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血液細胞アトラス 第6版 

出版社 文光堂 

著編者名 通山 薫 発行年 2018 

同時1アクセス ¥22,000 同時3アクセス ¥33,000 

冊子版ISBN 9784830614262  商品コード 1030593800 

1971年の初版以来，血液に携わる医師や臨床検査技師，学生の絶大な支持を得ている血液
形態学教科書の決定版．第5版発行以来，14年ぶりの今改訂では，内容を一新するとともに，
写真点数を大幅に増やし，典型的な細胞写真から希少なものまで，更なる充実を図った．特
に，診断技術などの進歩が著しい骨髄病理やリンパ系腫瘍に力を入れ，免疫組織染色所見
にも踏み込んでいる．研究，臨床，学習にと，手元に置いて使い込んでほしい． 

口腔病理アトラス 第3版 

出版社 文光堂 

著編者名 高木 實 発行年 2018 

同時1アクセス ¥33,000 同時3アクセス ¥49,500 

冊子版ISBN 9784830670046  商品コード 1030593802 

初版発行以来，確固たる支持を得て，今や，歯学部の病理学実習に必須の書となったカラー
アトラスの12年ぶりの改訂．わが国の口腔病理学研究者の協力により集められ，収載された
病理・組織写真の質の高さは世界に類を見ない．歯科疾患を網羅し，写真の質の高さを保ち
つつ，今改訂では臨床を意識して，肉眼写真や画像所見も掲載したほか，新しい腫瘍分類
（WHO2017）を踏まえた解説を付した． 

リンパ腫アトラス 第5版 

出版社 文光堂 

著編者名 中村  栄男 発行年 2018 

同時1アクセス ¥52,800 同時3アクセス ¥79,200 

冊子版ISBN 9784830604799  商品コード 1030071676 

1981年の初版刊行以来，絶大な支持を誇る「リンパ腫アトラス」の第5版．WHO分類第4版改
訂版（2017）をベースに，近年進歩が著しい免疫組織化学・分子遺伝学的所見を含め，最新
の知見を盛り込んだ．また，WHO分類が対象としていない反応性・境界領域病変も取り上げ
ている．旧版同様，精選された組織・細胞写真は，他書にはみない大きさで多数掲載．初学
者，専門家を問わず，病理医・リンパ腫診療に携わる医師，必携の書． 
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耳科学アトラス ―形態と計測値―第4版 （※） 

出版社 丸善出版 

著編者名 野村  恭也 発行年 2017 

同時1アクセス ¥62,700 同時3アクセス ¥94,050 

冊子版ISBN 9784621301913  商品コード 1025881784 

本書は、1974年に初版が刊行されて以来、耳科学分野の解剖学アトラスとして医学
生、研修医、専門医の間で「座右の書」として読まれています。副題の「形態と計測
値」のとおり、側頭骨構造を数値で計測する本としても、世界で類もなく、今改訂では、
新たに17章「系統発生」が新設、40点に及ぶイラストの修正・追加、文献の刷新など、
最も新しい「耳科学の古典」としてアップデートを遂げています。 

TEES「経外耳道的内視鏡下耳科手術」手技アトラス 
 ―導入・基本手技からアドバンスまで― 

出版社 中山書店 

著編者名 欠畑  誠治 発行年 2018 

同時1アクセス ¥36,300 同時3アクセス ¥54,450 

冊子版ISBN 9784521745862  商品コード 1027882472 

本書内の動画がwebサイトで閲覧可能です。詳細は「動画閲覧について」のページ（X
ページ）をご参照ください。 TEES（経外耳道的内視鏡下耳科手術）は外耳道内から
手術を行うkeyhole operationで、外から見える切開創がなく、拡大視ができ死角のな
い低侵襲かつ安全な手術である。近年、光学機器の革新もあり、TEESは耳科手術に
革新をもたらしている。本書は、耳科医師に向けて、その導入から基礎的な手技、さ
らに一歩進んだテクニックなどを、ステップバイステップに簡潔な文章、写真、明示的
なイラストで解説する本邦 
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皮膚症状110症例でみる内科疾患 ―カラーアトラス― 

出版社 日本医事新報社 

著編者名 出光 俊郎 発行年 2018 

同時1アクセス ¥16,940 同時3アクセス ¥25,410 

冊子版ISBN 9784784957200  商品コード 1028506685 

皮膚科医でない医師が日常診療で皮膚症状と口腔粘膜症状をみたとき、どのような疾患を想
起すべきか？ 見開き2頁で、疾患特有の皮膚症状（口腔粘膜症状）と、間違えやすい似たも
の画像とを比較できるよう構成。内科疾患を想起するための勘ドコロがわかります。 

皮膚科カラーアトラス ―臨床像と組織像―第3版 

出版社 中外医学社 

著編者名 石川  治 発行年 2017 

同時1アクセス ¥38,720 同時3アクセス ¥77,440 

冊子版ISBN 9784498063600  商品コード 1028499679 

群馬大学皮膚科学教室が経験してきた典型的症例を中心に，よく出会う疾患，見逃してはな
らない疾患，また皮膚疾患を理解するうえで特に重要な疾患などについて，臨床像と組織像
を提示し診断のポイントと注意点をわかりやすく解説する診断アトラス．診断基準，病型分類
など，診断に役立つ臨床的知識も盛り込んで実践的にまとめられている．第3版では2版以降
の新しい医学的知見を反映して大幅にページを増え，より充実した内容となった． 

皮膚リンパ腫アトラス 改訂・改題第3版 

出版社 文光堂 

著編者名 岩月  啓氏 発行年 2017 

同時1アクセス ¥35,200 同時3アクセス ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830634659  商品コード 1028697117 

1996年刊行の「皮膚悪性リンパ腫アトラス」，2006年刊行の「新・皮膚悪性リンパ腫アトラス」と
続く定番アトラスの改訂版．2017年公表予定のWHO分類（第4版reviced version4）に沿って内
容・構成を刷新した．豊富かつ鮮明な臨床・病理写真を満載した，皮膚科医および病理医必
携のアトラスである．今回より改題し，「皮膚リンパ腫アトラス 改訂・改題第3版」とした． 
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消化器画像診断アトラス = Atlas of diagnostic imaging 
on digestive diseases 

出版社 中山書店 

著編者名 小池  智幸 発行年 2017 

同時1アクセス ¥60,500 同時3アクセス ¥90,750 

冊子版ISBN 9784521745442  商品コード 1026552178 

消化器各領域の主要な疾患をほぼ網羅し、最新の画像診断法を含めて各疾患の最も特徴的
な画像情報を多数掲載。形態の成り立ちや病因、病態、鑑別診断、治療について簡潔に解説
する。 

ACR BI-RADSアトラス 
 ―breast imaging reporting and data system― 

出版社 イーサイトヘルスケア 

著編者名 
ACR BI-RADS 

翻訳中央委員会 
発行年 2016 

同時1アクセス ¥44,000 同時3アクセス ¥88,000 

冊子版ISBN 9784990921804  商品コード 1028397355 

ACR BI-RADS®は、マンモグラフィ、超音波、MRIを統一的に扱った乳がん画像診断の総合ガ
イドラインで、乳がん画像診断の用語などの標準化と精度管理を目的にACRから発刊された
ものである。本書は最新刊である第５版の日本語版［電子書籍］であり、国内の乳がん検診と
乳がん画像診断に携わるすべての方に必携の１冊！ 

伊藤病院ではこう診る!甲状腺疾患超音波アトラス 

出版社 全日本病院出版会 

著編者名 北川  亘 発行年 2018 

同時1アクセス ¥17,952 同時3アクセス ¥26,928 

冊子版ISBN 9784865192421  商品コード 1027988231 

Web 動画88 本が閲覧可能です。詳細は「動画閲覧方法」xページをご参照ください。 豊富な
写真と動画で様々な甲状腺疾患を網羅！伊藤病院で行われている超音波検査の実際なども
紹介しています。すべての医師、看護師、臨床検査技師のための実践書です！！ 
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リウマチ・膠原病アトラス 

出版社 文光堂 

著編者名 広畑  俊成 発行年 2018年 

同時1アクセス ¥16,500 同時3アクセス ¥24,750 

冊子版ISBN 9784830620454  商品コード 1029766368 

リウマチ・膠原病診療の第一線を走り続ける著者が，その長年の診療経験をまとめたアトラス．
リウマチ・膠原病領域の24疾患と，関連する変形性膝関節症，リウマチ熱などを「その他」とし
てまとめ，それぞれの臨床写真・画像検査写真・病理写真を網羅している．リウマチ・膠原病
医だけなく，その専門医を目指す読者も必携の１冊． 

アトラス脳腫瘍病理 

出版社 中外医学社 

著編者名 中里  洋一 発行年 2017年 

同時1アクセス ¥48,400 同時3アクセス ¥96,800 

冊子版ISBN 9784498228641  商品コード 1028499658 

脳腫瘍病理の「組織発生学的分類」から「病理・遺伝子分類」へのパラダイムシフトを踏まえて、
形態学的な観点から脳腫瘍をみつめるアトラス。マクロ画像、組織写真、電顕写真で脳腫瘍
の真の姿に迫る。 

眼底疾患パーフェクトアトラス 

出版社 文光堂 

著編者名 飯田  知弘 発行年 2017年 

同時1アクセス ¥26,400 同時3アクセス ¥39,600 

冊子版ISBN 9784830655494  商品コード 1027907006 

眼底疾患の診断で，何が診断の決め手となるかは千差万別であり，現在全盛のOCTといえ
ども万能モダリティとは言えない．本書では，眼底に起こる疾患のほぼ全てを取り上げ，カ
ラー眼底，FA，IA，OCT，ERG等眼科検査からCT，MRI，エコー，病理等他科の検査も含めた
所見を掲載した．さらに画像には所見を矢印等で書き込み，初心者でもたやすく検査所見を
把握できるよう工夫した．これ１冊で眼底疾患の診断をマスターできる決定版アトラス． 
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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 

子宮頸癌 第2版 安田  政実 2018 9784830622533 ¥33,000  ¥49,500  1027907022 

Net・下垂体・副甲状腺・副腎  笹野  公伸 2017 9784830622519 ¥35,200  ¥52,800  1027907020 

脳腫瘍  小森  隆司 2017 9784830622526 ¥35,200  ¥52,800  1027907021 

乳癌 第2版 森谷 卓也 2016 9784830622502 ¥35,200  ¥52,800  1025188254 

骨腫瘍  野島 孝之 2016 9784830622496 ¥33,000  ¥49,500  1025188255 

胆道癌・膵癌  鬼島  宏 2015 9784830622472 ¥39,600  ¥59,400  1027137542 

胃癌 第2版 深山  正久 2015 9784830622489 ¥35,200  ¥52,800  1024025297 

頭頸部腫瘍 1 唾液腺腫瘍  森永  正二郎 2015 9784830622458 ¥33,000  ¥49,500  1027446867 

頭頸部腫瘍 2 上気道・咽頭・口腔腫瘍と歯原性腫瘍  森永  正二郎 2015 9784830622465 ¥37,400  ¥56,100  1027446868 

縦隔腫瘍・胸膜腫瘍  深山  正久 2014 9784830622403 ¥33,000  ¥49,500  1027621961 

肺癌  深山  正久 2014 9784830622410 ¥33,000  ¥49,500  1027621962 

子宮体癌  森谷  卓也 2014 9784830622427 ¥28,600  ¥42,900  1027907019 

造血器腫瘍  定平  吉都 2013 9784830622380 ¥33,000  ¥49,500  1027907017 

腎癌  長嶋  洋治 2013 9784830622397 ¥33,000  ¥49,500  1027907018 

卵巣腫瘍  本山  悌一 2012 9784830622359 ¥26,400  ¥39,600  1027907014 

食道癌  田久保  海誉 2012 9784830622366 ¥33,000  ¥49,500  1027907015 

腎盂・尿管・膀胱癌  都築  豊徳 2012 9784830622373 ¥33,000  ¥49,500  1027907016 

甲状腺癌  坂本  穆彦 2011 9784830622328 ¥26,400  ¥39,600  1027907011 

軟部腫瘍  長谷川  匡 2011 9784830622335 ¥33,000  ¥49,500  1027907012 

大腸癌  八尾  隆史 2011 9784830622342 ¥33,000  ¥49,500  1027907013 

肝癌  中沼  安二 2010 9784830622274 ¥33,000  ¥49,500  1027907008 

皮膚腫瘍 1 角化細胞性腫瘍, 付属器系腫瘍と皮膚
特有の間葉系腫瘍  

真鍋  俊明 2010 9784830622281 ¥33,000  ¥49,500  1027907009 

皮膚腫瘍  2 メラノサイト系腫瘍とリンパ・組織球・ 
造血系腫瘍  

真鍋  俊明 2010 9784830622298 ¥33,000  ¥49,500  1027907010 

前立腺癌  白石  泰三 2009 9784830622250 ¥26,400  ¥39,600  1027907007 

24冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥787,600 ¥1,181,400 

2019年7月 

腫瘍病理鑑別診断アトラス  
病理診断のスタンダードをめざした腫瘍病理鑑別診断アトラス！ 

文光堂  
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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 

関節-上肢- （1） 井樋  栄二 2010 9784498054561 ¥9,900  ¥19,800  1016393448 

関節-下肢- （2） 津村  弘 2010 9784498054585 ¥12,100  ¥24,200  1016393449 

外傷 （3） 山本  謙吾 2011 9784498054608 ¥13,750  ¥27,500  1016393450 

骨・軟部腫瘍 （4） 矢部  啓夫 2010 9784498054622 ¥15,400  ¥30,800  1016393451 

脊椎・脊髄 （5） 山下  敏彦 2011 9784498054646 ¥12,100  ¥24,200  1016393452 

小児 （6） 浜西  千秋 2011 9784498054660 ¥12,100  ¥24,200  1016393453 

6冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥75,350 ¥150,700 

2019年7月 

アトラス骨・関節画像診断  
整形外科領域の疾患画像を網羅するシリーズ 

中外医学社  

7 

医学アトラス  



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7月 

運動器局所解剖アトラス 
同時1アクセス(本体) ¥36,300 

同時3アクセス(本体) ¥54,450 

著編者名 越智  隆弘 冊子版ISBN 9784521743301  

出版社 中山書店 発行年 2016  商品コード 1019588318 

《最新整形外科学大系》で高い評価を得た精緻で美しいカラーイラストを全頁に配して構成する臨床解剖アトラス。外
来での患者説明にも役立つよう、運動器疾患の臨床をふまえた局所解剖のイラストを随所に収載する。 

Cellprep[R]細胞診一般カラーアトラス 
同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

著編者名 富田  裕彦 冊子版ISBN 9784906514892  

出版社 学際企画 発行年 2016 商品コード 1022527266 

液状化検体細胞診(LBC)標本での正確な細胞診断手法と、細胞診全般を解説したテキスト。診断にとって重要な免疫
細胞化学染色写真を多数掲載し、種々の一次抗体に対する最適条件も列挙する。 

造血器腫瘍アトラス ―形態、免疫、染色体か
ら分子細胞治療へ―改訂第5版 

同時1アクセス(本体) ¥40,700 

同時3アクセス(本体) ¥61,050 

著編者名 谷脇  雅史 冊子版ISBN 9784784940820  

出版社 日本医事新報社 発行年 2016 商品コード 1026901563 

第1版から続く「形態、免疫、染色体」に力点をおく基本理念を継承しながら、ゲノム・エピゲノム医学、分子標的療法、造血幹細胞移
植、免疫細胞療法などにおける最新知見を盛り込んだ、7年ぶりの全面改訂！造血器腫瘍のWHO分類2016年版の知見にも対応し、
ゲノム研究、免疫チェックポイント阻害薬や遺伝子改変T細胞療法の開発など、ますます進歩する血液学の臨床と基礎を徹底網羅。
800点を超える図表と写真を掲載し、血液学にかかわる医療者必携の1冊です。 

眼瞼 第2版（スキル美容外科手術アトラス） 
同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

著編者名 市田  正成 冊子版ISBN 9784830626333  

出版社 文光堂 発行年 2016 商品コード 1026875507 

本邦きっての美容外科の名手である著者が，約40年にわたる経験から得た眼瞼手術の知識と技術を余すこと無く解
説した決定版．様々なシチュエーションにおける眼瞼手術全41症例を，手術の各ステップを多数の写真とシェーマを用
いて解説する．術後のケアや不測の事態への対処法についても詳しく解説された実践書．各章末尾のコラムは，美容
外科医のありかたや，印象に残った患者さんなど，ベテランの著者ならではのエピソードが満載． 

卵巣・卵管腫瘍病理アトラス 改訂・改題 
第2版 

同時1アクセス(本体) ¥48,400 

同時3アクセス(本体) ¥72,600 

著編者名 森谷  卓也 冊子版ISBN 9784830604782  

出版社 文光堂 発行年 2016 商品コード 1027301895 

2004年3月の刊行以来，美麗な肉眼写真と病理写真で好評を得てきた，『卵巣腫瘍病理アトラス』の改訂版．2014年のWHO分類およ
び2016年の「卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取扱い規約（病理編）第１版」をふまえて目次立てを構成した．今版から各組織型の項目に
「21世紀の新知見」を設け，前版からの学問上の進歩が一目でわかるようにしている．加えて，「こんな症例も！」「Silverberg先生の
One Point Advice」コーナーなど，非常に充実した内容を盛り込んでいる． 

乳房アトラス 3訂版 
（コンパクト超音波αシリーズ） 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

著編者名 佐久間 浩 冊子版ISBN 9784906714377  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2015 商品コード 1022371060 

乳房の超音波検査に携わる医師・技師が遭遇する頻度が高い疾患を取り上げ、臨床実務に即した構成で解説する。
形態学である超音波検査にとって最も重要なBモード画像の大切さを実感できるアトラス。 
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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 
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7月 

液状化細胞診(Cell prep[R])婦人科子宮 
頸部細胞診アトラス 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

著編者名 冨田  裕彦 冊子版ISBN 9784906514878  

出版社 学際企画 発行年 2015 商品コード 1022527265 

子宮頸部の液状化細胞診(Cell prep)をこれから開始する細胞診専門医、細胞検査士を対象に、従来法との相違点、
検鏡の進め方について実際の症例に基づいて解説。子宮頸部病変を網羅的に説明する。 

組織病理アトラス 第6版 
同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

著編者名 小田 義直 冊子版ISBN 9784830604768  

出版社 文光堂 発行年 2015 商品コード 1027137543 

1982年以来，絶大な支持を誇る「組織病理アトラス」，10年ぶりの大改訂．今回は，より実践的な病理診断を念頭に，
執筆陣を新たに，これまでの内容を更に発展・充実させ，33章立てで組織病理を明快に解説する．一つの疾患の種々
の組織像，あるいは個別疾患の代表的組織像をat a glanceで把握できる．執筆陣の熱意，創意，工夫が重みをもって
伝わり，病理専門医ばかりでなく他の基本18領域の専攻医，専門医にも是非，参照されたいアトラス． 

目で見る感染症 ―見ためでここまで診断 
できる!感染症の画像アトラス― 

同時1アクセス(本体) ¥10,230 

同時3アクセス(本体) ¥20,350 

著編者名 原永  修作 冊子版ISBN 9784758117746  

出版社 羊土社 発行年 2015 商品コード 1020083670 

日本でもトップレベルにある沖縄県の感染症診療のエッセンスを凝縮。比較的頻度の高い疾患を対象に、画像と「目
で見た診断ポイント」を示し、診断確定に必須の「病歴・身体所見・検査」も解説する。 

新生児疾患カラーアトラス = Color atlas of 
newborn infant diseases 

同時1アクセス(本体) ¥129,580 

同時3アクセス(本体) ¥171,380 

著編者名 橋本  武夫 冊子版ISBN 9784840429016  

出版社 メディカ出版 発行年 2014 商品コード 1022064360 

新生児医療と看護専門誌『ネオネイタルケア』295回分の連載を中心に、わが国の新生児疾患を網羅する。254疾患・
872症例をカラー写真・図表1,873点でビジュアルに表示。 

見逃さない!骨・軟部腫瘍外科画像アトラス 
同時1アクセス(本体) ¥22,440 

同時3アクセス(本体) ¥33,660 

著編者名 大幸  俊三 冊子版ISBN 9784865192025  

出版社 全日本病院出版会 発行年 2014 商品コード 1025275558 

骨・軟部腫瘍診断に熟達した著者が持つ“見逃さないための視点”をベースにしたケーススタディが役立つ。難しすぎ
ず当たり前すぎない診断のコツが凝縮された必携書。 

改訂コルポスコピースタンダードアトラス 
 ―日本婦人科腫瘍学会2014―4版 

同時1アクセス(本体) ¥11,374 

同時3アクセス(本体) ¥22,748 

著編者名 日本婦人科腫瘍学会 冊子版ISBN 9784498060357  

出版社 中外医学社 発行年 2014 商品コード 1018937769 

コルポスコピー(子宮膣部拡大鏡診)のアトラス。2011年国際学会での所見分類の改訂を踏まえて解説。正常、異常所
見、その他非癌所見の症例写真なども収録する。 
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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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● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

消化器疾患の臨床分類 ―一目でわかる分類
95と内視鏡アトラス―改訂版 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

著編者名 長浜  隆司 冊子版ISBN 9784758110518  

出版社 羊土社 発行年 2014 商品コード 1030520697 

幅広い消化器疾患を網羅しており，各種ガイドライン，規約，診断基準がこの１冊でわかる！内視鏡画像も満載で所
見記載の際にも役立つ！消化器内視鏡専門医はもちろん消化器内科医，研修医，技師にもおすすめ！ 

カラーアトラス脊椎・脊髄外科 
同時1アクセス(本体) ¥88,000 

同時3アクセス(本体) ¥176,000 

著編者名 山下  敏彦 冊子版ISBN 9784498054707  

出版社 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1016376702 

脊椎・脊髄の基礎的知識から診断，周術期管理，手術の実際まで，脊椎と脊髄の外科診療に必要な知識を膨大なイ
ラスト、写真を駆使して網羅的に解説するビジュアルテキスト． 

一目でわかる咽頭表在がんアトラス 
同時1アクセス(本体) ¥15,972 

同時3アクセス(本体) ¥31,944 

著編者名 武藤  学 冊子版ISBN 9784498062627  

出版社 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1018937740 

耳鼻咽喉科医、消化器内科医の双方に役立つ咽頭表在がん診断のためのアトラス。解剖や前処置といった基本的
事項を解説し、代表的な咽頭表在がんの白色光と特殊光の内視鏡画像を多数紹介する。 

縦隔の外科 ―手術手技アトラス― 
同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

著編者名 矢野  智紀 冊子版ISBN 9784525312213  

出版社 南山堂 発行年 2013 商品コード 1027404861 

わが国初の縦隔外科の標準手術書！縦隔腫瘍手術のエキスパートが，189点のカラー・シェーマを用いて，「胸腺腫
瘍切除術」「胸腔鏡下胸腺部分・拡大切除術」「上大静脈合併切除人工血管置換術」などのポイントをわかりやすく解
説．安全・上手に手術するためのコツや独自の工夫を開陳．この１冊で縦隔外科の標準的な手術手技が習得出来る． 

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― 

同時1アクセス(本体) ¥22,330 

同時3アクセス(本体) ¥30,030 

著編者名 増崎  英明 冊子版ISBN 9784840440998  

出版社 メディカ出版 発行年 2012 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。 

画像と病理の対比から学ぶ膵癌診療アトラス 
 ―手術適応の決定と術式立案に役立つ読影の要点に迫る!― 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

著編者名 北川  裕久 冊子版ISBN 9784780908619  

出版社 学研メディカル秀潤社 発行年 2012 商品コード 1016188154 

各科を越えた「金沢大学膵癌カンファレンスチーム」が検討を積み重ねてきた多数の症例から、貴重な28症例を紹介。
CT画像と同じスライス面で作成した大型病理切片との対比で、難しい膵癌の進展状況がよくわかる。 
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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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● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

ヒト発生の3次元アトラス  
（3D Anatomy Project） 

同時1アクセス(本体) ¥20,900 

同時3アクセス(本体) ¥31,350 

著編者名 塩田 浩平 冊子版ISBN 9784784932108  

出版社 日本医事新報社 発行年 2011 商品コード 1013927046 

ヒト胎児の初期発生と器官形成の過程を鮮明な画像でとらえた世界初のアトラス。全ステージのマクロ写真、組織写
真に加え、マイクロフォーカスX線CT、MRマイクロスコープ、EFIC等のイメージング装置を駆使し、胎児の体内の構造
を立体的に可視化することに成功しました。 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス 
 ―消化器・呼吸器・縦隔・心臓・血管―（vol.1） 

同時1アクセス(本体) ¥10,450 

同時3アクセス(本体) ¥20,900 

著編者名 清水  道生 冊子版ISBN 9784902380408  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2009 商品コード 1011098053 

“彩の国さいたま”病理診断セミナーで使用された実習標本症例と、標本の取扱い、病理診断報告書の知識などを収
録した、臨床病理診断のアトラス。ｖｏｌ．１では、消化器、呼吸器、縦隔、心臓、血管領域の１１２症例を掲載。 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス 
 ―乳腺・骨軟部・皮膚・内分泌臓器・唾液腺―（vol.2） 

同時1アクセス(本体) ¥10,450 

同時3アクセス(本体) ¥20,900 

著編者名 村田  晋一 冊子版ISBN 9784902380644  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2010 商品コード 1011098049 

“彩の国さいたま”病理診断セミナーで使用された実習標本症例と、標本の取扱い、病理診断報告書の知識などを収
録した、臨床病理診断のアトラス。ｖｏｌ．２では細胞診総説と、乳腺、骨軟部、皮膚領域等の１０５症例を掲載。 

病理医・臨床医のための病理診断アトラス ―婦人
科・泌尿器・骨髄・リンパ系器官・脳・その他―（vol.3） 

同時1アクセス(本体) ¥10,780 

同時3アクセス(本体) ¥21,560 

著編者名 安田  政実 冊子版ISBN 9784902380651  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2010 商品コード 1011098050 

“彩の国さいたま”病理診断セミナーで使用された実習標本症例と、標本の取扱い、病理診断報告書の知識などを収
録した、臨床病理診断のアトラス。ｖｏｌ．３では婦人科、泌尿器、骨髄、リンパ系器官、脳など１２６症例を掲載。 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 vol.1 
 ―症候から原因を探る― 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

著編者名 船曵  知弘 冊子版ISBN 9784902380620  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2010 商品コード 1011098051 

キーイメージだけのアトラスでは満足できない若手救急医・画像診断医に贈る問題解決型のテキスト。救急の現場で
遭遇し得る８０症例を生理学的兆候別に掲載し、画像診断のキーポイントから診断までのプロセスを丁寧に解説。（冊
子付属DVDの内容は含みません） 

救急画像診断アトラス 内因性疾患編 vol.2 
 ―痛みから原因を探る― 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥22,000 

著編者名 船曵  知弘 冊子版ISBN 9784902380637  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2010 商品コード 1011098052 

キーイメージだけのアトラスでは満足できない若手救急医・画像診断医に贈る問題解決型のテキスト。救急の現場で
遭遇し得る、痛みを主訴とする１０２症例を掲載し、画像診断のキーポイントから診断までのプロセスを丁寧に解説。
（冊子付属DVDの内容は含みません） 
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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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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7月 

経鼻内視鏡検査のためのアトラス ―鼻,咽・
喉頭,食道の病変で困ったら― 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

著編者名 木下  芳一 冊子版ISBN 9784524263325  

出版社 南江堂 発行年 2011 商品コード 1020080484 

経鼻内視鏡検査で遭遇する、鼻腔から咽頭、喉頭、食道における病変の所見判読のポイントを、症例写真とともにわ
かりやすく解説する。正常例や解剖など、経鼻内視鏡検査に欠かせない知識も網羅。 

アトラスきずのきれいな治し方 ―外傷、褥瘡、
足の壊疽からレーザー治療まで― 改訂第2版 

同時1アクセス(本体) ¥18,700 

同時3アクセス(本体) ¥28,050 

著編者名 百束  比古 冊子版ISBN 9784881170663  

出版社 全日本病院出版会 発行年 2012 商品コード 1012925858 

アトラス形式はそのままに、顔のきず、褥瘡、瘢痕拘縮など内容をボリュームアップして大改訂！「きず」を診る全ての
医師、看護師の方々に手にとっていただきたい1冊です。 

カラーアトラス膝・足の外科 
同時1アクセス(本体) ¥87,120 

同時3アクセス(本体) ¥174,240 

著編者名 越智  光夫 冊子版ISBN 9784498054547  

出版社 中外医学社 発行年 2010 商品コード 1029787410 

既刊書『カラーアトラス手・肘の外科』に続くシリーズ第二弾として、膝と足の外科の実際を多数の写真・イラストを用い
て解説するビジュアルテキスト。 

腎生検病理アトラス = Kidney biopsy-atlas 
and text  第2版 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

著編者名 日本腎臓学会・腎病理診断標準化委員会 冊子版ISBN 9784885631986  

出版社 東京医学社 発行年 2010 商品コード 1014042031 

臨床側の意見を取り入れた、腎生検病理診断のための使いやすい解説書。腎病理のエキスパートたちによる、それ
ぞれの領域の病理的な解説を主体に、腎生検病理診断に必要な内容を網羅。優れた図も豊富に掲載する。 

骨学実習アトラス ―写真と解説― 
同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

著編者名 高井 省三 冊子版ISBN 9784784932054  

出版社 日本医事新報社 発行年 2010 商品コード 1013927048 

骨格標本を各方向から撮影し、部位の名称を付け、解説を加えました。すべての構造を実物の写真で見ることができ
ますので、わかりやすさ抜群です。関節の内部構造など写真だけではわかりにくいところは、イラストを併用して解説。
解剖学用語にはフリガナを添え、英語を併記しました。 

臨床家のための口腔顎顔面解剖アトラス 
同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥55,000 

著編者名 北村  清一郎 冊子版ISBN 9784263442968  

出版社 医歯薬出版 発行年 2009 商品コード 1012788939 

口腔顎顔面に加えて前頸部の解剖も取り上げ、豊富なカラー写真で解剖構造を体表から順に配置しながらわかりや
すく解説。言語聴覚士をはじめ、摂食嚥下障害の臨床にも役立つ。『歯界展望』連載に加筆修正して書籍化。 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

小児腹部超音波診断アトラス  改訂第2版 
（Atlas series : 超音波編 Vol.4） 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥24,200 

著編者名 内田  正志 冊子版ISBN 9784938372866  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2002 商品コード 1013032386 

プローブ操作から診断まで、著者自身の臨床経験に基いた詳細な解説と写真で、小児腹部エコーのポイントが修得で
きる。超音波が診断に有効である代表的な小児疾患や、検査時の注意点も示した。１９９７年刊の改訂版。 

心臓超音波診断アトラス ―小児・胎児編― 
改訂版（Atlas series 超音波編 VOL.5） 

同時1アクセス(本体) ¥14,300 

同時3アクセス(本体) ¥28,600 

著編者名 里見  元義 冊子版ISBN 9784902380354  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2008 商品コード 1011098054 

800点を超える画像が、小児・胎児心疾患の診断を導き、治療方針を立てるための海図になること間違いなし。 

心臓超音波診断アトラス ―成人編―改訂版
（Atlas series 超音波編 VOL.6） 

同時1アクセス(本体) ¥14,300 

同時3アクセス(本体) ¥28,600 

著編者名 中村  憲司 冊子版ISBN 9784902380439  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2008 商品コード 1011098055 

検査結果をもとに収縮能、拡張能で評価される心機能をどう判断するかも明快に説明。充実の症例と合わせて、成人
の心疾患に対する超音波検査の「イロハ」を確実に学ぶことができます。 

縦隔・胸膜他 （コンパクトX線シリーズBasic .  
胸部単純X線アトラス Vol.2） 

同時1アクセス(本体) ¥9,460 

同時3アクセス(本体) ¥18,920 

著編者名 芦澤  和人 冊子版ISBN 9784902380347  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2008 商品コード 1030534296 

現在も医療現場で重要な位置にある胸部疾患の単純写真を70以上の症例とともに掲載．画像診断や臨床病理学的
事項，画像所見の特徴，鑑別診断などを簡潔に解説．放射線科医や診療放射線技師にお勧め． 

インフォームドコンセントのための最新皮膚 
カラーアトラス A巻 

同時1アクセス(本体) ¥67,760 

同時3アクセス(本体) ¥101,640 

著編者名 玉置  邦彦 冊子版ISBN 9784521730257  

出版社 中山書店 発行年 2008 商品コード 1018711064 

皮膚科学の定本である『最新皮膚科学大系』における臨床写真を厳選して集成。皮膚科はもとより、内科、小児科、
産婦人科など、各科での日常診療に役立つ症例を豊富に掲載。皮膚疾患のほとんどを網羅のうえ、典型例が多いの
で、研修医のスキルアップにも最適。  ※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 

インフォームドコンセントのための最新皮膚 
カラーアトラス B巻 

同時1アクセス(本体) ¥67,760 

同時3アクセス(本体) ¥101,640 

著編者名 玉置  邦彦 冊子版ISBN 9784521730264  

出版社 中山書店 発行年 2008 商品コード 1018711065 

皮膚科学の定本である『最新皮膚科学大系』における臨床写真を厳選して集成。皮膚科はもとより、内科、小児科、
産婦人科など、各科での日常診療に役立つ症例を豊富に掲載。皮膚疾患のほとんどを網羅のうえ、典型例が多いの
で、研修医のスキルアップにも最適。 
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病理組織の見方と鑑別診断  第5版 
（カラーアトラス） 

同時1アクセス(本体) ¥42,900 

同時3アクセス(本体) ¥71,500 

著編者名 松原  修 冊子版ISBN 9784263200735  

出版社 医歯薬出版 発行年 2007 商品コード 1012788919 

学生、病理学研修生、あるいは臨床医学家を対象に、一定の剖検標本について病理組織所見の読み方を懇切に指
導した入門書。病理組織形態学という学問領域で得た新しい知見を追加した第５版。 

肺 （コンパクトX線シリーズBasic . 胸部単純X線
アトラス Vol.1） 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

著編者名 芦澤  和人 冊子版ISBN 9784902380194  

出版社 ベクトル・コア 発行年 2006 商品コード 1030534295 

105症例，418点の画像で，肺実質疾患の単純写真の読影をコンパクトに解説．簡潔な画像解説に臨床病理学的事項，
画像所見の特徴，鑑別診断などを加え，臨床での診断に有用な知識を効率的に習得． 

外科臨床と病理よりみた小膵癌アトラス 
同時1アクセス(本体) ¥53,240 

同時3アクセス(本体) - 

著編者名 山口  幸二 冊子版ISBN 9784260122672  

出版社 医学書院 発行年 2005 商品コード 1011667870 

２０ｍｍ以下のｐＴＳ１発見のために、膵臓癌のエキスパート、九州大学臨床・腫瘍外科が、そのノウハウとエッセンス
を注ぎこんだ決定版アトラス。 

カラーアトラス疣贅治療考 
 ―いぼ/コンジローマ/みずいぼ― 

同時1アクセス(本体) ¥42,900 

同時3アクセス(本体) ¥71,500 

著編者名 江川  清文 冊子版ISBN 9784263205693  

出版社 医歯薬出版 発行年 2005 商品コード 1012788920 

「いぼ治療」のすべてを網羅した実践書。カラー写真４９５枚を収録。治療法ごとに手技の要点と禁忌などを詳述する。
皮膚科医、産婦人科医、泌尿器科医、一般外科医、形成外科医に必携、日常の外来治療に役立つ臨床書。 

腎疾患の病理アトラス 
 ―尿細管間質疾患と血管疾患のWHO分類― 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

著編者名 Surya Venkata Seshan 冊子版ISBN 9784885631597  

出版社 東京医学社 発行年 2005 商品コード 1027261623 

腎臓の尿細管間質と血管関連の疾患について最新の情報が盛り込まれており、腎臓病学の分野での進歩する知見
を取り入れている。また、感染症、薬剤誘発性腎症、尿細管輸送機能欠損症、代謝性疾患や腫瘍関連疾患に関連す
る病変群、また、新しいウイルス性疾患やミトコンドリア病、中国産薬草湯に関する腎症など、最近になって認知され
た疾患も定義され説明されている。 
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カラーアトラス誰にでもできる下顎総義歯の吸着 
同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

著編者名 阿部  二郎 冊子版ISBN 9784930881731  

出版社 ヒョーロン・パブリッシャーズ 発行年 2004 商品コード 1022480745 

臨床現場で，上顎に比べ下顎総義歯が吸着している頻度はきわめて少ないといわれる反面，その技術習得の難しさが指摘されて
います． 本書は，総義歯の分野で注目を集めている著者の下顎総義歯における吸着理論とその技法が，多数の実例写真と図を用
いて明解に示されています． “誰にでも，同じように，簡単にできる製作技術を公開する”ことを本書の最大の目標に掲げるとともに，
必要器材は最小限度にとどめ，すぐに製作に着手できるよう工夫が加えられてあります． 

婦人科MRIアトラス  
（画像診断別冊 . Key bookシリーズ） 

同時1アクセス(本体) ¥14,520 

同時3アクセス(本体) ¥43,560 

著編者名 今岡  いずみ 冊子版ISBN 9784879622730  

出版社 学研メディカル秀潤社 発行年 2004 商品コード 1013999931 

初心者のために日常診療に役立つ婦人科領域の画像診断の基本と、中堅として画像診断に関わる人のためにさらに
専門領域へ踏み込んだ解説を盛り込んだ、使いやすい専門書。実際の読影手順に沿って構成。（著作権の都合によ
り、一部画像がないページがあります） 

血液病アトラス 第3刷(増補) 
同時1アクセス(本体) ¥68,750 

同時3アクセス(本体) ¥103,125 

著編者名 八幡  義人 冊子版ISBN 9784524223473  

出版社 南江堂 発行年 2000 商品コード 1013688031 

「血液病」を理解するためには、血液細胞だけををみるのではなく、関連する諸臓器の所見をとらえる組織レベルの観
点も重要になる。本書は永年ｃｙｔｏｌｏｇｙとともにｈｉｓｔｏｌｏｇｙの立場を同等に評価して、臨床血液学に携わってきた著者
の自験例から写真６００枚余りを厳選して解説。増補版では新たに白血球の電顕所見の章を加えたほか、随所に電
顕写真を挿入。さらに解説も一部書き改め、索引も充実させた。オールカラー。 

新染色体異常アトラス 
同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

著編者名 阿部  達生 冊子版ISBN 9784524202287  

出版社 南江堂 発行年 1997 商品コード 1013688035 

染色体検査は、従来、先天性染色体異常者および保因者の検索に用いられてきたが、近年の分子生物学の発展は
著しく、（１）悪性腫瘍や白血病の診断および経過観察、（２）出生前診断、（３）不妊・習慣性流産の原因検査などへも
広く適応されている。総論では、染色体検査の実際と研究方法を解説、各論では、わが国で発見された染色体異常約
１７０症例を収録した。 

部位別皮膚病カラーアトラス ―診断と治療― 
同時1アクセス(本体) ¥68,750 

同時3アクセス(本体) ¥103,180 

著編者名 西山  茂夫 冊子版ISBN 9784524202393  

出版社 南江堂 発行年 1996 商品コード 1013688037 

部位別の構成を特長とする皮膚病アトラス。３００余の疾患を頭部をはじめとする１９の部位に分けて整理した。一つ
の疾患が複数の部位に好発する場合は、それぞれの部位に写真と解説を入れた。また他の好発部位とその参照頁も
載せてあるので、部位を手がかりに診断に結びつける際の参考となる。アトラスの生命である写真は、ベストのものを
選んだ。 

爪疾患カラーアトラス 
同時1アクセス(本体) ¥40,150 

同時3アクセス(本体) ¥60,170 

著編者名 西山  茂夫 冊子版ISBN 9784524266791  

出版社 南江堂 発行年 1993 商品コード 1013688036 

５００余枚の見事なカラー写真を配したアトラス。爪の疾患には（１）全身疾患に伴うもの、（２）皮膚疾患の部分現象、
（３）爪甲だけの変化によるものがあるが、特に（１）や（２）については全身の健康状態のバロメーターとも一般に受け
とられている。本書は、皮膚科医のみならず内科・小児科などの一般臨床医にとっても診療の際の必携の書。 
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「臨床に役立つ解剖学実習」の動画と 

「リハビリテーション解剖アトラス」が 
セットになったタイトルが出ました！ 

【著編者：佐藤 達夫】 

臨場感あふれる鮮明な映像とナレーションにより，解剖の書籍や模型では理解しにくかった体幹の立体構造，
筋・神経の位置関係，進入状況等を見ることができる60分の動画．筋・神経・血管に焦点を当てた解剖所見
のフォトアトラス。形態と機能を統合的に取り扱い、筋と周囲の支配神経や血管の走路との相互関係に配慮
しながらわかりやすく紹介します。 

◆臨床に役立つ解剖学実習 各巻（動画） 
書名 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 

臨床に役立つ解剖学実習 1 上肢 【動画版】 （60分） 2007 9784263212233 ¥132,000 ¥220,000 1027776288 

臨床に役立つ解剖学実習 2 下肢 【動画版】 （60分） 2007 9784263212240 ¥132,000 ¥220,000 1027776289 

臨床に役立つ解剖学実習 3 体幹 【動画版】 （60分） 2007 9784263212257 ¥132,000 ¥220,000 1027776290 

動画『臨床に役立つ解剖学実習』全3巻セットをご購入いただくと、    
電子書籍『リハビリテーション解剖アトラス 』をご覧いただけます！ 

＋ 

※すでに電子書籍を導入済みのお客様は、差額で動画をご購入いただけます。 

◆リハビリテーション解剖アトラス（電子書籍） 
同時１アクセス(本体)  ¥26,400 同時3アクセス(本体) ¥44,000  

冊子版ISBN  9784263218556 商品コード 1025578833  発行年 2006  

◆臨床に役立つ解剖学実習 全3巻 ＋ リハビリテーション解剖アトラス セット（動画＋電子書籍） 
同時１アクセス(本体)  ¥396,000 同時3アクセス(本体) ¥660,000  

冊子版ISBN  9784263212226 商品コード 1027776287  発行年 2006  

医歯薬出版  
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