あの定番教科書シリーズが、
「電子版」
で使える！

標準医学シリーズ
版

for iPad

for WindowsPC

基礎医学から臨床医学まで幅広いラインナップで、
6 年間の学習 をしっかりとサポートします！
標準医学

e テキスト

検索

http://standard-etext.com/

標準医学シリーズ

版

製品概要
● 医学書院の定番教科書『標準医学シリーズ』を iPad、WindowsPC で閲覧頂けるサービスです。
● コンテンツのご利用には、「医学書院 e テキスト」のご契約と、専用アプリ（無料）※のダウンロードが必要となります。
● サービス利用開始月から「6 年間」ご利用いただけます（基礎セット・基礎＋臨床セット）。
● 臨床セットでは、期間の短いプランもご用意しております。基礎セットご購入後に、臨床セットを追加してご利用いた
だくことも可能です。
●ご契約期間中に書籍の改訂があった場合はその改訂版のデータを無償で提供します。
●ダウンロード時はインターネット接続が必要となりますが、ダウンロード後はオフラインで閲覧可能です。
※ログインには医学書院 ID の取得が必要となります。詳しくは医学書院ライブラリー利用者サイト（https://my.islib.jp）をご確認ください。

商品ラインナップ
○「基礎セット」
（全 10 タイトル）
価格

本体 42,000 円＋税 ／

6 年間

参考：「基礎セット」に収録されている書籍の合計価格は
「本体 82,600 円＋税」です。

主に 1 年〜 2 年次で学習する基礎医学講座に必要な
「標準医学シリーズ」セット商品です。
●標準解剖学
●標準免疫学

● 標準組織学 総論
● 標準細胞生物学

● 標準組織学 各論
● 標準生化学

●標準生理学

● 標準薬理学

●標準病理学

● 標準微生物学

○「臨床セット」
（全 18 タイトル）
価格

本体 55,000 円＋税 ／

2 年間
本体 66,000 円＋税 ／ 3 年間
本体 77,000 円＋税 ／ 4 年間
本体 88,000 円＋税 ／ 6 年間

参考：「臨床セット」に収録されている書籍の
合計価格は
「本体 149,100 円＋税」です。

臨床医学講座・臨床実習に必要な「標準医学シリーズ」、『内科診断学』、『新臨床内科学』をセットにした商品です。
●標準臨床検査医学
●標準外科学
●標準産科婦人科学

● 標準救急医学
● 標準脳神経外科学
● 標準眼科学

● 標準神経病学
● 標準小児外科学
● 標準泌尿器科学

● 標準精神医学
● 標準形成外科学
● 標準麻酔科学

● 標準小児科学
● 標準整形外科学
● 内科診断学

●標準皮膚科学
●標準リハビリテーション医学
●新臨床内科学

○「基礎＋臨床セット」
（全 28 タイトル）
価格

本体 120,000 円＋税 ／

6 年間

参考：「基礎＋臨床セット」に収録されている書籍の合計価格は
「本体 231,700 円＋税」です。

収録コンテンツは、「基礎セット」と「臨床セット」に含まれる
すべてのタイトルとなります。
●標準解剖学
●標準微生物学
●標準神経病学
●標準小児外科学
●標準泌尿器科学

●標準組織学 総論
●標準免疫学
●標準精神医学
●標準形成外科学
●標準麻酔科学

● 標準組織学 各論
● 標準細胞生物学
● 標準小児科学
● 標準整形外科学
● 内科診断学

●標準生理学
●標準生化学
●標準皮膚科学
●標準リハビリテーション医学
●新臨床内科学

●標準薬理学
●標準臨床検査医学
●標準外科学
●標準産科婦人科学

●標準病理学
●標準救急医学
●標準脳神経外科学
●標準眼科学

※ 2019 年〜2020 年の改訂タイトルは赤字で示しています。
※コンテンツはすべて最新版をご利用いただけますが、
『新臨床内科学 第 10 版』は 2020 年 6 月頃に反映される予定です。反映までは同書第 9 版の内容を閲覧いただけます。

画面の紹介
検索機能で効率よく学習！

本棚に表示されている全タイトルを対象に横断検索可能！
検索結果から該当ページに飛んだ先からは、該当タイトル
内でさらに絞り込み検索が可能です。

画像データは高精細！

掲載されている図や写真は、拡大してもくっ
きりと表示。細かい部分まで確認できます。

検索結果から飛んだ先
のペ ージを閉じると、
検索語が残ったままの
検索結果画面に戻るの
で、再 検 索もスムーズ
です。

使い方に合わせて本棚を編集！

授業のある曜日ごと、次のテスト
がある科目など、独自に設定した
分類で保存できます。

しおり機能で
振り返り

表 示している画 面に
しおりをつ け れ ば、
ブックマークからいつ
でも簡単に参照可能。
振り返りに便利です。

マーカー・図形・メモ機能も充実

ツールバーから、書き込みや図形の挿入などが可能

マーカー
ツール

図形描画
ツール

直感的な操作で、気になる部分にマーカーを引いたり、
図形やメモを書き入れることができます。

便利な使い方

ページのプレビューを
いつでも表示

複数の教科書をタブで
切り替え！

同時に複数の書籍を開いている
場合、ページ上部のタブで表示
書籍の切り替えが可能。本棚に
戻らずに他タイトルの内容を参
照できます。

開いているページをタップすると、
近いページのプレビューが表示され
ます。左右にスライドしてざっと内
容を確認し、タップすれば該当ペー
ジが表示されます。

Split View※、Slide Over※
にも対応
※ iPad OS に搭載されているマルチタスク機能です

画像も教科書に
貼り付け可能です

授業中などにとったメモや
参考になる画像などを貼り
付 け 可 能。貼 り 付 け た 後 に
拡大して見ることもできます。

教科書を開きながら、別の
アプリを立ち上げて効率の
良い学習に活かせます！

◎ サンプル画面は開発中のものです。

広がる
「電子版」ならではの使い方！
これまでの
「冊子版」とは違った効果も実感！
自宅での国家試験対策にもフル活用！
テキストの各タイトルを 1 冊ずつ開いて学習する手間がなくなります。
一括検索によって、複数のタイトルから調べたい項目を一挙にリストアップでき、
効率的に学習できます。

実習や研修でも
「メモ機能」を用いて、気になった内容を書き残すことも可能
です。また、テキストの内容に加え、インターネットに接続し
て、さまざまな情報を参考とすることもできます。

通学中の予復習にも
威力を発揮！
テキストの持ち運びの負担が無くなると同時に、
移動中の時間を効果的に使うことができます。

先輩医学生の声
複数の教科書を開いたまま、タブで切り替えられるのは、電子ならではの機能です。
たとえば小児科の勉強をするとき、1 つの疾患について、標準小児科学なら好発年
齢などが書いてありますが、別の標準タイトルでは異なった側面からの解説が書い
てあったりします。複数の教科書を使い、横断的に学習でき非常に便利です。

Split View を駆使することで、効率のよい勉強ができます。教科書を開きつつ
ノートアプリを使って学習内容をまとめられるのは便利です。web ブラウザ
を同時に開いていれば、web 検索しながら教科書を参照することもできます。

Q&A

−よくあるご質問−
常にインターネットに繋いだ状態でないと
閲覧ができないのでしょうか？
コンテンツのダウンロード時には、Wi-Fi 環境下
（ネット接続状態）での利用が必要となります。
ダウンロード後は、ネットに接続せずに、いつでも閲覧が可能です。

冊子テキストが「改訂」となった場合の、
電子テキストの
「アップデート」には費用がかかるのですか？
費用は
「0円」です。一切かかりません。お手持ちの iPad 上で、アップデートの作業を
お手元で行っていただきます。簡単な作業で完了となります。
アップデート後も、それまで使用していた旧版コンテンツは残すことができます。

使用デバイスの容量が心配なのですが？
そのときご使用になる教科書だけダウンロードすることが可能です。
本棚に暗い色で表示されている教科書ファイルを選んでタップするとダウンロードされ、
それ以外のすぐに使わないものはクラウド上に保管できます。

一旦、iPad 版に書き込んだ
「メモ」や「ラインマーカー」は、
ちゃんと保存されるのですか？
例えば、契約期間中にiPadを買い替えた場合、旧iPad に書き込んだメモ等の内容は、
新 iPad に引き継ぐことができます。
iPad同士、もしくは Windows PC同士でのメモ等の引き継ぎは可能です。
ただし、貼り付けた画像については同期されません。
また、iPadとWindows PCとの間でのメモ等の内容の引き継ぎはできませんので
ご注意ください。

動作環境
For iPad
For Windows

対応デバイス：iOS11 以降の iPad
対応 OS：Windows10 以降 CPU：Intel Core i3 以上 メモリ：4GB 以上

※ アプリ・コンテンツをダウンロードするためにインターネット環境が必要です。
※ 各セットの全コンテンツをダウンロードするために必要な容量は下記のとおりです。詳細は営業担当者にお問い合わせください。
基礎セット：最大 2.5GB 基礎 + 臨床セット：最大 10GB 臨床セット：最大 7.5GB
※ 本パンフレットに掲載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

［お問い合わせ先］

〒113-8719 東京都文京区本郷1-28-23

HES2002

http://www.igaku-shoin.co.jp
［販売・PR部］
TEL：03-3817-5650
FAX：03-3815-7805
E-mail：sd@igaku-shoin.co.jp

