
広い知識と最新情報がこれ1冊！

■第28版 A5判 2018年3月発行 定価（本体24,000円＋税）    

イヤーノート 

内科・外科編 2019
●内科・外科を幅広くカバーする基礎知識集
●医師、看護師ほか広くコメディカルに最適
●医師国試、認定内科医・総合内科専門医
　試験対策に！
●アプリ版を割引価格で買えるクーポン付き！

イヤーノート・アトラス
●イヤーノート対応の、フルカラー画像集
●新規360点を含む全科厳選画像約1,900点
　を掲載！
●メジャーからマイナーまで全科目をカバー！

クエスチョン・バンク
医師国家試験問題解説2019 vol.1～5

●約6,000題の過去問を分野別に収録！
●充実した解説だから、国試の約8割が解ける！
●「1周目問題」でスピーディーに国試の全体像が
　つかめる！
●「QBオンライン」（※）がPC、スマホ、タブレットに
　対応！　いつでもどこでも国試対策ができる！

先輩みんなが選んだ医師国試過去問題集！

vol.1 消化管・肝胆膵・循環器
vol.2 内分泌・腎・免疫・血液・感染症
vol.3 呼吸器・神経・救急ほか
vol.4 小児・産婦
vol.5 マイナー

■vol.1-4 第28版 B5判 2018年3月発行 各定価（本体11,000円＋税）    
■vol.5 第17版 B5判 2018年3月発行 定価（本体11,000円＋税）    

イヤーノート・トピックス Quick Reference 
for Resident

内科系専門医試験
Quick Check

メディックメディア

発行書籍のご案内
  books information autumn-winter 2018

別 冊

国試直前の
この時期に
オススメ！！

●シンプルな一問一答
左ページに問題、右ページに解答という
構成だから、集中して問題を解きやすい！

●細かい項目分け
短時間である程度の範囲を区切った勉強や、
苦手な部分を集中的に勉強することが可能！

●必修・禁忌に完全対応
8割に達しないと不合格になる必修問題、
4問以上選択で即不合格の禁忌肢を、
一目でわかるようにマークをつけています！

●語呂
随所に、関連事項の語呂をちりばめました！

データ・マニュアル2019-2020

クエスチョン・バンク
医師国家試験問題解説 2019  vol.6

公衆衛生
●医学生のほぼ100％に使われている問題集
●最新の統計・法改正を反映して毎年改訂
●19項目のミニマムエッセンス、40問の予想
問題を掲載！

●『レビューブック 公衆衛生』とあわせて使
えば公衆衛生はカンペキ！

■vol.6 第35版 B5判 2018年10月発行 定価（本体4,300円＋税）    

クエスチョン・バンク
医師国家試験問題解説 2019  vol.7

必修問題
●過去問＋予想問題で必修ガイドラインを
　もれなくカバー
●「医療器具セレクション」で
　画像問題の対策に差がつく！
●診察・手技も豊富なイラストでわかりやすい
●『レビューブック必修・禁忌』とセットで使えば
　必修対策はカンペキ！

■vol.7 第20版 B5判 2018年7月発行 定価（本体11,000円＋税）

国試 問題集

国試 参考書
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診察と手技
がみえる シリーズ

■vol.1 第2版 Ｂ5判 2007年3月発行 定価（本体6,000円＋税）    
■vol.2 第1版 B5判 2010年4月発行 定価（本体6,000円＋税）

OSCEに！実習に！臨床研修に！

vol.1
●身体診察から、外科手技、心肺蘇生法まで
　OSCE対策はこれ1冊で！
●心臓聴診CDとポケット版の2大付録つき！
vol.2
●「採血・注射」、「胸腔穿刺」、「気管挿管」など
　医師に必要な手技を完全収録！
●専門医による200以上のアドバイスを掲載！

合言葉は「みて、理解する！」

病気がみえる シリーズ

●印象に残る図・表・写真満載
●実習に、勉強会に大活躍！
●mediLinkアプリ版、順次発売中！
●vol.1-10 電子版セットも登場！
■vol.1 消化器 第5版 定価（本体3,600円＋税）
■vol.2 循環器 第4版 定価（本体3,600円＋税）
■vol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第4版 定価（本体3,300円＋税）
■vol.4 呼吸器 第3版 定価（本体3,500円＋税）
■vol.5 血　液 第2版 定価（本体3,200円＋税）
■vol.6 免疫・膠原病・感染症 第2版 定価（本体3,500円＋税）
■vol.7 脳・神経 第2版 定価（本体3,900円＋税）
■vol.8 腎・泌尿器 第2版 定価（本体3,300円＋税）
■vol.9 婦人科・乳腺外科 第4版 定価（本体3,300円＋税）
■vol.10 産　科 第4版 定価（本体3,600円＋税）
■vol.11 運動器・整形外科 第1版 定価（本体3,800円＋税）

■110回 B5判 3分冊 2016年4月発行 定価（本体6,000円＋税）
■111回 B5版 3分冊 2017年5月発行 定価（本体6,000円＋税）   
■112回 B5判 3分冊 2018年4月発行 定価（本体6,000円＋税）

回数別 

医師国家試験問題解説
●「問題」「画像集」「解説」の3分冊で国試を
　シミュレーションできる
●全問題に正答率を掲載！
●ムダを省いたシンプルで簡潔な解説
●受験生のナマの声“VOICE”を多数収録
●『イヤーノート』、『病気がみえる』に対応
●「QBオンライン」（※）でも利用できる
　シリアルナンバー付き

クエスチョン・バンク回数別シリーズ！

医師国家試験のための

レビューブックシリーズ

疾患ごとのエッセンス短文集！

■内科・外科 2018-2019 A5変型判　2017年9月発行 定価（本体5,000円＋税）
■マイナー  2019-2020 A5変型判　2018年9月発行 定価（本体6,000円＋税）
■小児科  2019-2020 A5変型判　2018年7月発行 定価（本体4,500円＋税）
■産婦人科 2018-2019 A5変型判　2017年7月発行 定価（本体3,500円＋税）
■必修・禁忌  第4版 A5変型判　2017年7月発行 定価（本体4,500円＋税）
■公衆衛生   2019 A5変型判　2018年10月発行 定価（本体5,000円＋税）

● 各分野のポイントをまとめた疾患別短文集
●“これだけ”の知識で医師国試
　合格点を確保！
●重要事項の赤字をシートで消して
　確認可能
●国試頻出度格付け「メシュラン」で
   優先順位をつけて学習可能！

■第3版 B5判 2018年3月発行 定価（本体3,600円＋税）

公衆衛生がみえる
2018-2019

● 200点のグラフと800点の図表・イラストを収録
●疫学、保健統計、医の倫理、終末期医療、
　医療関係法規、母子保健、高齢者保健、
　精神保健、感染症対策、産業保健、地域保健
　など、幅広い範囲をカバー

ビジュアルで公衆衛生を理解する

■総　論 第20版 A5判 2018年8月発行 定価（本体3,800円＋税）
■各　論 第20版 A5判 2018年8月発行 定価（本体4,700円＋税）
■小児科 第19版 A5判 2018年8月発行 定価（本体3,300円＋税）
■産婦人科 第20版 A5判 2018年8月発行 定価（本体3,300円＋税）

医師国試・認定内科

データ・マニュアル
2019-2020

●国試過去問をムダなく一問一答化！
●一問一問が短く、ちょっとした時間でも解ける！
●知識の確認に最適。国試前の追い込みに！

○×形式で多肢選択問題を確実に得点！

回数別
医師国家試験問題解説

●1～2月の直前期は、3年分の国試を解いて万全に！

●受験生の約90%が選んだ「回数別」だから、安心して使えます！

●本番さながらの演習をすることが可能！

●とにかく直前期は3年分の国試を解く！（大切なので2回言いました）

ご注文 お問い合わせは
書店または小社まで

（株）メディックメディア
TEL 03-3746-0284

Vol.4, 6, 9, 10は
2018年改訂！！

CBT実習国試 参考書

OSCE国試 参考書実習

国試 参考書

国試 問題集

実習国試 参考書CBT

CBT国試 問題集
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