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▉ 麻酔科研修実況中継! シリーズ  

麻酔科研修は，手術室を知るための第一歩．その模様を活写する．研修医・
レジデントはもちろん，看護師をはじめ周術期管理チームの一員たろうとする
全てのスタッフ必読！（第1巻概要より） 

書名 発行年 冊子版SBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

麻酔・周術期管理の基本編 （第1巻） 2016 9784498055247 ¥6,776  ¥13,552  1028499656 

各科手術の麻酔管理編 （第2巻） 2018 9784498055346 ¥6,776  ¥13,552  1029532071 

手術室急変対応と周辺領域編 （第3巻） 2018 9784498055384 ¥6,776  ¥13,552  1029532072 

駒澤 伸泰 著 

3冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥20,328 ¥40,656 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


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3月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 発行年 冊子版SBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

CCUグリーンノート 第2版 安田 聡 2018 9784498134232 ¥10,164  ¥20,328  1029532051 

皮膚科外来グリーンノート 宮地 良樹 2018 9784498063648 ¥18,876  ¥37,752  1029532064 

麻酔科グリーンノート 岩崎 肇 2018 9784498055360 ¥9,196  ¥18,392  1029532070 

血液内科グリーンノート 木崎 昌弘 2017 9784498225060 ¥16,456  ¥32,912  1028499633 

NICUグリーンノート 内山 温 2017 9784498145542 ¥13,068  ¥26,136  1028499634 

内分泌代謝内科グリーンノート 岩岡 秀明 2017 9784498123762 ¥7,744  ¥15,488  1028499635 

糖尿病グリーンノート 寺内 康夫 2016 9784498123700 ¥11,616  ¥23,232  1028499636 

脳神経外科グリーンノート ―green note― 寺坂 俊介 2015 9784498228481 ¥8,712  ¥17,424  1025526318 

▉グリーンノート シリーズ  

最高水準の診察を目指すレジデントのためのシリーズ！ 

8冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥95,832 ¥191,664 
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書名 著編者 発行年 冊子版SBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

中枢脱髄性疾患  吉良 潤一 2018 9784498328006 ¥16,456  ¥32,912  1029532056 

神経感染症  亀井 聡 2017 9784498228788 ¥14,036  ¥28,072  1028499651 

運動ニューロン疾患  青木 正志 2017 9784498228887 ¥15,004  ¥30,008  1029787411 

脳血管障害  伊藤 義彰 2016 9784498228726 ¥14,036  ¥28,072  1028499652 

▉神経内科Clinical Questions & Pearlsシリーズ 

神経内科のエキスパートを目指す医師に贈る好評の新シリーズ！ 

4冊 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥95,832 ¥191,664 
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▉診療関連  

訪問診療の診かた,考えかた 
同時1アクセス（本体） ¥8,228 

同時3アクセス（本体） ¥16,456 

冊子版ISBN 9784498059146  

著編者名 大久保 光夫 発行年 2018 商品コード 1028499653 

「在宅医療:在宅療法支援医療」に初めて携わる医療関係者に向けて、訪問診療の対象患者が訴える10の症状と訪問
診療の主な10の疾患、知っておいてほしい知識と手技などを、会話形式で解説する。 

いまさら訊けない!水電解質異常の診かた, 
考えかた 

同時1アクセス（本体） ¥8,228 

同時3アクセス（本体） ¥16,456 

冊子版ISBN 9784498123809  

著編者名 加藤 明彦 発行年 2018 商品コード 1029532043 

理屈ではなく，具体例を通じて水電解質異常をわかりやすく解説する入門書．日常臨床で良く遭遇する例，頻度は低い
が押さえておきたい典型症例を39例提示し，具体的なアプローチ法をシミュレート．全体を通読するも良し，気になった
症例を拾い読みするも良し．難しいと敬遠されがちな水電解質異常の，いまさら訊けない考えかたを伝授します． 

学校の運動器検診 
 ―子どもの身体と障害の診かた― 

同時1アクセス（本体） ¥8,228 

同時3アクセス（本体） ¥16,456 

冊子版ISBN 9784498145580  

著編者名 運動器の健康・日本協会 発行年 2018 商品コード 1029532046 

学校の定期健康診断はきわめて重要だが、これまでの脊柱，胸郭の異常・疾病の検査に加え、平成28年4月から新た
に運動器検診として四肢の状態が検診項目に加えられた。そこで本書では身体診察のポイントと，スクリーニングによ
り来院する子どもの運動障害の診かたを図や写真を多用してわかりやすく解説することを目的とした。学校医、養護教
諭はもちろん、運動器検診に携わるすべての方々のお手元に置いて活用していただきたい書である。 

消化器疾患の診かた, 考えかた 
同時1アクセス（本体） ¥6,776 

同時3アクセス（本体） ¥13,552 

冊子版ISBN 9784498140462  

著編者名 小林 健二 発行年 2017 商品コード 1028499654 

いまや内視鏡こそが消化器内科のメインストリーム．しかし，関連する症候への正しい理解なくして診断には辿りつけ
ません．本書では，消化器内科のエキスパートが，症候への正しいアプローチ法と，消化器疾患の概略につきわかり
やすく解説します．消化器内科のエッセンスを詰め込んだ本書で，消化器の世界を歩くための見取り図を手に入れて
下さい． 

リウマチ足の診かた, 考えかた 
同時1アクセス（本体） ¥8,228 

同時3アクセス（本体） ¥16,456 

冊子版ISBN 9784498027107  

著編者名 矢野 紘一郎 発行年 2017 商品コード 1028499655 

関節リウマチの足病変につき，その疫学，診察方法から外科的治療法まで，すべてを網羅した意欲作．比較的簡単に
診察できる上肢に比べて，足趾は関節リウマチ診察の盲点とも言え，足病変に苦しむリウマチ患者は多い．ここに着目
し，「足」を専門に修練を積んだ新進気鋭の整形外科医が送る本書は，リウマチ診療に関わるすべての医療者の必読
書である． 

運動失調のみかた,考えかた 
 ―小脳と脊髄小脳変性症― 

同時1アクセス（本体） ¥22,264 

同時3アクセス（本体） ¥44,528 

冊子版ISBN 9784498228900  

著編者名 宇川 義一 発行年 2017 商品コード 1028499659 

小脳の解剖、生理、生理学的異常と検査から、近年研究が急速に進展した脊髄小脳変性症の発生機序、分子病態ま
でを精緻に解説した。最新の知見から、臨床の現場で役立つ実践的な情報までを各領域の第一人者がまとめた決定
版 
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しびれ, 痛みの外来Q&A 
 ―脊椎脊髄外来の疑問に答える―改訂2版 

同時1アクセス（本体） ¥11,374 

同時3アクセス（本体） ¥22,748 

冊子版ISBN 9784498128811  

著編者名 井須 豊彦 発行年 2017 商品コード 1028499663 

脊椎変性疾患で患者が抱く疑問をとりあげ、しびれと痛みの診療のポイントを豊富な経験とエビデンスに基づき、Q&A
方式でわかりやすく解説したハンドブック。「触れてわかる腰痛、下肢痛」等の項目を追加するなどした改訂版。 

誰にでもできる薬物依存症の診かた 
同時1アクセス（本体） ¥5,566 

同時3アクセス（本体） ¥11,132 

冊子版ISBN 9784498129986  

著編者名 成瀬 暢也 発行年 2017 商品コード 1028499665 

薬物依存症治療の最大の敵は治療者の陰性感情です．20年以上にわたり薬物依存症の治療に取り組み，いまや「薬
物依存症治療が楽しくてしょうがない」著者が，そのコツを伝授します．薬物依存症の治療は決して特殊なものではあり
ません．治療者が，薬物依存症は「病気」であると理解できれば，かならず良好な経過を辿ることができます． 

日常診療でよく出会う足病変の診かた 
同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥29,040 

冊子版ISBN 9784498054783  

著編者名 桑原 靖 発行年 2017 商品コード 1028499666 

プライマリ・ケアにおいて“足”を診ることのある家庭医，総合診療科医，開業医に向けた足病学（ポダイアトリー）の入
門書．足病学の概念や基礎知識はもちろん，整形外科的疾患，リウマチや糖尿病などによる足病変など，疾患ごとに
診療のコツやポイント，ピットホールまでをわかりやすく解説している．また執筆者の豊富な経験を元にした診療上の注
意点や患者への説明の仕方などの現場のノウハウが充実した実践的な診療マニュアル 

かぜ診療の基本 
同時1アクセス（本体） ¥5,566 

同時3アクセス（本体） ¥11,132 

冊子版ISBN 9784498130326  

著編者名 橋本 浩 発行年 2017 商品コード 1028499674 

もっともコモンな疾患である「かぜ」．かぜ診療は医師の仕事の基本中の基本であるが，残念ながら，適切とは言えな
い処方や考え方がまかり通っている．小児科医，総合診療医として国の内外で30年以上のキャリアを積み重ねてきた
著者が，このような現状を踏まえ，エビデンスと経験を踏まえて執筆した，もっともシンプルかつ実用的なかぜ診療の指
南書． 

不妊・不育診療指針 
同時1アクセス（本体） ¥30,250 

同時3アクセス（本体） ¥60,500 

冊子版ISBN 9784498060807  

著編者名 柴原 浩章 発行年 2016 商品コード 1028499681 

不妊に悩む女性が増加しているなか，本書では，日進月歩で進歩する不妊症・不育症の診療を行ううえで必須の基礎
知識やポイントを可能な限り網羅し，丁寧に解説した．執筆陣には現在まさに活躍しているエキスパートを揃え，実現
場で遭遇する種々の問題点や疑問点，盲点などを自身の経験を踏まえて解説いただいた．医師のみならず，不妊不
育診療に携わる看護師や胚培養士，カウンセラーなどにもお薦めの，バイブルである． 

めまいの診かた、治しかた 
同時1アクセス（本体） ¥8,228 

同時3アクセス（本体） ¥16,456 

冊子版ISBN 9784498062764  

著編者名 室伏 利久 発行年 2016 商品コード 1028499682 

確定診断に至らなかった症例に，暫定的に「めまい症」という診断名が付く．この「診断不能」と大きな違いのない「めま
い症」を少しでも減らすため，本書ではめまい診療における基礎知識から診断の方法や治療法，日常頻繁に遭遇する
めまい疾患までを丁寧に紹介している．エキスパートである著者の思考の流れに沿って整理された解説は，初学者の
みならずある程度の経験を積んだ読者にとっても，知識の再確認に役立つことだろう． 
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Annual Review神経 2018 
同時1アクセス（本体） ¥20,812 

同時3アクセス（本体） ¥41,624 

冊子版ISBN 9784498328068  

著編者名 鈴木 則宏 発行年 2018 商品コード 1029532039 
毎年の最注目トピックを厳選し，第一人者が内外の文献を踏まえて最新の知見を解説している，伝統と好評の年度版．2018年版では
「認知症と運転」に関するトピックをはじめ，各疾患の新規治療や超高齢化社会におけるフレイルの意義など，神経学分野各領域の進
歩や最新の話題をいち早く伝える内容である． 

輸血学・血液学小事典 
同時1アクセス（本体） ¥14,036 

同時3アクセス（本体） ¥28,072 

冊子版ISBN 9784498019249  

著編者名 大坂 顯通 発行年 2017 商品コード 1028499670 
輸血学および血液学を理解するためのキーワード集．輸血学を理解するためには，その領域のみに限定するのではなく，血液学や免
疫学も重要である．そのため本書は単純な用語集ではなく，個々のキーワード自体を読み応えのある文章で丁寧に解説している．輸血
療法を行う診療科医師や研修医，看護師，医療スタッフをメインターゲットにしながらも，医学生や看護学生にとっても分かり易いように
記載．医療者必携の1冊と言える． 

皮膚科カラーアトラス 
 ―臨床像と組織像―第3版 

同時1アクセス（本体） ¥38,720 

同時3アクセス（本体） ¥77,440 

冊子版ISBN 9784498063600  

著編者名 石川 治 発行年 2017 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． 

臨床心臓CT学 
 ―基礎と実践マネージメント― 

同時1アクセス（本体） ¥48,400 

同時3アクセス（本体） ¥96,800 

冊子版ISBN 9784498136465  

著編者名 小山 靖史 発行年 2016 商品コード 1028499686 
医師をはじめ，技師や看護師に向けて，心臓CTの基本的知識から読影法，実践的な知識までを平易かつ包括的に解説した．近年の心
臓CTの進化は著しく，ますます多様化している．本書では，よりスムーズな導入と運用のため，それぞれの技術の進歩を理解するだけ
ではなく，循環器分野に携わる医療者間で知識を共有すべく，チーム医療の在りかた，コミュニケーションについても言及している．必要
な知識を網羅した，まさに決定版である． 

手の外科 ―私のアプローチ― 
同時1アクセス（本体） ¥89,540 

同時3アクセス（本体） ¥179,080 

冊子版ISBN 9784498054769  

著編者名 三浪 明男 発行年 2016 商品コード 1028499689 
日常診療で比較的よく遭遇する手の疾患を取り上げ，その手術に必要な知識や手技を丁寧に解説したビジュアルテキスト．各疾患，病
態，手術解剖，手術適応，手術治療を順序立てて紹介．各所に40年近くのキャリアを持つ著者の「コツ」が散りばめられている．手術治
療では多くのイラストと術中写真を用いて，目で見て理解できるよう工夫した．本書を一読すれば，手術の成功性が高まること請け合い
の，エキスパートの技術が詰まった１冊だ． 

EBM血液疾患の治療 2017-2018 
同時1アクセス（本体） ¥26,620 

同時3アクセス（本体） ¥53,240 

冊子版ISBN 9784498225022  

著編者名 金倉 譲 発行年 2016年 商品コード 1029787414 
血液疾患における諸問題をいかに解決し，対応すべきか，最新のエビデンスをもとに解説したレファランス．今日の血液疾患診療の指
針となる書である． 

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 

冊子版ISBN 9784498054547  

著編者名 越智 光夫 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。 
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いまさら訊けない!透析患者薬剤の考えかた、使いかた 
Q&A 2版 

加藤 明彦 2018 9784498224230 ¥11,132  ¥22,264  1028499631 

ここが知りたい遺伝子診療はてな?BOOK 野村 文夫 2018 9784498008526 ¥11,616  ¥23,232  1028499638 

ICD・CRTの考えかた,使いかた 清水 昭彦 2018 9784498136502 ¥15,972  ¥31,944  1029532038 

いまさら訊けない!透析患者検査値のみかた,考えかた 
 Ver.2 

加藤 明彦 2018 9784498224117 ¥8,228  ¥16,456  1029532041 

いまさら訊けない!がん支持療法Q&A 加藤 明彦 2018 9784498022669 ¥9,196  ¥18,392  1029532042 

絵でわかる口述信念対立 岡本 拓也 2018 9784498057265 ¥4,356  ¥8,712  1029532044 

音楽に癒され,音楽で癒す 
 ―音楽療法と精神医学/音楽創造― 

馬場 存 2018 9784498229068 ¥5,808  ¥11,616  1029532045 

漢方処方保険で使える全種類まるごと解説 入江 祥史 2018 9784498069244 ¥11,616  ¥23,232  1029532048 

ケースとロジックから学ぶDr.野口の診断推論症例帖 野口 善令 2018 9784498010185 ¥6,776  ¥13,552  1029532049 

これからの小児科外来成功の鉄則 黒木 春郎 2018 9784498145603 ¥5,808  ¥11,616  1029532050 

自己愛危機サバイバル 
 ―摂食障害・醜形恐怖症・自己臭恐怖症の克服・治療― 

熊木 徹夫 2018 9784498229082 ¥4,356  ¥8,712  1029532052 

実践臨床生殖免疫学 柴原 浩章 2018 9784498060883 ¥26,620  ¥53,240  1029532053 

実践!輸血ポケットマニュアル 大坂 顯通 2018 9784498019287 ¥6,776  ¥13,552  1029532054 
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小児漢方治療入門 橋本 浩 2018 9784498069220 ¥6,776  ¥13,552  1029532055 

神経発達障害診療ノート 橋本 浩 2018 9784498328082 ¥6,292  ¥12,584  1029532058 

図説よくわかる臨床不妊症学 生殖補助医療編 第3版 柴原 浩章 2018 9784498076884 ¥13,552  ¥27,104  1029532059 

胎児発育不全 池田 智明 2018 9784498060906 ¥14,036  ¥28,072  1029532060 

Dr.山本のこの一冊で血栓症がとことんわかる! 山本 晃士 2018 9784498225121 ¥6,292  ¥12,584  1029532061 

認知症の医学と法学 村松 太郎 2018 9784498229044 ¥11,616  ¥23,232  1029532062 

ビッグデータが医療を変える 北風 政史 2018 9784498048607 ¥5,808  ¥11,616  1029532063 

婦人科腫瘍遺伝カウンセリングマニュアル 関沢 明彦 2018 9784498060869 ¥15,488  ¥30,976  1029532066 

ブラッシュアップ神経症候 
 ―診察と診断のステップを究める― 

鈴木 則宏 2018 9784498328167 ¥15,004  ¥30,008  1029532067 

フレイルのみかた 荒井 秀典 2018 9784498059160 ¥8,140  ¥15,488  1029532068 

分子標的薬時代の関節リウマチ手術 猪狩 勝則 2018 9784498027121 ¥18,876  ¥37,752  1029532069 

メディカルスタッフのための医療禁忌なるほどブック 富野 康日己 2018 9784498175006 ¥4,840  ¥9,680  1029532074 

めまいの起源を求めて 室伏 利久 2018 9784498062801 ¥6,776  ¥13,552  1029532075 
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薬剤禁忌ハンドブック 梅田 悦生 2018 9784498117129 ¥11,616  ¥23,232  1029532076 

こうすればうまくいく日帰り手術の麻酔 大嶽 浩司 2017 9784498055308 ¥9,196  ¥18,392  1028499637 

マンガで学ぶ自己血輸血 大久保 光夫 2017 9784498019263 ¥4,840  ¥9,680  1028499642 

メディカルスタッフのための腎臓病学 改訂2版 富野 康日己 2017 9784498124936 ¥6,776  ¥13,552  1028499643 

メディカルスタッフのための白血病診療ハンドブック 木崎 昌弘 2017 9784498225084 ¥11,616  ¥23,232  1028499644 

よくわかるIgG4関連疾患 川野 充弘 2017 9784498026100 ¥12,584  ¥25,168  1028499645 

うつ病の医学と法学 村松 太郎 2017 9784498129924 ¥13,068  ¥26,136  1028499646 

末梢神経ブロックの疑問Q&A70 上嶋 浩順 2017 9784498055322 ¥11,616  ¥23,232  1028499648 

小児科漢方16の処方 改訂2版 黒木 春郎 2017 9784498069053 ¥5,808  ¥11,616  1028499657 

アトラス脳腫瘍病理 中里 洋一 2017 9784498228641 ¥48,400  ¥96,800  1028499658 

女性の漢方 ―すぐに使えるフローチャート―2版 小川 恵子 2017 9784498069091 ¥6,776  ¥13,552  1028499662 

絵でわかる口述スピリチュアルケア 岡本 拓也 2017 9784498057203 ¥3,388  ¥6,776  1028499664 

周術期医療安全Q&A70 
 ―周術期管理チームが創る多職種連携― 

駒澤 伸泰 2017 9784498055285 ¥9,196  ¥18,392  1028499667 
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医療系学生のための合格授業!内科学 永井 恒志 2017 9784498076860 ¥5,324  ¥10,648  1028499668 

パーキンソン病における下部尿路機能障害診
療ガイドライン 

日本排尿機能学会パーキンソン
病における下部尿路機能障害
診療ガイドライン作成委員会 

2017 9784498064287 ¥7,986  ¥15,972  1028499669 

専門医が伝える腎臓病診療基本レクチャー 富野 康日己 2017 9784498224322 ¥5,808  ¥11,616  1028499671 

高山病と関連疾患の診療ガイドライン 
日本登山医学会高山病と関連
疾患の診療ガイドライン作成委
員会 

2017 9784498066885 ¥7,018  ¥14,036  1028499672 

医療従事者のための臨床小児栄養学入門 橋本 浩 2017 9784498145504 ¥5,324  ¥10,648  1028499673 

EBMのための臨床疫学 改訂第2版 縣 俊彦 2017 9784498109087 ¥9,196  ¥18,392  1028499675 

漢方一問一答 
 ―99の素朴なギモンに答えます!― 

田中 耕一郎 2017 9784498069206 ¥6,534  ¥13,068  1028499676 

その心房細動,治しますか?付き合いますか?  
第4版 

山根 禎一 2017 9784498136359 ¥5,808  ¥11,616  1028499677 

パーキンソン病 ―発症機序に基づく治療― 水野 美邦 2017 9784498228801 ¥8,228  ¥16,456  1028499678 

気管支鏡ベストテクニック 改訂2版 浅野 文祐 2017 9784498032033 ¥22,990  ¥45,980  1029787415 

なぜ臨床医なのに研究するのか? 佐藤 雅昭 2017 9784498048461 ¥6,292  ¥12,584  1029787416 

いまさら訊けない!CKD患者栄養・運動療法の
考えかた,やりかたQ&A 

加藤 明彦 2016 9784498224308 ¥8,712  ¥17,424  1028499632 

化粧品ハンドブック 
 ―医師・医療スタッフのための― 

平尾 哲二 2016 9784498063587 ¥7,260  ¥14,520  1028499640 

整形外科専攻ハンドブック = Handbook for 
orthopaedic residents 

山下 敏彦 2016 9784498054745 ¥26,620  ¥53,240  1028499641 
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気道管理の疑問Q&A70 上嶋 浩順 2016 9784498055261 ¥9,196  ¥18,392  1028499649 

頭痛治療薬の考え方,使い方 改訂2版 竹島 多賀夫 2016 9784498228290 ¥11,132  ¥22,264  1028499650 

医療刑務所から見えてくるもの  
（摂食障害という生き方 続） 

瀧井 正人 2016 9784498129849 ¥9,438  ¥18,876  1028499680 

マスク換気・気管挿管の基礎をマスターしよう! 
 （Dr.あさいのみんなの気道確保 第1巻） 

浅井 隆 2016 9784498055209 ¥10,164  ¥20,328  1028499683 

気道確保のエキスパートになろう! 
 （Dr.あさいのみんなの気道確保 第2巻） 

浅井 隆 2016 9784498055223 ¥11,132  ¥22,264  1028499684 

加藤血液細胞形態学 ―血球との対話― 加藤 淳 2016 9784498225008 ¥29,040  ¥58,080  1028499685 

頭蓋咽頭腫パーフェクトブック 井川 房夫 2016 9784498228702 ¥18,392  ¥36,784  1028499687 

栄養士と看護師,薬剤師のための生活習慣病ケース 
ファイル 

富野 康日己 2016 9784498076846 ¥7,744  ¥15,488  1028499688 

自動家系図作成ソフト「f-tree」で学ぶ臨床遺伝学 
 ―遺伝診療からゲノムコホート研究まで― 

徳富 智明 2016 9784498008502 ¥9,196  ¥18,392  1028499692 

看護学生のための神経内科学 平田 幸一 2016 9784498075962 ¥11,616  ¥23,232  1028499693 

漢方処方定石と次の一手 入江 祥史 2016 9784498069169 ¥10,164  ¥20,328  1029787412 

絶対成功する腎不全・PD診療TRC 
 ―治療を通じて人生を形作る医療とは― 

石橋 由孝 2016 9784498224285 ¥8,712  ¥17,424  1029787413 

がんのリハビリテーションQ&A 辻 哲也 2015 9784498067189 ¥9,438  ¥18,876  1028499694 

呼吸のトリビア 3 ―レスピ・サピエンス― 桑平 一郎 2014 9784498130180 ¥5,324  ¥10,648  1028499697 
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