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学術認証フェデレーションと連携

医学教育出版社
新・病態生理できった内科学シリーズ
１

循環器疾患

２

呼吸器疾患

３

腎疾患

４

内分泌疾患

５

血液疾患

６

免疫・アレルギー・膠原病

７

神経疾患

８

消化器疾患

９

感染症

価格など詳細情報はウラ面のリストをご参照ください

国試マニュアル100％シリーズ
100％小児科 第６版
100％眼科 第６版
100％耳鼻咽喉科 第７版
100％整形外科 第８版
100％精神科 第６版
100％麻酔科・救急 第４版
100％産婦人科 第３版
100％皮膚科 第５版
100％泌尿器科 第５版
100％放射線科 第５版
価格など詳細情報はウラ面のリストをご参照ください

画像詳解 完全病理学 総論
同時1アクセス

¥6,600 (本体)

同時3アクセス

¥9,900 (本体)

著編者

堤寛

ISBN

9784871633901

発行年

2005

商品コード

1022252126

低学年の医学生から研修医、トレーニング中の病理医にわたって活用いただける、代
表的病理画像を通して疾患・病態を解説した教科書。通常の病理学の教科書に記述
の乏しい外傷、中毒、薬剤の副作用も含む外因性疾患も重要視して取り上げている。
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

その他にも新規配信タイトル多数登録！
画像診断マニュアル

PT・OTのための
同時1アクセス

¥6,000 (本体)

同時3アクセス

¥9,000 (本体)

著編者

百島 祐貴

ISBN

9784871634687

発行年

2015

商品コード

1022252127

医学生・研修医に好評の『画像診断コンパクトナビ』のPT・OT編です。PT・OT・STその
他、柔道整復師を目指す学生など医療従事者におすすめ。放射線医学の基本知識
をはじめ、典型例350点以上の症例写真から、重要疾患の画像診断のポイントを学べ
ます。国試対策はもちろん、日々の学習、実習にも役立つ内容です。

書名

著編者

発行年

ISBN

同時
1アクセス

同時
３アクセス

商品コード

新・病態生理できった内科学 第２版（１） 循環器疾患

村川 裕二

2009

9784871634373

¥9,300

¥13,900 1022252128

新・病態生理できった内科学 第３版（２） 呼吸器疾患

村川 裕二

2013

9784871634618

¥7,300

¥10,900 1022252129

新・病態生理できった内科学 第２版（３） 腎疾患

村川 裕二

2010

9784871634427

¥8,200

¥12,300 1022252130

新・病態生理できった内科学 第３版（４） 内分泌疾患

村川 裕二

2012

9784871634601

¥7,300

¥10,900 1022252131

新・病態生理できった内科学 第３版（５） 血液疾患

村川 裕二

2011

9784871634564

¥9,100

¥13,600 1022252132

新・病態生理できった内科学 第２版（６） 免疫・アレルギー・膠原病

村川 裕二

2009

9784871634366

¥8,200

¥12,300 1022252133

新・病態生理できった内科学 第３版（７） 神経疾患

村川 裕二

2011

9784871634519

¥9,300

¥13,900 1022252134

新・病態生理できった内科学 第２版（８） 消化器疾患

村川 裕二

2009

9784871634397

¥9,300

¥13,900 1022252135

新・病態生理できった内科学 第２版（９） 感染症

村川 裕二

2010

9784871634434

¥8,400

¥12,600 1022252136

国試マニュアル１００％泌尿器科 ―ＣＢＴ・臨床実習にも―第５版

2008

9784871634243

¥6,000

¥9,300 1022252137

国試マニュアル１００％皮膚科 ―ＣＢＴ・臨床実習にも―第５版

2008

9784871634267

¥6,600

¥9,900 1022252138

国試マニュアル１００％放射線科 ―ＣＢＴ・臨床実習にも―第５版

2008

9784871634274

¥6,400

¥9,600 1022252139

国試マニュアル１００％麻酔科・救急 ―ＣＢＴ・臨床実習にも―第４版

2010

9784871634472

¥6,600

¥9,900 1022252140

国試マニュアル１００％産婦人科 ―ＣＢＴ・臨床実習にも―第３版

2010

9784871634502

¥7,300

¥10,900 1022252141

国試マニュアル100%整形外科 ―CBT・臨床実習にも―第８版

KM100%編集委員会

2011

9784871634533

¥6,600

¥9,900 1022252142

国試マニュアル100%眼科 ―CBT・臨床実習にも―第６版

KM100%編集委員会

2011

9784871634540

¥6,600

¥9,900 1022252143

国試マニュアル100%精神科 ―CBT・臨床実習にも―第６版

KM100%編集委員会

2011

9784871634557

¥6,600

¥9,900 1022252144

国試マニュアル100%耳鼻咽喉科 ―CBT・臨床実習にも―第７版

KM100%編集委員会

2011

9784871634571

¥6,600

¥9,900 1022252145

国試マニュアル100%小児科 ―CBT・臨床実習にも―第６版

KM100%編集委員会

2013

9784871634649

¥7,300

¥10,900 1022252146

完全病理学 ―画像詳解―（総論）

堤 寛

2005

9784871633901

¥6,600

¥9,900 1022252126

PT・OTのための画像診断マニュアル （manavi）

百島 祐貴

2015

9784871634687

¥6,000

¥9,000 1022252127

※ 表示価格は税抜きです。
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