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No.2016-300

病理学の教科書「完全病理学」の総論・各論が
Maruzen eBook Libraryに登場！

画像詳解 完全病理学 総論
著者： 堤 寛（藤田保健衛生大学）
2005年刊行 ISBN : 978-4-87163-390-1
商品コード：1022252126
＜機関向け価格＞

同時１アクセス： ¥6,600

(本体)

同時３アクセス： ¥9,900

(本体)

低学年の医学生から研修医、トレーニング中の病理医にわたって活用いただける、代
表的病理画像を通して疾患・病態を解説した教科書。通常の病理学の教科書に記述
の乏しい外傷、中毒、薬剤の副作用も含む外因性疾患も重要視して取り上げている。

完全病理学 各論(全12巻)
著者： 堤 寛（藤田保健衛生大学）
2007年刊行
＜機関向け価格:全12巻セット＞
同時１アクセス： ¥127,800 (本体) 同時３アクセス： ¥191,300 (本体)
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
第6巻

血液疾患
婦人科疾患
消化管疾患
肝・胆・膵疾患
呼吸器疾患
循環器疾患

第7巻 腎・泌尿器・男性生殖器疾患
第8巻 神経・筋疾患
第9巻 内分泌・代謝・乳腺疾患
第10巻 皮膚疾患
第11巻 骨軟部疾患
第12巻 眼球・耳疾患

【各巻書誌情報・価格はウラ面をご覧ください】

Element版

完全病理学 各論

著者： 堤 寛（藤田保健衛生大学）

2008年刊行 ISBN : 978-4-906514-72-4
商品コード：1022527249
＜機関向け価格＞
同時１アクセス： ¥15,000 (本体) 同時３アクセス： ¥22,500 (本体)
本書は、2007年5月に発刊された｢完全病理学 各論｣（全12巻）を医学生・研修医・パラメディカル向けに、重要
疾患をピックアップ して一冊にまとめたものである。正常パネルを第一部としてまとめ、第二部に症例200例お
よびパネル24を配した。選択された症例（common diseaseないし重要疾患）は、前著「完全病理学 各論」（全
12巻）にelementと表示した症例の大部分に相当し、副読本として、研修医は勿論のこと、病理学の学習、 “医
師国家試験対策用アトラス” としてもお奨めである。
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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

サイオ出版
新訂版
クイックマスター病理学
著編者名 堤 寛

¥10,600(本体)
¥15,900(本体)
9784907176297

同時1アクセス
同時3アクセス
底本ISBN
発行年

商品

2015 コード 1022539023

医療に携わるスタッフに必要な病理学の知識を網羅したテキスト。疾患の
分類や成り立ちのメカニズムを、豊富なカラー写真とイラストを用いて
分かりやすく記述。各論に各臓器の「正常の構造と機能」を加え、コラムも充実。

新訂版
パワーアップ問題演習病理学

¥6,000(本体)
¥9,000(本体)
9784907176303

同時1アクセス
同時3アクセス
底本ISBN

商品

2015 コード 1022539024
病理学の穴埋め式問題集。病気の原因とは何かを、問題形式で
確認していく構成。解答のページには、詳しい解説があるので効率的な
自己学習ができる。
著編者名 堤 寛

発行年

【完全病理学 各論 各巻価格】
書名

著編者

出版社

発行年

ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
（本体）
（本体）

商品コード

完全病理学～Ｅｌｅｍｅｎｔ版～<各論>

堤 寛

学際企画

2008

978-4-906514-72-4

¥15,000

¥22,500 1022527249

完全病理学<各論第１巻> 血液疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-54-0

¥10,600

¥15,900 1022527250

完全病理学<各論第２巻> 産婦人科疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-55-7

¥10,200

¥15,200 1022527251

完全病理学<各論第３巻> 消化管疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-56-4

¥15,000

¥22,500 1022527252

完全病理学<各論第４巻> 肝・胆・膵疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-57-1

¥10,200

¥15,200 1022527253

完全病理学<各論第５巻> 呼吸器疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-58-8

¥10,600

¥15,900 1022527254

完全病理学<各論第６巻> 循環器疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-59-5

¥8,400

¥12,600 1022527255

完全病理学<各論第７巻>
腎・泌尿器・男性生殖器疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-60-1

¥10,600

¥15,900 1022527256

完全病理学<各論第８巻> 神経・筋疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-61-8

¥10,600

¥15,900 1022527257

完全病理学<各論第９巻>
内分泌・代謝・乳腺疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-62-5

¥10,200

¥15,200 1022527258

完全病理学<各論第１０巻> 皮膚疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-63-2

¥15,000

¥22,500 1022527259

完全病理学<各論第１１巻> 骨軟部疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-64-9

¥8,400

¥12,600 1022527260

完全病理学<各論第１２巻> 眼球・耳疾患

堤 寛

学際企画

2007

978-4-906514-65-6

¥8,000

¥11,900 1022527261

※ 表示価格は税抜きです。
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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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