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書名 著編者 発行年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

国試・CBTの薬 第8版 第1巻 中木敏夫 2018 ¥1,650 ¥2,475 1026986705 

国試・CBTの薬 第8版 第2巻 中木敏夫 2018 ¥1,650 ¥2,475 1026986706 

国試・CBTの薬 第8版 第3巻 中木敏夫 2018 ¥1,650 ¥2,475 1026986707 

国試・CBTの薬 第8版 別冊問題集 中木敏夫 2018 ¥2,090 ¥3,135 1026986708 

「薬理学はカタカナの薬の名前ばかり出てきて全く面白くない」という学生がいなくなる

ことを願い、薬における基本的な知識をまとめた。医学生が知っておくべき薬の要点

を図と箇条書きでまとめ、問題演習を付けた。また、重要な薬や副作用、禁忌などの

一覧を巻末付録。医師国試およびCBTの対策としては、本書で十分である。 

◆第１巻収録 ： 総論、感染症治療薬、中枢神経作用薬、抹消神経作用薬 

◆第２巻収録 ： 免疫・炎症関連薬、抗腫瘍薬、呼吸器系作用薬、循環器系作用薬 

◆第３巻収録 ： 内分泌・代謝作用薬、血液作用薬、消化器系作用薬、その他の領域

◆問題集収録 ： 第1巻～第3巻まで収録の問題演習＋新規問題演習 

医学生・レジデントの必読書！  

No. 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 

1 循環器疾患 第2版 できった編集委員会 2009 9784871634373 ¥9,240 ¥13,860 1022252128 

2 呼吸器疾患 第3版 できった編集委員会 2013 9784871634618 ¥7,260 ¥10,890 1022252129 

3 腎疾患 第2版 横山 啓太郎 2010 9784871634427 ¥8,140 ¥12,210 1022252130 

4 内分泌疾患 第3版 相馬 正義 2012 9784871634601 ¥7,260 ¥10,890 1022252131 

5 血液疾患 第3版 できった編集委員会 2011 9784871634564 ¥9,020 ¥13,530 1022252132 

6 免疫・アレルギー・膠原病 第2版 できった編集委員会 2009 9784871634366 ¥8,140 ¥12,210 1022252133 

7  神経疾患 第3版 できった編集委員会 2011 9784871634519 ¥9,240 ¥13,860 1022252134 

8  消化器疾患 第2版 矢久保 修嗣 2009 9784871634397 ¥9,240 ¥13,860 1022252135 

9  感染症 第2版 できった編集委員会 2010 9784871634434 ¥8,360 ¥12,540 1022252136 

9冊揃価格 

同時１アクセス
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥75,900 ¥113,850 

好評配信タイトル  

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

4冊揃価格 

同時１アクセス
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥7,040 ¥10,560 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://igakukyoiku.co.jp/book/byotai1/
http://igakukyoiku.co.jp/book/byotai2/
http://igakukyoiku.co.jp/book/byotai3/
http://igakukyoiku.co.jp/book/byotai4/
http://igakukyoiku.co.jp/book/byotai5/
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人類と原子力の未来を考察する三部作！ 

著編者名 ジェームズ・マハフィー 電子版ISBN 9784871634892 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 発行年 2018 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 商品コード 1026986704 

『アトミックアウェイクニング』『アトミックアクシデント』に続く、アトミックシリーズ最終作。火星有人飛行

は実現可能か？放射能で息子を殺す！？著者の体験を赤裸々に綴った、常温核融合騒動の裏側。彼

らはマッドサイエンティストなのか、それとも真の科学者なのか。20世紀に巻き起こった核物理学、原子

力研究の裏歴史。本書で“失敗談”として語られるエピソードの数々にワクワクせずにはいられない。 

著編者名 ジェームズ・マハフィー 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

電子版ISBN 9784871634755 

発行年 2017 

商品コード 1024556878 

米国原子力分野の第一人者である著者の、徹底した取

材・調査により浮かび上がってきた放射線・原子力事故

の真の姿。科学者ゆえの視点で描かれるその歴史はと

ても泥臭く、実は非常に人間的なドラマだった。放射能と

は何か、放射能の危険とはどんなものなのか、原子力は

人類に必要なのか。政治色なく描き出された本書から、

自分なりの答えを見つけてほしい。 

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥9,900 ¥14,850 

著編者名 ジェームズ・マハフィー 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

電子版ISBN 9784871634885 

発行年 2017 

商品コード 1025934005 

原子力に未来はあるのか。米国原子力分野の第一人者

である著者が綴る、原子力の誕生と発展、そして挫折、

再起のものがたり。原子論の発展に始まり、電磁気、放

射線の発見を経て、核分裂、原子爆弾、原子力発電に至

る原子核物理学・原子力技術の歴史をまとめ、分かりや

すく解説。原書は2009年に刊行されており、福島第一原

発事故を経てからの未来考察は続編の『アトミックアクシ

デント』を参考にしてほしい。 

Atomic Trilogy Ⅰ 

アトミックアウェイクニング 
―原子力の発見からマンハッタン計画、そして原子力発電へ― 
原子核物理学の誕生と発展、挫折と再起のものがたり 

Atomic Trilogy Ⅱ 

アトミックアクシデント 
―放射能の発見から福島第一原発事故まで― 
放射線・原子力事故の歴史を辿る、人間と科学技術のものがたり 

Atomic Trilogy Ⅲ 

アトミックアドベンチャー 
―幻の常温核融合、日本の原爆開発、そして放射線殺人― 
原子核物理学者の夢と妄想、冒険のものがたり 

  
解剖トレーニングノート 第7版 

著編者名 竹内 修二  発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784871634946  商品コード 1028391622 

すべての医療系学生が通る道！ 超定番の解剖ノートで実力をつける。解剖系サブテキストで実績No.1の
『解剖トレーニングノート』。第6版の内容をブラッシュアップし、さらに見やすくしました。穴埋め問題を解きな
がら、自然と覚える・身につく。自分だけの解剖ノートに仕上げるのもおすすめの使い方。 

電子版限定で配信！  ※冊子版の販売はございません。 

NEW! 

NEW! 

NEW! 
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