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丸善雄松堂株式会社 

骨単 ―語源（ギリシャ語・ラテン語）から 
覚える解剖学英単語集【骨編】 ― 

解剖学用語にはギリシャ語・ラテン語の語源的背景があ
り、さらに一般的な既知の英単語や、日常使うカタカナ語
との関連がある。その結びつきを理解すれば、より身近に
楽しみながら医語を覚えることができる。 

著：原島広至,河合良訓 / 発行：2004年 

冊子版ISBN：9784860430504 

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：1018867726 

肉単 ―語源（ギリシャ語・ラテン語）から 
覚える解剖学英単語集― 

骨単に続く、シリーズ第2弾の筋肉編。イラストや興味深
いコラムにより、医学用語を楽しみながら覚えられる。筋
の名称をマスターする1冊！ 

著：原島広至,河合良訓 / 発行：2004年 

冊子版ISBN：9784860430603 

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：1018867727 

脳単 ―語源（ギリシャ語・ラテン語）から 
覚える解剖学英単語集― 

シリーズ第3弾は神経編。背景にある語源を知ることで、
難解な脳神経用語をズバッとわかりやすく解説！興味深
いコラムも多数掲載。 

著：原島広至著,河合良訓監修/ 発行：2005年 

冊子版ISBN：9784860430757 

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：1018867728 

臓単 ―語源（ギリシャ語・ラテン語）から覚
える解剖学英単語集― 

シリーズ第4弾の内臓編。循環器、リンパ、呼吸器、消化
器、泌尿・生殖器、内分泌など、要となる部分がぎっしりと
詰まった1冊！ 

著：原島広至著,河合良訓監修/ 発行：2005年 

冊子版ISBN：9784860430955 

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：1018867729 

生薬単 [改訂第2版] ―語源から覚える 
植物学・生薬学名単語集― 

日本薬局方第十六改正で追加となった生薬を追記。豊
富な写真で、日本薬局方収載の生薬、および基原植物
の学名・英語名・和名の語源を解き明かす。 

著：原島広至著,北山隆監修,伊藤美千穂監修/ 発行：2012年 

冊子版ISBN：9784860433987 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 / 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

商品コード：1018867731 

ツボ単 ―経穴取穴法・経穴名由来解説・ 
腧穴単語集― 

WHO認定の361のツボを3DCG画像・実写の合成で分か
りやすく解説。難解な漢字も由来から知れる。医療、ス
ポーツ、美術解剖を学ぶ方必見！ 

著：坂元大海,原島広至/ 発行：2011年 

冊子版ISBN：9784860433413 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 / 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

商品コード：1018867730 

鳥の骨探 
日本産および外国産主要鳥類の全身骨格標本と、頭骨・
胸骨・翼の骨・足の骨等の分解骨カラー写真を掲載し、鳥
の生態と骨格形態の相関を紹介する。鳥にまつわる語源な
ど、興味深いコラムも収録。 

著：安部みき子（編） 松岡廣繁／タカザワカズヒト（他） 
/ 発行：2013年 

冊子版ISBN：9784860432768 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 / 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

商品コード：1016899720 

目で見る脳解剖  
―伝導路理解のために― 

脳をマクロからミクロまで連続的に理解できるように、「（A
章）肉眼解剖」と「（B章）顕微解剖（組織図譜）」で構成！ 

著：遠山稿二郎/ 発行：2011年 

冊子版ISBN：9784906713004 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 / 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

商品コード：1018295029 

骨肉腱え問 
―解剖学問題集［運動器編］― 

シリーズ初の問題集が登場！解剖学の基礎から応用まで
学べて予習・復習に役立つ。解答編にも図解が満載なの
で、参考書としても使える1冊！ 

著：安部みき子/ 発行：2012年 

冊子版ISBN：9784860433994 

同時1アクセス（本体）：¥5,500 / 同時3アクセス（本体）：¥8,250 

商品コード：1018867732 

３カ国語で使える話せる放射線
検査 英語・中国語・韓国語  
―これは便利！― 

他に類を見ない、放射線検査の実務内容に特化した「外
国人接遇マニュアル本」が音声機能付きで復刊。 

著：坂野 康昌/ 発行：2018年 

冊子版ISBN：9784902380378 

同時1アクセス（本体）：¥11,000 / 同時3アクセス（本体）：¥16,500 

商品コード：1029311997 
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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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