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No.2019-171 

運動器外傷治療学 

著編者 糸満 盛憲 

発行年 2009 

冊子版ISBN 9784260007610 

同時1アクセス(本体) ¥70,400 

商品コード 1011667871 

臨床で遭遇するさまざまな運動器外傷を包括的、系統的にまとめたテキスト。

救急現場での対応、骨折の整復と固定、リハビリテーションといった外傷治療

の流れに即した目次立てで総論を学び、各論では各部位に特有の問題を多く

のシェーマやＸ線写真、術者の経験を通して解説した、実践に役立つ１冊。 

医学書院 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
商品コード 

頭蓋顎顔面外科 ―術式選択とその実際― 上石 弘 2008 9784260006026 ¥64,020 1011667868 

お悩み外来 ―看護師専用― 宮子 あずさ 2008 9784260006521 ¥3,520 1011667863 

保健医療福祉くせものキーワード事典 
保健医療福祉 
キーワード研究会 

2008 9784260006163 ¥4,400 1011667866 

イラストレイテッドミニマム創内視鏡下泌尿器手術 木原 和徳 2007 9784260004817 ¥49,720 1011667867 

視床上部，視床下域，視覚系 ―間脳 2―（神経科学 : 
形態学的基礎 [4]） 

佐野 豊 2007 9784260003032 ¥55,000 1011667858 

EBM・臨床疫学キーワード150 福井 次矢 2006 9784260000161 ¥5,280 1011667861 

外科臨床と病理よりみた小膵癌アトラス 山口 幸二 2005 9784260122672 ¥53,240 1011667870 

視床下部 ―間脳 1―（神経科学 : 形態学的基礎 [3] ） 佐野 豊 2003 9784260118842 ¥39,600 1011667857 

1型糖尿病と歩こう ―この子への療養指導― 青野 繁雄 2003 9784260119191 ¥6,600 1011667859 

臨床医のためのEBMアップグレード 森實 敏夫 2002 9784260138932 ¥9,900 1011667860 

理学療法の本質を問う 奈良 勲 2002 9784260244107 ¥4,180 1011667862 

市場原理に揺れるアメリカの医療 李 啓充 1998 9784260138468 ¥4,840 1011667869 

絵でみる和漢診療学 （JJNブックス） 寺澤 捷年 1996 9784260369190 ¥5,280 1011667864 

看護研究の進め方・論文の書き方 （JJNブックス） 早川 和生 1991 9784260369077 ¥4,840 1011667865 
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【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


