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歯科国試対策サイドリーダーシリーズ
同時1アクセス（本体）

歯周病学サイドリーダー
第5版
著編者名

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN

9784762441462

発行年

沼部 幸博

2017

商品コード 1025479767

「教科書の理解を助ける、歯科医師国家試験で７割とれる」をコンセプトに、学生の試験対策を得
意とする著者が執筆した人気シリーズ。著者の個性を生かした編集は、科目により構成が全く異な
る。本書は、学生が歯周病学を学習、理解し、正確に記憶するうえでの足がかり、道しるべとなる
知識を盛り込んだ。図表を多用し、理解しやすく、何度でも見返し、記憶しやすいものを掲載。国試
対策はもちろん、教科書を読むためのサポート役に。
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

全部床義歯学サイドリーダー 第5版

黒岩 昭弘

2016

9784762441479

¥8,800

¥13,200 1025435656

2

口腔生化学サイドリーダー 第6版
口腔微生物学サイドリーダー
= Side reader of oral micro biology 第4版
クラウン・ブリッジ補綴学サイドリーダー 第5版

金森 孝雄

2016

9784762441035

¥7,920

¥11,880 1025479766

前田 伸子

2013

9784762431432

¥7,040

¥10,560 1025424538

菅沼 岳史

2013

9784762441486

¥7,040

¥10,560 1025479765

保存修復学サイドリーダー 第4版
口腔外科学サイドリーダー
―臨床実地プール問題対策―第3版
歯科放射線学サイドリーダー 第５版

河野 善治

2012

9784762430992

¥5,720

¥8,580 1025435662

国試口腔外科学
研究会

2011

9784762421006

¥22,000

¥33,000 1025424537

3
4
5
6
7

代居 敬

2010

9784762441073

¥8,800

¥13,200 1025435658

歯科麻酔学サイドリーダー 第6版
歯科矯正学サイドリーダー
9
―矯正学講義の理解のために―第４版
10 歯科理工学サイドリーダー 第6版

高杉 嘉弘

2009

9784762431050

¥8,800

¥13,200 1024804832

槙 宏太郎

2009

9784762431104

¥8,360

¥12,540 1025435660

日比野 靖

2008

9784762441097

¥8,800

¥13,200 1022246183

11 口腔生理学サイドリーダー 第4版

湯山 徳行

2008

9784762431456

¥8,360

¥12,540 1024804833

12 病理学・口腔病理学サイドリーダー 第2版

草間 薫

2007

9784762411441

¥8,800

¥13,200 1022246182

13 組織学・口腔組織学サイドリーダー 第4版

東 一善

2007

9784762431081

¥9,020

¥13,530 1025479768

8

同時１アクセス（本体）

同時３アクセス（本体）

¥126,060

¥189,090

14冊揃価格

好評配信中タイトル
書名

同時１アクセス 同時３アクセス
商品コード
（本体）
（本体）

発行年

冊子版ISBN

食べ物じてん ―新しい視点生きた知識 : 食品中の生理活性成分
芳本 信子
を知る : 管理栄養士国家試験対策に役立つ―第2版

2011

9784762428548

¥8,360

¥12,540 1024804834

ライブ歯科理工学 ―よくわかるやさしい講義中継―第2版

日比野 靖

2009

9784762416415

¥12,100

¥18,150 1022246184

小部分床義歯学 第2版（小教科書シリーズ 16）

藍稔

1994

9784762401305

¥8,360

¥12,540 1022246181

● 表示価格は税抜きです。

著編者

2019年4月
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