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新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

医学・生命科学の研究倫理 
ハンドブック 

東京大学出版会 

神里 彩子 著 2015 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥3,960 同時3アクセス（本体）：¥3,960 

冊子版ISBN：9784130624138  商品コード：1029834052 

人を対象とする医学・生命科学研究には，研究対象者への倫理的
な配慮が不可欠である．家族にも影響がおよぶゲノム情報の扱い
方，ほかの研究で得られた試料や情報の使い方，研究成果の伝え
方などについて，最新の法律や指針もふまえて解説する． 

医学統計学ハンドブック 新版 

朝倉書店 

丹後 俊郎 著 2018 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥132,000 

冊子版ISBN：9784254122299  商品コード：1029342084 

全体像を俯瞰し，学べる実務家必携の書［内容］統計学的視点／データ
の記述／推定と検定／実験計画法／検定の多重性／線形回帰／計数
データ／回帰モデル／生存時間解析／経時的繰り返し測定データ／欠
測データ／多変量解析／ノンパラ／医学的有意性／サンプルサイズ設計
／臨床試験／疫学研究／因果推論／メタ・アナリシス／空間疫学／衛生
統計／調査／臨床検査／診断医学／オミックス／画像データ／確率と分
布／標本と統計的推測／ベイズ推測／モデル評価・選択／計算統計 
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がんの臨床検査ハンドブック 

日本医事新報社 

山田 俊幸 著 2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥12,100 同時3アクセス（本体）：¥18,150 

冊子版ISBN：9784784956630  商品コード：1029728138 

日常検査から腫瘍マーカーまで…がんを評価するための臨床検査
の活用法をまとめた他に類を見ない書籍が登場！がん診療に携わ
るすべての医療者におすすめします。 

基礎と撮り方 第2版 
（心エコーハンドブック） 

金芳堂 

竹中 克 著 2019 年 発行 

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：9784765317702  商品コード：1029502829 

初版発行後に改訂されたアメリカ心エコー図学会のガイドラインに
対応し、右心系の計測の項目を追加し、また心エコーの機器の発
展に対応し、スペックルトラッキング法、3Dエコー法についても項目
を設けた。2版では心エコーの役割が拡大し集中治療分野でも重要
となってきていてる現状を反映し、心臓手術の診断で必須となって
いる経食道心エコー法の項目を新たに追加した。 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 
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ICU実践ハンドブック 
 ―病態ごとの治療・管理の進め方―改訂版 

羊土社 

清水 敬樹 著 2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥21,780 同時3アクセス（本体）：¥43,560 

冊子版ISBN：9784758118453  商品コード：1030590930 

ICUに必須の知識、重症患者の治療・管理の進め方がわかる定番
書。各エキスパートが“実践”重視で解説。コントロール目標値、薬
剤投与量など具体的な数値を明記。ガイドラインやエビデンス、臨
床経験をもとに役立つ情報を提示。 

糖尿病診療ハンドブック 
 ―ここが知りたい!―Ver.4 

中外医学社 

岩岡 秀明 著 2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥41,800 同時3アクセス（本体）：¥83,600 

冊子版ISBN：9784498123755  商品コード：1030515249 

あのロングセラーが約２年ぶりに全面改訂！ 新規項目として、１：
診断・分類・問診・診療のポイント、２：喫煙と糖尿病、３：１型糖尿病
（内科医の立場から、小児科医の立場から）、４：眼科から見た糖尿
病網膜症、を追加し糖尿病の全分野を網羅した。もちろん、最新の
エビデンス・ガイドライン、薬剤に関する動向などの解説も充実。糖
尿病診療のバイブル！ 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 
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人間科学の百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088302  

著編者名 日本生理人類学会 発行年 2015 商品コード 1024761519 

人間はどういう生き物で、どう暮せば健康で快適に過ごせるのか。感覚・遺伝・体の構造
といった人間の「仕組み」から、自然環境、社会・文化、社会生活の営みなどがどう体・心
に影響を及ぼすのかを、生理人類学の観点から究明する今までになかった事典です。人
間科学に関連する重要な中項目約260を選定し、それらを「ヒトの遺伝」「カラダの構造」
「カラダの機能」「脳と心」「ヒトの感覚」「ヒトと環境」「ヒトの営み」「健康と福祉」「社会と文
化」「ヒトを測る」の10章の中で解説してます。最新の科学的成果を踏まえ、「ヒト」の機能
的特性、 

  

人間の許容限界事典 新装版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥95,700 

同時3アクセス
(本体) 

¥191,400 

冊子版ISBN 9784254102734  

著編者名 山崎 昌廣 発行年 2015 商品コード 1022023890 

痛覚、睡眠、いじめ、集中力、歩行、潜水、寿命、身長、気圧、電磁波、環境ホルモン、湿
度、塩分、ダイエット…。全142項目の「人間の許容限界」について図表を多用して解説す
る。 

  

最新医学大辞典 第3版 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥42,900 

同時3アクセス
(本体) 

¥71,500 

冊子版ISBN 9784263205631  

著編者名 最新医学大辞典編集委員会 発行年 2005 商品コード 1018002660 

見出し語を約５２０００語収録した医学大辞典。新たな疾患や概念、分類に対応し、治療
薬・診断薬の商品名を「薬剤一覧」として収載。「心療内科」などの用語を充実し、最新用
語３８００語を追加した１９９６年刊に次ぐ第３版。 

2019/9 

医学 
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医学 

  
即使える「病院英語」ハンドブック 
 ―「診察して」って英語で言えますか?― 
【スマホ・読上】（GOTCHA!新書） （※） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN -  

著編者名 アン・クレシーニ 発行年 2018 商品コード 1030526718 

「診察して」って英語で言えますか？ 海外で体調を崩したら、自分の症状を英語で説明できますか？ 病気
になるととても不安になりますよね。海外旅行中だったらなおさらです。本書ではそのまますぐに病院で使え
る英単語やフレーズをまとめました。10個の病状や状況別に、頻出英語表現、患者として５使えるフレーズ、
それから医師や看護師との会話例を収録しています。 

  

医学・生命科学の研究倫理ハンドブック 

出版社 東京大学出版会 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥11,088 

冊子版ISBN 9784130624138  

著編者名 神里 彩子 発行年 2015 商品コード 1029834052 

人を対象とする医学・生命科学研究には，研究対象者への倫理的な配慮が不可欠である．家族にも影響が
およぶゲノム情報の扱い方，ほかの研究で得られた試料や情報の使い方，研究成果の伝え方などについて，
最新の法律や指針もふまえて解説する． 

  

免疫ペディア 
 ―101のイラストで免疫学・臨床
免疫学に強くなる!― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス
(本体) 

¥18,810 

同時3アクセス
(本体) 

¥37,620 

冊子版ISBN 9784758120807  

著編者名 熊ノ郷 淳 発行年 2017 商品コード 1025193963 

複雑な免疫学を体系的に解説！ビジュアライズされた紙面と豊富なイラストですぐに理
解！免疫学の基礎から、がん免疫・腸内細菌など注目の話題までしっかり網羅！河本宏
先生描下ろしイラストの表紙が目印です。 

  

脳神経ペディア 
 ―「解剖」と「機能」が見える・ 
つながる事典 : カラー図解― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス
(本体) 

¥22,440 

同時3アクセス
(本体) 

¥44,880 

冊子版ISBN 9784758120821  

著編者名 渡辺 雅彦 発行年 2017 商品コード 1025193964 

脳神経の解剖や、神経核の機能・投射、感覚系・運動系のはたらきを、相互に関連づけ
ながら整理して解説。バラバラになりがちな構造と機能のピースがぴたりとはまる！脳の
全体像の理解に役立つMRI画像も収録 
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医学統計学ハンドブック 新版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥132,000 

冊子版ISBN 9784254122299  

著編者名 丹後 俊郎 発行年 2018 商品コード 1029342084 
全体像を俯瞰し，学べる実務家必携の書［内容］統計学的視点／データの記述／推定と検定／実験計画法／検定の多
重性／線形回帰／計数データ／回帰モデル／生存時間解析／経時的繰り返し測定データ／欠測データ／多変量解析／
ノンパラ／医学的有意性／サンプルサイズ設計／臨床試験／疫学研究／因果推論／メタ・アナリシス／空間疫学／衛生
統計／調査／臨床検査／診断医学／オミックス／画像データ／確率と分布／標本と統計的推測／ベイズ推測／モデル
評価・選択／計算統計 

  
小事典からだの手帖 ―薬よりよく効く101話
―新装版 【スマホ・読上】（ブルーバックス 
B-1718） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,900 

同時3アクセス(本体)   

冊子版ISBN 9784062577182  

著編者名 高橋 長雄 発行年 2011 商品コード 1027984116 

心臓は1日に血液を9000リットル送り出す、断眠は4日が限界、手首から指先まで27個の骨が組み合わさっ
ているなど、「からだ」に秘められた101の謎と不思議と驚異を紹介する。解剖学用語等をアップデートした新
装版。 

  
声のなんでも小事典 ―発声のメカニズムか
ら声の健康まで―【スマホ・読上】（ブルー
バックス B-1761） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,000 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062577618  

著編者名 和田 美代子 発行年 2012 商品コード 1027984122 

なぜ人によって声は違うのか? なぜ赤ちゃんは泣きつづけてものどが平気なのか? 太っている人のほうが声
がよくでるのか? 声にまつわる基本知識をQ&A方式でわかりやすく解説する。 

  

検死ハンドブック = Handbook of autopsy  
改訂3版 

出版社 南山堂 

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 9784525190033  

著編者名 高津 光洋 発行年 2016 商品コード 1027404849 

本書は著者の実務経験を踏まえ，現場ですぐに役立つ情報を要領よくまとめている．見やすい図表を用いて，
できる限り箇条書きにしているのも特長である．改訂3版では法改正と，時代に即した細かな注意点を見直し
た．異状死体の検案に係わる方々のハンドブックとしておすすめする． 

  

医学英語ハンドブック 第2版 

出版社 東京医学社 

同時1アクセス(本体) ¥5,060 

同時3アクセス(本体) ¥7,590 

冊子版ISBN 9784885631696  

著編者名 岡田 一義 発行年 2007 商品コード 1027261597 
医療現場でよく使用される医学専門用語（5,247 語）とその略語（1,837 語）、病院内でよく使われる日常会話（602 項目）の
英語表現などピックアップし、持ち運びに便利なポケットサイズの本にまとめてみた。特に医学生や看護学生の臨床実習
に役立つように配慮したが、医師・薬剤師・臨床検査技師・放射線技師・事務員にも役立つようにした。今般の改定により
サイズの変更と 230 余頁の増加で内容をさらに充実したもので、広く活用していただきたい一冊である。 

  診療所経営の教科書 ―院長が知っておくべき数値と
事例 = Handbook of Clinic Management : practice 
metrics and case studies all physicians should 
know―第2版 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784784943784  

著編者名 小松 大介 発行年 2017 商品コード 1026831134 
詳細な市場分析と将来予測に基づく「診療所の生き残り戦略」。健全経営の目安となる「数値」を提示。各種統計データに
加え、独自のマーケティング手法ではじき出した経営指標を、カラーグラフでわかりやすく視覚化。著者自ら事務長として
経営再建やトラブル解決にあたった「事例」をもとに、増患対策や人事・労務管理のコツを紹介。改訂版は、全統計データ
を更新するとともに、在宅医療に関する項目を大幅に拡充、約40ページ増となっています。 
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在宅医療 ―多職種連携ハンドブック : "
最期まで住み慣れた地域での生活"を
支援する― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥3,630 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784865132120  

著編者名 悠翔会 発行年 2016 商品コード 1026546412 

病気や障害をもった人を在宅で支えるための医療連携と実践ノウハウ～ 

  

国際論文English査読・執筆ハンドブック 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥19,250 

冊子版ISBN 9784263433478  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2011 商品コード 1025188259 

国際論文の査読レポートの基本的な構成と書き方を紹介し、査読レポートでよく使われる200語について例
文を交えながら解説。単語・文法・言い回しのよくある誤りも取り上げる。 

  
国際論文English投稿ハンドブック 
 ―カバーレター作成・査読コメントへの
返答― 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,210 

同時3アクセス(本体) ¥20,350 

冊子版ISBN 9784263433614  

著編者名 C.S. Langham 発行年 2017 商品コード 1025188261 

好評の「国際学会English」「国際論文English」シリーズ新刊。論文投稿時の添え状、研究ハイライト、査読コメ
ントへの返答文を執筆する際の要点を解説。 

  

医師のための医療面接の英語  
（医学英語ハンドブックシリーズ） 

出版社 アスク出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784872179651  

著編者名 James C. Thomas 発行年 2016 商品コード 1022049587 
外国人の患者さんの医療面接に必ず使う表現を一冊に集約しました。突然、英語で医療面接をしなければならない場面
でも、必要な表現を引きやすい構成になっています。 現場ですぐに使える正確でシンプル、かつ自然な英語表現を収録。
さらに 英語表現の使い分けや文化の違いによる注意点も解説しています。ネイティブスピーカーによる音声をご用意
（Web提供）。巻末には、収録された表現がすぐに引ける「和英小辞典」付き。 

  

ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 
第2版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥22,770 

同時3アクセス(本体) ¥45,540 

冊子版ISBN 9784758108478  

著編者名 河本 健 発行年 2016 商品コード 1021588210 

論文データを基にしたコーパス解析で、特に使用頻度の高い単語を収集。動詞+前置詞などのよく使われる
単語の組み合わせ(コロケーション)を出現回数とともに掲載する。名詞の冠詞情報も収載した第2版。 

  

死因事典 ―人はどのように死んでいく
のか―（ブルーバックス B-1309） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062573092  

著編者名 東島 和子 発行年 2000 商品コード 1021802294 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

医師のための身体診察と検査の英語 
（医学英語ハンドブックシリーズ） 

出版社 アスク出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥13,750 

冊子版ISBN 9784872179644  

著編者名 James C. Thomas 発行年 2016 商品コード 1020482466 

  

  

医療・福祉に携わる人のための医療 
用語辞典 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784274216572  

著編者名 伊藤 典子 発行年 2014 商品コード 1018836129 

基本的な知識の習得に主眼を置いた医療用語辞典。医療(解剖・生理、疾患、検査、治療)、調剤、介護の必
須用語をまとめ、わかりやすく解説。付録として病院でよく使う用語や病名略語、カルテによく出る用語なども
収録する。 

  

バイオセーフティの事典 
 ―病原微生物とハザード対策の実際― 

出版社 医学評論社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体)   

冊子版ISBN 9784872119039  

著編者名 バイオメディカルサイエンス研究会 発行年 2008 商品コード 1016391644 

組換ＤＮＡから院内感染・医療廃棄物まで。バイオセーフティに関る必須事項を解説し、バイオハザードの起
因となる病原微生物等の特性と対策、取扱いの実際などを説明する。ひと目で調べられる「病原体の性質一
覧表」も掲載。 

  

死体検案ハンドブック  改訂3版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥14,960 

同時3アクセス(本体) ¥22,440 

冊子版ISBN 9784765315920  

著編者名 的場 梁次 発行年 2014 商品コード 1016411929 

監察医、法医学者、医師など、異状死体の検視や検案に携わる関係者が実務で必要とする知識を、死体検
案のノウハウを中心に、写真や資料を豊富に交えて解説する。死後画像診断、大規模災害などの項目を追
加した改訂3版。 

  

臨床研究のための倫理審査ハンド 
ブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥18,480 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784621083260  

著編者名 笹栗 俊之 発行年 2011 商品コード 1014446537 

倫理審査に関わる人のためのテキスト。臨床研究や倫理審査に関する基本的な理念や知識をまとめるとと
もに、倫理審査の現場でそのまま使える知識や技術を紹介。国内外の主要な関連法規や倫理指針も収録す
る。 

  
ライフサイエンス必須英和・和英辞典 = Life 
science English-Japanese Japanese-
English dictionary  改訂第3版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784758108393  

著編者名 ライフサイエンス辞書プロジェクト 発行年 2010 商品コード 1014005497 

基礎医学・臨床医学・薬学・理学・農学系の最重要語を網羅した英和・和英辞典。頻出１万語の英和と１万６
千語の和英を収録し、文献で汎用される動詞や形容詞もカバー。重要な単語にはひと目で分かる頻度表示
付き。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

ライフサイエンス英語類語使い分け辞典 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784758108010  

著編者名 河本 健 発行年 2006 商品コード 1014005498 

医学・生物学（生命科学）分野の英語論文や学会抄録を書くときに参照する辞書、あるいは参考書。日本人
が判断しにくい類語の使い分けを、約１５万件の論文データに基づき分析のうえ収録する。使える「生」の例
文も満載！ 

  

ライフサイエンス英語動詞使い分け辞典 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥24,640 

冊子版ISBN 9784758108430  

著編者名 河本 健 発行年 2012 商品コード 1014005504 

英文作成のコツは動詞の選び方・使い方にあった! ライフサイエンス分野の論文でよく使われている動詞を
意味で分類し、動詞の前後に来る語の組み合わせを示す。論文執筆にそのまま使える表現が満載。 

  

医療機関における暴力対策ハンドブック 
 ―患者も医療者も安心できる環境をめざして― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥8,712 

同時3アクセス(本体) ¥17,424 

冊子版ISBN 9784498076464  

著編者名 和田 耕治 発行年 2011 商品コード 1013786855 

医療機関で従来問題にされてきた「患者→職員」への暴力をはじめ、「患者→患者」「職員→職員」「職員→
患者」への暴力について、その対策と予防、発生時の対処、スタッフが行うべき取り組みをわかりやすく解説
する。 

  

日中英医学対照用語辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥74,800 

同時3アクセス(本体) ¥149,600 

冊子版ISBN 9784254300512  

著編者名 日中英医学対照用語辞典編集委員会 発行年 1994 商品コード 1011798899 

日中英の医語の対照集がほとんどない現在、日本・中国・米国の医療に携わる人々に役立つよう医療の場
で頻繁に使用される医学用語約６０００語を選び、日中英、中日英、英日中の順に配列し、どこからでも用語
が捜し出せるように配慮した。 

  

医学略語辞典  増補版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥61,600 

同時3アクセス(本体) ¥123,200 

冊子版ISBN 9784254300581  

著編者名 長橋 捷 発行年 2000 商品コード 1011798900 

病名、物質名などの医学およびその他の関連分野で現在使用されている略語１７０００語以上を収録。ＡＢＣ
順に配列し、略語、原語全綴り、日本語訳の順に記載。８７年刊の増補版。 

  

ホルモンの事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥70,400 

同時3アクセス(本体) ¥140,800 

冊子版ISBN 9784254300741  

著編者名 清野 裕 発行年 2004 商品コード 1011798893 

総論ではホルモンの概念・種類・作用など、各論では人体の頭部より下部へ、部位別の各ホルモンを項目立
てし、最新の研究成果を盛り込んで詳しく解説したホルモンの総合事典。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

足の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784254200966  

著編者名 山崎 信寿 発行年 1999 商品コード 1011798898 

足の構造、寸法と形態、生理、歩行、力学的特性などの動態に関わる多面的なデータを図やグラフを多用し
てまとめ、解説を加える。足にまつわる雑学的話題も掲載する。 

  

身体のからくり事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784254640298  

著編者名 杉崎 紀子 発行年 2001 商品コード 1011798905 

人間のからだの仕組みは複雑でありながら、みごとに制御され「からくり」に支配されている。その複雑で巧
妙なメカニズムを、オリジナルのイラストや図で明快に解説する。高校の知識から専門家への橋渡し。 

  

医学英語表現辞典 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784765314053  

著編者名 横井川 泰弘 発行年 2009 商品コード 1011618783 

調べたい英単語から目的とする参考表現が引ける辞典。主として動詞を中心に３０００語以上の見出し語を
収録。基礎・臨床の両面から集めた医学英語としての例文も豊富に掲載する。 

  

プラクティカル医学英語辞典 

出版社 金芳堂 

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 9784765314237  

著編者名 羽白 清 発行年 2010 商品コード 1011618787 

基本的な解剖学的用語をはじめ医療関連用語を網羅した辞典。日本語から対応する英語を検索できるだけ
でなく、和英・英和医学用語辞典、略語集、冠名用語集、診療録記載法、実用医薬品集も兼ねた充実の一冊。 

  

語源で覚える医学英語辞典 

出版社 メジカルビュー社 

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 9784895535120  

著編者名 吉田 和彦 発行年 1995 商品コード 1011618872 

医学英語は主にラテン語とギリシャ語を起源とする語の合成によって成り立っている。その造語要素を修得
すれば、医学英単語の意味やスペルを容易に推測できるようになり、楽に医学英語を身につけることができ
る。3000語に及ぶ医学英単語を収載し、その造語要素が学習しやすく分類されているので特に医学生には
有用である。 

  

医学英語論文執筆のための医学英語
実用語法辞典 

出版社 メジカルビュー社 

同時1アクセス(本体) ¥16,940 

同時3アクセス(本体) ¥25,410 

冊子版ISBN 9784895530910  

著編者名 海老塚 博 発行年 1990 商品コード 1011618873 

本書は、医学英語によく用いられ、語法上特に重要と思われる動詞・名詞・形容詞を中心に、それらの重要
文型を視覚的にとらえやすいように編纂。各Usageごとに実際の医学論文から１～２例の英文例を掲載し文
章中での用い方を解説。■見出し用語1583語■熟語・語法2336語 
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遺伝カウンセリングハンドブック  
（遺伝子医学MOOK 別冊） 

出版社 メディカルドゥ 

同時1アクセス(本体) ¥24,530 

同時3アクセス(本体) ¥49,060 

冊子版ISBN 9784944157761  

著編者名 福嶋 義光 発行年 2011 商品コード 1016411963 

遺伝情報を医療の場で利用するためには適切な遺伝カウンセリングの実施が必要である。遺伝カウンセリン
グについて、基礎から応用までを詳しく解説。三次遺伝カウンセリング施設一覧などの資料も収録。 

2019/9 

医学 

疾患に至るまでの病態の解説が充実。学生・研修医にとって最適！ 
内科学テキストのスタンダードが5年ぶりの大改訂！ 

同時１アクセス（本体）：¥79,750 同時３アクセス（本体）：¥119,625 

冊子版ISBN： 9784521747491 商品コード：1030541561 

全6冊＋別冊（分売不可） 

内科学書  改訂第9版  

総編集 南学 正臣 

部門編集 

伊藤 裕／大田 健／小澤 敬也／下村 伊一郎／ 
田中 章景／千葉 勉／伴 信太郎／平井 豊博／ 
深川 雅史／福田 恵一／藤田 次郎／三森 経世／ 
持田 智／山田 俊幸／山本 和利 

 

 

編集協力 塩沢 昌英 

発行年 2019 

内科学  第11版  

総編集 矢﨑 義雄 

編集 

赤司 浩一／渥美 達也／伊藤 裕／稲垣 暢也／ 
神田 隆／木下 芳一／工藤 正俊／小室 一成／ 
須永 眞司／南学 正臣／長谷川 好規／松本 哲哉／ 
楽木 宏実 

発行年 2017 

同時１アクセス（本体）：¥88,440 同時３アクセス（本体）：¥176,880 

冊子版ISBN： 9784254322712 商品コード： 1030590654 

「朝倉内科」の改訂11版。オールカラーの写真や図表と本文との対応が読みや
すい決定版。国家試験出題基準を網羅する内容。近年の研究の進展や発見を
各章冒頭の「新しい展開」にまとめる。高齢社会の進展など時代の変化を踏まえ
て「心身医学」「老年医学」を独立した章に。これからの内科医に要求される守備
範囲の広さに応えた。本文の理解を深め広げる図表やコラム・文献，さらに動画
など豊富なデジタル付録がウェブ上で閲覧可能（本文500頁相当）。 

12 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 2019/9 

臨床医学 

  

感染制御ポケペディア 

出版社 リーダムハウス 

同時1アクセス
(本体) 

¥6,160 

同時3アクセス
(本体) 

¥12,320 

冊子版ISBN 9784906844104  

著編者名 森澤 雄司 発行年 2016 商品コード 1030134656 

本書は現場で求められる感染予防策の膨大な知識の中から特に重要な項目を厳選し，
すべて箇条書きで覚えやすいスタイルに編集しています。現場で必要な時に必要な情報
に簡便にアクセスできる感染対策のお助けポータブルブックです。 

  

結核ハンドブック 

出版社 アトムス 

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。 

  

診療放射線学辞典 

出版社 医療科学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥25,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥50,600 

冊子版ISBN 9784860034924  

著編者名 渡部 洋一 発行年 2017 商品コード 1027880037 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 放射線診療業務や学習に必須の情報
18200項目をサポート、診療放射線分野の広範囲な領域を簡素にずばりと解説。診療画
像検査にかかわる基礎から臨床分野はもとより、放射線に関連する物理、計測、生物、
管理などの分野を、解剖図譜、臨床画像、撮影ポジショニング、その他の図表などを豊富
に掲載し、わかりやすく解説。 
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ICU実践ハンドブック 
 ―病態ごとの治療・管理の進め方―改訂版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥21,780 

同時3アクセス(本体) ¥43,560 

冊子版ISBN 9784758118453  

著編者名 清水 敬樹 発行年 2019 商品コード 1030590930 

ICUに必須の知識、重症患者の治療・管理の進め方がわかる定番書。各エキスパートが“実践”重視で解説。
コントロール目標値、薬剤投与量など具体的な数値を明記。ガイドラインやエビデンス、臨床経験をもとに役
立つ情報を提示。 

  

精神科レジデントハンドブック 第3版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

冊子版ISBN 9784498229006  

著編者名 平安 良雄 発行年 2017 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！ 

  

ここが知りたい!内科外来ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥40,480 

同時3アクセス(本体) ¥80,960 

冊子版ISBN 9784498020801  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2019 商品コード 1030590909 

初期研修医からベテランまで、内科外来診療を担当するすべての医師のために、内科一般外来・ERで「よく
遭遇する症候・疾患」および、比較的まれであっても「絶対に見逃してはいけない症候・疾患」について、各分
野のエキスパートがその対応法をわかりやすくまとめた。本書１冊で、内科外来の95％に対応可能！ 

  

糖尿病診療ハンドブック 
 ―ここが知りたい!―Ver.4 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥41,800 

同時3アクセス(本体) ¥83,600 

冊子版ISBN 9784498123755  

著編者名 岩岡 秀明 発行年 2019 商品コード 1030515249 

あのロングセラーが約２年ぶりに全面改訂！ 新規項目として、１：診断・分類・問診・診療のポイント、２：喫
煙と糖尿病、３：１型糖尿病（内科医の立場から、小児科医の立場から）、４：眼科から見た糖尿病網膜症、を
追加し糖尿病の全分野を網羅した。もちろん、最新のエビデンス・ガイドライン、薬剤に関する動向などの解
説も充実。糖尿病診療のバイブル！ 
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先天代謝異常ハンドブック 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥33,880 

同時3アクセス
(本体) 

¥50,820 

冊子版ISBN 9784521736945  

著編者名 遠藤 文夫 発行年 2013 商品コード 1018695929 

先天代謝異常症による疾患を2頁にまとめ、疾患の概要・遺伝形式・頻度、代謝障害と病
態、臨床病型、診断、最新の治療・対応を簡潔に解説する。略語一覧やコラムも収録。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

小児のマイナートラブルハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥38,280 

冊子版ISBN 9784498145641  

著編者名 市川 光太郎 発行年 2019 商品コード 1030515257 
小児診療には、直接命に関わらなくてもすぐに対応する必要がある「マイナートラブル」がある。本書は、小児ならではの
注意点やポイントを踏まえ、コツや裏技を簡潔に解説した。冒頭に、「最初に診るべきポイント」「すぐにするべきこと」「して
はいけないこと」の3点を明示したことで、実現場で知りたい情報にすぐアクセス可能。小児を診る医師におすすめしたい、
エキスパート達の豊富な経験と確かな技術が詰まった頼りになる１冊だ。 

  

睡眠からみた認知症診療ハンドブック 
 ―早期診断と多角的治療アプローチ― 

出版社 全日本病院出版会 

同時1アクセス(本体) ¥13,090 

同時3アクセス(本体) ¥19,635 

冊子版ISBN 9784865192193  

著編者名 宮崎 総一郎 発行年 2016 商品コード 1030555808 

認知症や脳疾患の予防には脳の役割を知り、適切な睡眠を確保することが重要であり、睡眠の観点から認
知症予防と診療に重点をおいてまとめられた１冊！ 

  

リウマチ・膠原病治療薬ハンドブック 
 ―エキスパートが教える極意― 

出版社 文光堂 

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 9784830620485  

著編者名 川畑 仁人 発行年 2018 商品コード 1030071669 
リウマチ・膠原病の治療薬を概括，その用法をまとめた本書は，従来使用されている薬剤から，2017年販売承認のベリム
マブ，サリルマブなど最新薬剤まで網羅．薬剤ごとに①作用機序，②主な対象疾患と治療における位置づけ，③使用開始
時の注意点，④使用方法，⑤使用禁忌薬・注意すべき併用薬，⑥副作用，⑦インフォームドコンセントのコツ，⑧主な適応
疾患に対する効果，の構成で解説．リウマチ・膠原病治療に携わる医師必携の１冊． 

  

がんの臨床検査ハンドブック 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784784956630  

著編者名 山田 俊幸 発行年 2019 商品コード 1029728138 

日常検査から腫瘍マーカーまで…がんを評価するための臨床検査の活用法をまとめた他に類を見ない書籍
が登場！がん診療に携わるすべての医療者におすすめします。 

  
整形外科のキーワード事典394 ―医師・先輩
ナースの「専門用語」がパッとわかる―（整形
外科看護 2018秋季増刊 (通巻298号)） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840463713  

著編者名 整形外科看護編集部 発行年 2018 商品コード 1029502825 
【わかりやすくて読みやすい充実解説！】本増刊では、新人看護師に向けて整形外科で頻出のキーワードを取り上げる。
整形外科で求められる知識は全身の多岐に渡り、覚えるべきキーワードも膨大である。本増刊では、たくさんの解剖、疾
患、治療用語を取り上げつつも、すべて1～2ページの解説とされており、新人ナースにも読みやすい。さらに略語、カルテ
や口語で使われがちな言葉も掲載し、より実用的な1冊となっている。 

  

輸血学・血液学小事典 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,036 

同時3アクセス(本体) ¥28,072 

冊子版ISBN 9784498019249  

著編者名 大坂 顯通 発行年 2017 商品コード 1028499670 
輸血学および血液学を理解するためのキーワード集．輸血学を理解するためには，その領域のみに限定するのではなく，
血液学や免疫学も重要である．そのため本書は単純な用語集ではなく，個々のキーワード自体を読み応えのある文章で
丁寧に解説している．輸血療法を行う診療科医師や研修医，看護師，医療スタッフをメインターゲットにしながらも，医学生
や看護学生にとっても分かり易いように記載．医療者必携の1冊と言える． 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

基礎と撮り方 第2版 
（心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765317702  

著編者名 竹中 克 発行年 2019 商品コード 1029502829 

初版発行後に改訂されたアメリカ心エコー図学会のガイドラインに対応し、右心系の計測の項目を追加し、
また心エコーの機器の発展に対応し、スペックルトラッキング法、3Dエコー法についても項目を設けた。2版
では心エコーの役割が拡大し集中治療分野でも重要となってきていてる現状を反映し、心臓手術の診断で
必須となっている経食道心エコー法の項目を新たに追加した。 

  

整形外科専攻ハンドブック = Handbook 
for orthopaedic residents 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥26,620 

同時3アクセス(本体) ¥53,240 

冊子版ISBN 9784498054745  

著編者名 山下 敏彦 発行年 2016 商品コード 1028499641 

札幌医科大学整形外科学教室の総力を結集してまとめられた研修医向けハンドブック。整形外科医を志す
初期研修医および後期研修医（専攻医）を主要読者に想定し、運動器疾患の病態の要点解説、治療方針と
その実際、さらには診療録の書き方、臨床研究の進め方、論文執筆の方法に至るまで、これから整形外科
医を目指すにあたって知っておくべき必須知識を一冊に凝縮した。 

  

エビデンスに基づいた癌化学療法 
ハンドブック 2018 

出版社 メディカルレビュー社 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784779220807  

著編者名 大津 敦 発行年 2018 商品コード 1030747781 

「癌化学療法ハンドブック」待望の改訂版！全身250レジメンを一挙解説。治療レジメン選択の参考のために
最良の1冊。 

  

認知症診療実践ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784498228924  

著編者名 山田 正仁 発行年 2017 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。 

  

慢性疼痛診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784498056107  

著編者名 池本 竜則 発行年 2016 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。 

  

頭頚部がん薬物療法ハンドブック 
 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784498062696  

著編者名 田原 信 発行年 2017 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． 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

腹膜透析・腎移植ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,820 

同時3アクセス(本体) ¥35,640 

冊子版ISBN 9784498224421  

著編者名 石橋 由孝 発行年 2018 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． 

  

健診・人間ドックハンドブック 改訂6版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784498012158  

著編者名 小川 哲平 発行年 2016 商品コード 1030071765 
健診・人間ドックに必須の知識を凝縮したハンドブックの最新版．前回改訂以後の3年間余りの動きを織り込んで，新たな
執筆者も得て内容を大きくブラッシュアップした．各種検査所見解釈のコツや対応のノウハウ，指導法などについて，各分
野のエキスパートが，それぞれのポイントを実践的にわかりやすく解説する．医師，看護師，保健師，労働安全衛生管理
者など，健診・人間ドックに携わる，すべての医療者必携の一冊である． 

  
手にとるようにわかる若手CEと学生のため
の臨床工学ハンドブック 上 ―教科と実務
の橋渡し―改訂新版 

出版社 ベクトル・コア 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥24,200 

冊子版ISBN 9784902380484  

著編者名 東邦大学医療センター大橋病院臨床工学部 発行年 2009 商品コード 1030499485 

臨床に即したテキストとして定番の本書が，10年ぶりに大改訂．若手CEやCEを目指す学生の方へ，学校で
の授業と臨床での実務を結ぶ充実の一冊．臨床工学の概略を知りたい，医療機器に関わるすべての方にも
お勧め． 

  
手にとるようにわかる若手CEと学生のため
の臨床工学ハンドブック 下 ―教科と実務
の橋渡し―改訂新版 

出版社 ベクトル・コア 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784902380491  

著編者名 東邦大学医療センター大橋病院臨床工学部 発行年 2009 商品コード 1030499486 

臨床工学を理解するためのテキストである本書が，上巻とともに10年ぶりに大改訂．下巻では「高気圧酸素
療法」の項目が独立し，新章として加わる．若手CEやCEを目指す学生，医療機器に関わるすべての方にお
勧め． 

  

高齢者糖尿病診療ハンドブック 
 ―ここが知りたい!― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

冊子版ISBN 9784498123786  

著編者名 栗林 伸一 発行年 2017 商品コード 1030071776 

全患者の約半数を高齢者が占める糖尿病．認知・身体機能が低下した患者に適切な治療を行うには，医
師・医療者が高齢者の特徴を踏まえた知識とノウハウを身につける必要がある．学会からEvidenceに基づく
ガイドラインが公表されるのと軌を一にして，Experienceに根差す実践的な考え方を提示．『ここが知りた
い！糖尿病診療ハンドブック』の姉妹書． 

  

ここが知りたい!内分泌疾患診療ハンド
ブック 2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥29,040 

冊子版ISBN 9784498123694  

著編者名 龍野 一郎 発行年 2018 商品コード 1030071777 

非専門医・研修医に向けて，内分泌疾患診療に必須の知識・ノウハウをわかりやすく解説した好評書の最新
版．初版刊行後2年間の動向を踏まえ，全面的に修正を加えた．新規追加項目として「非機能性下垂体腫
瘍」「下垂体ゴナドトロピン産生腫瘍」「下垂体炎」「免疫チェックポイント阻害薬の副作用と自己免疫性内分
泌疾患」「IｇG４関連疾患」など． 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

産婦人科医のための骨粗鬆症診療 
実践ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥29,040 

冊子版ISBN 9784498060920  

著編者名 寺内 公一 発行年 2018 商品コード 1030071780 

高齢化が進む今、骨粗鬆症の治療と予防に産婦人科医の関与が不可欠である。「女性のライフサイクルに
おける骨代謝・骨粗鬆症」をテーマに、産婦人科医による産婦人科医のための骨粗鬆症診療の知識を1冊に
まとめた。女性の骨粗鬆症を診る際に知っておきたい病態、検査、治療を一から解説したハンドブック。 

  
人工呼吸ケアの機器・物品100 ―現場で頼
れる早引き事典―（呼吸器ケア 2018年夏
季増刊(通巻210号)） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840463980  

著編者名 尾野 敏明 発行年 2018 商品コード 1028506688 

【サッと調べてひとめでわかる100アイテム】 「何のためにあるの？」「どんな種類があるの？」「ナースは何に
気をつけるの？」現場で使う機器・物品の重要ポイントを一発検索！ 名前がわからないときは写真つきイン
デックスから絞り込みもOK。ICU・病棟のさまざまなシーンで使える万能事典！ 

  

疥癬ハンドブック 

出版社 アトムス 

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? 

  

眼鏡・コンタクトレンズ処方ハンドブック 
 ―眼精疲労のブロック&ケア― 

出版社 三輪書店 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784895906258  

著編者名 梶田 雅義 発行年 2018 商品コード 1027910708 

眼鏡やコンタクトレンズを処方するために知っておくべき視力測定のコツ、適正な矯正度数を求めるための
両眼同時雲霧法のポイントを解説。Case Studyでは、遠視矯正・近視過矯正・乱視未矯正・コンビネーション
矯正の難しさと、それを解決してきた著者の技巧エッセンスが満載。調節異常の難治症例への対処法も学
べ、「楽に見えるメガネがほしい」という患者さんのニーズに応えるスキルと知識が身につきます。 

  

血液浄化療法ポケットハンドブック 

出版社 東京医学社 

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 9784885632341  

著編者名 岡田 一義 発行年 2014 商品コード 1027261605 

腎代替療法、透析患者の臓器別病態と治療、急性血液浄化療法と適応疾患、特殊血液浄化療法など、血
液浄化療法の重要なポイントや疑問点をわかりやすく解説する。英略語集も収録。 

  

小児急性血液浄化療法ハンドブック 

出版社 東京医学社 

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 9784885632242  

著編者名 伊藤 秀一 発行年 2013 商品コード 1027261616 

小児への急性血液浄化療法のハンドブック。基本的な考え方を示すとともに、主な病態について導入基準や
条件設定を明らかにする。各論では急性肝不全や敗血症などの病態別の療法と、腹膜透析について解説。 
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小児体外循環ハンドブック 

出版社 東京医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784885632563  

著編者名 大橋 牧人 発行年 2015 商品コード 1027261617 

小児の人工心肺、心筋保護、補助循環に焦点を絞ったハンドブック。小児体外循環の基礎から、人工心肺、
補助循環の実際、薬剤、吸入療法までを解説。心臓外科手術を多数行っている５施設の体外循環法も紹介
する。 

  

PDハンドブック 

出版社 東京医学社 

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 9784885632143  

著編者名 Steven Guest 発行年 2012 商品コード 1027261579 

腹膜透析に関する理解を深めるための基礎作りができる書。腹膜透析の歴史や、腹膜の生理学的な知識、
急性期および慢性期の腹膜透析処方、腹膜透析関連感染症・非感染性合併症などを取り上げて、解説する。 

  

逆引きPD事典 

出版社 東京医学社 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784885631580  

著編者名 政金 生人 発行年 2005 商品コード 1027261602 

東北腹膜透析カンファランスメンバーと本邦で腹膜透析を積極的に行なっている若手に原稿を依頼して、症
例に即したトラブル顔血のノウハウを満載した問題解決型教科書を基本コンセプトにしたため、キーワード検
索と関連キーワード検索を設置し索引機能を充実させた。さらに、各項目には問題解決のストラテジーをまと
め、参考すべき文献資料をつけた。 

  
がん・生殖医療ハンドブック ―妊孕性・生殖
機能温存療法の実践ガイド―（女性ヘルス
ケアpractice 3） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥15,345 

同時3アクセス(本体) ¥20,295 

冊子版ISBN 9784840461900  

著編者名 大須賀 穣 発行年 2017 商品コード 1026888956 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【限られた期間での自律的な治療選択
を支える】「生命」と「妊孕性・生殖機能」の危機を同時に迎える小児期、AYA世代のがん患者。適切なタイミ
ングで正確な情報を提供し、患者にとって最善のがん治療・生殖医療に導くために必要な最新のがん・生殖
医療の知識をわかりやすくまとめた。若年がん患者に関わるすべての医療者必携。 

  

「緩やかな糖質制限」ハンドブック 
 ―糖尿病食事療法のベストチョイス―2版 

出版社 日本医事新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784784944279  

著編者名 山田 悟 発行年 2018 商品コード 1026831128 

安全で無理なく続けられる糖尿病食事療法「緩やかな糖質制限」について糖質制限療法のトップランナーで
ある山田悟先生が解説する唯一の専門書。今版では、実例に基づく模擬指導例の章を新たに追加しました。 

  

リンパ系腫瘍診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥19,360 

同時3アクセス(本体) ¥38,720 

冊子版ISBN 9784498125841  

著編者名 磯部 泰司 発行年 2014 商品コード 1025526342 

リンパ系腫瘍の患者に最適な医療を提供するために必要な知識を詰め込んだ大ボリュームのハンドブック。
リンパ性白血病・リンパ腫・骨髄腫各疾患の分類、診断、治療の実際といった各論、抗癌剤投与開始時の注
意点、特殊な薬剤の使用法、抗癌剤の毒性とその対策などについて最新の知見・膨大なエビデンスを基に
解説を行う。リンパ系腫瘍の診療に自信がもてるようになる、充実の一冊。 
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  レジデントのためのパーキンソン病ハン
ドブック = Resident's handbook of 
Parkinson's disease 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥8,712 

同時3アクセス(本体) ¥17,424 

冊子版ISBN 9784498228269  

著編者名 山本 光利 発行年 2014 商品コード 1025526343 

パーキンソン病の診療に必要な知識をわかりやすく、かつ実践的に解説した新しいハンドブック。病態生理
の基礎、症状、合併症、診断、非運動症状と治療、病気ごとの治療指針、リハビリテーションまでを第一線で
活躍する気鋭の執筆者が懇切に解説した書。 

  

腎臓内科ハンドブック = Handbook of 
Nephrology 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥6,292 

同時3アクセス(本体) ¥12,584 

冊子版ISBN 9784498224186  

著編者名 山辺 英彰 発行年 2015 商品コード 1025526296 

弘前大学で35年にわたり教鞭を執った著者が、腎臓内科学の総論・各論を網羅し多数の症例をもとに解説
を加えた講義ノートの集大成。携帯してベッドサイドで役立てられるようポケットサイズにまとめた。 

  

尿路結石ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,036 

同時3アクセス(本体) ¥28,072 

冊子版ISBN 9784498064263  

著編者名 宮澤 克人 発行年 2016 商品コード 1025526314 
遭遇する頻度が高く，診断・治療に専門的知識が必要な尿路結石は，泌尿器科医にとって避けられない疾患である．近
年，ガイドラインが改訂されたがその特性上，個々の内容については深く言及されていないなど，実臨床の場で必要な情
報が必ずしも網羅されているわけではない．本書では，ガイドラインの内容を踏まえながらも，それだけでは対応できない
事柄において，より具体的な診療および治療について解説した実践書である． 

  

婦人科診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥18,392 

同時3アクセス(本体) ¥36,784 

冊子版ISBN 9784498060746  

著編者名 杉山 徹 発行年 2014 商品コード 1025526324 

婦人科診療の基本，検査，手技，診断，治療について現場で求められる知識を網羅したマニュアル．本当に
必要な知識のみを吟味し，ポイントとなる項目を簡潔かつ分かりやすく解説している．研修医はもちろんのこ
と，専門医を目指す医師，若手婦人科医にとっても知識の棚卸に役立つだろう．単なる知識ではなく，実際
の臨床現場で役立つ情報を一冊に凝縮した．産婦人科診療には手放せない，実践的な書だと言える． 

  頭頸部がん化学療法ハンドブック = 
Handbook of head & neck cancer 
chemotherapy 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥6,776 

同時3アクセス(本体) ¥13,552 

冊子版ISBN 9784498062689  

著編者名 田原 信 発行年 2014 商品コード 1025526310 
本国はじめての頭頸部がん化学療法に特化したマニュアル本．がんセンターのような高度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，頭頸部がん化学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た．EBMを
踏まえて具体的な治療体系を記載し，実際の現場で治療立案・実践および副作用管理を行う際に役立つ情報を紹介し 
ている．本邦はじめての，頭頸部がん化学療法に特化したマニュアル本． 

  

消化器内科レジデントハンドブック 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥14,036 

同時3アクセス(本体) ¥28,072 

冊子版ISBN 9784498041691  

著編者名 渡辺 純夫 発行年 2014 商品コード 1025526287 

消化器内科研修の現場でもとめられる知識を，コンパクトにまとめた実践的なマニュアル。順天堂大学消化
器内科学教室のエッセンスをまとめた。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

小児アレルギー疾患診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥19,360 

冊子版ISBN 9784498145368  

著編者名 清益 功浩 発行年 2015 商品コード 1025526288 

アレルギー疾患，特に小児のアレルギー疾患については，治療が難しいというイメージが付きまとう．しかし
EBMを踏まえた診療ガイドラインも充実した今日，その勘所を踏まえ，また小児と成人の違いを理解して当た
れば，その治療は決して難しくない．エキスパートである著者が，ガイドライン中の必須知識と自らの臨床経
験とを1冊にまとめた必携書． 

  

がんの薬物療法マニュアル = Handbook 
of drug therapy in cancer 第2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,908 

同時3アクセス(本体) ¥35,816 

冊子版ISBN 9784498022379  

著編者名 畠 清彦 発行年 2014 商品コード 1025526257 

抗癌剤の適正な使い方を実践的に解説したハンドブック．薬剤別，疾患別に具体的に解説した．癌診療に関
わる全てのスタッフ必携の書． 

  
実践!遺伝性乳がん・卵巣がん診療ハンドブッ
ク ―HBOC管理とがん予防のためのネクスト
ステップ―（女性ヘルスケアpractice 2） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,484 

同時3アクセス(本体) ¥15,444 

冊子版ISBN 9784840461894  

著編者名 山内 英子 発行年 2017 商品コード 1025881807 

【遺伝的評価に基づく治療法選択を支える】 乳がん患者の約5％を占めるHBOC。未発症保因者なのか、す
でに発症しているのか、血縁者が保因者なのか、置かれた状況により選択肢はさまざま。患者が自分の個
性に合った予防・治療法を選択できるよう支援するために必要な知識と実践ポイントをやさしくまとめた一冊。 

  

脳内環境辞典 

出版社 メディカルドゥ 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784944157648  

著編者名 高橋 良輔 発行年 2017 商品コード 1025578839 

「脳内環境辞典」は、平成23～27年度の文部科学省【新学術領域研究】に選出された京都大学大学院医学
研究科 高橋良輔教授が代表を務められた脳内環境維持機構の破綻による疾患の発症もしくは疾患との関
わり研究【脳内環境】をベースに、脳関連疾患の発症及び発症に関わる鍵分子のみを抽出し、その用語解
説と共にそれらが解明された各研究成果を1冊にまとめた最新の脳疾患研究のための用事用語辞典です。 

  
決定版脳神経疾患の病態生理ビジュアル
大事典 （Brain nursing 2017年夏季増刊(通
巻445号)） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840458719  

著編者名 高橋 淳 発行年 2017 商品コード 1025599607 

【必須の180ワードが図解ですぐ学べる】主要脳神経外科疾患の病態生理175ワードを、イラストや写真をふ
んだんに用いてわかりやすく解説。事典形式のワード解説で、空き時間にすいすい読める！ 11カテゴリーで
幅広い内容を習得できる。 

  

エキスパートの臨床知による検査値 
ハンドブック 第2版 

出版社 総合医学社 

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 9784883786541  

著編者名 中原 一彦 発行年 2017 商品コード 1025377426 

臨床の中でよく行う検査項目を厳選し、検査値の意義、病態のメカニズムだけでなく、“エキスパートの臨床
知”を掲載し、研修医・看護師・臨床検査技師など多くの医療者の臨床に役立つ内容になっています。 
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ハイリスク患者のがん薬物療法ハンドブック 
 ―多様化・複雑化する患者への治療戦略
を身につける― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥14,190 

同時3アクセス(本体) ¥28,380 

冊子版ISBN 9784758118149  

著編者名 安藤 雄一 発行年 2017 商品コード 1025376250 

心疾患合併、PS不良、うつなど、多様化する患者の背景にあったがん薬物療法の進め方を、１冊に凝縮。
「注意すべき薬物相互作用は？」「既往症とがんのどちらの治療を優先するか？」などの疑問に、現場目線
で解説。 

  がん化学療法レジメンハンドブック ―治療現
場で活かせる知識・注意点から服薬指導・副
作用対策まで = Treatment regimens for 
cancer chemotherapy―改訂第5版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥15,180 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784758118057  

著編者名 遠藤 一司 発行年 2017 商品コード 1024775792 

抗がん剤の投与スケジュールや注意点が一目でわかる大好評書、新薬を大幅追加し全面改訂！前投薬や
投与速度、輸液量を含めたレジメンのほか、副作用、服薬指導、調製法も掲載。がん治療に携わる全スタッ
フ必携！ 

  
がん治療のための緩和ケアハンドブック 
 ―症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛薬の
使い方から心のケアまで― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784758118033  

著編者名 吉田 健史 発行年 2017 商品コード 1024195405 

「くり返す痛み，適切な処方は？」「言いづらいこと，どう切り出す？」薬の使い方に加え，つらさを癒す声かけ
やICの具体例が満載！ポケットに入れて持ち運べるオピオイド等力価換算表付き！ 

  
新生児の皮膚ケアハンドブック 
 ―アセスメントのポイントとスキントラブル
への対応がわかる!― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,128 

同時3アクセス(本体) ¥9,768 

冊子版ISBN 9784840440783  

著編者名 八田 恵利 発行年 2013 商品コード 1024399158 

新生児の皮膚トラブルに対する対処方法と予防策について、たくさんの写真とイラストを用いて紹介します。
トラブル解決の手順を示すチャートや、使えるグッズ・ケア用品一覧も掲載。 

  複雑症例のポイントがわかる! （症例から学ぶ
インターベンショナリストのための心臓CT活
用ハンドブック / インターベンショナリストのた
めの心臓CT研究会著 応用編） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥17,600 

冊子版ISBN 9784840457866  

著編者名 メディカ出版 発行年 2016 商品コード 1024254272 

複雑症例を中心に心臓CT所見を術者自らが解析。心臓CTを冠動脈狭窄の診断だけに活用するのではなく、
PCIを行う前から冠動脈造影のみでは予測困難なリスクを評価・回避する治療的戦略が立てられるよう解説
する。 

  

心不全 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

冊子版ISBN 9784765316729  

著編者名 金芳堂 発行年 2016 商品コード 1023648689 

心エコー図学を極めた専門家らが、心不全の捉え方から、評価法、病型と心エコー所見、非薬物治療まで、
ポイントを押さえわかりやすく解説する。WEBで動画を閲覧できるサービス、切り取り式の心エコー基準値表
付き。 
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CPX・運動療法ハンドブック 
 ―心臓リハビリテーションのリアルワールド― 
改訂3版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,050 

同時3アクセス(本体) ¥34,100 

冊子版ISBN 9784498067165  

著編者名 中外医学社 発行年 2015 商品コード 1022252415 

心肺運動負荷試験(CPX)に必要な準備を具体的に説明するほか、心疾患患者を対象にしたパラメータの総
合的解釈法、運動処方、様々な状態の患者に対する運動療法の実際について解説。運動中の病態を詳細
に記述した改訂3版。 

  

小児の予防接種ハンドブック 

出版社 総合医学社 

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 9784883786374  

著編者名 総合医学社 発行年 2016 商品コード 1022469889 

日常の小児科診療で最もよく質問される分野の一つである予防接種について、Q&A形式を用い、わかりや
すく解説する。予防接種をめぐって2012年以降にわが国で起きたすべての変化に対応。 

  

人間ドック健診フォローアップハンド 
ブック 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,196 

同時3アクセス(本体) ¥18,392 

冊子版ISBN 9784498012134  

著編者名 中外医学社 発行年 2014 商品コード 1018937766 

健診・人間ドックのフォローアップに関する最新の知見を網羅したハンドブック。実際の健診の現場で活躍し
ているエキスパートが、すぐに役立つプラクティカルな内容を解説する。ガイドラインの改訂に対応した改訂2
版。 

  

プライマリ・ケア医のためのLUTS診療
ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,196 

同時3アクセス(本体) ¥18,392 

冊子版ISBN 9784498064225  

著編者名 中外医学社 発行年 2014 商品コード 1018937778 

LUTS(下部尿路症状)について、プライマリ・ケアに必要最低限の知識を紹介。初診で何に気を付けてどこを
診るのか、専門医への適切な引き継ぎや連携、プライマリ・ケア医ができる治療などを解説する。 

  

ダーモスコピー・ハンドブック 

出版社 学研メディカル秀潤社 

同時1アクセス(本体) ¥38,764 

同時3アクセス(本体) ¥116,292 

冊子版ISBN 9784879622877  

著編者名 学研メディカル秀潤社 発行年 2005 商品コード 1019980288 

ダーモスコピーは肉眼観察と顕微鏡観察の中間に位置する、第３の診察手段。実際に目に入る所見の解析
の仕方を学んでから、疾患・症例に進む構成。※この電子書籍にはCD-ROMの内容は附属しておりません。 

  

筋疾患診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥15,488 

同時3アクセス(本体) ¥30,976 

冊子版ISBN 9784498228085  

著編者名 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1018937730 

筋疾患について学びたい研修医、若手の医師などを対象に、現在第一線で研究や診療に活躍している先生
たちが、最新の研究動向を含む総論的な知識から臨床現場で役立つ実際の診断・治療に関わる各論的知
見までを解説する。 
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腎臓病実験法ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥12,584 

同時3アクセス(本体) ¥25,168 

冊子版ISBN 9784498124943  

著編者名 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1018937732 

腎臓病研究や基礎研究に関わる専門家による、具体的でわかりやすい腎臓病実験法の解説書。培養細胞
操作法、遺伝子関連実験操作法、蛋白関連実験操作法に分け、実験法ごとに目的、準備するもの、方法と
手順、ポイント等を示す。 

  

MRのためのCKDハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥2,904 

同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784498076662  

著編者名 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1018937741 

国内外ともに注目されているCKD(慢性腎臓病)についての基礎知識を解説し、疾患ごとにその病態、診断、
薬物療法などを紹介する。簡単な予習・復習に活用できるセルフチェックのコーナーも収録。 

  
透析患者のくすりカラー大事典 ―服薬指導
の強い味方! : ナース必携―（透析ケア 
2015年冬季増刊(通巻285号)） 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840451529  

著編者名 メディカ出版 発行年 2015 商品コード 1019533258 

多彩な合併症を抱えているため、多くの薬を服用している透析患者。透析室スタッフに向け、透析患者が有
効かつ安全にくすりを飲むための服薬指導に役立つよう、透析患者のくすり245製剤を写真つきで紹介する。 

  

先天性心疾患 = Congenital heart disease 
 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315869  

著編者名 金芳堂 発行年 2013 商品コード 1018600612 

先天性疾患の代表的なものについて、病態から諸検査、治療法、心エコー所見まで、写真・図表を多用し、
丁寧にわかりやすく解説する。区分診断法も詳解。掲載図に対応・関連した動画をサイトで閲覧できる。 

  

心筋・心膜疾患 = Myocardial and 
pericardial disease （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765316224  

著編者名 金芳堂 発行年 2014 商品コード 1018600622 

心筋・心膜疾患における心エコー検査の役割を概説した後、各疾患の病態生理や治療法、心電図、胸部レ
ントゲン、心エコー所見、検査の進め方などについてわかりやすく解説する。WEBで心エコー症例の動画を
閲覧できる。 

  

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

出版社 金芳堂 

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 9784765316446  

著編者名 金芳堂 発行年 2015 商品コード 1018600639 

脳梗塞、大動脈瘤・大動脈解離、腎動脈狭窄症などのエコーの撮り方や評価、検査の進め方などについて
わかりやすく解説する。血管エコーの動画を閲覧できるQRコード付き。 
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ウイルス性皮膚疾患ハンドブック  
（皮膚科臨床アセット : 診る・わかる・治す 3） 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥31,460 

同時3アクセス(本体) ¥47,190 

冊子版ISBN 9784521733401  

著編者名 中山書店 発行年 2011 商品コード 1018044853 

最新の皮膚科学を日常診療に直結する視点に立ってわかりやすく解説。3は、オーソドックスな感染症から
最新トピックスに至るまで、皮膚に関わるウイルスを幅広く取り上げる。 

  
産科救急ハンドブック 
 ―『産科危機的出血への対応ガイドライン』
に基づく管理法― 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784883788095  

著編者名 総合医学社 発行年 2010 商品コード 1016411578 

最新の止血法やＤＩＣの治療法としての輸血法を「産科危機的出血への対応ガイドライン」をふまえて解説す
る一方、妊産婦死亡につながる各疾患の治療法を病態から捉えて詳述する。 

  放射線被ばくへの不安を軽減するために ―
医療従事者のためのカウンセリングハンド
ブック : 3.11.南相馬における医療支援活動の
記録― 

出版社 メディカルドゥ 

同時1アクセス(本体) ¥9,570 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784944157693  

著編者名 メディカルドゥ 発行年 2014 商品コード 1016411973 

東日本大震災後、福島県南相馬市において、被ばく不安におびえる住民へのカウンセリングを行ってきた著
者らが、その活動を紹介し、カウンセリングの考え方と方法をまとめる。Q&A、参考資料なども収録。 

  

新生児内分泌ハンドブック = Handbook 
of neonatal endocrinology  改訂2版 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784840449618  

著編者名 メディカ出版 発行年 2014 商品コード 1016382677 

疾患に深く関与することが明らかになり、新生児の内分泌異常は即座の臨床的対応が求められている。こ
の領域の第一人者が、新生児内分泌の基礎知識から、臨床に役立つ知識まで丁寧に解説する。 

  
CPX・運動療法ハンドブック 
 ―心臓リハビリテーションのリアルワールド― 
 改訂2版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784498067059  

著編者名 中外医学社 発行年 2011 商品コード 1016393457 

心肺運動負荷試験と運動療法の実際をリアルに解説したテキスト。今回の改訂では、全体の記述を見直す
と共に、AE310Sの使い方と略語集を付して実践的な内容とした。 

  

冠動脈疾患 = Coronary artery disease 
 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765316149  

著編者名 金芳堂 発行年 2014 商品コード 1016411947 

冠動脈疾患の病態生理から、負荷心エコー、冠動脈エコー、冠動脈バイパス術前後のグラフト血管の評価ま
で、わかりやすく解説する。掲載図に対応・関連した動画をサイトで閲覧できる。綴込付録「冠動脈の走行と
支配領域」付き。 
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パーフェクトガイド検査値事典  第2版 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784883788743  

著編者名 総合医学社 発行年 2014 商品コード 1016125313 

約700種類のあらゆる臨床検査項目を収載した、検査値事典の決定版。1ページに1項目をコンパクトにまと
め、判定のポイントやピットフォール、異常値を示す病態のメカニズムも表示。 

  

診断に直結する検査値の読み方事典 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784883788729  

著編者名 総合医学社 発行年 2014 商品コード 1015986534 

日常臨床での必須項目を厳選し、メカニズムを通して実際どのように疾患の診断・治療に結びつけていくの
かわかるように編集。検査値を解釈する際の注意点や、疾患のフォローアップでの留意点などにも触れる。 

  

新生児緊急搬送ハンドブック 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,122 

同時3アクセス(本体) ¥16,302 

冊子版ISBN 9784840440622  

著編者名 メディカ出版 発行年 2012 商品コード 1015854036 

新生児緊急搬送運営の仕組みと組織、地域ネットワーク、搬送医療の質の確保と向上などについて解説。さ
らに新生児搬送のノウハウを病態別・シチュエーション別に示し、新生児搬送に役立つ鑑別診断フロー
チャートも取り上げる。 

  

心臓聴診エッセンシャルズ  
（心エコーハンドブック 別巻） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315388  

著編者名 金芳堂 発行年 2012 商品コード 1013988088 
様々な検査方法が現れ、心臓病診断に役立てられる時代となった。そのようななか、特別な機械を必要とせずコストも低
い「聴診」が見直されつつある。とはいえ、現在の医学教育で聴診に当てられる時間は少なく、講習会などで聴診の技術
を高めるほかないのが現状である。 本巻は、上記のような背景をふまえ、心エコー図時代においてもなお聴診は重要で
あるという考えのもと、心エコーハンドブックシリーズの別巻として企画された。 

  

心臓弁膜症 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315319  

著編者名 金芳堂 発行年 2012 商品コード 1013988087 

大動脈弁狭窄、僧帽弁逆流、三尖弁膜症など、心臓弁膜症の心エコー検査のポイントを解説。各疾患の病
因・症状・身体所見・重症度評価なども掲載する。検査の流れや治療指針をコンパクトにまとめたメモ欄付き
の冊子を収録。 

  
超音波検査テクニック超明解 
 ―ひとめでわかる全身部位別・疾患別 
早引きハンドブック― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥18,502 

同時3アクセス(本体) ¥24,882 

冊子版ISBN 9784840437080  

著編者名 メディカ出版 発行年 2011 商品コード 1013996697 

日常検査において比較的よく遭遇する疾患や、まれな疾患の中でも特徴的な超音波所見が得られる疾患を
取り上げ、写真とそこから得られる超音波所見、超音波検査士の経験からのアドバイスを掲載。 
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インターベンショナリストのための心臓
CT活用ハンドブック ―症例から学ぶ― 

出版社 メディカ出版 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥17,600 

冊子版ISBN 9784840445252  

著編者名 メディカ出版 発行年 2013 商品コード 1013996699 

術前から術中まで、CTをフル活用した心臓CT症例集。CAG前からのPCI治療戦略構築、術中の手技・デバ
イス選択、リスク回避など、PCIの疑問点・問題点を補う情報を収録。 

  

放射線部門の地震対策ハンドブック 

出版社 医療科学社 

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 9784900770416  

著編者名 医療科学社 発行年 1995 商品コード 1014051764 

災害時における検査中の患者の安全確保，および救急医療時の機器の正常作動への取り組みを考える。 

  

循環器内科医のための災害時医療 
ハンドブック 

出版社 日本医事新報社 

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 9784784954605  

著編者名 日本医事新報社 発行年 2012 商品コード 1012910098 

大震災などの発生時、被災地は急性期災害診療から中長期の医療体制の確保、慢性疾患への対応、保健
衛生問題へと焦点が刻々と変化します。その時どうすればいいのかがわかる 

  

必修臨床研修歯科医ハンドブック  第2版 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784263456392  

著編者名 医歯薬出版 発行年 2010 商品コード 1012788918 

歯科医師臨床研修に最適のハンドブック。研修の心構え、医療保険制度の仕組み、診査・診断・処置方針、
基本的な治療の手技、小児の歯科治療、事故と対策など、必要な知識を網羅し解説。平成２２年度診療報
酬改定対応。（書籍版付録のDVDビデオはついておりません） 

  

基礎と撮り方 （心エコーハンドブック） 

出版社 金芳堂 

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 9784765315111  

著編者名 金芳堂 発行年 2012 商品コード 1011618782 

現在の循環器医療に欠くことのできない心エコー検査の基礎知識と撮り方の実際、ルーチン検査の進め方
と計測の手順などを心エコー像や図表とともに解説する。切り取って使える「依頼目的フローチャート」付き。 

  

健康食品・中毒百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784621078402  

著編者名 丸善出版 発行年 2007 商品コード 1008060868 

健康食品は医薬品と違い安全で副作用がないと一般に広く信じられているが、何を安全の目安とすればよ
いのか？ 学術雑誌に発表された１０００編を超す論文を引用し、健康食品の摂取による健康被害事例を紹
介する。 
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精神科治療薬ハンドブック 改訂7版 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥17,160 

同時3アクセス(本体) ¥34,320 

冊子版ISBN 9784498129900  

著編者名 中外医学社 発行年 2017 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！ 

  

薬剤禁忌ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥11,616 

同時3アクセス(本体) ¥23,232 

冊子版ISBN 9784498117129  

著編者名 中外医学社 発行年 2018 商品コード 1029532076 
医薬品の禁忌項目には細心の注意を払うべきだが，膨大な薬品数があるなか，それぞれの禁忌を調べるのは大変な労
力を要する．本書では，添付文書よりさらに厳密に記載されている「医薬品インタビューフォーム」を精読し，整理・分類し
て1冊にまとめあげた．薬剤は厚労省が開示するNDB資料にあるものを基本に掲載．資料にないものも重要な薬は収載し
た．薬剤処方時の煩わしい禁忌チェックから解放される，福音となる1冊だ． 

  
認知症の薬物治療 
 ―コウノメソッド処方テクニック―改訂版
（認知症ハンドブック 2） 

出版社 フジメディカル出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784862701633  

著編者名 フジメディカル出版 発行年 2018 商品コード 1028304181 

●アリセプト処方のさじ加減と注意点を国内で最初に説いた解説本、その改訂版がついに上梓。コウノメソッ
ド構築のきっかけともなった歴史的な1冊を大幅に改訂●介護者・家族の手に負えない認知症患者を落ち着
かせ、家族に笑顔をもたらす驚きの処方テクニックの神髄を85の症例とともに紹介 

  

ステロイドの選び方・使い方ハンドブック 
改訂第3版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥14,190 

同時3アクセス(本体) ¥28,380 

冊子版ISBN 9784758118224  

著編者名 羊土社 発行年 2018 商品コード 1027296276 

「ステロイドの実用書といえばこの1冊」の大好評書が改訂！具体的な処方例・幅広い疾患の解説などいいと
ころはそのままに、内容のアップデートを行い、新規項目を追加。対応疾患は48！さらに充実の１冊に。 
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薬用植物辞典 

出版社 エヌ・ティー・エス 

同時1アクセス
(本体) 

¥59,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥89,100 

冊子版ISBN 9784860434168  

著編者名 エヌ・ティー・エス 発行年 2016 商品コード 1023699196 

機能性食品開発者、医薬系研究者、ハービスト、アロマテラピスト、家庭でハーブを利用
する方全ての方に送る「薬学植物」の知識を集約した至極の一冊!。 
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漢方薬副作用百科 
 ―事例・解説・対策・提言― 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621089262  

著編者名 丸善出版 発行年 2014 商品コード 1024680197 

漢方薬は西洋薬に比べ副作用が少ないように思われがちですが、実際には様々な副作用の事例が報告さ
れています。 本書は、そのような副作用がなぜ起こるのか、またそれを防ぐための対策などを、多数の事例
とともにまとめたもので、わが国で初めての副作用のレファレンスです。漢方薬を処方する医師・薬剤師はも
とより、漢方薬を飲んでいる患者の方々にも役立つ一冊です。 

  

日本漢方典籍辞典 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784469012620  

著編者名 大修館書店 発行年 1999 商品コード 1022296129 

日本の漢方典籍七〇七書を収録。五十音順に配列。すべての漢方典籍に適切な本文図版を付す。図版は
書誌鑑定の有力な資料ともなる。解説は、著者（略伝も盛り込む）、成立年、刊年、書名の異称、内容等の諸
情報に加え、現代ないし過去における評価・著名度・影響力、歴史的価値に及ぶ。巻頭に日本漢方略史であ
る「漢方医学の受容と変遷」を収載。 

  

精神科のくすりハンドブック 第2版 

出版社 総合医学社 

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 9784883786398  

著編者名 総合医学社 発行年 2016 商品コード 1022469891 

向精神薬および関連の薬剤を9つのジャンルに分けて、薬剤の特徴、薬理作用、適応、処方の実際、副作用、
おもな類似薬との使い分け、服薬指導のポイントを解説し、専門医からのアドバイスも掲載する。 

  

NSAIDsの選び方・使い方ハンドブック 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥9,460 

同時3アクセス(本体) ¥18,920 

冊子版ISBN 9784758106870  

著編者名 羊土社 発行年 2010 商品コード 1016391727 

どの薬を何錠、何日間？ 疾患別解説と症例紹介で、処方薬の使い分けまでがわかる。副作用への対応・
回避法まで、ＮＳＡＩＤｓ（非ステロイド性抗炎症薬）のすべてを網羅したハンドブック。 

  

ステロイドの選び方・使い方ハンドブック  
改訂版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥9,460 

同時3アクセス(本体) ¥18,920 

冊子版ISBN 9784758117067  

著編者名 羊土社 発行年 2011 商品コード 1016391726 

ステロイドの基本的な考え方と使用の根拠から、疾患別の処方とコツまでを、豊富な処方例とケーススタディ
を交えてまとめたハンドブック。無効例や減量・中止、処方変更、副作用対応など「次の一手」も具体的に解
説する。 

  

精神・神経の治療薬事典 2014-'15  
―専門医からのアドバイス― 

出版社 総合医学社 

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 9784883788606  

著編者名 総合医学社 発行年 2013 商品コード 1016125314 

医療従事者向けの本格的な精神科治療薬事典。各章ごとに総論を掲載し、各論では日常投薬される151薬
剤を網羅。薬理、適応、処方の実際、類似薬との使い分け、服薬指導、専門医からのアドバイスなどがひと
目でわかる。 
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50音順・商品名でひける治療薬事典 

出版社 総合医学社 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784883788101  

著編者名 総合医学社 発行年 2010 商品コード 1013840093 

約２１００の薬剤を商品名５０音順にまとめた医療関係者のための事典。注意事項、適応、用法・用量、禁忌、
相互作用、副作用など各種情報のほか、「患者モニターのポイント」「患者・家族へのアドバイス」も掲載。 

  
ライフサイエンス試薬活用ハンドブック 
 ―特性,使用条件,生理機能などの重要
データがわかる― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥24,640 

冊子版ISBN 9784758107334  

著編者名 羊土社 発行年 2009 商品コード 1013803209 

バイオ研究試薬約７００品目の性質や保存・調製法、取り扱いの注意や生理的意義、さらには関連物質など
について記したハンドブック。「生物学的作用および用途別試薬」「無機化合物」「有機化合物」の３部構成。 

  

薬の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥60,500 

同時3アクセス(本体) ¥121,000 

冊子版ISBN 9784254101782  

著編者名 朝倉書店 発行年 2001 商品コード 1011798890 

総論で、薬の成り立ちから区分、働き、安全性などを幅広く解説し、各論では各疾患別の治療薬を取り上げ
る。薬学・医療関係者だけでなく、広く一般の人々にも理解できる「薬」の総合事典。 

  

和漢薬の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥50,600 

同時3アクセス(本体) ¥101,200 

冊子版ISBN 9784254340082  

著編者名 朝倉書店 発行年 2002 商品コード 1011798901 

和漢薬（生薬）を有効かつ安全に処方・服用できるよう薬種別に解説。出典、基源、産地、成分、薬理作用、
臨床応用、処方例、用法・用量、同類生薬等を掲載し図も多用した事典。 

  

医薬品開発部員のための和英/英和・
翻訳辞典  改訂2版 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784765315005  

著編者名 金芳堂 発行年 2011 商品コード 1011618770 

外国企業と共同で開発を行っている製薬会社や外資系製薬会社の研究・臨床開発部員などの日常業務に
役立つ翻訳辞典。和英辞書・英和辞書・英語表現参考文例集の3部構成で、約3400単語を収録。新用語を
追加した改訂2版。 
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メディカルスタッフのための白血病診療
ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥11,616 

同時3アクセス(本体) ¥23,232 

冊子版ISBN 9784498225084  

著編者名 中外医学社 発行年 2017 商品コード 1028499644 

多職種が遅滞なく連携しながら質の高い白血病診療を遂行するためには、診療に関わるスタッフ全員が白
血病の診療に関する一定水準の知識を共有しておく必要があります。本書では看護師をはじめとした医療ス
タッフに役立つ白血病診療の基本知識、最新の治療法や治療成績、移植医療や化学療法の知識など現場
で求められる情報を精選し、第一線のエキスパートが解説しました。 

  

看護英語ハンドブック 

出版社 東京医学社 

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 9784885632129  

著編者名 東京医学社 発行年 2012 商品コード 1027261599 

日常医療現場で必要不可欠と思われる英語を、病院、人体、看護、診療録・カルテ、医学検査、診断、治療
の７分野に分けて収録。病院でよく使われる看護師の英会話、略語集、英語索引も掲載。 

  

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 

出版社 金芳堂 

同時1アクセス(本体) ¥8,140 

同時3アクセス(本体) ¥12,210 

冊子版ISBN 9784765317245  

著編者名 金芳堂 発行年 2017 商品コード 1026556789 

臨地実習は看護師養成の課程において必須の事項であり，看護実践能力を育てるうえでもっとも効果的な
教育技法である．本書は，臨地実習に関する数少ない指導書であり，カリキュラムに則った考え方と実際の
進め方，評価方法など，その基本を網羅している．実際に使われている評価表などの資料が多いので参考
になり，指導者，教員にとっては必携の一冊といえる． 

  
ナースのための検査値・数式&モニター
心電図ポケット事典 
 ―臨床で知りたいことがまるわかり!― 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥7,480 

冊子版ISBN 9784426606442  

著編者名 ユーキャン 発行年 2014 商品コード 1018822826 

特に現場での使用頻度が高い検査値・数式・心電図について、その扱い方を分かりやすく解説したポケット
事典。検査値編では疾患別ケアのポイントを紹介し、心電図編ではナースがとるべき対応をチャートで示す。 
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看護学大辞典  第6版 

出版社 メヂカルフレンド社 

同時1アクセス
(本体) 

¥26,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784839214784  

著編者名 メヂカルフレンド社 発行年 2013 商品コード 1013997219 

看護学および基礎・臨床医学、保健医療、介護・福祉、医療情報学など、看護の実践、研
究、学習に必須の用語を簡潔・明解に解説。理解の助けとなる図表・写真を必要に応じて
収載する。欧文索引も充実。 
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ナースのための人体解剖&看護用語・
略語ポケット事典 
 ―臨床で知りたいことがまるわかり!― 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784426606459  

著編者名 ユーキャン 発行年 2014 商品コード 1018822827 

カンファや看護記録でよく使う人体解剖と看護用語・略語をまとめた事典。人体解剖編では筋・骨・内臓各部
位等のみやすい解剖図を掲載し、看護用語・略語編ではわかりにくい用語・略語等を50音順に収録する。 

  

最新看護用語辞典  第7版 

出版社 メヂカルフレンド社 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784839212445  

著編者名 メヂカルフレンド社 発行年 2003 商品コード 1016400478 

看護や治療、疾患に関する事項に加え、介護、社会保障領域について大幅に充実させた看護用語辞典。巻
末には単位記号、臨床検査基準値、略語集を収載。８６年刊に次ぐ第７版。 

  

看護に役立つ疾患・症候事典 
 ―病態がわかるケアがわかる― 

出版社 メヂカルフレンド社 

同時1アクセス(本体) ¥20,900 

同時3アクセス(本体) ¥52,250 

冊子版ISBN 9784839213893  

著編者名 メヂカルフレンド社 発行年 2008 商品コード 1013997220 

現在はチーム医療の時代である。疾患を２２領域、症候を１２領域に分け、それぞれ病態生理や診断・治療
に関する高度で最新の知識を平易に解説。併せて、その疾患や症候に対する看護のポイントを加える。 
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管理栄養士・栄養士のための困りごと
相談ハンドブック 

出版社 新日本法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥13,090 

冊子版ISBN 9784788277816  

著編者名 新日本法規出版 発行年 2013 商品コード 1015561831 

養指導や給食管理など、日常業務で頼りになる一冊！ ◆管理栄養士・栄養士から寄せられる業務上の相
談事例を幅広く取り上げ、対応・予防のポイントを掲げたうえで、具体的な方法をわかりやすく解説していま
す。 ◆より専門性を高められるよう、熟練者のノウハウや法的な注意点を「先輩管理栄養士からのアドバイ
ス」や「弁護士からのアドバイス」として適宜掲げています。 

  

食品添加物事典  新訂第1版 

出版社 食品化学新聞社 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784916143174  

著編者名 食品化学新聞社 発行年 2009 商品コード 1014015231 

個々の食品添加物について主な用途、性質、使用方法などをわかりやすく解説。 

  

新食品分析ハンドブック 

出版社 建帛社 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784767960814  

著編者名 建帛社 発行年 2000 商品コード 1013381983 

最新の分析技法，分析機器，データに基づいて，水分・タンパク質・脂質・無機質・ビタミン等の定量分析をは
じめ，各種食品の適性試験，官能試験検査法等をコンパクトにまとめた関係者必携のハンドブック。 

  

栄養・生化学辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥63,800 

同時3アクセス(本体) ¥127,600 

冊子版ISBN 9784254430752  

著編者名 朝倉書店 発行年 2002 商品コード 1011798902 

栄養学領域の用語について、基本的事項である定義を中心に五十音順に配列し、必要な情報を一冊に簡
潔にまとめた辞典。巻末には充実した英和索引を収録。 

  

食品安全ハンドブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥77,000 

同時3アクセス(本体) ¥115,500 

冊子版ISBN 9784621081822  

著編者名 丸善出版 発行年 2010 商品コード 1009767740 

本書「食品安全ハンドブック」では、大きな変化に直面している食品の安全性評価や安全性対策の方法と実
際を知るために書かれたものです。各項目とも、大学・公的機関や食品企業の研究者など各分野の専門家
によって、最新の事例・知見に基づき執筆されておりますが、理論、実務いずれにも偏らないようにバランス
を考慮し、使えるハンドブックを目指しました。 
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プロ野球語辞典 
 ―プロ野球にまつわる言葉をイラストと 
豆知識でカッキーンと読み解く― 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥3,080 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784416517178  

著編者名 誠文堂新光社 発行年 2017 商品コード 1028388813 

イラスト、写真を交えて初心者にもやさしく、コアなファンも楽しめる、新しいスタイルの野球用語辞典！ 

  

Yoga大百科 【動画付】 

出版社 医学映像教育センター 

同時1アクセス(本体) ¥23,375 

同時3アクセス(本体) ¥35,062 

冊子版ISBN 9784862431769  

著編者名 医学映像教育センター 発行年 2007 商品コード 1025880121 

女性の間で人気のヨーガですが、これまでの書籍は初心者向けが多く、中級者以上を対象とした書籍は見
当たりません。そこで、ヨーガ上級者やインストラクター向けの詳細な解説書として、200以上のポーズを3方
向から撮影したDVDブックを作成しました。細かい点を確認して、より一層スキルに磨きをかけてみません
か？ 

  

日本スポーツ事典 1964-2005 
 ―トピックス― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784816919855  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2006 商品コード 1024896499 

東京オリンピックの1964年からセ・パ交流元年の2005年まで、日本スポーツ界の出来事を年月日順に一覧
できる。プロ・アマ問わず、大会記録、通算記録、引退や新団体設立などの主要なトピックを幅広く収録し、
記憶に残るシーン、気になることば・テーマをコラム記事で解説。巻末に便利な「競技別索引」「人名索引」付
き。 

  

最新サッカー用語大辞典 
 ―世界の戦術・理論がわかる!― 

出版社 マイナビ 

同時1アクセス(本体) ¥4,070 

同時3アクセス(本体) ¥10,175 

冊子版ISBN 9784839953744  

著編者名 マイナビ 発行年 2014 商品コード 1022133916 

サッカー界のトレンドは、ＦＩＦＡワールドカップを中心に、世界の主要大会が開催される毎に移り変わっていき
ます。技術や戦術が進化し、その潮流が変われば、ゲームの局面やテクニックのポイントを説明する言葉も
変化していきます。本書は、日々、そんなサッカーの戦術、技術、ルール、トレーニング等に関連した、さまざ
まな「専門用語」を図解によって詳細に紹介していくものです。 
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スポーツ 

  

日本武術・武道大事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥21,560 

同時3アクセス
(本体) 

¥32,340 

冊子版ISBN 9784585200321  

著編者名 勉誠出版 発行年 2015 商品コード 1018441812 

古流剣術・柔術から近現代の武道まで、諸流派と関連人物を網羅的に集成した大事典。
主要武術の総合的な流れがわかるように工夫し、人物伝に関しては、現時点における専
門書・事典のなかで、最新のものを記述する。 
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こどものスポーツ障害診療ハンドブック 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥18,700 

同時3アクセス(本体) ¥37,400 

冊子版ISBN 9784498073128  

著編者名 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1016393447 

医師やメディカルスタッフが、こどものスポーツ障害を的確に診断し、適切な治療を行うことをサポートするハ
ンドブック。上肢・下肢・脊柱におけるスポーツ障害・外傷について、イラストや写真を用いてビジュアルに解
説する。 

  

スポーツ基礎数理ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥41,800 

同時3アクセス(本体) ¥83,600 

冊子版ISBN 9784254690354  

著編者名 朝倉書店 発行年 2000 商品コード 1011798894 

スポーツ科学・身体運動科学を学ぶために必要となる数学と力学の重要な定理・公式・法則を網羅するとと
もに、数学と力学の考え方や、物理学者たちがどのように力学の諸概念を形成していったかを解説する。 

スポーツ 

Maruzen ebook Libraryなら 動画も便利です！ 
 Maruzen eBook Libraryからの 

  動画の閲覧が可能に！ 
動画コンテンツの配信を開始しました！ 

ご好評！ 
 

新規コンテンツが 
 

続々リリース！ 

医学映像教育センターキャンペーン 
延長2020年3月まで！ 
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PT臨床ハンドブック 
 ―ポケット版―第2版 

出版社 三輪書店 

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 9784895905145  

著編者名 三輪書店 発行年 2015 商品コード 1018717646 

理学療法士が「質の高い医療・リハビリテーション」を提供するために必要な知識を解説したハンドブック。各
疾患群における具体的な理学療法の展開を説明し、臨床現場でのキーワードも掲載。チェックリストつき。 

  

理学療法ハンドブック 
 ―ケーススタディ― 

出版社 協同医書出版社 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784763910127  

著編者名 協同医書出版社 発行年 1994 商品コード 1018720145 

理学療法の基礎、運動療法、物理療法の３部から構成され、小児から老人までの理学療法を対象とする主
要な疾患について全般的に解説されている。 

  

新人理学療法士のための研修ハンド
ブック 

出版社 協同医書出版社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784763910189  

著編者名 協同医書出版社 発行年 1997 商品コード 1016423794 

従来、充分に整備されていなかった理学療法士の研修ハンドブック。業務の理解から評価技術の向上、患
者の治療、報告書の作成とカンファランス、研究の進め方までを、実際のプログラムをもとにして解説。 

  

OT臨床ハンドブック 
 ―ポケット版― 増補版 

出版社 三輪書店 

同時1アクセス(本体) ¥10,340 

同時3アクセス(本体) ¥15,510 

冊子版ISBN 9784895902878  

著編者名 三輪書店 発行年 2007 商品コード 1014041969 

病院に勤務する作業療法士のために、身体障害領域の比較的対象とすることの多い疾患別に、主な評価の
項目の点検や、アプローチの手がかり、ヒントとなる視点を中心にまとめたハンドブック。 
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リハビリテーション 

  

リハビリテーション医学大辞典 

出版社 医歯薬出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥27,390 

同時3アクセス
(本体) 

¥45,650 

冊子版ISBN 9784263216996  

著編者名 医歯薬出版 発行年 1996 商品コード 1018002659 

リハビリテーション専門用語はもちろん、それを取り巻く広い領域の関連用語約１５０００
語を収載。必要な用語と外国語表記解説がこの一冊で得られる、本格的な大辞典。 
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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 

寺社信仰百科 中山 和久 2017 9784621301227 ¥12,540  ¥18,810  1024195225 

地名由来百科 谷川 彰英 2015 9784621087619 ¥12,540  ¥18,810  1019023652 

遺跡百科 石神 裕之 2018 9784621302248 ¥12,540  ¥18,810  1027441308 

国宝/重要文化財百科 森本 和男 2018 9784621302958 ¥12,540  ¥18,810  1028063243 

妖怪伝承百科 香川 雅信 2017 9784621301586 ¥12,540  ¥18,810  1026405280 

伝統行事百科 神崎 宣武 2012 9784621085431 ¥8,360  ¥12,540  1011227119 

温泉百科 山村 順次 2015 9784621089965 ¥12,540  ¥18,810  1020083615 

乾物/干物百科 星名 桂治 2017 9784621300473 ¥12,540  ¥18,810  1024589635 

和菓子/郷土菓子百科 亀井 千歩子 2016 9784621089750 ¥12,540  ¥18,810  1020598988 

汁物百科 野崎 洋光 2015 9784621089477 ¥12,540  ¥18,810  1019315049 

肉食文化百科 成瀬 宇平 2015 9784621088265 ¥12,540  ¥18,810  1019023651 

伝統調味料百科 成瀬 宇平 2013 9784621086810 ¥8,360  ¥12,540  1014156242 

伝統食百科 成瀬 宇平 2009 9784621080658 ¥8,360  ¥12,540  1012708622 

魚食文化百科 成瀬 宇平 2011 9784621084069 ¥8,360  ¥12,540  1012708624 

こなもの食文化百科 成瀬 宇平 2012 9784621085530 ¥8,360  ¥12,540  1011492082 

花風景百科 西田 正憲 2019 9784621303795 ¥12,540  ¥18,810  1030682575 

米/雑穀百科 井上 繁 2017 9784621301821 ¥12,540  ¥18,810  1026634692 

公園/庭園百科 西田 正憲 2017 9784621301807 ¥12,540  ¥18,810  1025881783 

くだもの百科 井上 繁 2017 9784621301678 ¥12,540  ¥18,810  1025193942 

地鶏百科 成瀬 宇平 2014 9784621088012 ¥12,540  ¥18,810  1016124044 

地野菜/伝統野菜百科 成瀬 宇平 2009 9784621082041 ¥8,360  ¥12,540  1012708623 

丸善出版 

21冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥238,260 ¥357,390 

47都道府県・花風景百科 
西田 正憲 著  2019年 発行 

本書は、土地に根ざす野外の花風景に着目し、その歴史と文化の物語を
掘り起こすことを最大のねらいとした。大きく次の4分野において、全国各
地の花風景約350事例を選定。1.花見、観梅、菊花展、アジサイの名所な
ど名所・祝祭の花風景、2.フラワーパーク、公園、ヒマワリ畑などの観光・観
賞の花風景、3.リンゴ、ジャガイモ、ソバ、柑橘などの農のなりわいの花風
景、4.里地里山、海浜、湿原、高山、亜熱帯などの自然地域の花風景。 

47都道府県シリーズ  

今後も継続的に 
配信予定です! 
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■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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