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Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した 
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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.2019-525 

2019年11月 

2019年 新規配信タイトル 
科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 
 第2版 

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 9784758120975  

著編者名 児島 将康 発行年 2019 商品コード 1030682643 

「誰か添削して！」「他人の申請書を参考にしたい」という声に応えたベストセラーの姉妹書改訂版！理系文系を問わず，申請書の
実例をもとに審査委員の受け取り方と改良の仕方を丁寧に解説．添削に役立つチェックリスト付き！ 

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 

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。 

見ためと症候で探す!こどもの皮膚診療 
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 9784758118491  

著編者名 大橋 博樹 発行年 2019 商品コード 1030515280 

こどもをよく診る非皮膚科医は必携！外来でよく出会う皮膚疾患について、典型例の画像と鑑別疾患や特徴的な所見などの臨床
上のポイントを各項目の冒頭に掲載、“この症状を診たら何をすべきか？”がすぐにわかる！ 

胃癌をしっかり表そう!胃X線撮影法虎の巻  
―撮影手技を基本から応用まで段階的にマスターできる!― 

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 9784758110662  

著編者名 中原 慶太 発行年 2019 商品コード 1030590933 

胃癌の正確な診断には、精度の高い画像が必須！５段階ステップアップ方式で、胃X線撮影技術の基本から応用までマスター！ビ
ギナーからベテランまで役立つ、胃がんをきっちり撮影できるようになる本！ 

研修医のための外科の診かた、動きかた 
 ―写真と症例でイメージできる診察から基本手技・手術、 
全身管理― 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥31,680 

冊子版ISBN 9784758118521  

著編者名 山岸 文範 発行年 2019 商品コード 1030682641 

「何を診て」「どう動くか」がよくわかる外科研修の必携書！身体所見からの全身評価、腹痛の診断方法や創傷処置・止血などの基
本手技、他科でも役立つ周術期管理の知識まで。豊富な症例を参考に学べます！ 

見える!できる!気管挿管 
 ―写真・イラスト・動画でわかる手技のコツ― 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784758111201  

著編者名 青山 和義 発行年 2019 商品コード 1030361011 

＊Web動画が無料で視聴可能です。詳細は「動画視聴ページのご案内」をご参照ください。 挿管の準備・前処置から手技の実際
まで、術者目線の豊富な写真とイラストで丁寧に解説。手技のポイントが手に取るようにわかる！ビデオ喉頭鏡や声門上器具、挿管
困難対策、介助方法などの解説も充実。WEB動画つき。 

やさしくわかるカテーテルアブレーション 
同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784758107594  

著編者名 池田 隆徳 発行年 2019 商品コード 1030515282 

アブレーションは「むずかしい」と思っているあなたのための１冊！デバイスの特徴、心内心電図の見かた、治療の流れなど、まず押
さえておきたい事をやさしく解説。医師、メディカルスタッフのはじめの一歩に最適！ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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● 表示価格は税抜きです。 2019年11月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

Dr.岩倉の心エコー塾 
 ―治療に直結する考えかたと見かた― 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784758107600  

著編者名 岩倉 克臣 発行年 2019 商品コード 1030590932 

心エコーをしっかり解釈し、治療に活かしきるための考え方とテクニックをDr.岩倉が伝授！胸痛疾患の確実な鑑別のための読みこ
なし方、心不全の病態把握に欠かせない計測や評価のポイントなどがやさしくわかる。 

症例検討で身につける脳卒中の理学療法 
 ―エキスパートPTによる20症例の臨床推論と効果的な 
リハプログラム― 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784758102421  

著編者名 玉木 彰 発行年 2019 商品コード 1030831525 

代表的な20症例を厳選し、急性期、回復期、生活期に分けて解説。症例報告の形で各期ごとに重要な病態・症状、介入方法や結
果がまとめられ、エキスパートPTの理学療法が学べる。臨床力を伸ばす74の能力養成問題付き！ 

すべての診療科で役立つ栄養学と食事・ 
栄養療法 

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 9784758108980  

著編者名 曽根 博仁 発行年 2019 商品コード 1029728143 

栄養素の基本から食品学、各疾患の食事・栄養療法まですべての医師が知っておくべき知識を網羅。各分野のエキスパートによ
る系統的な解説は現場の疑問に応え、食事・栄養オーダーの悩みを払拭します！ 

非特異的腰痛のリハビリテーション  
（痛みの理学療法シリーズ） 

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 9784758102339  

著編者名 三木 貴弘 発行年 2018 商品コード 1029342116 

動画視聴が可能です。詳細は「動画視聴ページのご案内」9ぺージをご参照ください。 腰痛の原因を分類してそれぞれに適した
介入方法が学べる今までにない入門書です！評価法と治療手技を写真と動画で丁寧に解説しています。慢性化症例、治療効果
が長続きしない症例にも対応できる力が身につきます！ 

理学療法のための筋力トレーニングと運動学習 
 ―動作分析から始める根拠にもとづく運動療法― 

同時1アクセス（本体） ¥14,850 

同時3アクセス（本体） ¥29,700 

冊子版ISBN 9784758102377  

著編者名 畠中 泰彦 発行年 2018 商品コード 1029161139 

最新のエビデンスにもとづいて効果的な筋力トレーニングと運動学習を解説。動作分析から「なぜ動けないのか？」を見極め、「こう
したら動ける」を考えるための基礎理論が身につく1冊。ケーススタディと動画付き。 

The手あての医療 
 ―身体診察・医療面接のギモンに答えます― 

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 9784758118477  

著編者名 平島 修 発行年 2019 商品コード 1029973298 

“現場に出てはじめて気づく”身体診察・医療面接の疑問に、診察大好き医師たちが解答。教科書どおりにいかない「あのとき」をこ
の１冊で乗り越えて、患者に寄り添う「手あて」の医療をはじめよう！ 

短期集中!オオサンショウウオ先生の糖尿病論文 
で学ぶ医療統計セミナー 
 ―疫学研究・臨床試験・費用効果分析― 

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 9784758118552  

著編者名 田中 司朗 発行年 2019 商品コード 1030831523 

実論文4本を教材に、本物の統計力を磨く！疫学データによるモデル構築から費用効果分析まで、全26講＋演習問題で着実に学
べる。1講1講が短いのでスキマ時間に受講可能。糖尿病にかかわるすべての診療科に！ 

抗菌薬ドリル 
 ―感染症診療に強くなる問題集― 

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 9784758118446  

著編者名 羽田野 義郎 発行年 2019 商品コード 1030361012 

感染症の診断や抗菌薬の選び方・やめ方、アレルギー、感染対策など、感染症診療の基盤になる考え方が問題を解きながら楽し
く身につく！やる気をなくすほど難しくはなく、笑い飛ばせるほど簡単じゃない、珠玉の73問に挑戦しよう！ 
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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 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

生命科学と医学の最先端総合誌「実験医学」 
1983年創刊号より電子バックナンバーをご提供中！ 

商品 冊数 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実験医学 【創刊号～2018年】(Vol.1～Vol.36) 
（30％引） 

628  ¥2,614,920  ¥5,229,840  1030265403 

実験医学 【2009年～2018年】(Vol.27～Vol.36) 
（10％引） 

200 ¥1,326,600  ¥2,653,200  1030265404 

実験医学 【2014年～2018年】(Vol.32～Vol.36) 
（5％引） 

100 ¥705,375  ¥1,410,750  1030265405 

商品 冊数 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

実験医学 2018年 20 ¥148,500  ¥297,000  1030265406 

実験医学 2017年 20 ¥148,500 ¥297,000 1027880046 

実験医学 2016年 20 ¥148,500 ¥297,000 1027880045 

実験医学 2015年 20 ¥148,500 ¥297,000 1025233681 

実験医学 2014年 20 ¥148,500 ¥297,000 1023373446 

1年ごとの購入も可能です。 
5年セットで5％引、10年セットで10％引の割引価格もご用意しています！ 

✓創刊より30余年の歴史 
1983年の創刊当初より、生命科学と医学を結ぶパイオニア的雑誌として、医学・薬学・生命化学研究者や大学
院生など多くの方にご愛読いただいています。 

✓最先端の研究動向を「月刊誌」と「増刊号」で網羅 
「月刊誌」では、最新トピックを紹介する特集記事、研究生活に役立つコラムやプロトコールの連載記事を満載して
います。「増刊号」では、各研究分野の成果を30本ほどの最新レビューで完全網羅しています。 

✓クオリティの高さを維持する編集方針 
編集委員の厚いご指導のもと、最もHOTな研究分野を精力的にリサーチし、第一線で活躍する研究者の執筆原
稿によって、常に読者のニーズにこたえる編集方針を心掛けています。 
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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 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

1999年創刊号より電子バックナンバーをご提供中！ 
5年分セット購入で5％引、18年分全巻セット購入で15％引！ 

商品 冊数 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

■レジデントノート月刊 【創刊号～2016年度セット】 198 ¥888,624 ¥1,777,248 1030265407 

■レジデントノート月刊 【2012～2016年度セット】 60 ¥300,960 ¥601,920 1030265408 

レジデントノート月刊 【2016年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1030265409 

レジデントノート月刊 【2015年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1027880050 

レジデントノート月刊 【2014年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1027880049 

レジデントノート月刊 【2013年度】 12 ¥63,360 ¥126,720 1025233678 

◆ 創刊より約20年、研修医にもっとも読まれてきた研修医のための雑誌です。 
 

1999年春、研修医に真に役立つ新しい雑誌として「レジデントノート」は創刊しました。現場ですぐ
に役立つことをモットーとし、ビジュアルで斬新な誌面と分かりやすい解説で、創刊以来大変なご好
評をいただいています。 
 

◆ とことん現場主義を貫いた企画と紙面構成を目指しています。 
 

・臨床の第一線で活躍の医師らによる、日常診療で困ることに対応した実践的な「特集」記事 
・救急や病棟での診療の基本や薬の使い方、画像診断や研修医指導など、臨床のコツたっぷりの
充実した「連載」記事 
・イラスト・表を多用した、“忙しいときでも一目で重要なポイントがわかる”と定評があるレイアウト 
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