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南江堂
「最新の治療」シリーズが新規追加!!
腎疾患・透析最新の治療2011-2013
著編者

槇野 博史

発行年
同時1アクセス
同時3アクセス
ISBN

2011

商品コード
1024920699
¥23,400（本体）
¥35,100（本体）
9784524263837

腎疾患・透析に関する最新情報と治療法をまとめる。巻頭トピックスとして「腎疾患と新型インフ
ルエンザ対策」「透析液水質基準の国際規格」など１２編を掲載。

腎疾患・透析最新の治療2014-2016
著編者

槇野 博史

発行年
同時1アクセス
同時3アクセス
ISBN

2014

商品コード
1024920698
¥23,400（本体）
¥35,100（本体）
9784524267958

腎疾患・透析に関する最新情報と治療法をまとめる。巻頭トピックスとして「腎疾患とオートファ
ジー」など１２編を掲載。

呼吸器疾患最新の治療2010-2012
著編者

貫和 敏博

発行年
同時1アクセス
同時3アクセス
ISBN

2010

商品コード
1024920709
¥27,500（本体）
¥41,300（本体）
9784524260164

日常の呼吸器診療におけるハンドブック。２０１０−２０１２は、新型インフルエンザなどを取り上
げた巻頭トピックスをはじめ、呼吸器用薬の作用機序と適応、各疾患の詳説・処方例等を収録。

呼吸器疾患最新の治療2013-2015
著編者

貫和 敏博

発行年
同時1アクセス
同時3アクセス
ISBN

2013

商品コード
1024920708
¥27,500（本体）
¥41,300（本体）
9784524269938

日常の呼吸器診療におけるハンドブック。２０１３−２０１５は、東日本大震災における呼吸器診
療を取り上げた巻頭トピックスのほか、呼吸器用薬の作用機序と適応、各疾患の詳説・処方例
等を収録。

神経疾患最新の治療2009-2011
著編者

小林 祥泰

発行年
同時1アクセス
同時3アクセス
ISBN

2009

商品コード
1024920701
¥24,800（本体）
¥37,200（本体）
9784524250752

神経疾患の最新情報と治療方針を簡潔に解説.最新トピックスも加え“治療の現在”がわかる。
日常診療のよりどころとなる臨床現場必携の一冊。

神経疾患最新の治療 2012-2014
著編者

小林 祥泰

発行年
同時1アクセス
同時3アクセス
ISBN

2012

商品コード
1024920700
¥24,800（本体）
¥37,200（本体）
9784524264681

神経内科から脳神経外科、リハビリテーション、麻酔科分野まで、神経疾患治療を幅広く解説。
脳血管内治療の最先端、未破裂脳動脈瘤に対する薬物治療、脳血管性アパシーの治療など、
最新の治療も取り上げる。
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南江堂
年々進歩する内科系科目それぞれの専門科目における最新治療をまとめた

「最新の治療」シリーズ
同時1アクセス

皮膚疾患最新の治療
2011-2012
著編者名 瀧川 雅浩

同時3アクセス

¥22,600 (本体)

消化器疾患最新の治療
2009-2010

¥33,900 (本体)

ISBN

9784524263820

発行年

2011 商品コード 1024920697

著編者名 菅野 健太郎

日常診療で遭遇する機会の多い皮膚疾患・皮膚病変をコンパ
クトに解説。治療を中心に、診断と検査、治療の一般方針とそ
の実際、具体的な処方例、生活指導の要点を記述するほか、
最新の知見・話題なども掲載する。

同時1アクセス

皮膚疾患最新の治療
2013-2014
著編者名 瀧川 雅浩

¥33,900 (本体)

ISBN

9784524269952

発行年

2013 商品コード 1024920696

同時1アクセス

著編者名 渡辺 晋一

同時3アクセス

著編者名 菅野 健太郎

¥22,600 (本体)

消化器疾患最新の治療
2013-2014

¥33,900 (本体)

ISBN

9784524265930

発行年

2015 商品コード 1024920695

同時1アクセス

著編者名 直江 知樹

同時3アクセス

消化器疾患最新の治療
2015-2016

¥37,200 (本体)

ISBN

9784524260713
2010 商品コード 1024920710

同時1アクセス

著編者名 菅野 健太郎

著編者名 堀 正二

¥41,300 (本体)

ISBN

9784524260157

発行年

2010 商品コード 1024920706

産科婦人科疾患
最新の治療
2013-2015
著編者名 吉川 史隆

循環器疾患の最新治療について、その全容を診療の立場に
立って詳細に記述。循環器疾患の治療に重点を置いて重要疾
患を網羅し、最近のトピックスとして特に注目される事項を取り
上げる。

※ 表示価格は税抜きです。

9784524250745
2009 商品コード 1024920705

¥27,500 (本体)

同時3アクセス

¥41,300 (本体)

ISBN

9784524263813

発行年

2011 商品コード 1024920704

同時1アクセス

¥27,500 (本体)

同時3アクセス

¥41,300 (本体)

ISBN

9784524269921

発行年

2013 商品コード 1024920703

同時1アクセス

¥27,500 (本体)

同時3アクセス

¥41,300 (本体)

ISBN

9784524265947

発行年

2015 商品コード 1024920702

各消化器疾患の現時点での最新の治療法を紹介。また、過去
２年の間に新たに登場した治療法、あるいは大きく進歩した治
療法を「巻頭トピックス」として掲載する。

¥27,500 (本体)

同時3アクセス

ISBN
発行年

各消化器疾患の現時点での最新の治療法を紹介。また、過去
２年の間に新たに登場した治療法、あるいは大きく進歩した治
療法を「巻頭トピックス」として掲載する。

主な血液疾患治療用薬剤を作用機序と適応の観点から解説
し、治療の流れ以外に重要と思われる最新トピックスのレ
ビューを疾患別に収録。造血幹細胞移植療法、疾患横断的な
診断法・治療法なども掲載。

循環器疾患最新の治療
2010-2011

著編者名 菅野 健太郎

¥24,800 (本体)

発行年

¥39,200 (本体)

消化器疾患に関する最新情報と治療法をまとめる。巻頭トピッ
クスとして「新しい大腸癌治療ガイドラインのポイント」「自己免
疫性胆膵疾患」など９編を掲載。

日常診療で遭遇する機会の多い皮膚疾患・皮膚病変をコンパ
クトに解説。治療を中心に、診断と検査、治療の一般方針とそ
の実際、具体的な処方例、生活指導の要点を記述する。

血液疾患最新の治療
2011-2013

同時3アクセス

同時1アクセス

消化器疾患最新の治療
2011-2012

日常診療で遭遇する機会の多い皮膚疾患・皮膚病変をコンパ
クトに解説。治療を中心に、診断と検査、治療の一般方針とそ
の実際、具体的な処方例、生活指導の要点を記述する。
2013-2014

皮膚疾患最新の治療
2015-2016

¥26,200 (本体)

消化器領域の最新情報と治療方針を整理し、簡潔にまとめた
「最新の治療」シリーズの消化器疾患版。

¥22,600 (本体)

同時3アクセス

同時1アクセス

同時1アクセス

¥23,400 (本体)

同時3アクセス

¥35,100 (本体)

ISBN

9784524268962

発行年

2013 商品コード 1024920707

産科婦人科の疾患別に、疾患概念・治療・処方例などを実地
臨床に即して解説。「ＥＢＭとガイドライン」「産科救急」ほか重
要１３項目を詳説したトピックスも収録。
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