
レスポンシブなサイト
デザイン。スマートフォンか
らも快適に閲覧。

無料アプリで本棚作成、
マークやコメント、通知な
どさまざまな機能を利用。
（2018 年中予定）

未購入タイトルの試し読み
が可能。図書館へのリクエ
スト機能も無償提供。

SmartPLATONから
冊子と電子の横断検索、
選択収書が可能。

（近日リリース予定）

無料アプリでMy本棚作成、
マーカー、しおりなど
さまざまな機能を利用。

No.KD0065
2019 年 9月

医学
（全機関販売可）

中山書店
　スーパー総合医　全10巻

本シリーズの総合医とは、「かかりつけ医」「家庭医」とも呼ばれる「地域に根差した、すべての科を診る医師」を指しています。
総合医は今後の医療の柱となると言われており、聴診器を持つすべての開業医必読必携！

もちろん、地域医療に関わる、公共図書館、大学図書館、病院図書室にもオススメのシリーズです。

ProductID 底本 ISBN 書　　　　名 著　　者 プリント版
刊行年

同時アクセス１
（本体価）

同時アクセス３
（本体価）

KP00022216 9784521739007 在宅医療のすべて 長尾和宏【編】 201403 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022217 9784521739014 認知症医療 長尾和宏【編】 201407 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022218 9784521739021 高齢者外来診療 長尾和宏【編】 201412 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022219 9784521739038 地域医療連携・多職種連携 長尾和宏【編】 201504 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022220 9784521739045 大規模災害時医療 長尾和宏【編】 201508 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022221 9784521739052 コモンディジーズ診療指針 長尾和宏【編】 201603 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022222 9784521739069 地域包括ケアシステム 長尾和宏【編】 201608 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022223 9784521739076 緩和医療・終末期ケア 長尾和宏【編】 201702 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022224 9784521739083 予防医療のすべて 長尾和宏【編】 201807 ¥22,990 ¥34,540 
KP00022225 9784521739090 総合診療医の果たす役割 長尾和宏【編】 201904 ¥22,990 ¥34,540 

合　計 ¥229,900 ¥345,400 
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KP00010386 9784521742977 小児看護ケアマニュアル 国立成育医療研究センター看護部【編】
五十嵐隆【医学監修】 201512 ¥11,220 ¥16,830 

KP00010426 9784521733746 精神医学キーワード事典 松下正明【総編集】 201107 ¥28,600 ¥42,900 

KP00010427 9784521731476 子どもの心の診療入門 齊藤万比古【総編集・責任編集】 200909 ¥9,680 ¥14,520 

KP00010432 9784521731506 子どもの人格発達の障害 齊藤万比古【総編集・責任編集】
笠原麻里【責任編集】 201109 ¥9,240 ¥13,860 

KP00010448 9784521732213 精神科診療データブック 松下正明【総編集】 201006 ¥33,000 ¥49,500 

KP00010461 9784521733777 スマ－トな糖尿病診断と治療の進め方 荒木栄一【編集主幹】
谷澤 幸生【専門編集】 201108 18,040 ¥27,060 

KP00022215 9784521742588 糖尿病治療薬の最前線　改訂第 2版 荒木栄一【編集主幹】
稲垣暢也【専門編集】 201508 ¥18,040 ¥27,060

KP00010464 9784521733807 糖尿病予防と治療のエビデンス 荒木栄一【編集主幹】
植木 浩二郎【専門編集】 201205 ¥18,040 ¥27,060 

KP00010481 9784521731278 精神科救急医療の現在 ( いま ) 平田豊明
分島徹【責任編集】 201001 ¥16,940 ¥25,410 

KP00010486 9784521731322 職場復帰のノウハウとスキル 中村純【責任編集】 200911 ¥16,280 ¥24,420 

KP00010568 9784521731056 精神科訪問看護　第２版 坂田三允【総編集】
萱間真美 [ ほか ]【編】 200903 ¥6,820 ¥10,230 

KP00010645 9784521737010 査読者が教える採用される医学論文の書き方 森本剛【著】 201305 ¥6,820 ¥10,230 

KP00010669 9784521739625 ガイダンス子ども療養支援 田中恭子【編集】 201406 ¥8,470 ¥12,760 

KP00010673 9784521742793 血液疾患診断・治療指針 金倉譲【編】 201510 ¥36,300 ¥54,450 

KP00010675 9784521743301 運動器局所解剖アトラス 越智隆弘
戸山芳昭【監修】 201603 ¥36,300 ¥54,450 

KP00010677 9784521734538 がん化学療法ケアガイド　改訂版 濱口恵子
本山清美【編】 201202 ¥7,260 ¥10,890 

KP00010678 9784521737669 がん放射線療法ケアガイド　新訂版 久米恵江
祖父江由紀子 [ ほか ]【編】 201309 ¥7,260 ¥10,890 

KP00010679 9784521734934 がん 痛ケアガイド 角田直枝
濵本千春【編】 201207 ¥7,260 ¥10,890 

KP00010680 9784521743646 フリ－ソフトＲを使ったらくらく医療統計解析入門 大櫛陽一【著】 201603 ¥9,680 ¥14,520 

KP00010688 9784521742861 疾病の成り立ち 田中清【編】 201709 ¥6,600 ¥9,900 

KP00010689 9784521745459 臨床神経生理検査入門 宇川義一【編】 201710 ¥16,500 ¥24,750 

KP00010701 9784521740089 精神医療からみたわが国の特徴と問題点 原田誠一【編】 201712 ¥19,360 ¥29,040 

KP00013489 9784521736839 小児科コミュニケーションスキル 田原卓浩【総編集】
秋山千枝子【専門編集】 201404 ¥18,920 ¥28,380 

KP00013497 9784521745688 子ども・大人の発達障害診療ハンドブック 内山登紀夫【編】 201801 ¥18,150 ¥27,280 

合　計 ¥384,780 ¥577,280 


