ¥13,200  ¥19,800  1016411924 

甲状腺・頸部の超音波診断  第3版 岩田 政広 2012 9784765315432 ¥12,760  ¥19,140  1013988068 

胸部CTの立体解剖 畠中 陸郎 2012 9784765315098 ¥17,600  ¥26,400  1011618778 
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放射線医学・核医学 関連 

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 

皆伝!IVRの知恵 第2版 佐藤 守男 2018 9784765317566 ¥20,240  ¥30,360  1029161141 

解いて身につくPET・SPECT120症例 
 ―専門医認定試験に役立つ― 

小須田 茂 2015 9784765316330 ¥9,680  ¥14,520  1018600632 

伝えたいIVRの知恵 佐藤 守男 2015 9784765316323 ¥13,200  ¥19,800  1018600631 

胸部X線写真 ―めざせ!基本的読影力の向上― 
 改訂2版 

畠中 陸郎 2009 9784765313834 ¥14,960  ¥22,440  1011618785 

救命・救急医学 関連 

集中治療医学 関連 
ICUのせん妄 

著編者名 Valerie Page 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784765315838  商品コード 1016411926 

クリティカルケアにおけるせん妄とは何かから、症状、危険因子、診断、予防、治療、終末期ケア、今
後の展望までを解説。個々の臨床家やICUチームがせん妄をより認識して対応するのに役立つ本。 

救急患者の診かた考え方 ―救急医療に携わる人のために―改訂3版 

著編者名 白川 洋一 発行年 2013 

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 9784765315753  商品コード 1018600609 

救急医学の揺籃期から現在までを体験してきた著者が、日々実践している救急医療の現実に即し、
蘇生から代表的な致死的急性疾患、救急医療における倫理と法律まで、救急患者の診かた考え方
をまとめる。 
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リハビリテーション医学・技術 関連 

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 

これで解決!PT・OT・ST臨床実習まるごとガイド 遠藤 敏 2017 9784765317108 ¥5,720  ¥8,580  1024887970 

PT・OT学生の文章力を育てる!レポートの書き方 
 ―正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」― 

高谷 修 2017 9784765317047 ¥4,400  ¥6,600  1023746669 

イラストと写真でわかる実践装具療法 
 ―装具の選択と疾患別使用例― 

久保 俊一 2015 9784765316576 ¥10,120  ¥15,180  1019255351 

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 

高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 1 2014 9784765316064 ¥6,160  ¥9,240  1016411941 

高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 2 2015 9784765316392 ¥6,160  ¥9,240  1018600634 

高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション 3 2016 9784765316736 ¥6,160  ¥9,240  1023648688 

高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリテーション  
蜂須賀 研二 著 

3冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥18,480 ¥27,720 
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整形外科学 関連 

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 

パーフェクト疲労骨折 石橋 恭之 2017 9784765317290 ¥14,080  ¥21,120  1026556794 

手 ―その機能と解剖―第6版 上羽 康夫 2017 9784765317009 ¥39,600  ¥59,400  1023746673 

3Dプリンター×テーラーメイド医療実践股関節手術 中田 活也 2016 9784765316934 ¥21,560  ¥32,340  1023746662 

パーフェクト人工膝関節置換術 石橋 恭之 2016 9784765316811 ¥26,400  ¥39,600  1022526751 

人工股関節全置換術 
 ―2nd Decade of the 21st Century―改訂2版 

菅野 伸彦 2015 9784765316552 ¥28,600  ¥42,900  1019255349 

股関節学 久保 俊一 2014 9784765315883 ¥83,600  ¥125,400  1016411943 

生体電気・物理刺激による骨・軟部組織修復法 
日本生体電気・
物理刺激研究
会 

2013 9784765315616 ¥35,200  ¥52,800  1013988093 

手 ―その機能と解剖― 改訂5版 上羽 康夫 2010 9784765314275 ¥37,400  ¥56,100  1013988091 

歯科学一般 
4疾病のオーラルマネジメント 
 ―がん/脳卒中/糖尿病/急性心筋梗塞/周術期の口腔機能管理― 

著編者名 足立 了平 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥12,320 同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784765315296  商品コード 1013988103 

がん、脳卒中、糖尿病、急性心筋梗塞の4疾患について、急性期・回復期・維持期すべての病期にわたる口腔管理方
法を網羅。オーラルマネジメントの考え方、医療安全管理の知識・技術・設備なども収録。 
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産婦人科学 関連 

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 

エビデンスに基づいた不育症・習慣流産の診療 杉浦 真弓 2017 9784765317207 ¥9,680  ¥14,520  1026556786 

臨床胎盤学 有澤 正義 2013 9784765315647 ¥30,800  ¥46,200  1018600608 

「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス 難波 光義 2013 9784765315678 ¥16,720  ¥25,080  1016411920 

胎児期水頭症 
 ―診断と治療ガイドライン― 改訂2版 

胎児期水頭症ガイド
ライン編集委員会 

2010 9784765314558 ¥9,240  ¥13,860  1011618777 

麻酔科学・ペインクリニック 関連 

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 

めまいを診る 北原 糺 2017 9784765317146 ¥9,240  ¥13,860  1024887973 

頚部郭清術 ―愛知県がんセンター― 長谷川 泰久 2016 9784765316910 ¥14,960  ¥22,440  1023746664 

Q&A耳鼻科診療のピットフォール 井口 郁雄 2012 9784765315265 ¥12,760  ¥19,140  1013988095 

耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 関連 

肥満患者の麻酔 
著編者名 白石 としえ 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥14,520 同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784765317603  商品コード 1029161144 
高度肥満患者（BMI35以上）に対する麻酔管理についてまとめた1冊。肥満患者の病態生理、術前診察、術前準備、
術中・術後管理などを中心に解説。普段、肥満患者の麻酔管理に縁遠い麻酔科医が実際担当となった際に、慌てず
安全に麻酔管理を進められるようにできる限り簡潔にまとめた。また巻末の附録では「BMI35以上の肥満患者麻酔」
として、一目で麻酔管理の進め方がわかるようにまとめた。 
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スポーツ医学 関連 

走る、泳ぐ、ダマす ―アスリートがハマるドーピングの知られざる科学― 

著編者名 クリス・クーパー 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784765317573  商品コード 1029161140 

スポーツにおけるドーピングという「ズルの科学」を捉える画期的なサイエンスエッセイ。血液ドーピングはどの
ように摘発されるのか、ステロイドはどのように筋肉を強化するのか、昨今噂される遺伝子ドーピングは検出可
能だろうか？などドーピングについての科学的な側面からだけでなく、パフォーマンス強化薬と製薬業界のつな
がりまで、世間を騒然とさせたスキャンダルに触れながら多面的に考察している。 

健康づくり・介護予防のための体力測定評価法  第2版 

著編者名 田中 喜代次 発行年 2013 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784765315548  商品コード 1016411914 

元気な体力高位者向けから、虚弱化が進んでいる体力低位者向けまで体力測定の評価法を網羅
したテキスト。今日の超高齢社会を見据えた、新しい体力評価・測定のあり方を提案する。 
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眼科学 関連 

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 

眼科インフォームド・コンセント 國吉 一樹 2018 9784765317481 ¥21,560  ¥32,340  1027509815 

Q&A眼科診療のピットフォール 松本 長太 2013 9784765315845 ¥12,760  ¥19,140  1018600611 

眼疾患 ―説明の仕方と解説― 改訂3版 菅 謙治 2012 9784765315142 ¥8,800  ¥13,200  1013988096 
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看護教育・看護研究 関連 

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 

看護学生のためのよくわかる大学での学び方 第2版 梶谷 佳子 2018 9784765317689 ¥5,280  ¥7,920  1029342106 

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/家族の危機モデルから学ぶ―第4版 

小島 操子 2018 9784765317467 ¥5,500  ¥8,250  1026989179 

看護学臨地実習ハンドブック 
 ―基本的考え方とすすめ方―第5版 

宮地 緑 2017 9784765317245 ¥8,140  ¥12,210  1026556789 

看護師に役立つコーチングの知恵 高谷 修 2017 9784765317221 ¥4,400  ¥6,600  1026556787 

危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入 ―事例集 : フィ
ンク/コーン/アグィレラ/ムース/家族の危機モデルより―第2版 

小島 操子 2017 9784765317184 ¥8,580  ¥12,870  1026556784 

看護学生のためのレポート・論文の書き方 
 ―正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」―第6版 

高谷 修 2017 9784765317139 ¥4,400  ¥6,600  1023746661 

看護師に役立つレポート・論文の書き方 第4版 高谷 修 2016 9784765316873 ¥4,840  ¥7,260  1022526755 

看護グループワークは楽しい、おもしろい 
 ―「ジョハリの窓」理論― 

高谷 修 2014 9784765316132 ¥3,960  ¥5,940  1018600614 

看護学生のためのよくわかる大学での学び方 ―スタディ・ス
キル/キャリア・デザイン/プロフェッショナル・スキル― 

前原 澄子 2014 9784765316026 ¥4,840  ¥7,260  1016411938 

看護研究への招待  改訂6版 緒方 昭 2014 9784765316019 ¥4,840  ¥7,260  1016411937 

看護学生のための自己学習ガイドブック  改訂2版 高谷 修 2014 9784765315975 ¥3,960  ¥5,940  1016411934 

看護学生のための倫理学 ―黄金律による愛の実践― 改訂3版 高谷 修 2014 9784765315913 ¥3,960  ¥5,940  1016411928 

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/家族の危機モデルから学ぶ― 改訂3版 

小島 操子 2013 9784765315562 ¥5,280  ¥7,920  1016411916 

看護学生のためのレポート・論文の書き方 
 ―正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」― 改訂5版 

高谷 修 2013 9784765315555 ¥4,180  ¥6,270  1016411915 

高谷流看護教育方法 ―教える技術がよくわかる― 高谷 修 2012 9784765315425 ¥5,280  ¥7,920  1018600607 

看護師に役立つレポート・論文の書き方  改訂3版 高谷 修 2012 9784765315487 ¥4,400  ¥6,600  1016411912 

危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入 ―事例集 : 
フィンク/コーン/アグィレラ/ムース/家族の危機モデルより― 

小島 操子 2011 9784765315029 ¥8,360  ¥12,540  1013988108 
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臨床看護・成人看護・老人看護 関連 

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 

障がい児・者の手術室看護マニュアル 重見 研司 2018 9784765317436 ¥9,240  ¥13,860  1026989177 

消化器内視鏡の機器・器具・デバイスはこう使え! 
 ―大圃組はやっている!!― 

大圃 研 2017 9784765317269 ¥8,800  ¥13,200  1026556792 

ナースのための世界一わかりやすい呼吸器診断学 倉原 優 2016 9784765316927 ¥6,160  ¥9,240  1023746663 

手術室の安全医学講座 Part 2 横野 諭 2015 9784765316972 ¥8,360  ¥12,540  1023746676 

手にとるようにぐんぐんわかる!消化器内視鏡 
EMR/ESD看護 

竜田 正晴 2015 9784765316521 ¥7,920  ¥11,880  1019255347 

手術室の安全医学講座 横野 諭 2015 9784765316453 ¥7,920  ¥11,880  1019255340 

救急看護電話でトリアージ ―すぐに使える問診票31―  
改訂2版 

山崎 誠士 2014 9784765316071 ¥7,040  ¥10,560  1016411942 

看護学一般 関連 

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 

看護学生のための教育学 
 ―自己の再発見のために―第4版 

高谷 修 2018 9784765317672 ¥4,180  ¥6,270  1029342107 

生物と生命倫理の基本ノート 
 ―「いのち」への問いかけ―第3版 

西沢 いづみ 2018 9784765317498 ¥4,840  ¥7,260  1027509816 

スマホ・PCで聴ける!一番最初に読みたいナースのた
めの肺の聴診 

長坂 行雄 2016 9784765316996 ¥6,160  ¥9,240  1023746671 

看護学矛盾論 ―新体系の看護理論 : unification― 
第2版（看護学矛盾論研究会叢書） 

三瓶 眞貴子 2012 9784765315203 ¥8,800  ¥13,200  1013988106 
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医療統計学  関連  

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 

なぜベイズを使わないのか!? 
 ―臨床試験デザインのために― 

手良向 聡 2017 9784765317238 ¥7,040  ¥10,560  1026556790 

医療系はじめまして!統計学 奥田 千恵子 2015 9784765316293 ¥5,280  ¥7,920  1018600627 

たったこれだけ!医療統計学 改訂2版 Harris Michael 2015 9784765316309 ¥6,160  ¥9,240  1018600626 

看護統計学への招待  改訂4版 緒方 昭 2013 9784765315579 ¥6,160  ¥9,240  1016411917 

医薬研究者の視点からみた道具としての統計学   
改訂2版 

奥田 千恵子 2011 9784765315012 ¥7,480  ¥11,220  1011618766 

医薬研究者のための統計記述の英文表現   
改訂3版 

奥田 千恵子 2010 9784765314510 ¥7,040  ¥10,560  1011618789 

創傷治癒の臨床 
 ―治りにくいキズのマネージメント― 

市岡 滋 2009 9784765313919 ¥8,800  ¥13,200  1011618790 

医薬研究者のためのケース別統計手法の学び方 奥田 千恵子 1999 9784765309202 ¥3,960  ¥5,940  1016411944 

親切な医療統計学 第2版 

著編者名 奥田 千恵子 発行年 2019年 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 
同時3アクセス 

（本体） 
¥9,900 

冊子版ISBN 9784765317740  商品コード 1029728146 

本書は医療分野の研究者、病院実務従業者、学生を対象とした初学者向けの統計テキ
ストで高度な解析手法を理解するための実用的な解説書である。解析手法は年々高度に
なっており、初版から5年を経過した本書を全般的に見直した。また初版の表計算ソフト
excelの統計関数とアドインソフトの分析ツール（データ分析）に、新しくEZR（Easy R）の解
析法を併記した。 
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事典・辞典・語学 関連 

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 

英語医学論文の書き方がわかる本 
 ―知らなければ損をする! : 翻訳者がガッチリ教える!― 

飯田 宗一郎 2016 9784765316897 ¥5,720  ¥8,580  1022526760 

医薬品開発部員のための和英/英和・翻訳辞典  
 改訂2版 

内田 たけみ 2011 9784765315005 ¥11,000  ¥16,500  1011618770 

医学論文英訳のテクニック  改訂4版 横井川 泰弘 2010 9784765314152 ¥11,880  ¥17,820  1013988099 

プラクティカル医学英語辞典 羽白 清 2010 9784765314237 ¥10,560  ¥15,840  1011618787 

医学英語表現辞典 横井川 泰弘 2009 9784765314053 ¥26,400  ¥39,600  1011618783 

臨床英文の正しい書き方  改訂4版 羽白 清 2008 9784765313650 ¥12,320  ¥18,480  1011618779 

ちけ文&ちけ単 治験に役立つ医学英文事例集 
 ―CRC&CRAとして国際共同治験に対応する― 

著編者名 藤居 靖久 発行年 2019 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,040 
同時3アクセス 

（本体） 
¥10,560 

冊子版ISBN 9784765317832  商品コード 1030515246 

本書は、文部科学省から「大学間連携研究事業」としての予算補助を受け、関東地区9大
学病院のCRCを対象に実施してきた「CRC実務英語講座」の内容を元とする。この講座は
2010年より2017年まで15クールに渡って実施。参加したCRCの医学英語添削結果を文法
の観点、医学英語表現の観点から添削した課題を基にした医学英語表現事例を集約化し
た書籍である。 
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地域医療 関連 

チームドクターファイブの在宅医療 

著編者名 チームドクターファイブ 発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 同時3アクセス（本体） ¥11,220 

冊子版ISBN 9784765315890  商品コード 1016411927 

在宅医療に特化した医療機関は少なく、多くの開業医は外来診療と在宅医療を掛け持っている。
日常診療も続けながら、専門性が異なる5人で始めたチーム在宅医療の課題と方向性について、
地域特性を鑑みながらまとめる。 

研修医・指導医のための地域医療・地域保健 

著編者名 河野 公一 発行年 2013 

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 9784765315517  商品コード 1016411913 

臨床研修制度必須科目「地域医療」に対応したテキスト。診療所、地域医療支援病院などの地域
医療の現場と、予防医療・地域保健の現場の概要を解説するとともに、それぞれの研修目的と研
修にあたっての留意事項をまとめる。 
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医療制度（医事法制・医療経済）関連 

医療従事者のためのこれだけは知っておきたい61の法律 

著編者名 河野 公一 発行年 2012 

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 9784765315128  商品コード 1011618772 

医療、保健・福祉などに関連する法律について、法の趣旨と概要、法が定める責務と役割、その
具体的な業務範囲、法律上の守秘義務、今後の課題などの項目ごとに概観する。 



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6月 

鍼灸療法技術 関連 

保健学一般 関連 

国家試験徹底分析柔道整復学 第3版 

著編者名 荒木 誠一 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 同時3アクセス（本体） ¥20,460 

冊子版ISBN 9784765317320  商品コード 1026556796 

2017年の柔道整復師国家試験，第25回までの柔道整復学領域問題を徹底的に分析し，来年度
からの出題傾向を予測し，わかりやすく解説した．国家試験の難易度がアップしても十分に対応
できる書とした．前版の2版より，23,24,25回と3年間の問題を追加，また1回～25回（2017年出題）
の柔道整復学領域の問題すべてを掲載． 

これからの健康科学 第5版 

著編者名 森下 玲児 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784765317474  商品コード 1026989180 

「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． 

介護・福祉 関連 

医療福祉学総論 

著編者名 星野 政明 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784765317375  商品コード 1026556801 

患者主体の実践からの学問として医療福祉学が位置していることを踏まえた，医療の専門職を目指す
学生(看護・薬学・リハビリ・放射線技師・臨床検査・柔道整復・管理栄養など)が社会福祉学における
保健医療領域について学ぶためのテキストである．広範な同領域をコンパクトに圧縮し医療と福祉に
関わる様々な制度や専門知識がどのように社会のなかで活かされていくのかを学ぶことができる． 
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書名 発行年 商品コード 

連合小児発達学研究科開設記念特集 （Vol.1 No.1） 2010 1030530574 

子どもの虐待と脳の発達 （Vol.2 No.1） 2011 1030530575 

東日本大震災―被災地の子どもの支援― （Vol.3 No.1） 2012 1030530576 

福井校キックオフシンポジウム「自閉症のきょうだいにも目を向けよう （Vol.3 No.2） 2012 1030530577 

発達研究センターの活動紹介 （Vol.4 No.1） 2013 1030530578 

子どもと診察室や相談室で会う （Vol.4 No.2） 2013 1030530579 

子どもの脳画像 （Vol.5 No.1） 2014 1030530580 

総説 自閉症スペクトラム障害研究におけるVineland適応行動尺度の有用性について/など （Vol.6 No.1） 2015 1030530581 

弘前大学子どものこころの発達研究センター設置記念シンポジウム （Vol.7 No.1） 2016 1030530582 

子どもみんなプロジェクト （Vol.8 No.1） 2017 1030530583 

神経心理学的仮説の現在地 （Vol.9 No.1 ） 2018 1030530584 

子どものこころ 
と 
脳の発達 

The Journal of Child & Brain Development 

季刊誌 年2回発行 

Vol.1 No.1～Vol.9No.1 

11冊 揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥43,560 ￥65,340 

各冊価格 同時1アクセス(本体) ：￥3,960 同時3アクセス(本体) ：￥5,940 
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書名 発行年 商品コード 

損傷神経の再生と機能修復 （Vol.1 No.1） 1998 1030530585 

神経細胞死 （Vol.1 No.2） 1998 1030530586 

脳におけるモジュール構造 （Vol.1 No.3） 1998 1030530587 

一次変性痴呆症 （Vol.2 No.1） 1999 1030530588 

脳虚血 （Vol.2 No.2） 1999 1030530589 

神経細胞での遺伝子導入 （Vol.2 No.3） 1999 1030530590 

神経電気刺激療法 （Vol.2 No.4） 1999 1030530591 

脳の幹細胞 ―脳の再生医学への道― （ Vol.3 No.1） 2000 1030530592 

神経難病の最前線 ―治療と創薬にむけて― （Vol.3 No.2） 2000 1030530593 

大脳基底核の神経回路，機能，病態 （Vol.3 No.3） 2000 1030530594 

神経可塑性の新展開 ―動くシナプス― （Vol.3 No.4） 2000 1030530595 

薬物依存の分子機構 （Vol.4 No.1） 2001 1030530596 

神経相互接着ダイナミックスとその異常 （Vol.4 No.2） 2001 1030530597 

てんかん ―最近の病態解明と治療― （Vol.4 No.3） 2001 1030530598 

神経ペプチド，PACAPの生理と薬理 （Vol.4 No.4） 2001 1030530599 

神経交叉を考える （Vol.5 No.1） 2002 1030530600 

小胞体ストレスと神経細胞死 （Vol.5 No.2） 2002 1030530601 

排尿機構（Vol.5 No.3） 2002 1030530602 

進むヒト認知機能の解明 （Vol.5 No.4） 2002 1030530603 

病態としての“痛み”研究 （Vol.6 No.1） 2003 1030530604 

運動神経疾患の治療をめざす基礎と臨床の最前線 （Vol.6 No.2） 2003 1030530605 

ミクログリアの機能と病態 （Vol.6 No.3） 2003 1030530606 

色覚のメカニズム （Vol.6 No.4） 2003 1030530607 

疲労の科学 （Vol.7 No.1） 2004 1030530608 

アルツハイマー病研究の最前線と治療への挑戦 （Vol.7 No.2） 2004 1030530609 

パーキンソン病の重症度を定量化する （Vol.7 No.3） 2004 1030530610 

摂食・肥満・糖代謝異常の脳科学 （Vol.7 No.4） 2004 1030530611 

統合失調症 ―分子から治療まで― （Vol.8 No.1） 2005 1030530612 

先天性水頭症 ―病態解明の進歩― （Vol.8 No.2） 2005 1030530613 

大脳皮質の形成とその異常 （Vol.8 No.3） 2005 1030530614 

グルタミン酸トランスポーターの新たな展開 （Vol.8 No.4） 2005 1030530615 

ストレスに耐える脳，耐えられない脳 （Vol.9 No.1） 2006 1030530616 

におい（嗅覚），あじ（味覚） （Vol.9 No.2） 2006 1030530617 

脳機能解析にバイオインフォーマティクスは有効か？ （Vol.9 No.3） 2006 1030530618 

統合失調症は神経変性疾患か？ （Vol.9 No.4） 2006 1030530619 

社会行動を司る脳の分子とエピジェネティクス （Vol.10 No.1） 2007 1030530620 

損傷脊髄の機能修復への展望 （Vol.10 No.2） 2007 1030530621 

子どものこころのひずみの科学的解析 （Vol.10 No.3） 2007 1030530622 

行動から見た脳 （Vol.10 No.4） 2007 1030530623 

書名 発行年 商品コード 

21世紀の脳科学をみすえて （Vol.11 No.1） 2008 1030530624 

ブレイン・マシン・インターフェイス （Vol.11 No.2） 2008 1030530625 

小胞体ストレスと脳神経疾患 （Vol.11 No.3） 2008 1030530626 

睡眠・リズム障害の分子機構 （Vol.11 No.4） 2008 1030530627 

脳腫瘍の最新の基礎研究 （Vol.12 No.1） 2009 1030530628 

統合失調症は神経発達障害か，神経変性疾患か （Vol.12 No.2） 2009 1030530629 

中枢神経回路の修復機構 ―そのポテンシャル― （Vol.12 No.3） 2009 1030530630 

抑肝散と精神神経疾患への可能性を探る ―最新研究から― 
（Vol.12 No.4） 

2009 1030530631 

プロテアーゼ依存性細胞シグナリングと生理・病態 （Vol.13 No.1） 2010 1030530632 

多分野連携と子どものこころの解明への試み （Vol.13 No.2） 2010 1030530633 

排尿障害 （Vol.13 No.3） 2010 1030530634 

体内時計と身近な病気 （Vol.13 No.4） 2010 1030530635 

糖鎖と神経疾患 （Vol.14 No.1） 2011 1030530636 

脊髄損傷治療の現状とこれから （Vol.14 No.2） 2011 1030530637 

神経系におけるiPS細胞 iPS細胞の活用も含めた神経機能修
復の現状と将来 （Vol.14 No.3） 

2011 1030530638 

神経伝達物質トランスポーターの新展開 （Vol.14 No.4） 2011 1030530639 

筋萎縮性側索硬化症（ALS）の基礎研究 （Vol.15 No.1） 2012 1030530640 

アルツハイマー病と生活習慣・リスク要因 （Vol.15 No.2） 2012 1030530641 

てんかん学の新展開 （Vol.15 No.3） 2012 1030530642 

膜内蛋白分解酵素プレセニリンの生物学 （Vol.15 No.4） 2012 1030530643 

脳脊髄障害後の運動機能回復のメカニズムと治療への応用 
（Vol.16 No.1） 

2013 1030530644 

マイクログリアの新展開 （Vol.16 No.2） 2013 1030530645 

トランスポートソーム ―トランスポーター・チャネル群の相互作用
に基づく神経系の機能構築― （Vol.16 No.3 ） 

2013 1030530646 

脱髄の病態生理 （Vol.16 No.4） 2013 1030530647 

悪性脳腫瘍治療の現状と展望 （Vol.17 No.1） 2014 1030530648 

疼痛研究の新展開―基礎研究者の視点― （Vol.17 No.2） 2014 1030530649 

難聴研究の新展開 （Vol.17 No.3） 2014 1030530650 

失明原因第一の緑内障アップデート （Vol.17 No.4） 2014 1030530651 

電気刺激による神経・精神疾患治療 （Vol.18 No.1） 2015 1030530652 

摂食障害の基礎と臨床 （Vol.18 No.2） 2015 1030530653 

脳卒中の臨床病態 ―最近の話題― （Vol.18 No.3） 2015 1030530654 

漢方薬の臨床応用 （Vol.18 No.4） 2015 1030530655 

依存症の分子病態解析 （Vol.19 No.1） 2016 1030530656 

切っても切れない細胞同士の縁 
 ─プロテアーゼが細胞ネットワークをつくる― （Vol.19 No.2） 

2016 1030530657 

ミトコンドリアダイナミクスとその破綻による神経疾患 （Vol.19 No.3） 2016 1030530658 

パーキンソン病の基礎と臨床の最先端 （Vol.19 No.4） 2016 1030530659 

季刊誌 年4回発行 ※現在は休刊中。 

脳21 
脳と神経の総合学術誌 

Vol.1 No.1～Vol.19 No.4 

全75冊 揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥412,500 ￥628,750 

各冊価格 同時1アクセス(本体) ：￥5,500 同時3アクセス(本体) ：￥8,250 
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