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2019年 新規配信タイトル
ポケット判 治療薬UP-TO-DATE 2019
著編者名

矢崎 義雄

発行年

2019

同時1アクセス（本体）

¥13,860

同時3アクセス（本体）

¥20,790

冊子版ISBN

9784779220654

商品コード

1030747786

[軽量] [コンパクト] [内容充実] 三拍子そろった片手でモテるポケット判医薬品事典の決定版。[調べやすさ]・
[見やすさ] に重点を置き、さらに改良！文庫本サイズに最新の医薬品情報をギュッと凝縮。[携帯用] に便利で
手軽な必携の一冊！第一線で活躍する薬剤師が全面編集協力。[確かな情報] をお届けします！

日常診療に活かす診療ガイドラインUP-TO-DATE 2018-2019
著編者名

門脇 孝

発行年

2018

同時1アクセス（本体）

¥30,360

同時3アクセス（本体）

¥45,540

冊子版ISBN

9784779220081

商品コード

1030747787

研修医・開業医・勤務医・薬剤師必携の日常診療の指針集がさらに頼もしく一新！「国内最多」の診療ガイドライ
ン収載数225日常診療で遭遇頻度の高い疾患・症候を網羅し、専門疾患は厳選して解説。

エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック 2018
著編者名

大津 敦

発行年

2018

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

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。

書名

同時1アクセス 同時3アクセス
(本体)
(本体)

著編者名

発行年

冊子版ISBN

臓器移植抗体陽性診療ガイドライン 2018年版

日本移植学会臓器移植抗体陽
性診療ガイドライン策定委員会

2018

9784779221484

¥13,200

¥19,800

1030747782

成人臓器移植予防接種ガイドライン 2018年版

日本移植学会成人臓器移植予
防接種ガイドライン策定委員会

2018

9784779221514

¥13,200

¥19,800

1030747783

What's new in皮膚科学 2018-2019

宮地 良樹

2018

9784779220722

¥19,800

¥29,700

1030526699

Year Book of RCC 2018

冨田 善彦

2018

9784779221842

¥15,840

¥23,760

1030747785

他科医から訊かれるこの皮膚病はなに?
（皮膚科フォトクリニックシリーズ）

宮地 良樹

2018

9784779220975

¥33,000

¥49,500

1030526698

日本人小児TW2骨年齢
―骨成熟評価マニュアルとアトラス―

日本成長学会 日本小児内
分泌学会「骨年齢委員会」

2018

9784779220609

¥16,500

¥24,750

1030747780

腫瘍循環器ガイドOnco‐Cardiology

堀 正二

2018

9784779221538

¥13,200

¥19,800

1030747784

てんかんの教科書

大澤 真木子

2017

9784779219818

¥4,620

¥6,930

1030271722

若手医師のためのキャリアパス論
―あなたの医師人生を10倍輝かせる方法―

岡西 徹

2016

9784779216732

¥5,940

¥8,910

1030271724

イラストでわかる子どもの病気ナビゲーター
―小児科医が伝えたい子どもの病気の対処法―

五十嵐 隆

2012

9784779209215

¥4,950

¥7,425

1030271723

● 表示価格は税抜きです。

商品コード

2019年11月

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

Frontiers in Parkinson Disease
パーキンソン病に焦点をあてた学術情報誌

2015年5月号（Vol.8 No.2） ～ 2018年6月号（Vol.11 No.2）

現在休刊中

13冊揃価格
各冊価格

季刊毎に購入可 （2018年のみ3，6月）
同時１アクセス(本体)：¥94,380
同時３アクセス(本体)：¥141,570
同時１アクセス(本体)：¥7,260

同時３アクセス(本体)：¥10,890

脳と循環
全く新しい視座から脳血管障害の諸問題を考える医学・医療雑誌
現在休刊中

2015年5月号（Vol.20 No.2） ～ 2017年1月号（Vol.22 No.1）

6冊揃価格
各冊価格

年3回刊（1，5，9月）毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥27,720
同時３アクセス(本体)：¥41,580
同時１アクセス(本体)：¥4,620

同時３アクセス(本体)：¥6,930

喘息・アレルギー

喘息に関する最新知見を臨床家の視点で解説
現在休刊中

2015年4月号（Vol.28 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.30 No.2）

6冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥22,440
同時１アクセス(本体)：¥3,740

同時３アクセス(本体)：¥33,660
同時３アクセス(本体)：¥5,610

CANCER BOARD of the BREAST
乳癌の診断から治療までを解説した総合学術誌

2015年3月号（Vol.1 No.1） ～ 2017年8月号（Vol.3 No.2）
6冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥39,600
同時１アクセス(本体)：¥6,600

同時３アクセス(本体)：¥59,400
同時３アクセス(本体)：¥9,900

CARDIAC PRACTICE
循環器疾患の研究と臨床の現場を結ぶ専門学術誌

2015年4月号（Vol.26 No.2） ～ 2017年12月号（Vol.28 No.4）
年3回刊毎に購入可

11冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥55,660

同時３アクセス(本体)：¥83,490

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥5,060

同時３アクセス(本体)：¥7,590

THE GI FOREFRONT
消化管疾患を国際的な感覚で解説した邦文誌

2015年6月号（Vol.11 No.1） ～ 2018年2月号（Vol.13 No.2）
6冊揃価格
各冊価格

年3回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥36,960
同時１アクセス(本体)：¥6,160

同時３アクセス(本体)：¥55,440
同時３アクセス(本体)：¥9,240
各巻の詳細はお問合せください。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-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）

2

WHITE

女性医療に携わる医師を対象にした，女性のウェルエイジングのための医学雑誌

2015年5月号（Vol.3 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.5 No.2）
6冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥31,680
同時１アクセス(本体)：¥5,280

同時３アクセス(本体)：¥47,520
同時３アクセス(本体)：¥7,920

がん分子標的治療
がん治療の新しい光「分子標的治療」の最先端情報を発信する

2015年3月号（Vol.13 No.1） ～ 2017年12月号（Vol.15 No.4）
12冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥66,000
同時１アクセス(本体)：¥5,500

同時３アクセス(本体)：¥99,000
同時３アクセス(本体)：¥8,250

精神科臨床 Legato

精神科臨床の向上を目指す総合学術誌

2015年4月号（Vol.1 No.1） ～2017年10月号（Vol.3 No.4）
11冊揃価格
各冊価格

年3回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥48,400
同時１アクセス(本体)：¥4,400

同時３アクセス(本体)：¥72,600
同時３アクセス(本体)：¥6,600

皮膚アレルギーフロンティア

アレルギー学の最新の進歩を反映させる皮膚アレルギー専門誌

2015年7月号（Vol.13 No.2） ～ 2017年11月号（Vol.15 No.3）
8冊揃価格
各冊価格

年3回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥35,200
同時１アクセス(本体)：¥4,400

同時３アクセス(本体)：¥52,800
同時３アクセス(本体)：¥6,600

Cardio-Coagulation
循環器における抗凝固療法

2015年3月号（Vol.2 No.1） ～ 2018年1月号（Vol.4 No.4）
12冊揃価格

季刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥66,000

同時３アクセス(本体)：¥99,000

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥5,500

同時３アクセス(本体)：¥8,250

Epilepsy
てんかんの総合学術誌

2015年5月号（Vol.9 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.11 No.2）
7冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥30,800
同時１アクセス(本体)：¥4,400

同時３アクセス(本体)：¥46,200
同時３アクセス(本体)：¥6,600
各巻の詳細はお問合せください。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-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）
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Fetal & Neonatal Medicine
周産期・新生児・小児医療領域に携わるすべての医師へ

2015年4月号（Vol.7 No.1） ～ 2017年12月号（Vol.9 No.3）
9冊揃価格
各冊価格

年3回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥51,480

同時３アクセス(本体)：¥77,220

同時１アクセス(本体)：¥5,720

同時３アクセス(本体)：¥8,580

アンチ・エイジング医学

アグレッシブに加齢に対抗する新たな予防医学：日本抗加齢医学会雑誌

2015年6月号（Vol.11 No.3） ～ 2017年12月号（Vol.13 No.6）
16冊揃価格

隔月刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥52,800

同時３アクセス(本体)：¥79,200

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥3,300

同時３アクセス(本体)：¥4,950

インフルエンザ

ウイルス学の最新の研究成果から予防医学まで

2015年4月号（Vol.16 No.2） ～2017年10月号（Vol.18 No.2）
7冊揃価格
各冊価格

年4回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥32,340

同時３アクセス(本体)：¥48,510

同時１アクセス(本体)：¥4,620

同時３アクセス(本体)：¥6,930

The Liver Cancer Journal
肝癌診療基幹ジャーナル

2015年6月号（Vol.7 No.2） ～ 2017年12月号（Vol.9 No.2）
7冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥51,700

同時３アクセス(本体)：¥77,550

同時１アクセス(本体)：¥5,500 ～¥8,800 同時３アクセス(本体)：¥8,250 ～¥13,200

Frontiers in Alcoholism
アルコール依存症と関連問題の新学術誌

2015年7月号（Vol.3 No.2） ～ 2017年7月号（Vol.5 No.2）
5冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥26,400

同時３アクセス(本体)：¥39,600

同時１アクセス(本体)：¥5,280

同時３アクセス(本体)：¥7,920

Frontiers in Glaucoma

わが国初の眼科領域をテーマとする一般臨床医向けの緑内障定期学術誌

49号（2015年） ～ 54号（2017年）
6冊揃価格
各冊価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)：¥27,720
同時１アクセス(本体)：¥4,620

同時３アクセス(本体)：¥41,580
同時３アクセス(本体)：¥6,930
各巻の詳細はお問合せください。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-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）
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Diabetes Horizons -Practice and Progress糖尿病診療をグローバルかつローカルに展望する
現在休刊中 2015年7月号（Vol.4 No.3） ～ 2016年7月号（Vol.5 No.3） 年4回刊毎に購入可

5冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥26,400

同時３アクセス(本体)：¥39,600

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥5,280

同時３アクセス(本体)：¥7,920

Fluid Management Renaissance
新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供

現在休刊中 2015年4月号（Vol.5 No.2） ～ 2016年10月号（Vol.6 No.4） 季刊毎に購入可

7冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥32,340

同時３アクセス(本体)：¥48,510

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥4,620

同時３アクセス(本体)：¥6.930

ワクチンジャーナル

ワクチン・予防接種に特化した学術専門誌
現在休刊中 2015年10月号（Vol.3 No.1） ～ 2016年9月号（Vol.4 No.1） 年2回刊毎に購入可

2冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥10,560

同時３アクセス(本体)：¥15,840

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥5,280

同時３アクセス(本体)：¥7,920

Nephrology Frontier

腎疾患の臨床と研究の国内外にわたるup date な情報をtimely に伝える
現在休刊中 2015年3月号（Vol.14 No.1） ～ 2016年12月号（Vol.15 No.4） 季刊毎に購入可

7冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥33,880

同時３アクセス(本体)：¥50,820

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥4,840

同時３アクセス(本体)：¥7,260

血管医学

血管研究を通じて全臓器の病態研究の再構築を目指す
現在休刊中 2015年6月号（Vol.16 No.2） ～ 2016年10月号（Vol.17 No.3） 季刊毎に購入可

6冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥27,720

同時３アクセス(本体)：¥41,580

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥4,620

同時３アクセス(本体)：¥6,930

Bella Pelle

美容医療に携わる医師を対象にした，サイエンスによる美の創造を目指す医学雑誌

2016年8月号（Vol.1 No.1） ～ 2017年11月号（Vol.2 No.4）

年4回刊毎に購入可

6冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥33,000

同時３アクセス(本体)：¥49,500

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥5,500

同時３アクセス(本体)：¥8,250

HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY
生殖医学に新境地を開く産婦人科のパイオニア誌

2015年3月号（Vol.22 No.1） ～ 2017年12月号（Vol.24 No.4）

季刊毎に購入可

11冊揃価格

同時１アクセス(本体)：¥55,660

同時３アクセス(本体)：¥83,490

各冊価格

同時１アクセス(本体)：¥5,060

同時３アクセス(本体)：¥7,590
各巻の詳細はお問合せください。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-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）
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Cardio-Lipidology

International Review of
Thrombosis

脂質代謝から考える心血管系

血栓症関連各科領域における日米欧の専門
医による“領域横断的”血栓症国際雑誌
現在休刊中

2015年6月号（Vol.9 No.1）
価格

（不定期発行）
同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥4,840

冊子版ISBN：9784779214875

2015年3月号（Vol.10 No.1） ～ 2015年12月号（Vol.10 No.2）
2冊揃価格

¥7,260
商品コード：1030574699

各冊価格

同時３アクセス(本体)

¥9,680

¥14,520

同時１アクセス(本体)
¥4,840

同時３アクセス(本体)
¥7,260

感染症道場

予防医療

若き医師たちに送る感染症学入門のため
の学術誌

グッドエイジングを科学する

現在休刊中

現在休刊中

2015年6月号（Vol.4 No.2）
価格

各刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)

（年3回刊行）
同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥4,840

冊子版ISBN：9784779214981

2015年5月号（Vol.2 No.2） ～2015年10月号（Vol.2 No.3）
2冊揃価格

¥7,260
商品コード：1030628650

各冊価格

各刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)

同時３アクセス(本体)

¥8,800

¥13,200

同時１アクセス(本体)
¥4,400

同時３アクセス(本体)
¥6,600

がん免疫療法

Surgery Frontier

Cancer Immunotherapy

若き医師たちに送る感染症学入門のため
の学術誌

がん免疫療法の今と明日をみつめる、すべて
の医師へ

現在休刊中

2015年3月号（Vol.22 No.1）～ 2015年12月号（Vol.22 No.4）
4冊揃価格
各冊価格

季刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)

2017年3月号（Vol.1 No.1） ～ 2017年9月号（Vol.1 No.2）

同時３アクセス(本体)

¥21,780

¥32,670

同時１アクセス(本体)
¥5,060～¥6,600

同時３アクセス(本体)
¥7,590～¥9,900

2冊揃価格
各冊価格

¥15,400

¥23,100

同時１アクセス(本体)
¥7,700

同時３アクセス(本体)
¥11,550

がん患者と対症療法

感染制御と予防衛生

QOLの観点から対症療法の今後を模索
する

食品関連業界に関わる方々を対象とした、
食品の安全確保と衛生管理のための専門
雑誌

2015年 Vol.26 No.1
価格

年2回刊毎に購入可
同時１アクセス(本体)
同時３アクセス(本体)

（年1回刊行）
同時１アクセス(本体)

¥5,060

冊子版ISBN：9784779215469

2017年9月号（Vol.1 No.1）

同時３アクセス(本体)

価格

¥7,590
商品コード：1030747825

（年2回刊行）
同時１アクセス(本体)

¥4,400

冊子版ISBN：9784779219634

同時３アクセス(本体)

¥6,600
商品コード：1030747840
各巻の詳細はお問合せください。

● 表示価格は税抜きです。

2019年11月
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
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-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）
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