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No. 書名 著編者 発行年 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 甲状腺疾患のすべて  槙田 紀子 2018 ¥15,840 ¥26,400 1028340362 

2 胆膵疾患診療の進歩  岡崎 和一 2018 ¥14,190 ¥23,650 1028340363 

3 統合失調症UPDATE 脳・生活・人生の統合的理解にもとづく“価値医学”の最前線  
笠井 清登・宮本 有紀・
福田 正人 

2018 ¥14,850 ¥24,750 1028340364 

4 アンチエイジング研究――世界の趨勢と日本  齋藤 英胤 2018 ¥14,190 ¥23,650 1028340365 

5 補助人工心臓の進歩と課題  小野 稔 2018 ¥14,190 ¥23,650 1028340366 

6 パーキンソン病の新展開――発症の分子機構と新規治療  高橋 良輔 2018 ¥13,860 ¥23,100 1028340367 

7 眼科治療の進歩  相原 一 2018 ¥15,180 ¥25,300 1028340368 

8 筋ジストロフィー・筋疾患 最近の進歩  戸田達史 2017 ¥14,520 ¥24,200 1028340357 

9 虚血性心疾患UPDATE  室原豊明 2017 ¥15,840 ¥26,400 1028340358 

10 ミトコンドリア研究UPDATE  後藤雄一 2017 ¥14,190 ¥23,650 1028340359 

11 病態栄養学UPDATE  清野裕 2017 ¥14,520 ¥24,200 1028340360 

12 いま臨床医が知っておくべき高血圧のすべて  檜垣實男 2017 ¥15,180 ¥25,300 1028340361 

13 不整脈を科学する  青沼 和隆 2017 ¥15,180 ¥25,300 1025424570 

14 炎症性腸疾患のいま  金井 隆典 2017 ¥13,860 ¥23,100 1025424571 

15 がん放射線療法UPDATE  小口 正彦 2017 ¥13,860 ¥23,100 1025424572 

16 小児用ワクチンUpdate 2017  五十嵐 隆 2017 ¥15,180 ¥25,300 1025424573 

17 代謝調節における免疫細胞の役割  戸辺 一之 2017 ¥15,180 ¥25,300 1025424574 

18 メカノバイオロジーからメカノメディシンへ  曽我部 正博 2017 ¥15,180 ¥25,300 1025424575 

19 グローバル感染症最前線 ―NTDsの先へ― 北 潔 2017 ¥16,500 ¥27,500 1025424576 

20 がん微小環境の病態理解と制御  藤田 直也 2017 ¥14,190 ¥23,650 1025424577 

医学に関する最新情報を基礎・ 
臨床の両面から総合的に幅広い
視点で紹介している医学専門誌。 

全81冊揃価格 
同時1アクセス（本体） ¥1,155,990 
同時3アクセス（本体）  ¥1,926,650 
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21 アミロイドーシスの最新情報  池田 修一 2017 ¥15,180 ¥25,300 1025424578 

22 自己免疫疾患 ―preclinical stateから発症・早期診断まで― 熊谷 俊一 2017 ¥14,190 ¥23,650 1025424579 

23 機能性胃腸障害のすべて  木下 芳一 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424553 

24 心筋症update  山本 一博 2016 ¥14,520 ¥24,200 1025424554 

25 脳卒中update  北川 一夫 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424555 

26 補完代替医療とエビデンス  大野 智 2016 ¥15,180 ¥25,300 1025424556 

27 感染症最前線とグローバル・ヘルス  永井 美之 2016 ¥14,520 ¥24,200 1025424557 

28 粘膜免疫Update  大野 博司 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424558 

29 学会案内 2016年7月  - 2016 ¥7,590 ¥12,650 1025424559 

30 大腸癌診療Update  渡邉 昌彦 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424560 

31 ストレスシグナルと疾患 ―細胞恒常性維持機構の破綻と病態― 一條 秀憲 2016 ¥14,850 ¥24,750 1025424561 

32 アルコール医学・医療の最前線Update  竹井 謙之 2016 ¥15,840 ¥26,400 1025424562 

33 肺高血圧症Update ―病態解明の進歩から治療への応用― 田邉 信宏 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424563 

34 医学教育の現在 ―卒前から専門医教育まで― 北村 聖 2016 ¥9,900 ¥16,500 1025424564 

35 輝く日本人による発見と新規開発  医学のあゆみ編集委員会 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424565 

36 クリニカルエピゲノミクス  牛島 俊和 2016 ¥15,180 ¥25,300 1025424566 

37 小脳の最新知見 ―基礎研究と臨床の最前線― 水澤 英洋 2016 ¥15,180 ¥25,300 1025424567 

38 学会案内 2017年1月  - 2016 ¥7,920 ¥13,200 1025424568 

39 アトピー性皮膚炎UPDATE  佐藤 伸一 2016 ¥13,860 ¥23,100 1025424569 

40 サルコペニア ―成因と対策― 荒井 秀典 2015 ¥12,540 ¥20,900 1025424539 

41 循環器と画像診断Update  赤阪 隆史 2015 ¥12,540 ¥20,900 1025424540 

42 生殖医学・医療の最前線  神崎 秀陽 2015 ¥13,860 ¥23,100 1025424541 

43 医学・医療のいまがわかるキーワード ―創刊3000号記念― 医学のあゆみ編集委員会 2015 ¥14,520 ¥24,200 1025424542 

44 がんゲノム研究の進歩 ―網羅的解析からの知見― 柴田 龍弘 2015 ¥13,200 ¥22,000 1025424543 

45 癌幹細胞  赤司 浩一 2015 ¥13,200 ¥22,000 1025424544 

46 腸内細菌と疾患  中島 淳 2015 ¥13,860 ¥23,100 1025424545 

47 レドックスUpdate ―ストレス制御の臨床医学・健康科学― 生田 宏一 2015 ¥32,340 ¥53,900 1025424546 

48 遺伝子医療の現状とゲノム医療の近未来  福嶋 義光 2015 ¥14,520 ¥24,200 1025424547 

49 iPS細胞研究最前線 ―疾患モデルから臓器再生まで― 長船 健二 2015 ¥15,840 ¥26,400 1025424548 

50 消化管癌内視鏡治療の最前線  小野 裕之 2015 ¥13,860 ¥23,100 1025424549 

51 広がるHippo pathway研究 ―癌から各種疾患へ― 畑 裕 2015 ¥13,860 ¥23,100 1025424550 

52 臨床プロテオミクス  近藤 格 2015 ¥13,860 ¥23,100 1025424551 

53 ヒト免疫学の新機軸  山本 一彦 2015 ¥14,520 ¥24,200 1025424552 

54 がんの免疫制御 ―研究と臨床の最前線― 河上 裕 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940811 

55 うつ病 ―治療・研究の最前線― 功刀 浩 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940812 

56 トランスポーターと疾患研究の最前線  楠原 洋之 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940813 

57 エクソーム解析 ―成果と将来― 松本 直通 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940814 

58 イオンチャネル病のすべて  堀江 稔 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940815 

59 血管炎の診断と治療 ―新分類CHCC2012に沿って― 尾崎 承一 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940816 

60 細胞死Update ―基礎から臨床までを俯瞰して― 米原 伸 2014 ¥12,540 ¥20,900 1018940817 

61 制御性T細胞 ―その基礎と臨床展開― 坂口 志文 2014 ¥12,540 ¥20,900 1018940818 

62 骨粗鬆症 ―研究と臨床の最新動向― 杉本 利嗣 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940819 

63 神経変性疾患 ―研究と診療の進歩― 辻 省次 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940820 

64 遺伝子・再生医療研究から学ぶパーキンソン病  望月 秀樹 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940821 

65 内科領域の薬剤性障害 ―肝・肺を中心に― 滝川 一 2014 ¥12,540 ¥20,900 1018940822 

66 小児用ワクチンUpdate 2015  五十嵐 隆 2014 ¥13,200 ¥22,000 1018940823 

67 エコヘルス ―21世紀におけるあらたな健康概念― 門司 和彦 2014 ¥12,210 ¥20,350 1018940824 

68 乳癌診療Update ―最新診療コンセンサス2012― 戸井 雅和 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940797 

69 造血幹細胞移植の最新動向  黒川 峰夫 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940798 

70 漢方医学の進歩と最新エビデンス  渡邉 賢治 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940799 

71 肝硬変Update ―肝硬変死の根絶をめざして― 西口 修平 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940800 

72 インフルエンザUpdate ―課題と問題点― 菅谷 憲夫 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940801 

73 呼吸器疾患 ―state of arts―Ver.6 北村 諭 2013 ¥39,600 ¥66,000 1018940802 

74 がんの疫学Update ―がん予防のための最新エビデンス― 津金 昌一郎 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940803 

75 摂食障害Update ―研究と診療の最前線― 切池 信夫 2013 ¥12,540 ¥20,900 1018940804 

76 疾病予防・健康増進のための分子スポーツ医学  正田 純一 2013 ¥11,550 ¥19,250 1018940805 

77 B型肝炎 ―最新治療コンセンサス― 溝上 雅史 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940806 

78 骨免疫学 ―研究最前線― 高柳 広 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940807 

79 自然免疫Update ―研究最前線― 竹内 理 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940808 

80 自律神経による調節とその破綻  熊谷 裕生 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940809 

81 CKD診療ガイド2012ガイドブック  今井 円裕 2013 ¥13,200 ¥22,000 1018940810 

2018年12月 
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第4巻 腹部 
著編者名 川原 群大 
冊子版ISBN 9784263207444  
発行年 1984 

商品コード 1010684491 
同時1アクセス 
（本体） ¥176,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥264,000 

 第5巻 上肢・下肢・脊柱 
著編者名 川原 群大 
冊子版ISBN 9784263208458  
発行年 1986 

商品コード 1010684492 
同時1アクセス 
（本体） ¥176,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥264,000 

2018年12月 

図説人体局所解剖学 全5巻セット 

セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥836,000 

同時3アクセス(本体) ¥1,254,000 

商品コード 1010721311 

3万体以上の解剖の経験を有する解剖学の 
権威による執筆で、実際の病巣と対比して 
的確に診断・治療ができる刀刃剖査写真に 
よる解剖学書です。  

現在では撮影が難しい人体実写カラー・白黒写真、X線写真で 
解説され、深度1cm ごとの人体の連続断面の肉眼的解剖所見と 

X線像を対比できます。 

 第1巻 頭部 
著編者名 川原 群大 
冊子版ISBN 9784263207413  
発行年 1972 

商品コード 1010684488 
同時1アクセス 
（本体） ¥110,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥165,000 

 第2巻 頸部 
著編者名 川原 群大 
冊子版ISBN 9784263207420  
発行年 1974 

商品コード 1010684489 
同時1アクセス 
（本体） ¥110,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥165,000 

第3巻 胸部 
著編者名 川原 群大 
冊子版ISBN 9784263207437  
発行年 1981 

商品コード 1010684490 
同時1アクセス 
（本体） ¥264,000 

同時3アクセス 
（本体） ¥396,000 



■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87-4　東戸塚N&Fビル1 2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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