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No.2019-623 

2019年11月 

2019年 新規配信タイトル 

社会保障便利事典 平成31年版 

同時1アクセス（本体） ¥1,760 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784865136142  

著編者名 「週刊社会保障」編集部 発行年 2019 商品コード 1030574733 

複雑な社会保障を、一生のライフサイクルに沿って、コンパクトに解説。母性保護から遺族の生活保障まで、
“こんなときにはこんな保障”という形で、保障の内容、手続きのしかた、問い合わせ先などがわかる。 

最先端治療胆道がん・膵臓がん  
（国がん中央病院がん攻略シリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥1,980 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784865135534  

著編者名 国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科 発行年 2019 商品コード 1029883417 

日本のがん治療の最前線・国がん中央病院が実践する最新の胆道がん、膵臓がんの治療情報を紹介。 

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 

今すぐ始めるアルコール依存症治療 
 ―問題飲酒の害を減らし、回復するために― 

樋口 進 2019 9784865136067 ¥1,430  ¥4,290  1030641476 

慢性腎臓病・透析&糖尿病の運動サポート  
―医療現場で注目!慢性腎臓病(CKD)の運動療法― 

富野 康日己 2019 9784865136210 ¥1,650  ¥4,950  1030884460 

知って安心!不整脈パーフェクトコントロール  
―治す、防ぐ、管理する不整脈との正しい付き合い方― 

岡村 英夫 2019 9784865136074 ¥1,430  ¥4,290  1030574732 

実践ガイド腰痛症は自分で治す 吉田 元 2019 9784865134995 ¥1,430  ¥4,290  1030530572 

「うんこ」が無理なく出る介護 
 ―その介護は人を大切にしていますか?― 

浅野 洋藏 2019 9784865136203 ¥1,540  ¥4,620  1030641477 

挫折しない緩やかな糖質制限ダイエット ―ロカボで楽にや
せる、太りにくくなる、できる・動ける自分になる― 

山田 悟 2019 9784865136357 ¥1,430 ¥4,290  1031039552 

老筋トレ  
―毎日の不便を「喜び」に変える筋力アップの方法― 

枝光 聖人 2019 9784865136371 ¥1,430 ¥4,290  1031039553 

大腸がん病後のケアと食事 ―手術後・退院後のベスト 
パートナー―（再発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ） 

上野 秀樹 2019 9784865136159 ¥1,540 ¥4,620 1031039554 

ウルトラ図解不安障害・パニック ―正しく理解して 
対応・克服するためのガイド―（オールカラー家庭の医学） 

福西 勇夫 2019 9784865136104 ¥1,320 ¥3,960 1031039555 

脳科学者しのはら先生のご長寿脳活まちがい探し日本一周 
―ふるさとの風景編― 

篠原 菊紀 2019 9784865136678 ¥1,100 ¥3,300 1031039556 

徹底研究「治験」と「臨床」 
 ―運用の視点・患者の視点で読み解く― 

医療科学研究所 2018 9784865135510 ¥1,650  ¥4,950  1028973194 

女性のがんと外見ケア ―治療中でも自分らしく― 分田 貴子 2018 9784865135060  ¥1,430 ¥4,290 1028650425 

すぐに役立つ産業看護アセスメントツール 新版 河野 啓子 2014 9784865130058 ¥1,870  ¥5,610  1030530571 

こころの温度計 中嶋 真澄 1997 9784879541727 ¥1,100  ¥3,300  1030953504 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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ウルトラ図解：オールカラー家庭の医学 

関節リウマチ ―病気を進行させない早期対応と治療の最新知識― 

著編者名 宮坂 信之 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865134469  商品コード 1030530573 

病気を進行させない早期対応と治療の最新知識 

狭心症・心筋梗塞 ―進行を予防して、安心して暮らすために―  

著編者名 矢嶋 純二 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865134445  商品コード 1028973193 

進行を予防して、安心して暮らすために 
 

 

坐骨神経痛 ―正しい対処で、つらい症状を克服する―  

著編者名 久野木 順一 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865134452  商品コード 1028650424 

若い人から高齢者まで、多くの人を悩ます坐骨神経痛の正しい理解と対処法 

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 

ADHD ―成人期ADHDの特性を理解して、上手にコントロールしていく―  岩波 明 2018 9784865134414 ¥1,320  ¥3,960  1027910670 

パーソナリティ障害 ―生きづらさ・苦しみを減らすための理解と接し方―  林 直樹 2018 9784865134421 ¥1,320  ¥3,960  1027959377 

白内障・緑内障 ―視力を失わないための最新知識と治療―  ビッセン 宮島 弘子 2018 9784865134438 ¥1,320  ¥3,960  1028304201 

乳がん ―最新の正しい知識で不安を解消―  齊藤 光江 2017 9784865132823 ¥1,815  ¥5,500  1026546431 

めまい・耳鳴り ―治療の不安をなくす知識と生活術―  古宇田 寛子 2017 9784865132830 ¥1,815  ¥5,500  1026546432 

統合失調症 ―理解を深めて病気とともに歩む―  糸川 昌成 2017 9784865132847 ¥1,210  ¥3,630  1026725165 

前立腺の病気―つらい症状を改善して生活の質を向上させる―  高橋 悟 2017 9784865132854 ¥1,815  ¥5,445  1027988213 

甲状腺の病気 ―専門医が解説する最新の病気情報と正しい知識―  伊藤 公一 2016 9784865132762 ¥1,650  ¥4,950  1026546409 

くび・肩・背中の痛み ―不快な症状をもとから治す、知識と治療―  手塚 正樹 2016 9784865132779 ¥1,815  ¥5,500  1026546414 

認知症 ―予防・治療から介護まで、知っておきたい最新知識―  朝田 隆 2016 9784865132809 ¥1,815  ¥5,500  1026546421 

歯周病 ―自分の歯を守るメンテナンスと治療の知識―  渡辺 久 2016 9784865132816 ¥1,815  ¥5,500  1026546426 

14冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥21,670 ¥65,285 
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その症状って、本当に認知症? ―もしかして…と思ったら― 

著編者名 朝田 隆 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865135107  商品コード 1029684252 

認知症と診断されたが、実は認知症ではなかった!? 

マンガと図解でわかる肺がん ―治療と退院後の安心ガイド―  

著編者名 池田 徳彦 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865135084  商品コード 1029489944 

肺がんの基礎知識、治療の流れ、知っておきたいことがよくわかる。 

体を鍛え、心を整える50歳からの筋トレ・メソッド  

著編者名 宮田 みゆき 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,430 同時3アクセス（本体） ¥4,290 

冊子版ISBN 9784865135480  商品コード 1029312022 

男女ともに簡単にできて、効果のある筋トレ・メソッド。50歳からはじめてわずか３年で全日本ボディビルチャンピオ
ンに！宮田みゆきの人生を変えた筋トレの秘密。 

腸がきれいになる元気食 ―100歳になっても美味しく食べたい!8つの食材が決め手 : 便秘解消、体質改善…。
この食材、この食べ方で、快腸・長生き!― 

著編者名 松生 恒夫 発行年 2019 

同時1アクセス（本体） ¥1,320  同時3アクセス（本体） ¥3,960  

冊子版ISBN 9784865135497 商品コード 1029684253 

わずか８つの食材で、薬に頼らず快腸・長生き！100歳になっても美味しく食べたい！８つの食材が決め手。 

マンガでわかるアンガーコントロールガイド  

著編者名 清水 栄司 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,430  同時3アクセス（本体） ¥4,290  

冊子版ISBN 9784865135077 商品コード 1029312021 

認知行動療法による「怒り」にふりまわされなくなる方法。 

家で死んでもいいんだよ ―高齢者を家で看取るための「お別れプロジェクト」―  

著編者名 川上 嘉明 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,430  同時3アクセス（本体） ¥4,290 

冊子版ISBN 9784865135091 商品コード 1029312023 

家での看取りの際に直面する、多くの課題を乗り越えていくための知識と手順。 

スキルアップ年金相談 第2集 ―相談員必携!一問一答・事例でわかる―  

著編者名 年金マスター研究会 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,980  同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784865135503 商品コード 1029489945 

法研の専門誌「週刊社会保障」人気連載企画の書籍化第２弾！最近のトピックスを多く取り上げ、アップデートさ
れた内容。 
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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
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