
メディックメディアのおすすめ書籍
医学部4年生向け

問
題
集
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考
書

CBT対策

OSCE対策

国試対策

vol.1　消化器 第6版 B5判 512頁 定価（本体3,700円＋税）

vol.2　循環器 第4版 B5判 428頁 定価（本体3,600円＋税）

vol.3　糖尿病・代謝・内分泌 第4版 B5判 320頁 定価（本体3,300円＋税）

vol.4　呼吸器 第3版 B5判 384頁 定価（本体3,500円＋税）

vol.5　血液 第2版 B5判 312頁 定価（本体3,200円＋税）

vol.6　免疫・膠原病・感染症 第2版 B5判 408頁 定価（本体3,500円＋税）

vol.7　脳・神経 第2版 B5判 624頁 定価（本体3,900円＋税）

vol.8　腎・泌尿器 第2版 B5判 368頁 定価（本体3,300円＋税）

vol.9　婦人科・乳腺外科 第4版 B5判 344頁 定価（本体3,300円＋税）

vol.10 産科 第4版 B5判 472頁 定価（本体3,600円＋税）

vol.11 運動器・整形外科 第1版 B5判 520頁 定価（本体3,800円＋税）

vol.12 眼科 第1版 B5判 328頁 定価（本体3,300円＋税）

QBオンラインCBT2021（2020年度）
＋メディックメディアCBT模試2021（2020年度）
■通常価格　30,000円＋税

病気がみえる　シリーズ 疾患学習の定番！

QBオンラインCBT 2020（2019年度）

●「出題されやすい」「他の問題に応用が利きやすい」良問を厳選！
● 約3,200問を掲載、医学教育コア・カリキュラム完全網羅！
● 無駄なくポイントをついた解説で、効率的な学習が可能！
●『イヤーノート』『病気がみえる』の図を多数掲載
● 最新問題は7月上旬に追加予定！
● 利用期限：2021年3月末日

公衆衛生がみえる・薬がみえる 公衆衛生も薬理も“みえる”！

公衆衛生がみえる2020-2021
 第4版 B5判 492頁 定価（本体3,600円＋税）

薬がみえるvol.1 第1版 B5判 496頁 定価（本体3,600円＋税）

薬がみえるvol.2 第1版 B5判 496頁 定価（本体3,600円＋税）

薬がみえるvol.3 第1版 B5判 628頁 定価（本体3,900円＋税）

薬がみえるvol.4 第1版 B5判 384頁 定価（本体3,600円＋税）
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イヤーノート2021　内科・外科編
 第30版 A5判（函入5分冊） 定価（本体24,000円＋税）

クエスチョン・バンク医師国家試験問題解説2021
vol.1 消化管・肝胆膵・循環器 第30版 B5判（函入3分冊） 定価（本体11,000円＋税）

vol.2 代謝・内分泌・腎臓・血液ほか 第30版 B5判（函入5分冊） 定価（本体11,000円＋税）

vol.3 呼吸器・脳・神経・救急ほか 第30版 B5判（函入3分冊） 定価（本体11,000円＋税）

vol.4 小児科・産婦人科 第30版 B5判（函入4分冊） 定価（本体11,000円＋税）

vol.5 眼科・耳鼻科・整形外科ほか 第19版 B5判（函入7分冊） 定価（本体11,000円＋税）

内科・外科  2020-2021 第13版 A5変型判 688頁 定価（本体5,000円＋税）

マイナー　  2021-2022 第9版　A5変型判 約700頁 予価（本体6,000円＋税）

小児科　　  2021-2022 第4版　A5変型判 約450頁 予価（本体4,500円＋税）

産婦人科　  2020-2021　 第5版　A5変型判 　364頁 定価（本体3,500円＋税）
公衆衛生　  2020 第5版　A5変型判 448頁 定価（本体5,000円＋税）

CBT・医師国家試験のための
レビューブック シリーズ 厳選疾患の要点まとめ！

イメカラ　シリーズ
循環器 第1版 A5判 142頁 定価（本体1,400円＋税）

呼吸器 第1版 A5判 198頁 定価（本体1,600円＋税）

腎　臓 第1版 A5判 170頁 定価（本体1,500円＋税）

消化管 第1版 A5判 220頁 定価（本体1,700円＋税）

肝・胆・膵 第1版 A5判 240頁 定価（本体1,800円＋税）

内分泌・代謝 第1版 A5判 280頁 定価（本体1,900円＋税）

血液 第1版 A5判 210頁 定価（本体1,700円＋税）

解剖生理が好きになる

診察と手技がみえる　シリーズ

vol.1 第2版 B5判 336頁 定価（本体6,000円＋税）

vol.2 第1版 B5判 252頁 定価（本体6,000円＋税）

OSCE対策の定番はvol.1！

●2020年
　改訂！
●2020年
　改訂！

●2020年
　新刊

●2020年
　新刊

INFORMA for medical  CBT・OSCE特別号 31INFORMA for medical  CBT・OSCE特別号30
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