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No.2019-268 

2019年6月 

基礎医学：基本図書カタログ 

出版社 金芳堂 

著編者名 清木 勘治 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784765317399  商品コード 1026556804 

本書は，習得すべき知識量を出来るだけ整理・圧縮して重点主義に徹したスタ
ンダードな教科書である．特色として図表を豊富に使用し，全頁カラーで表現し
ている．また，人体の肉眼的および顕微鏡的観察所見を併記し，さらに，259項
目のSide Memoを設けて形態と機能、臨床病理との関連について記述した．な
お，初めて学ぶ解剖学が面白い学問であるとの印象を少しでも持ってもらえる
よう工夫した． 

なっとく解剖生理学 シリーズ 

文光堂 

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 

やりとりする細胞と血液 （1） 五十嵐 雅 2013 9784830600371 ¥6,160  ¥9,240  1026875509 

ぐるぐる回す循環器 （2） 五十嵐 雅 2013 9784830600388 ¥6,600  ¥9,900  1026875510 

ぐるぐる回る呼吸器 （3） 五十嵐 雅 2014 9784830600395 ¥7,700  ¥11,550  1026875511 

3冊 揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥20,460 ¥30,690 

解剖学 第11版（Minor textbook） 

解剖学関連書 
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臨床につながる解剖学イラスト 
レイテッド 

同時1アクセス(本体) ¥13,640 

同時3アクセス(本体) ¥27,280 

著編者名 松村 讓兒 冊子版ISBN 9784758120258  

出版社 羊土社 発行年 2011 商品コード 1024728170 

疾患のなりたちや治療法から、人体の構造と役割を楽しく学べる教科書。イメージしやすいイラストと
豊富な臨床画像、親しみやすい文章で臨床でも役立つ解剖学知識が自然と身に付く！解剖のおさ
らいにもオススメ． 

実習にも役立つ人体の構造と 
体表解剖 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

著編者名 三木 明徳 冊子版ISBN 9784765317078  

出版社 金芳堂 発行年 2016 商品コード 1023746677 

著者自ら作成した図版を使用し、わかりやすく解説した。「１章 身体の概要」では身体の区分や基準線、解剖学的表現など、
臨床的にも必要な事項を記載。「２章 体表解剖」では、体表から見えない内臓の位置や大きさは骨性指標を手掛かりにして
知ることができる。骨性指標の触察は患者さんの身体に触れる多くの医療職種者にとって必要不可欠な技能。骨格筋では、
起始、停止、走行、神経支配、作用のほかに触察法や筋力検査法を記載。「３章 肉眼解剖」は人体解剖学の実習マニュア
ル。見学実習において、目の前の臓器がどのようなプロセスで剖出されたかを知ることにより、その臓器と他の臓器との位置
関係をより深く理解できる。「４章 中枢神経」では脊髄や脳の構造を理解する基本的事項。「５章 骨格筋の発生」は骨格筋
と末梢神経の関係を簡潔に記載。 

あたらしい検案・解剖マニュアル 
同時1アクセス(本体) ¥14,960 

同時3アクセス(本体) ¥22,440 

著編者名 池谷 博 冊子版ISBN 9784765317597  

出版社 金芳堂 発行年 2018 商品コード 1029161145 

法医学・法歯学・法科学の分野で、鑑定に必要な基本事項を俯瞰できる内容となるよう、著者一人の視点で執
筆した。法医学はどんなシステムの上に成り立っているのか、実際の解剖はどのようにするのか、検査の具体
的な方法、様々な事例をどのように診断するのか、などを記載した。。法医学をめざす次世代の医師・歯科医
師に読んでもらい、将来の法医鑑定を担ってもらいたい一冊である。 

医療職をめざす人の解剖学はじめ
の一歩 ―東大講義録― 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

著編者名 坂井 建雄 冊子版ISBN 9784784932153  

出版社 日本医事新報社 発行年 2013 商品コード 1013927043 

他学部の学生も押し寄せる”超”人気講義を完全収録。人体のカンドコロを、著者独自の平易な語り
口で解き明かしていきます。豊富な図版をまじえ、からだの「しくみ」と「しかけ」を楽しく学ぶことがで
きます。「しくみ」と「しかけ」がわかれば、知らず知らずのうちに「なまえ」も覚えています。これから解
剖学の勉強をはじめる人に、ぜひおすすめしたい入門書です。 

解剖学関連書 
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解剖実習マニュアル 
 ―剖出の手順と観察のポイントを完全図解― 

日本医事新報社 

著編者名 長戸 康和 

発行年 2009 

同時1アクセス(本体) ¥11,660 

同時3アクセス(本体) ¥17,490 

冊子版ISBN 9784784932009  

商品コード 1013927049 

カラー図解神経解剖学講義ノート 

金芳堂 

著編者名 渡辺 正仁 

発行年 2012 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784765315401  

商品コード 1016411911 

脳神経ペディア 
 ―「解剖」と「機能」が見える・つながる事典 : カラー図解― 

羊土社 

著編者名 渡辺 雅彦 

発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥22,440 

同時3アクセス(本体) ¥44,880 

冊子版ISBN 9784758120821  

商品コード 1025193964 

2019年6月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

カラー図解神経解剖学講義ノート 

金芳堂 

著編者名 寺島 俊雄 

発行年 2011 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784765315067  

商品コード 1011618781 

出版社 文光堂 

著編者名 浦上 克哉 発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784830615467  商品コード 1028304205 

神経機能解剖の知識は，神経疾患の診療の前提となる基盤の知識である．各
神経系で章分けし，各章の総論では正常の神経機能解剖を，各論では各神経
系での代表的疾患（「Alzheimer型認知症」「脳血管障害」「筋萎縮性側索硬化
症」など）を解説し，臨床に役立つ内容となっている．全編カラーで画像とシェー
マがふんだんに用いられ，解剖と機能が視覚的に学べる工夫がなされている．
内科医，特に神経内科医必携の1冊． 

図説神経機能解剖テキスト  

解剖学関連書 
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管理栄養士を目指す学生のための解剖 
生理学テキスト 第4版 

文光堂 

管理栄養士国家試験の出題
基準に沿って，出題範囲をす
べて網羅したテキスト．今回の
改訂では，人体の構造がより
理解しやすくなるよう，図版の
約半数を新しいものに替えた．
また，より深い知識につながる
情報を「参考」として追加した．
スタイルは，文章と図版を見開
きで理解できるように構成．文
章は箇条書きにし，重要な事
項は赤で強調．栄養士として
知っておくと便利な知識は「メ
モ」として随所に挿入した． 

著編者名 岩堀 修明 発行年 2016 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,600 
同時3アクセス 

(本体) 
¥9,900 

冊子版ISBN 9784830600401  商品コード 1027446860 

2019年6月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

解剖生理学 （Visual栄養学テキスト . 人体の構造と

機能および疾病の成り立ち 1） （※） 

中山書店 

人体の構造と機能および疾病
の成り立ちを理解する上で必
要となる、解剖生理学につい
て学ぶテキスト。人体を器官系
別に15の領域に分け、第一線
で活躍するエキスパートたち
が解説する。 

 

著編者名 福島 光夫 発行年 2016 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,600 
同時3アクセス 

(本体) 
¥9,900 

冊子版ISBN 9784521742847  商品コード 1023891794 

出版社 金芳堂 

著編者名 木山 博資 発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 同時3アクセス(本体) ¥12,870 

冊子版ISBN 9784765317092  商品コード 1024887968 

看護師，理学療法士，作業療法士，鍼灸師，視能訓練士を目指す学生が知っ
ておきたい解剖学・生理学を1冊に凝縮．豊富な図版，難読漢字にはルビを振
り，分かりやすさを追求した．解剖学・生理学を学ぶ医療関連領域の学生が，
人体の構造（解剖学）と機能（生理学）の関連などの基礎知識はもちろん，病態
を含めた膨大な知識を理解できるよう簡潔にまとめた． 

人体の解剖生理学 = Human anatomy & physiology 第2版 

解剖生理学関連書 
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出版社 金芳堂 

著編者名 塩田 浩平 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥12,980 同時3アクセス(本体) ¥19,470 

冊子版ISBN 9784765317405  商品コード 1026556802 

人体発生学の新定番テキスト！日本人研究者による，読みやすく統一感のあ
る解説と，豊富なカラー図版・写真で，人体発生学をスムーズかつビジュアル
に理解できる．第二版では，再生医学・ゲノム編集・分子生物学など最新の情
報にアップデート．復習問題は五肢択一問題に変更し，CBTに対応させた．医
学部の人体発生学をマスターするのに最適の一冊！ 

カラー図解人体発生学講義ノート 第2版 

出版社 日本医事新報社 

著編者名 塩田 浩平 発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥20,900 同時3アクセス(本体) ¥31,350 

冊子版ISBN 9784784932108  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。 

ヒト発生の3次元アトラス （3D Anatomy Project） 

発生学関連書 
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人体生理学ノート 改訂8版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,380 

同時3アクセス 
(本体) 

¥9,570 

著編者名 岡田 隆夫 冊子版ISBN 9784765317450  

出版社 金芳堂 発行年 2018 商品コード 1026989178 

定番の人体生理学入門書の待望の改訂版．生理学の「なぜ？どうして？」を解決してくれる．
生理学を効率よく短期間で学習できるよう，本文の解説・図解・重要語句の説明を簡潔にし，
使いやすさを考えデザインを一新しました．また，学習を振り返ることができるよう，復習問
題を設けています．「生理学の入門書」として，コメディカルや医学系学生の必携版として手
元に置いておきたい一冊． 

生理学テキスト 第8版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥11,000 

同時3アクセス 
(本体) 

¥16,500 

著編者名 大地 陸男 冊子版ISBN 9784830602290  

出版社 文光堂 発行年 2017 商品コード 1027621953 

医・薬学系学部生向けの生理学教科書の定本である好評書が4年ぶりに大改訂．人体機
能全般を体系的に扱った教科書であり，生理学を学ぶ学生すべてに役立つ内容．今回の
改訂は「わかりやすい生理学」というより「最新医科生理学」であることに重きをおいた．一
方イラストを充実させ，従来以上の「わかりやすさ」も追求した． 

生理学  第8版（Minor textbook） 

同時1アクセス 
(本体) 

¥8,800 

同時3アクセス 
(本体) 

¥13,200 

著編者名 岡田 隆夫 冊子版ISBN 9784765315050  

出版社 金芳堂 発行年 2012 商品コード 1013988104 

本書は生命力の表現としての自然治癒力、ホメオスタシス、合目的性などの原理が、細胞
や組織のレベルの現象に生き生きと現れ、それが器官や系統のレベルの現象に形を変え
つつ発展していくことを示すようにした。そして、これらを外挿することによって固体としての
人体の生命力が全体として浮彫りになる。初めて学ぶ生理学が面白い学問であるとの印象
を少しでも持ってもらえるよう工夫し、重点主義に徹している。 

生理学関連書 
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柔道整復師 
生理学パーフェクトノート 

同時1アクセス 
(本体) 

¥6,050 

同時3アクセス 
(本体) 

¥12,100 

著編者名 山門 一平 冊子版ISBN 9784498076747  

出版社 中外医学社 発行年 2014 商品コード 1016393458 

コメディカル分野、特に柔道整復師の国家試験合格を目指す学生を対象に、生理学の知識
を運動器系関連器官を主軸に、他の系統へと連携する順序で説明。1項目に対し、箇条書
きの解説とコラム、練習問題と国家試験問題で構成。 

柔整国試対策サクサク生理学 
（Saku saku series VOL. 02） 

同時1アクセス 
(本体) 

¥5,500 

同時3アクセス 
(本体) 

¥11,000 

著編者名 中田 圭祐 冊子版ISBN 9784498076624  

出版社 中外医学社 発行年 2013 商品コード 1016393460 

柔道整復師国家試験合格に向けて、必要不可欠な重要ワードをカリスマ講師が厳選。この
一冊で「生理学」のツボを総復習できる。 

臨床神経生理検査入門 
 ―神経症状の客観的評価― 

同時1アクセス 
(本体) 

¥16,500 

同時3アクセス 
(本体) 

¥24,750 

著編者名 宇川 義一 冊子版ISBN 9784521745459  

出版社 中山書店 発行年 2017 商品コード 1025881803 

神経生理検査は画像検査にくらべて判読にコツが必要で苦手意識をもつ若手医師が多い
が、時間的・空間的要素を同時に知ることができるため、実は、患者の機能の治療を考える
には最適な検査である。本書では、筋電図検査、神経伝導検査、脳波検査、誘発電位検査、
骨格筋CT・MRI、神経筋エコーに照準をあてて基本から応用までわかりやすく解説、神経生
理検査を識りたい人の必携書である。 

生理学関連書 
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図解病理解剖ガイド 

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 新井 冨生 冊子版ISBN 9784830604805  

出版社 文光堂 発行年 2018 商品コード 1030447099 

病理解剖の実際と手技（臓器の取り出し方，切り出し方），各臓器の所見の取り方と鑑別疾
患，特定の疾患に対する特殊検査，病理解剖後の処置や保存方法などを解説．豊富な写
真とイラストで，初学者にもわかりやすい構成とした．編者らの施設がもつ膨大なデータ
ベースから抽出したデータ（年齢別臓器重量など）も掲載．病理解剖の減少により学ぶ機会
が少なくなっている若手病理医にとって，病理解剖の基本知識と技術を学べるガイド． 

スタンダード病理学 第4版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥15,840 

同時3アクセス 
(本体) 

¥23,760 

著編者名 沢辺 元司 冊子版ISBN 9784830604775  

出版社 文光堂 発行年 2015 商品コード 1026875512 

4年制課程での医学・医療技術科学における病理学教科書のスタンダード，改訂第4版．臓
器・組織の正常構造・機能に触れつつ，医療技術系の学生に必須の生体の病的変化をま
とめた．病理各論では疾患の臨床症状，臨床検査所見等も盛り込み，基礎と臨床の橋渡し
となる内容である．学生は元より，医師や各医療従事者の生涯学習にも応える1冊． 

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． 

病理学関連書 
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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6月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

病理組織マップ&ガイド 

同時1アクセス 
(本体) 

¥12,100 

同時3アクセス 
(本体) 

¥18,150 

著編者名 深山 正久 冊子版ISBN 9784830604744  

出版社 文光堂 発行年 2014 商品コード 1026875513 

病気を理解するには，病気により臓器，組織がどう変わるのか，その地形図を把握すること
が大切です．本書は．実際に標本を観察するように写真を構成し，一枚一枚を矢印，枠な
どを使い丁寧に解説することで，疾患の地形をガイドします．臨床医学の旅を続けている臨
床医の方々にも，本書で臨床像の奥にある病理組織の地形の変化を再確認することで，患
者さんにわかりやすく，体の中に起きている変化を指し示すことができるでしょう． 

Dr.レイの病理学講義 第3版 

同時1アクセス 
(本体) 

¥9,240 

同時3アクセス 
(本体) 

¥13,860 

著編者名 高橋 玲 冊子版ISBN 9784765317382  

出版社 金芳堂 発行年 2018 商品コード 1026556803 

医療系学生向けの病理学のテキスト．豊富な図版とポイントをおさえた丁寧な解説で，難解
な病理学がすらすらわかる！ 今回の改訂では各種疾患分類・診断基準など最新の情報
にアップデート．好評であるPointをさらに充実さえ，マクロ・ミクロの写真には矢印やネーム
を加え理解しやすいようにしました．医療系学生が病理学をマスターするのに最適の一冊． 

徹底攻略！病理解剖 
 カラー図解 

同時1アクセス 
(本体) 

¥17,600 

同時3アクセス 
(本体) 

¥26,400 

著編者名 清水 道生 冊子版ISBN 9784765316583  

出版社 金芳堂 発行年 2015 商品コード 1019255352 

病理解剖の意義・目的に始まり、解剖手技・各臓器の取り出し方・切り出し方から、肉眼所
見の取り方、最終診断の書き方まで、その全過程を、豊富なイラスト・写真でビジュアルに
解説した最新の病理解剖実践マニュアルでコツやアドバイスなどを随所に掲載．見て理解
できる！ 病理解剖のビジュアルテキストである． 

病理学関連書 

9 



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6月 

マルチメディア出版社だからできた難解な解剖生理を新しい切り口で解説！ 

監修： 

高松 研 
東邦大学医学部生理学講座 細胞生理学分野 教授 

堀内ふき 
茨城県立医療大学 保健医療学部 教授 

 

※発行年、ISBN はプリント版の情報です 

NEW 生体のしくみ標準テキスト 
新しい解剖生理(第２版)【カラー版】 

＋動画 

動画が付きました！ 
DVD「生体のしくみ」 
第2版 全17集（動画収録 
100チャプター・783分） 
と同じ動画が見られます！ 

◆NEW 生体のしくみ標準テキスト 新しい解剖生理(第２版)【カラー版】（電子書籍＋動画） 

同時1アクセス（本体） ¥41,800 冊子版ISBN 9784862433251 

同時3アクセス（本体） ¥83,600 発行年 2009  商品コード 1025880122 

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。 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

医学映像教育センター 
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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6月 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

■生体のしくみ 第3版（動画版） 前編 全10巻 - ¥ 308,000 ¥ 616,000 1029452513 

1 人間の存在 （29分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452514 

2 細胞からヒトへ （34分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452515 

3 神経系のしくみ1 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452516 

4 神経系のしくみ2 （35分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452517 

5 神経系のしくみ3 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452518 

6 感覚のしくみ （33分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452519 

7 身体運動のしくみ1 （33分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452520 

8 身体運動のしくみ2 （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452521 

9 血液のしくみ （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452522 

10 循環のしくみ1 （29分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452523 

■生体のしくみ 第3版（動画版） 後編 全10巻 - ¥ 308,000 ¥ 616,000 【未刊】 

11 循環のしくみ2 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 - 

12 呼吸のしくみ （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

13 消化吸収のしくみ1 （32分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

14 消化吸収のしくみ2 （33分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

15 代謝のしくみ （36分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

16 排泄のしくみ （制作中） - ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

17 ホルモンのしくみ （制作中） - ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

18 ホメオスタシスのしくみ （制作中） - ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

19 防御のしくみ （制作中） - ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

20 生殖のしくみ （制作中） - ¥30,800 ¥61,600 【未刊】 

生体のしくみ 第3版（動画版） 前編 全10巻 

「生物学的に人間とはいかなる存在なのか（常態）」をテーマに、
複雑な側面をもつ人間の身体を解き明かします。看護やリハビリ
テーション、介護福祉など、人間の身体に関わる仕事を目指す
人すべてに求められる解剖生理の基礎知識を、100のチャプター
にわかりやすくコンパクトに収録したフルリニューアル版です！ 

前編 
全10巻セット 価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 308,000 

同時3アクセス(本体)： ¥ 616,000 

商品コード： 1029452513 

原案協力：前川 幸子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 
監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

医学映像教育センター 
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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6月 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

総監修：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 
資料協力：山本 正二／下総 良太／堀越 琢郎（千葉大学大学院 医学研究院【放射線医学】） 

目で見る解剖と生理 第2版（動画版）全15巻 

全15巻セット  
価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 528,000 

同時3アクセス(本体)： ¥ 1,056,000 

商品コード： 1028203202 

ご好評をいただいた『目で見る解剖と生理』を大幅にリニューア
ルしました！ヒトの身体について学ぶ全ての方が、その構造や
機能に興味を持つきっかけとなり、楽しく理解できるように、CG
アニメーションやデータを豊富に加えた番組です。講義やミー
ティングに幅広くご活用ください。 

医学映像教育センター 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 神経系I 中枢神経、高次機能、運動系 （41分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203203 

2 神経系II 末梢神経、感覚系 （41分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203204 

3 循環系I 心臓 （42分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203205 

4 循環系II 血管、リンパ管 （32分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203206 

5 血液 （37分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203207 

6 呼吸 （40分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203208 

7 自律神経・内分泌 （38分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203209 

8 運動系I 総論 （33分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203210 

9 運動系II 上肢、下肢 （34分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203211 

10 消化系I 口、消化管 （38分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203212 

11 消化系II 肝臓・胆嚢・膵臓、代謝 （36分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203213 

12 腎・尿路 （37分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203214 

13 生殖 （47分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203215 

14 免疫 （45分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203216 

15 細胞・遺伝子 （43分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203217 
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 関連動画 



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6月 

医学映像教育センター 

目で見る医学の基礎 第2版（動画版）全13巻 
企画協力：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 

全13巻セット  
価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 457,600 

同時3アクセス(本体)： ¥ 915,200 

商品コード： 1028203236 

『目で見る医学の基礎 第2版』はベストセラーシリーズを全13巻
で完全リニューアルしました!!チーム医療スタッフに必要な解剖・
生理・病態のベーシックな知識を器官系別に、映像とCGアニ
メーションによって、よりわかりやすく解説！医学概論用として
の講義やミーティングにぜひご活用ください！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 細胞と組織 （47分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203237 

2 神経系 （47分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203238 

3 循環器系 （49分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203239 

4 呼吸器系 （46分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203240 

5 骨格・筋肉系 （41分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203241 

6 消化器系 （44分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203242 

7 泌尿器系 （35分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203243 

8 生殖器系 （49分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203244 

9 内分泌系 （39分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203245 

10 血液 （42分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203246 

11 皮膚・感覚器系 （38分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203247 

12 感染 （40分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203248 

13 免疫系 （40分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203249 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 
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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6月 

医学映像教育センター 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 細胞 ―からだを作る60兆個の細胞たち― （34分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840953 

2 
生殖と発生 ―命はどのようにして誕生するの？― 
 （36分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840954 

3 遺伝 ―なぜ、子どもは親に似るの？― （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840955 

人体を学ぶための理科 生物編（動画版） 全3巻 
総監修：鈴木 誠（北海道大学 高等教育推進機構／大学院理学院 自然史科学専攻 教授） 

3巻セット  
価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 92,400 
同時3アクセス(本体)： ¥ 184,800 

商品コード： 1027840952 

全8巻セット 価格 
同時1アクセス(本体)： ¥ 246,400 
同時3アクセス(本体)： ¥ 492,800 

商品コード 1027840841 

生命の科学 第2版（動画版）全8巻 

「ヒトはどのような生体機能を発揮しているのか」「どのように生命を維持し、
外敵から身を守っているのか」。本シリーズでは3Dを含めた最新のアニメー
ションと豊富な資料写真を駆使して、ヒトに関わる生命現象をよりわかりやす
くていねいに解説していきます。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 ヒトとは 身体を構成するもの （40分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840842 

2 ヒトとは 外部情報の獲得と精神機能 （32分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840843 

3 ヒトとは 随意運動のしくみ （34分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840844 

4 ヒトとは 生命を継ぐ （43分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840845 

5 生命の維持システム血液循環の機能 （44分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840846 

6 生命の維持システム栄養の摂取と利用 （39分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840847 

7 人体の防御システム内部環境の維持 （41分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840848 

8 人体の防御システム防御のしくみ （42分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840849 

原案監修：高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

本シリーズでは、高校までに履修する生物の中から、人体に関係する内容を中心に、わ
かりやすく映像化しました。生物を選択せずに医療系、健康科学系などの学校に進学し
た学生、履修したけれども再学習したい学生が基礎から理解する機会となる番組です。
※新学習指導要領に準拠して作成しています。 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 
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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6月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

『Q』シリーズ 改訂版リリース！！ 

『Q』シリーズ既刊タイトル！！ 

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 

新生理学 フルカラー新装版 第6版 竹内 昭博 2015 9784784911707  ¥7,100 ¥10,600 1024801191 

新微生物学 舘田 一博 2016 9784784911936 ¥7,100 ¥10,600 1022133861 

新薬理学 フルカラー新装版 改訂第6版 安原 一 2015 9784784911660 ¥7,100 ¥10,600 1018451153 

新病理学 新装版  第5版 山本 雅博 2012 9784784911851 ¥7,700 ¥11,600 1011618980 

新衛生・公衆衛生学 新装版  第6版 大井田 隆 2012 9784784911813 ¥7,100 ¥10,600 1012368960 

新発生学  改訂第4版 白澤 信行 2012 9784784911899 ¥7,300 ¥10,900 1012910086 

新組織学 フルカラー新装版 第6版 野上 晴雄 2016 9784784911783 ¥7,260 ¥10,890 1024801190 

Qシリーズ 新解剖学 
第7版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,470 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,760 

冊子版ISBN 9784784911745  

著編者名 加藤  征 発行年 2019 商品コード 1029728139 

20年以上にわたって医学生に支持されてきたロングセラー、待望の改訂第７版。各項目1～2
ページの読み切り構成。短時間で概要を把握できます。 

8冊 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

￥58,850 ¥88,330 

日本医事新報社 

『Ｑ』シリーズ 
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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


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16

