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2019年 新規配信タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

在宅医療のすべて  平原 佐斗司 2014 9784521739007 ¥22,990  ¥34,540  1029883406 

認知症医療  木之下 徹 2014 9784521739014 ¥22,990  ¥34,540  1029883407 

高齢者外来診療  和田 忠志 2014 9784521739021 ¥22,990  ¥34,540  1029883408 

地域医療連携・多職種連携  岡田 晋吾 2015 9784521739038 ¥22,990  ¥34,540  1029883409 

大規模災害時医療  長 純一 2015 9784521739045 ¥22,990  ¥34,540  1029883410 

コモンディジーズ診療指針  草場 鉄周 2016 9784521739052 ¥22,990  ¥34,540  1029883411 

地域包括ケアシステム  太田 秀樹 2016 9784521739069 ¥22,990  ¥34,540  1029883412 

緩和医療・終末期ケア  長尾 和宏 2017 9784521739076 ¥22,990  ¥34,540  1029883413 

予防医療のすべて  岡田 唯男 2018 9784521739083 ¥22,990  ¥34,540  1029883414 

総合診療医の果たす役割  名郷 直樹 2019 9784521739090 ¥22,990  ¥34,540  1029883415 

疾患に至るまでの病態の解説が充実。学生・研修医にとって最適！ 
内科学テキストのスタンダードが5年ぶりの大改訂！ 

同時１アクセス（本体）：¥79,750 同時３アクセス（本体）：¥119,625 

冊子版ISBN： 9784521747491 商品コード：1030541561 

全6冊＋別冊（分売不可） 

内科学書  改訂第9版  

総編集 南学 正臣 

部門編集 
伊藤 裕／大田 健／小澤 敬也／下村 伊一郎／田中 章景 
千葉 勉／伴 信太郎／平井 豊博／深川 雅史／福田 恵一 
藤田 次郎／三森 経世／持田 智／山田 俊幸／山本 和利 

編集協力 塩沢 昌英 

発行年 2019 

スーパー総合医 全10冊 

全10冊セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥209,000  ¥313,500  1029883405 

聴診器を持つすべての開業医必読必携! 
かかりつけ医による総合診療 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年9月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

循環器内科専門医バイブル 

呼吸器疾患診断治療アプローチ 

救急・集中治療アドバンス 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

気管支喘息 （1） 井上 博雅 2017 9784521745251 ¥26,620  ¥39,930  1025193966 

呼吸器感染症 （2） 藤田 次郎 2017 9784521745268 ¥26,620  ¥39,930  1025599613 

肺癌 （3） 高橋 和久 2018 9784521745275 ¥26,620  ¥39,930  1027116549 

間質性肺炎・肺線維症と類縁疾患 （4） 吾妻 安良太 2018 9784521745282 ¥26,620  ¥39,930  1028700644 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

心不全 ―識る・診る・治す―（1） 小室 一成 2018 9784521745831 ¥29,040  ¥43,560  1027441313 

虚血性心疾患 ―識る・診る・治す・防ぐ―（2） 中村 正人 2018 9784521745848 ¥29,040  ¥43,560  1028301518 

不整脈 ―識る・診る・治す―（3） 平尾 見三 2018 9784521745855 ¥29,040  ¥43,560  1029161147 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

急性呼吸不全  藤野 裕士 2016 9784521743325 ¥24,200  ¥36,300  1019588322 

重症患者における急性肝不全・急性腎傷害・代謝異常  森松 博史 2018 9784521743349 ¥24,200  ¥36,300  1027296280 

重症患者における炎症と凝固・線溶系反応  松田 直之 2017 9784521743332 ¥24,200  ¥36,300  1024390621 

急性循環不全  藤野 裕士 2019 9784521743356 ¥24,200  ¥36,300  1030590918 

3冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥87,120 ¥130,680 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥106,480 ¥159,720 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥96,800 ¥145,200 

循環器疾患の基礎から診断・治療の全般をエキスパートが解説した新しいシリーズ！ 

呼吸器診療のスタンダードとアドバンスをきわめる 

集中治療と救急医療の幅広いニーズにこたえる新シリーズ！！ 
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Visual栄養学テキスト 

臨床薬学テキストシリーズ 

4冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥45,468 ¥68,860 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

バイオ医薬品と再生医療 （※） 乾 賢一 2016 9784521744490 ¥11,660  ¥17,490  1024015015 

薬学倫理・医薬品開発・臨床研究・医療統計学 （※） 安原 眞人 2017 9784521744476 ¥11,660  ¥17,490  1024589633 

薬学と社会 
 ―医療経済・多職種連携とチーム医療・地域医療・在宅医療―（※） 

望月 眞弓 2017 9784521744483 ¥11,660  ¥17,490  1025599614 

薬物治療総論/症候・臨床検査/個別化医療 
 （薬理・病態・薬物治療） （※） 

赤池 昭紀 2018 9784521744506 ¥10,890  ¥16,390  1029502818 

実践的な臨床能力を有する薬剤師養成のためのテキスト 

栄養学を楽しく学べる新しいテキストシリーズ 

9冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥59,400 ¥89,100 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

臨床栄養学 1 （※） 本田 佳子 2016 9784521742823 ¥6,600  ¥9,900  1020782211 

臨床栄養学 2 （※） 本田 佳子 2016 9784521742830 ¥6,600  ¥9,900  1020782212 

生化学 （ 人体の構造と機能および疾病の成り立ち 2） （※） 岡 純 2016 9784521742854 ¥6,600  ¥9,900  1023668621 

解剖生理学 （ 人体の構造と機能および疾病の成り立ち 1） （※） 福島 光夫 2016 9784521742847 ¥6,600  ¥9,900  1023891794 

疾病の成り立ち （3） （※） 田中 清 2017 9784521742861 ¥6,600  ¥9,900  1025881802 

食品学総論 ―食品の成分と機能―（ 食べ物と健康 1） （※） 寺尾 純二 2018 9784521742878 ¥6,600  ¥9,900  1026888952 

食品学各論 ―食品の分類・特性・利用―（ 食べ物と健康 2） （※） 土居 幸雄 2018 9784521742885 ¥6,600  ¥9,900  1026888953 

食品衛生学 ―食品の安全と衛生管理―（ 食べ物と健康 3） （※） 岸本 満 2019 9784521742908 ¥6,600  ¥9,900  1029728148 

調理学 ―食品の調理と食事設計―（ 食べ物と健康 4） （※） 山崎 英恵 2018 9784521742892 ¥6,600  ¥9,900  1029161148 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【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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