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表紙画像

分野名

電子書籍の書名

底本ISBN

そこに山があるから

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
￥12,000（+税）
学術・3アクセス
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2014年7月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／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）

臨床医学：内科系／精神医学
分 野
¥33,000(＋税)
学術・1アクセス
精神科診療データブック
¥49,500(＋税)
学術・3アクセス
9784521732213
著編者名
松下, 正明
底本ISBN
出版社
中山書店
底本発行年 2010年 商品コード 1015836561
診断基準・分類から、心理検査・評価法、向精神薬一覧、わが国の精神保健福祉まで、精神科医療におい
て不可欠な知識と技術のエッセンスをまとめたデータブック。日常の診察や医療の現場で役立つＱｕｉｃｋ Ｉｎ
ｄｅｘ付き。

分 野
レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室
―ベストティーチャーに教わる胸部X線の読 学術・1アクセス
み方考え方―
学術・3アクセス

臨床医学：一般／画像医学・超音波医学

¥9,300(＋税)
¥13,900(＋税)
9784784944200
著編者名
長尾, 大志
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015908836
初学者のための胸部画像診断の入門書。読影を始める前に知っておくべきこと、胸部X線写真および胸部
CT画像の見方と病態についてわかりやすく解説する。読影クイズも収録。

臨床医学：内科系／循環器一般
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784784964307
著編者名
佐藤, 幸人
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015839842
ガイドラインに掲載されている多くの記述の中から、プライマリケアと多職種介入チーム医療の観点より、
ジェネラリストに必要な診療指針として役立つ部分だけを、わかりやすく読めるよう企画・構成。心不全診療
について、プライマリケア向けでわかりやすい本、しかもチーム医療のことも押さえた本がない！ということ
でから、「これを読めばゼッタイ答えがみつかる」をキーワードに編集しました！「キモ」をきっちりと押さえつ
つ、きめ細やかに解説。これを読めば心不全診療のグレードアップ間違いなし！

あなたも名医!ゼッタイ答えがみつかる心不
全 ―一人でGo!チームでGo!―（jmed mook
30）

臨床医学：内科系／循環器一般
分 野
あなたも名医!パターンで把握する脂質異常
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
症治療 ―押さえておきたい処方のバリエー
ション―（jmed mook 31）
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784784964314
著編者名
寺本, 民生
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015839843
動脈硬化性疾患の危険因子の1つである脂質異常症に的を絞り、その管理や治療についてわかりやすく解
説！どんな場合に薬物治療をするか？薬剤選択はどうする？特に合併症のある場合の治療は？各病態で
の治療指針の概説にとどまらず、様々なクリニカルクエスチョンに答えつつ、実際の症例に基づいた治療指
針（薬物処方）のバリエーションを開陳！ガイドラインをどのように読み解き、具体的な管理（治療・処方）を
して行けばよいかもわかります！
分 野

インクレチン治療 ―GLP-1受容体作動薬と
学術・1アクセス
DPP-4阻害薬による新たな糖尿病治療―

臨床医学：内科系／糖尿病

¥6,600(＋税)
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784862700278
著編者名
稲垣, 暢也
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2009年 商品コード 1015824908
新たな作用の糖尿病薬として登場したインクレチン関連の特徴からポジショニングまでを第一人者の執筆
陣が詳解。インクレチン治療薬に関する最初の本格テキスト。

分 野
経腸栄養剤の種類と選択 ―どのような時、
どの経腸栄養剤を選択するべきか― 改訂 学術・1アクセス
版
学術・3アクセス

臨床医学：一般／栄養・食事療法・輸液・輸血

¥6,600(＋税)
¥9,900(＋税)
9784862700230
著編者名
井上, 善文
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2009年 商品コード 1015824909
「こういう時はこの栄養剤を使う！」。多種多様の経腸栄養剤を、いかに的確に使い分けるか。患者さんの
病態・経過に合った栄養剤の選択と変更、トラブル対処のポイントをズバリ解説しています。

2014/07/10 現在

輸液・静脈栄養の管理の実際とコツ ―カ
テーテル・ポート・輸液組成から感染対策ま
で―

臨床医学：一般／栄養・食事療法・輸液・輸血
分 野
¥8,400(＋税)
学術・1アクセス
¥12,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862700421
著編者名
井上, 善文
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2012年 商品コード 1015824910
「経腸栄養と静脈栄養の両方が理解・実践できて初めて本物の栄養管理のプロだ」と言い続ける著者が、
図や写真もたくさん使って、具体的に、誰にも理解できるように、との思いで著した渾身の書。静脈栄養の
実践的バイブルです。

分 野

PEG実践マニュアル ―造設手技から在宅ま
学術・1アクセス
で : 経皮内視鏡的胃瘻造設術―

臨床医学：一般／栄養・食事療法・輸液・輸血

¥9,900(＋税)
¥14,900(＋税)
学術・3アクセス
9784939048135
関西経皮内視鏡的胃瘻造設術研究会
底本ISBN
著編者名
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2001年 商品コード 1015824900
本邦における胃瘻（PEG）の黎明期から、いち早くその正しい手技と管理・ケアの方法の普及に取り組んだ
関西経皮内視鏡的胃瘻造設術研究会（現 関西PEG・栄養研究会）が総力を挙げて著したPEG導入・管理の
ための入門書です。

臨床医学：一般／栄養・食事療法・輸液・輸血
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862700247
著編者名
関西PEG・栄養研究会
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2009年 商品コード 1015824905
特に在宅ケア・施設ケアを担う医師とコメディカルスタッフのために、PEG（経皮内視鏡的胃瘻造設術）によ
る長期栄養管理に役立つ実際的な内容が、簡潔にわかりやすく解説されています。

PEG (胃瘻) 栄養 ―適切な栄養管理を行う
ために― 改訂版

臨床医学：一般／栄養・食事療法・輸液・輸血
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784939048487
著編者名
西口, 幸雄
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2008年 商品コード 1015824906
病態だけでなく、患者さんの介護・ケアの環境に応じたPEG器具の選択基準・使い方をどう考えるべきか。
器具のトラブルや交換・ケアに関して、在宅や施設の現場でスタッフが困っている素朴な疑問、いまさら聞
けない疑問に、専門スタッフが答えます。巻末には代表的な造設器具・交換機具・ポンプの一覧を掲載。

PEG器具の種類とマネージメント ―ケアに
おける要点とQ&A―

医療技術／リハビリテーション技術
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥9,900(＋税)
学術・3アクセス
9784939048494
著編者名
三原, 千惠
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2008年 商品コード 1015824911
嚥下障害の病態・診断・リハビリだけでなく、長期にわたる嚥下リハビリには不可欠の栄養法「PEG」につい
ても十分に頁を割きました。嚥下リハビリを必要とする患者さんの多くが、同時に栄養ルートとしてのPEGの
対象者であり、この両方を併せて論じていることが本書の最大の特徴です。

嚥下障害とPEG

臨床医学：内科系／胃・腸
分 野
¥12,600(＋税)
学術・1アクセス
¥18,900(＋税)
学術・3アクセス
9784784943821
著編者名
日比, 紀文
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2013年 商品コード 1015908834
潰瘍性大腸炎とクローン病の症例を提示。それぞれの診療上の課題を挙げ、「考えられる治療戦略」「実際
に行った治療」「結果の考察と検証」で症例を検討し、臨床の現場での実践的な知識を紹介する。

IBD診療ケーススタディ ―症例から学ぶ炎
症性腸疾患の治療戦略―

2014/07/10 現在

臨床医学：外科系／小児外科学
分 野
¥11,000(＋税)
学術・1アクセス
¥16,500(＋税)
学術・3アクセス
9784939048050
著編者名
浅田, 健蔵
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2000年 商品コード 1015824902
外科外来で求められる応急処置、いわゆる小外科・処置の実際を、基本的手技編と部位別の実際編に分
けて、治療における注意点・コツを図とともに簡便に解説しています。

小外科手術処置の実際 ―外来手術・処置
における工夫とコツ―

臨床医学：内科系／小児科学一般
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784939048234
著編者名
飯倉, 洋治
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2003年 商品コード 1015824903
小児喘息治療の問題点は何か？実際の治療法は？どうすれば防げるのか？本書は35年間にわたる臨床
経験を、元国立小児病院（現国立成育医療センター）の勤務医を中心に作成した喘息治療の新しいマニュ
アル書です。小児喘息治療に携わるすべての人に。

小児喘息治療実践マニュアル ―治療のエ
キスパートが書いた―

臨床医学：内科系／小児科学一般
分 野
¥9,300(＋税)
学術・1アクセス
¥13,900(＋税)
学術・3アクセス
9784784943883
著編者名
笠井, 正志
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015839840
小児の病歴聴取や身体所見を初めて学ぶ人、もしくは改めて最初から学びたい人のための本です。診察
シーンを、人手などいろいろと制約のある「夜間」の章と、検査などもしやすい「日中」の章に分けて解説して
います。詳細は、臓器別アプローチの章で学ぶ構成です。小児科医をめざす医師はもちろん、日常診療や
夜間救急・輪番などで小児を診察する機会のある一般内科医，小児科知識が必須の総合診療医にもおす
すめです。

HAPPY!こどものみかた

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）
分 野
¥12,200(＋税)
学術・1アクセス
新生児緊急搬送ハンドブック
¥16,400(＋税)
学術・3アクセス
9784840440622
著編者名
藤村, 正哲
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2012年 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。

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）
分 野
¥7,800(＋税)
学術・1アクセス
¥10,600(＋税)
学術・3アクセス
9784840436939
著編者名
河井, 昌彦
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2011年 商品コード 1015854038
新生児の呼吸・循環・栄養に深くかかわっている内分泌について、わかりやすく解説。新生児の医療・看護
の臨床に役立つ項目を収録し、項目のタイトルに難易度を表示する。

イラストで見る診る学ぶ新生児内分泌

分 野

新生児の症状・所見マスターブック ―みる・
学術・1アクセス
きく・わかる!― [改訂版]

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）

¥12,400(＋税)
¥16,800(＋税)
学術・3アクセス
9784840436649
著編者名
大野, 勉
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2011年 商品コード 1015854039
新生児からのサインを的確に受け取り、正しい判断とその対応ができるよう、新生児の症状・所見を解説。
また、正常としてあつかわれた新生児に隠れている病態把握や家族の不安に対するノウハウなども掲載。

2014/07/10 現在

分 野

新生児の疾患・治療・ケア ―家族への説明
学術・1アクセス
に使える! イラストでわかる―

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）

¥11,900(＋税)
¥16,300(＋税)
学術・3アクセス
9784840433310
著編者名
楠田, 聡
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2010年 商品コード 1015854040
新生児の特徴やおもな疾患・病態、治療を解説。イラストとわかりやすい表現を多用した家族のためのペー
ジと、臨床的な視点を盛り込んだ医療スタッフのためのページで構成。『ネオネイタルケア』２００５年春季増
刊を書籍化。

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）
分 野
¥9,000(＋税)
学術・1アクセス
¥12,300(＋税)
学術・3アクセス
9784840436922
著編者名
茨, 聡
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2011年 商品コード 1015854041
低酸素虚血による神経細胞障害の発症機序、脳低温療法の作用機序、冷却法・モニタリングなどの施行方
法とその効果、さらなる展開などについて、新生児・小児・成人の集中治療分野のエキスパートたちが解説
する。

新生児・小児のための脳低温療法 ―日本
脳低温療法学会公認テキスト―

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）
分 野
¥8,300(＋税)
イラストで見る診る学ぶ新生児の栄養・代謝 学術・1アクセス
¥11,200(＋税)
学術・3アクセス
9784840445726
著編者名
河井, 昌彦
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2013年 商品コード 1015854043
新生児医療に関わる医師・ナースが知っておくべき、代謝の知識をまとめた本。胎児期の栄養や発育、新
生児期の糖質・脂質・蛋白質(アミノ酸)代謝、新生児マススクリーニングなどを、イラストとともにわかりやす
く解説する。

臨床医学：内科系／小児科学一般
分 野
¥9,800(＋税)
学術・1アクセス
¥13,500(＋税)
学術・3アクセス
9784840433266
著編者名
船戸, 正久
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2010年 商品コード 1015854045
毎日の臨床でケアの実際を熟知している各分野の第一人者たちが、小児在宅医療の現況、治療の実際、
退院後の支援などについて解説したマニュアル。小児在宅療養における看取りなど、新たな視点も導入し
た改訂２版。

医療従事者と家族のための小児在宅医療
支援マニュアル 改訂2版

臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）
分 野
¥7,400(＋税)
学術・1アクセス
¥10,100(＋税)
学術・3アクセス
9784840440226
著編者名
堺, 武男
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2012年 商品コード 1015854047
新生児医療従事者の生理学と治療学の入門書。新生児の呼吸器、循環器、中枢神経、消化器、腎・泌尿
器、代謝、免疫、血液における生理的変化の一つひとつについて、イラスト、見出しなどをつけてわかりや
すく解説する。

イラストで学ぶ新生児の生理と代表的疾患
改訂2版（周産期の生理と異常 2）

臨床医学：外科系／産婦人科学
分 野
チームワークと連携強化でいのちをまもる産婦人科必修母
体急変時の初期対応 ―シミュレーションで分娩前後の母 学術・1アクセス
¥13,400(＋税)
体安全を徹底理解!―
¥18,100(＋税)

学術・3アクセス
9784840445764
著編者名
京都産婦人科救急診療研究会
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2013年 商品コード 1015854042
妊産婦の特殊な病態をふまえた蘇生アルゴリズム「京都プロトコール」や、急変対応に役立つ救急知識など
について説明するほか、母体急変への対応を、イラストや設問を交えながら解説する。切り取れるカード付
き。
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臨床医学：内科系／周産期医学（新生児学）
分 野
¥7,400(＋税)
学術・1アクセス
¥10,100(＋税)
学術・3アクセス
9784840440219
著編者名
金山, 尚裕
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2012年 商品コード 1015854046
妊娠・分娩・産褥の生理をイラストでわかりやすく解説したテキスト。妊娠のなりたちから、妊娠にともなう母
体の変化、胎児の発育、胎盤・羊水・分娩・産褥期の生理までを網羅する。メモ欄あり。

イラストで学ぶ妊娠・分娩・産褥の生理 改
訂2版（周産期の生理と異常 1）

臨床医学：外科系／産婦人科学
分 野
¥22,400(＋税)
学術・1アクセス
¥30,100(＋税)
学術・3アクセス
9784840440998
著編者名
増崎, 英明
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2012年 商品コード 1015854035
妊娠初期・中期・後期の異常、分娩・産褥の異常、母体合併症、胎児異常など、さまざまな産科領域の病態
や疾患について画像を用いて紹介する。『ペリネイタルケア』連載を書籍化。

画像で見る産科アトラス ―いつか出会う・
きっと出会う母児のハイリスク疾患―

医療技術／臨床検査技術
分 野
¥10,400(＋税)
学術・1アクセス
¥15,600(＋税)
学術・3アクセス
9784939048166
著編者名
坂崎, 利一
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2002年 商品コード 1015824904
細菌、真菌、原虫、ウイルスに大別して、最新分類に基づき535種をセレクト。各菌ごとに菌名の由来、形
態、性情、感受性（耐性）や臨床的特性をコンパクトに解説。アルファベット順記載の病原微生物辞典。

臨床医のための臨床微生物学

臨床医学：一般／臨床医学一般
分 野
¥15,000(＋税)
学術・1アクセス
¥22,500(＋税)
学術・3アクセス
9784784944071
著編者名
川越, 正平
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015908835
家庭医療学、老年医学、緩和医療学の3領域の知見を統合する形で在宅医療のエッセンスを結集。患者中
心の医療ケアを遂行する医師として地域で活躍するための道しるべとなる書。巻末にQ&Aも収録する。

在宅医療バイブル ―家庭医療学老年医学
緩和医療学の3領域からアプローチする―

臨床医学：一般／栄養・食事療法・輸液・輸血
分 野
¥20,700(＋税)
学術・1アクセス
¥31,100(＋税)
学術・3アクセス
9784862700209
著編者名
門脇, 孝
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2008年 商品コード 1015824907
抗肥満・抗メタボリックシンドロームの鍵分子「アディポネクチン」と「アディポネクチン受容体」。その発見の
ドラマから、最新の研究成果、実験法までを網羅した、アディポネクチン研究入門のための初の完全テキス
ト本です。

アディポネクチンとその受容体 ―抗生活習
慣病ホルモンの全貌―

医学一般／病院管理学
分 野
¥9,900(＋税)
学術・1アクセス
¥14,900(＋税)
学術・3アクセス
9784784954322
著編者名
原田, 裕士
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015839839
診療所経営に必要なものは知識や数字だけではありません。著者の真摯な「言葉」に耳を傾けることで、い
つのまにか疎かになっていた「大事なこと」に気づかされるでしょう。患者さんからも職員から、業者からも喜
ばれるすばらしいクリニックにしたい！そんな経営者マインドを持った院長にピッタリの一冊です。前回改訂
版に承継・閉院・再建に関する新章、診療所経営を支える各種業者へのインタビューなどを加えさらにボ
リュームアップしました。

納得そうなんだ!診療所経営 第3版
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分 野

健康・医療の情報を読み解く ―健康情報学
学術・1アクセス
への招待― 第2版（京大人気講義シリーズ）

¥4,400(＋税)
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784621087329
著編者名
中山, 健夫
底本ISBN
出版社
丸善出版
底本発行年 2014年 商品コード 1015826201
生・老・病・死に向き合うとき、人間を支え、励ます情報・コミュニケーションとは何か? 疫学やEBMの考え方
をもとに、身近な実例の紹介を通じて健康や医療の情報の読み解き方をわかりやすく解説する。

分 野
警備のプロが書いた院内クレーム安全対応
のキホン ―モンスターペイシェントから医療 学術・1アクセス
者を守る!―
学術・3アクセス

医学一般／病院管理学

¥7,100(＋税)
¥9,500(＋税)
9784840445702
著編者名
嶋田, 有孝
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2013年 商品コード 1015854044
病院におけるクレーム対応法とその後のサービス改善への活かし方、悪質クレームへの備え方と直面した
ときの対応法を解説。また実際の事例を挙げ、対応について具体的に考察する。クレーマー対策100の
チェックリストも収録。

薬学／薬学一般
分 野
¥8,400(＋税)
学術・1アクセス
¥12,600(＋税)
学術・3アクセス
9784939048449
著編者名
大西, 憲明
底本ISBN
出版社
フジメディカル出版
底本発行年 2007年 商品コード 1015824901
初版発行（2003年）以降の相互作用データを新たに加え、薬効別の簡単な解説、資料にはサプリメントの解
説・有害事象一覧・相互作用情報入手先一覧も充実。検索性もアップし、より使いやすい便覧となりました。

医薬品と飲食物・サプリメントの相互作用と
マネジメント ―一目でわかる― 改訂版

分 野

時間治療学 ―投薬のタイミングと効果― 第
学術・1アクセス
2版

臨床医学：一般／薬物療法

¥8,800(＋税)
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784784941810
著編者名
藤村, 昭夫
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2014年 商品コード 1015839841
臨床の現場で時間治療学的観点から処方が行われている21の疾患・病態を取り上げ、それぞれについて
最新の情報を使いやすくまとめました。薬の適正使用の情報源として役立つ1冊です。

医学一般／医学教育
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784784943500
著編者名
島田, 悠一
底本ISBN
出版社
日本医事新報社
底本発行年 2013年 商品コード 1015839838
医学留学希望者の必見サイト「米国臨床留学フォーラム」が大幅にパワーアップして、本になりました。単行
本では研究編もプラス！60名あまりの臨床留学、研究留学の貴重な体験談を収載。現在まさに留学中の
執筆者も多く、リアルタイムな最新情報が入手できます。コネがなくとも、道を拓く術が詰まっています。在学
中の留学?卒後しばらく経ってからの留学まで、さまざまな場合が紹介されています。留学しようか迷ってい
る先生の背中を押してくれる1冊です。

米国医学留学のすべて

分 野

人間力を高める食育・卓育入門 ―保健・医
学術・1アクセス
療・教育・保育に携わる人のための―

¥7,100(＋税)
¥9,500(＋税)
学術・3アクセス
9784840449083
著編者名
根岸, 宏邦
底本ISBN
出版社
メディカ出版
底本発行年 2014年 商品コード 1015854037
健康上の問題や、発育と発達などとの関連において、「何をどう食べるか」根拠に基づいた見解を提示し、
食べ方と食べるマナーについて「食育」の観点から論じる。それぞれの年代の卓育についての解説も掲載。
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分 野

ことばをどう育て、国語をどう学ぶのか ―発
学術・1アクセス
達脳科学からのコメント―

¥3,600(＋税)
¥4,600(＋税)
学術・3アクセス
9784864291903
著編者名
竹下, 研三
底本ISBN
出版社
大学教育出版
底本発行年 2013年 商品コード 1015901066
ことばと国語の教育において、最も重要な時期にある乳幼児と小・中学生の脳が、ことばをどう聞き・話し、
そして、どう読み・書き、伝える力をどう育てていくのか。発達脳科学の立場から、図を交えてやさしく解説す
る。

医療技術／介護・福祉
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1015836008
出版社
日本工業出版
底本発行年
月刊「福祉介護テクノプラス」は、福祉や介護の現場環境の改善を願い、より使い易く安全な福祉用具の開
発、普及を助ける介護専門誌として、機器、用具の情報だけでなく、使い方や事例など、数多く紹介してい
ます。介護や看護などの実習にも参考となると人とテクノロジーの両面から編集された技術雑誌の2009年1
月号から12月号分の全記事をまとめてご提供いたします。

■福祉介護テクノプラス 【2009年～2013
年】セット

医療技術／介護・福祉
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1015836002
出版社
日本工業出版
底本発行年
月刊「福祉介護テクノプラス」は、福祉や介護の現場環境の改善を願い、より使い易く安全な福祉用具の開
発、普及を助ける介護専門誌として、機器、用具の情報だけでなく、使い方や事例など、数多く紹介してい
ます。

福祉介護テクノプラス 【2009年】

医療技術／介護・福祉
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
福祉介護テクノプラス 【2010年】
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1015836003
出版社
日本工業出版
底本発行年
月刊「福祉介護テクノプラス」は、福祉や介護の現場環境の改善を願い、より使い易く安全な福祉用具の開
発、普及を助ける介護専門誌として、機器、用具の情報だけでなく、使い方や事例など、数多く紹介してい
ます。

医療技術／介護・福祉
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1015836004
出版社
日本工業出版
底本発行年
月刊「福祉介護テクノプラス」は、福祉や介護の現場環境の改善を願い、より使い易く安全な福祉用具の開
発、普及を助ける介護専門誌として、機器、用具の情報だけでなく、使い方や事例など、数多く紹介してい
ます。

福祉介護テクノプラス 【2011年】

医療技術／介護・福祉
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1015836005
出版社
日本工業出版
底本発行年
月刊「福祉介護テクノプラス」は、福祉や介護の現場環境の改善を願い、より使い易く安全な福祉用具の開
発、普及を助ける介護専門誌として、機器、用具の情報だけでなく、使い方や事例など、数多く紹介してい
ます。

福祉介護テクノプラス 【2012年】
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医療技術／介護・福祉
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
福祉介護テクノプラス 【2013年】
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1015836006
出版社
日本工業出版
底本発行年
月刊「福祉介護テクノプラス」は、福祉や介護の現場環境の改善を願い、より使い易く安全な福祉用具の開
発、普及を助ける介護専門誌として、機器、用具の情報だけでなく、使い方や事例など、数多く紹介してい
ます。
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【近刊】

からだの“おかしさ”を科学する ―すこやか
な子どもへ6つの提案―新版
著編者名
出版社

野井 真吾
かもがわ出版

生まれてこないほうがいい命なんてない ―
「出生前診断」によせて―
著編者名
出版社

岩元 綾
かもがわ出版

高齢者の糖尿病と栄養 ―合併する疾患ご
との栄養ケア―
著編者名
出版社

雨海 照祥
フジメディカル出版

医学
分 野
¥3,600(＋税)
学術・1アクセス
¥5,300(＋税)
学術・3アクセス
9784780306699
底本ISBN
底本発行年 2013年 商品コード 1015920240
医学
分 野
¥2,700(＋税)
学術・1アクセス
¥4,000(＋税)
学術・3アクセス
9784780306774
底本ISBN
底本発行年 2014年 商品コード 1015920242
医学
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862701503
底本ISBN
底本発行年 2014年 商品コード 1015948927
分 野

糖尿病の新たな治療戦略 ―SGLT2阻害薬
学術・1アクセス
の適正使用を目指して―
著編者名
出版社

柏木 厚典
フジメディカル出版

■肝疾患Review 2004年～2011年・4冊セッ
ト
著編者名
出版社

日本メディカルセンター

肝疾患Ｒｅｖｉｅｗ （２００４）
著編者名
出版社

小俣 政男
日本メディカルセンター

肝疾患Ｒｅｖｉｅｗ （２００６－２００７）
著編者名
出版社

小俣 政男
日本メディカルセンター

肝疾患Ｒｅｖｉｅｗ （２００８－２００９）
著編者名
出版社

小俣政男
日本メディカルセンター

肝疾患Ｒｅｖｉｅｗ （２０１０－２０１１）
著編者名
出版社

小俣政男 監修
日本メディカルセンター

医学

¥6,000(＋税)
¥9,000(＋税)
学術・3アクセス
9784862701510
底本ISBN
底本発行年 2014年 商品コード 1015948928
分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

医学
¥67,300(＋税)
¥101,000(＋税)
商品コード

1015959046

医学
分 野
¥14,400(＋税)
学術・1アクセス
¥21,600(＋税)
学術・3アクセス
9784888751636
底本ISBN
底本発行年 2004年 商品コード 1015959040
医学
分 野
¥21,800(＋税)
学術・1アクセス
¥32,700(＋税)
学術・3アクセス
9784888751841
底本ISBN
底本発行年 2006年 商品コード 1015959041
医学
分 野
¥19,800(＋税)
学術・1アクセス
¥29,700(＋税)
学術・3アクセス
9784888752077
底本ISBN
底本発行年 2008年 商品コード 1015959043
医学
分 野
¥18,900(＋税)
学術・1アクセス
¥28,300(＋税)
学術・3アクセス
9784888752312
底本ISBN
底本発行年 2010年 商品コード 1015959044
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