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完全病理学 各論(全12巻)
著者： 堤 寛（藤田保健衛生大学）

2007年刊行

＜全12巻揃価格＞
同時1アクセス（本体）：¥127,160
同時3アクセス（本体）：¥190,740
書名
血液疾患 （第1巻）
産婦人科疾患 （第2巻）
消化管疾患 （第3巻）
肝・胆・膵疾患 （第4巻）
呼吸器疾患 （第5巻）
循環器疾患 （第6巻）
腎・泌尿器・男性生殖器疾患 （第7巻）
神経・筋疾患 （第8巻）
内分泌・代謝・乳腺疾患 （第9巻）
皮膚疾患 （第10巻）
骨軟部疾患 （第11巻）
眼球・耳疾患 （第12巻）
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9784906514595
9784906514601
9784906514618
9784906514625
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9784906514649
9784906514656
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同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）
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¥10,120
¥10,560
¥8,360
¥10,560
¥10,560
¥10,120
¥14,960
¥8,360
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¥15,840
¥15,180
¥22,440
¥15,180
¥15,840
¥12,540
¥15,840
¥15,840
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¥22,440
¥12,540
¥11,880

商品コード
1022527250
1022527251
1022527252
1022527253
1022527254
1022527255
1022527256
1022527257
1022527258
1022527259
1022527260
1022527261

完全病理学 各論

著者： 堤 寛（藤田保健衛生大学）

2008年刊行

同時1アクセス（本体）：¥14,960 同時3アクセス（本体）：¥22,440
冊子版ISBN : 9784906514724 商品コード：1022527249
本書は、2007年5月に発刊された｢完全病理学 各論｣（全12巻）を医学生・研修医・パラメディ
カル向けに、重要疾患をピックアップ して一冊にまとめたものである。正常パネルを第一部と
してまとめ、第二部に症例200例およびパネル24を配した。選択された症例（common disease
ないし重要疾患）は、前著「完全病理学 各論」（全12巻）にelementと表示した症例の大部分
に相当し、副読本として、研修医は勿論のこと、病理学の学習、 “医師国家試験対策用アトラ
ス” としてもお奨めである。
書名
Cellprep[R]細胞診一般カラーアトラス

著編者
富田 裕彦

水と光「レーザー」奇跡の歯科臨床 ―POICウォーターと
矢島 孝浩
プラズマレーザーシステムによる上流の医療の始まり―
液状化細胞診(Cell prep[R])婦人科子宮頸部細胞診アト
冨田 裕彦
ラス

同時１アクセス
（本体）

同時３アクセス
（本体）

発行年

冊子版ISBN

商品コード
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9784906514892

¥7,920
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2016

9784906514915
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2015
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¥7,920

¥11,880 1022527265

補体学入門 ―基礎から臨床・測定法まで―

北村 肇

2010

9784906514762

¥5,280

¥7,920 1022527263

免疫染色至適条件決定法

鴨志田 伸吾 2009

9784906514731

¥6,380

¥9,570 1022527264

● 表示価格は税抜きです。
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