
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した 
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

No.2019-583 

2019年11月 

2019年 新規配信タイトル 
プライマリ・ケア臨床でみる腰痛・手足しびれ診療最前線 

著編者名 大鳥 精司 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906531  

同時1アクセス（本体） ¥9,240 同時3アクセス（本体） ¥13,860 商品コード 1030936905 

劇的に発展してきた疼痛の基礎研究に基づく痛み診療の最新知見を織り込みながら、現場で重要となる問診・診察や画像診断を中心とした診断な
ど、診療に必要な知識を網羅的に解説。執筆陣は整形外科、脳神経内科・外科、麻酔科・ペインクリニック、血管外科、総合診療科など横断的構成
となっており、その道のエキスパートたちがわかりやすく診療の極意をまとめている。 

ペインリハビリテーション入門 

著編者名 沖田 実 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906340  

同時1アクセス（本体） ¥7,700 同時3アクセス（本体） ¥11,550 商品コード 1030936906 

はじめに「痛み」を理解するための必須知識である痛みの多面性と発生メカニズムを豊富なイラストでわかりやすく解説。次のステップでは、臨床現場
でよく使用する評価票を取り上げながら、痛みのリハビリテーション評価で押さえておくべきポイントが効率よく学べる。痛みのマネジメントでは“、痛み
から波及するさまざまな問題について、物理療法、運動療法や認知行動療法、薬物療法をふまえたアプローチ方法が身につく。 

Dr.林の当直裏御法度 ―ER問題解決の極上Tips90―第2版 

著編者名 林 寛之 発行年 2018 冊子版ISBN 9784895906371  

同時1アクセス（本体） ¥7,040 同時3アクセス（本体） ¥10,560 商品コード 1030936910 

12年ぶりの改訂では、最新情報を基に鑑別法・対処法、文献のアップデートを行うとともに、希望の多かった臨床項目を増量、頻度の高い役立つ裏
技を精選し、現場目線での作りになっている。また「臨床編」「マネージメント編」「その他」に振り分けられ見やすくなった。研修医・若手医師には欠か
せない上級医や患者さんとのコミュニケーション術やERの心構え、医師の未来像などDr.林節をきかせた幅広いテーマも取り上げている。 

急性期の脳卒中理学療法 （理学療法MOOK 22） 

著編者名 手塚 純一 発行年 2018 冊子版ISBN 9784895906418  

同時1アクセス（本体） ¥8,800 同時3アクセス（本体） ¥13,200 商品コード 1030936913 

脳卒中の早期における理学療法士の関わりが求められ、ICUや脳卒中ケアユニット、ERにも理学療法士の活躍の場が拡がっている。日進月歩で変
化している脳卒中理学療法の臨床において、ますます多くの情報を取り扱うスキルが必要となった。本書は急性期の脳卒中理学療法の具体的な方
法や臨床知識の指針を示し、これからの展望を切り開いていくことを目指すものである。 

回復期・生活期の脳卒中理学療法 （理学療法MOOK 23） 

著編者名 甲田 宗嗣 発行年 2018 冊子版ISBN 9784895906425  

同時1アクセス（本体） ¥8,800 同時3アクセス（本体） ¥13,200 商品コード 1030936914 

回復期・生活期は、障害回復と生活再建という観点から重要な病期である。機能回復やADLの回復、患者教育、病棟マネジメントまで、理学療法士
の活躍の場が拡がっている。日進月歩で変化している脳卒中理学療法の臨床において、ますます多くの情報を取り扱うスキルが必要となった。本書
は回復期・生活期の脳卒中理学療法の具体的な方法や臨床知識の指針を示し、これからの展望を切り開いていくことを目指すものである。 

脊髄病理学 

著編者名 橋詰 良夫 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906623  

同時1アクセス（本体） ¥44,000 同時3アクセス（本体） ¥66,000 商品コード 1030936901 

上部頸髄から馬尾に至るまで、硬膜を破らず、後根神経節を含めて採取する脊髄採取方法について、初心者にもわかりやすいように紹介。脊髄の
検索では、頭蓋内病変、脊柱管を構成する椎骨とその周囲組織、全身臓器の病変との関連で行う必要があり、単に脊髄を採取するだけでは疾患の
正確な理解ができないことに留意すべきである。 

脊椎脊髄ハンドブック 第3版 

著編者名 徳橋 泰明 発行年 2018 冊子版ISBN 9784895906456  

同時1アクセス（本体） ¥10,120 同時3アクセス（本体） ¥15,180 商品コード 1030936911 

今回の改訂では、脊椎脊髄疾患の多様化、画像診断の進歩に伴う疾患分類や評価法を大幅に増やすとともに、神経学的診察法、局所診察法についても全面
的に見直した。特に慢性疼痛や心因性疼痛、脊柱変形、骨粗鬆症、脊髄脱髄疾患、脊髄変性疾患については大幅に加筆。外来診察室やベッドサイドなどで
使用頻度が高い内容について、多数の図表を用いて簡潔にまとめているため、脳神経内科医、リハスタッフ、研修医等にもすぐに役立つ。 
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発達分野のコンサルテーションスキル ―地域で働く作業療法士に役立つ― 

著編者名 岡田 貴富 発行年 2018 冊子版ISBN 9784895906333  

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 商品コード 1030936915 

地域で活躍するための「マネジメントの観点」と「コンサルテーションスキル」が必須の時代が、すぐそこまできている。本書では執筆者たちの失敗事
例とその解説を通して、わかりやすくコンサルスキルの理論と実践のノウハウを伝えている。また先達による座談会は実践者ならではの臨場感が伝わ
り、読みごたえ抜群である。作業療法士が、今後地域で求められる職種となるためにも読んでおきたい1冊。 

未熟児網膜症 

著編者名 東 範行 発行年 2018 冊子版ISBN 9784895906432  

同時1アクセス（本体） ¥39,600 同時3アクセス（本体） ¥59,400 商品コード 1030936912 

本書は、未熟児網膜症のわが国初の教科書である。病態を理解し診療技術を高めるための“実践編”と、疾患をより深く理解するための“基礎編”で
構成されている。未熟児網膜症は、きちんとした検査と経過観察を行い、時期を逃さず治療することが何よりも重要である。本書ではわが国を代表す
る未熟児網膜症診療を専門とする医師が700点以上の豊富な画像をもとに長年にわたって培ってきたノウハウを解説する。 

脳・脊髄動静脈奇形と頭蓋内・脊髄硬膜動静脈瘻 （プライム脳神経外科 3） 

著編者名 木内 博之 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895905893  

同時1アクセス（本体） ¥30,800 同時3アクセス（本体） ¥46,200 商品コード 1030936903 

第3巻は、脳・脊髄動静脈奇形と頭蓋内・脊髄硬膜動静脈瘻をひとまとめ。治療に必要な戦略・アプローチ・手術手技を実際の臨床の場でイメージ
できるように実践的な手順を解説。疾患の概略を理解するのに役立つ基礎知識から、外科治療・血管内治療・定位放射線治療の3つに分けて最新
の治療法を網羅的に紹介。この3つの「武器」の特性・効果・限界を理解することで、治療法をどのように組み合わせるかを考える思考が身につく。 

治療・援助における二つのコミュニケーション ―作業を用いる療法の質的エビデンスの証明―新版 

著編者名 山根 寛 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906487  

同時1アクセス（本体） ¥7,920 同時3アクセス（本体） ¥11,880 商品コード 1030936908 

作業という豊かな日常性を活かした療法がもつ治療機序・構造について、治療の対象者自身の「自己と身体、生活、日常とのコミュニケーション」と
「治療や援助、支援にあたる者と対象者とのコミュ二ケーション」という二つのコミュニケーションプロセスという視点から、作業時の脳内現象、社会脳、
自己の治療的利用とプラセボ効果といった言葉や事例を交えて紐解く。新版の本書ではその回復機序のエビデンスを最新の脳研究から解説。 

重症筋無力症とほほ日記 ―脱力系コミックエッセイ―改訂版 

著編者名 わたなべ すがこ 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906555  

同時1アクセス（本体） ¥3,520 同時3アクセス（本体） ¥5,280 商品コード 1030936904 

MG（重症筋無力症）発症から入院・病気の進行・呼吸不全を経て、治療とリハビリを経験し、執筆ができるまでに回復した著者の「とほほ」な日常をあ
りのままに描いたコミックエッセイ。著者が日夜感じている重力の重さとは裏腹に、ライトに読みやすく仕上がっています。医療従事者や家族が患者
さんと接するうえでのヒントがもりだくさん。 

ユーモアを生きる ―困難な状況に立ち向かう最高の処方箋― 

著編者名 柏木 哲夫 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906562  

同時1アクセス（本体） ¥3,520 同時3アクセス（本体） ¥5,280 商品コード 1030936902 

ユーモアがなければ、人間は生きていけない、そのくらい「ユーモア」や「笑い」は大切なのである。朝起きてから夜寝るまで「1回も笑わない」という生
活をしている人は、ほとんどいないと思う。どこかで、私たちは笑っている。ユーモアや笑いというのは、人間の生活に欠かすことのできない、非常に
重要な役割をもっているのである(本文より抜粋)。 

研究的思考法 ―想いを伝える技術― 

著編者名 樋口 貴広 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906517  

同時1アクセス（本体） ¥6,600 同時3アクセス（本体） ¥9,900 商品コード 1030936907 

研究上の作法を利用して、自分の考えをクリアーに伝える方法を解説した書。パラグラフ・ライティングの作法に基づき、「最初に意見・主張を示し、
後に根拠を述べる」スタイルで伝える意義を解説。さらに、研究法の観点から「根拠となるデータを正しく吟味する方法」を紹介。レポートや論文の文
書作成、プレゼンのスライド作成などに対応できる思考法・表現技法を学ぶことができる。 

セラピスト教育のためのクリニカル・クラークシップのすすめ 第3版 

著編者名 中川 法一 発行年 2019 冊子版ISBN 9784895906463  

同時1アクセス（本体） ¥9,900 同時3アクセス（本体） ¥14,850 商品コード 1030936909 

厚生労働省による理学療法士作業療法士養成施設課程の指定規則が改正され、臨床実習指導方法として診療参加型臨床実習（CCS）が明記され
た。本書は一般社団法人日本リハビリテーション臨床教育研究会（旧セラピストのためのクリニカルクラークシップ研究会）を立ち上げ、30年近くにわ
たりCCS浸透に尽力を注いできたメンバーによる渾身の第3版である。 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

作業療法ジャーナル 
若い作業療法士の臨床能力向上に寄与する情報から、臨床に直結する具体

的でトピカルなテーマまで、多岐にわたる情報が満載。作業療法士をはじめと

するリハビリテーション専門職に読まれる、日本で最も伝統ある総合作業療

法専門誌。 

脊椎脊髄ジャーナル 
臨床場面にて直面する困難な問題の解決に役立つ実際的な情報、最先端の治療方

法の検討など、専門誌ならではの情報を提供する。手術アプローチや手術法を豊富

なイラストでわかりやすく解説。脊椎脊髄に関わる整形外科医、脳神経外科医、神経

内科医には必携の雑誌である。脊椎脊髄の領域を網羅する唯一の専門誌である。 

地域リハビリテーション 
創刊2006年。高齢者・障がい（児）者が、住み慣れた地域で生き生きと過ごせるよう模

索・提案する専門誌。毎号の特集では地域リハの実践に直結する重要なテーマを扱

い、連載では医学的な技術・知識講座に加え、社会学、福祉等の周辺知識、障害当

事者のエッセイ等も取り入れ、地域リハにかかわる読者の「気づき」を提案しています。 

2013 ～2017年 各一年間セット（増刊号含む） ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥81,840 同時3アクセス(本体) ¥109,120 

2018年 一年間セット（増刊号含む） ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥83,820 同時3アクセス(本体) ¥111,760 

2019年 各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 同時3アクセス(本体) ¥7,920 

2015 ・2016・2017年・2018年 各一年間セット（特大号含む） 
 ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥101,310 同時3アクセス(本体) ¥135,080 

2019年 各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 同時3アクセス(本体) ¥10,120 
（4月特大号のみ 同時1アクセス(本体) ¥17,820 同時3アクセス(本体) ¥23,760） 

2015 ・2016・2017年・2018年 各一年間セット ※1冊単位での購入可 

同時1アクセス(本体) ¥71,280 同時3アクセス(本体) ¥95,040 

2019年 各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥6,435 同時3アクセス(本体) ¥8,580 
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【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85-1　N&Fビル4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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