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2019年新規配信タイトル  
患者接遇パーフェクト・レッスン 
 ―ケーススタディで学ぶ : 患者応対マナーのランク
アップ教本―改訂新版 

同時1アクセス（本体） ¥1,980 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784870587083  

著編者名 小佐野 美智子 発行年 2019 商品コード 1029960196 

医療人の基本マナーから現場での実践対応スキルまで，患者接遇の全要点を1冊に凝縮したレッスン書――2019年新版!!実際の50の
ケーススタディで，具体的かつ即戦的スキルがマスターできます!!★最新の知見，現場の変化等に応じて全面的に見直し，「患者・職員
のタイプ別接遇術」の章を新たに設けた2019年新版!! ケーススタディも新たに加えて50事例とし，大幅にバージョンアップ!! ★「第1 章」
では，「社会人としてのマナー」（言葉遣い，挨拶，電話応対など），「医療者としての接遇」（接遇のプロとしての表情・言葉遣い・態度な
ど)を医療職種別・患者別に解説。 

診療情報管理パーフェクトガイド 
 ―実践&入門 : 資格取得からICDコーディング,統計, 
DPCデータ活用まで―改訂新版 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784870587090  

著編者名 須貝 和則 発行年 2019 商品コード 1029960197 

★DPC／PDPS，がん登録，ICTの進歩，ビッグデータ活用など，最新の法制度やシステムに応じて全面的に見直した2019年新版!! 
2018年６月に公表されたICD-11についても，最新の知見に基づいて明快に解説しています。 ★最新の診療情報管理の基礎知識から，
その資格取得の方法と対策，症例別ICDコーディング，統計・がん登録・DPCデータ分析，クリニカルパス作成のノウハウまでを事例解
説!! ★診療情報管理士を目指す初級者から，実際に病院で働く中・上級者まで，その必須知識をすべてカバー。診療情報管理に必要
な全知識・全スキルを１冊に凝縮した実践＆入門書の決定版!! 

実務者のための医師事務作業補助実践 
入門BOOK 2018-19年版 
 ―基礎知識&実践ノウハウ入門テキスト― 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784870586956  

著編者名 瀬戸 僚馬 発行年 2018 商品コード 1029960193 

★2018年４月診療報酬改定に準拠した最新版！ ★医師事務作業補助に必要な基礎知識と実践ノウハウ，NPO法人「日本医師事務
作業補助研究会」が総力をあげて執筆!! 「医師事務作業補助体制加算」の施設基準で定められている「32時間研修」のテキストとしても
最適です。★①「診断書」「退院時サマリー」「入院診療計画書」「主治医意見書」など各種文書の記載方法・記載例，②「カルテ」「手術
記録」「検査・処方・注射・処置のオーダ」等の代行入力のノウハウ，③「がん登録」「診療データの集計」等のノウハウ―など，実作業に即
して具体的・実践的に解説しています。 

医師事務作業補助マネジメントBOOK 
 ―完全活用マニュアル : システム構築から運用管理,
教育・指導まで―3訂版 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784870586963  

著編者名 瀬戸 僚馬 発行年 2018 商品コード 1029960194 

★2018年４月診療報酬改定に準拠した最新・改訂版。★「医師事務作業補助」の業務や運用は各病院でバラバラ。本書は，そのマネジ
メント全般を体系的に総まとめ!!★医療現場の実態に即して，最も効率的かつ有効な「業務システム」「運用管理」「育成・活用方法」を実
践的に解説しています。★どう配置し，業務範囲・業務システムをどうするか，どのような教育・指導が必要か，業務上のトラブルにどう対
応するか―など， 病院管理者が現に頭を悩ませているマネジメント上の諸問題に明快に回答。★「医師事務作業補助」の最大限活用と
育成をナビゲートする実務管理マニュアル!! 

ドクターの"働き方改革"28メソッド 
 ―開業医のための最強のタイムマネジメント― 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784870587069  

著編者名 梅岡 比俊 発行年 2018 商品コード 1029960195 

★「仕事，仕事で１年365日疲れ果てている…」 「日々の仕事をこなすためだけに時間を使い果たし，自分のために使う時間，家族との
時間はほとんど残っていない…」 「医師には患者を救う使命があるが，自らが心身ともに疲弊していて，本当にいい医療ができるのか
…」──そんな葛藤をもつドクターは多いはず。本書の著者も同じでした。勤務医を経て開業，雑多な仕事に追われて疲弊したところか
ら一念発起，自らの「働き方改革」をスタートさせました。 
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病気&診療完全解説BOOK 
 ―身近な病気がよくわかる! : 101疾患の診断・治療 
から費用まで―改訂新版 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784870587106  

著編者名 東京逓信病院 発行年 2019 商品コード 1029960198 

★最新の医学・臨床治験，最新の診療報酬等から全面的に見直した2019年新版!! ★内科，外科，婦人科，小児科，皮膚科，眼科，耳鼻咽喉
科，精神科など，全24診療科の専門医81名が総力を挙げて執筆。各診療科の主要疾患（全101疾患）を徹底網羅してわかりやすく解説・図説
しています。 ★101疾患の①原因，②症状，③予防法，④診断法（検査・画像診断等），⑤治療法（手術・処置・投薬・注射等），⑥クリティカル
パス，⑦予後と療養（医学管理等，在宅療養），⑧医療費の具体例──まで，診療のすべての過程をトータルに解説。  

専門医が教える世界一わかりやすい 
下肢静脈瘤の治療と予防 
 ―見過ごしてはいけない脚の"むくみ"と"だるさ"― 

同時1アクセス（本体） ¥1,540 

同時3アクセス（本体） ¥3,080 

冊子版ISBN 9784870587113  

著編者名 齋藤 陽 発行年 2019 商品コード 1029960199 

★下肢静脈が正常に流れず，脚がむくみ，血管がボコボコと浮き出る病気──「下肢静脈瘤」は，日本人の10人に１人，約1000万人が
罹患していると言われています。★本書は，下肢静脈瘤に関するあらゆる治療法に習熟し，3000件以上の下肢静脈瘤手術を経験した
日本有数の専門医が教える下肢静脈瘤の治療＆予防法のすべてです。★本書では，①６段階の症状とセルフチェックの方法，②診断
方法，③原因と機序，④下肢静脈瘤ができやすい人と状況，⑤治療法，⑥日帰り手術と費用，⑦予防方法，⑧受診時の注意──等を
わかりやすく解説しています。 

保険審査委員による“保険診療&請求”ガイドライン 
 ―電子カルテ&レセプト-最適化のための26章― 

同時1アクセス（本体） ¥2,640 

同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784870587120  

著編者名 進藤 勝久 発行年 2019 商品コード 1030760004 

★「保険診療」のルールとその範囲，「レセプト審査」「指導」の実際，「診療報酬点数表」の構造を明快に解説。類書にありがちな漠とし
た総論・概論や法規の羅列ではなく，「保険診療」と「保険請求」のノウハウを個別具体的な診療事例・請求事例で実践的に解説した“ガ
イドライン”全26章！！ ★診療報酬点数表の区分に沿って，実際の診療事例・請求事例ごとに保険審査・指導のポイント─なぜ査定減
点・指導されるのか，どのように改めればよいのか─を具体的に解説。点数表だけでは判断のつかないポイントも，確かな医学的根拠や
実際の審査規定に基づいて明快な解釈を示しています。 

これがMSWの現場です 
 ―医療ソーシャルワーカーの仕事―2015年補訂版 

同時1アクセス（本体） ¥2,200 

同時3アクセス（本体） ¥4,400 

冊子版ISBN 9784870585997  

著編者名 菊地 かほる 発行年 2015 商品コード 1030555826 

【本編より】患者さんが安心して病院にかかれて，困ったときには医療ソーシャルワーカーのところに相談に行けば大丈夫だと思ってもら
えたら， 医療ソーシャルワーカーが専門職としての役割を果たしていることの証になると思います。★MSW（医療ソーシャルワーカー）と
は患者の「現実」と向き合う仕事です。MSW を目指す人，MSW の新人あるいは仕事に行き詰まっている中堅，MSW と同様の仕事をす
る事務職員や看護師等――に向け「現実」とどう向き合い，いかにより良い「現実」に変えていくか，具体的ノウハウを示した実践入門書
です。 

“集患”プロフェッショナル 
 ―クリニック経営・成功の法則―2016年改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784870586055  

著編者名 柴田 雄一 発行年 2016 商品コード 1030555825 

クリニック経営・成功の法則◆ストーリーで学ぶ実践的な“集患”対策マニュアル★クリニック経営もきびしい時代です。開業医は，医療の
プロであると同時に，経営のプロでもあらねばなりません。★開業や財務に関する書籍はたくさんありますが，開業後に実際にどのように
患者を増やし，いかに経営を立て直し，それをどう発展・継続させていくか――という問いに具体的に応えてくれる本にはまだ巡り会えて
いないのではないでしょうか？★本書は，そんな開業医のための1冊です。★即実行できる具体的かつ実践的な“集患”ノウハウを徹底
的に網羅。患者集めに悩む1人の開業医の物語を通して,確実にそのノウハウを習得できます。 

2025年へのロードマップ 
 ―医療計画と医療連携の最前線― 
2014年4月補訂版 

同時1アクセス（本体） ¥2,860 

同時3アクセス（本体） ¥5,720 

冊子版ISBN 9784870585744  

著編者名 武藤 正樹 発行年 2014 商品コード 1030555827 

厚労省の2025年改革シナリオにより迫り来る医療の変革の波。10年後の医療の有り様を的確に見通す１冊!!★社会保障・税一体改革において
厚労省が示した「2025 年の改革シナリオ」によって，医療と介護は今，大きな変革の時を迎えています。★「2025 年の医療と介護のあるべき姿
を一言で言えば『病院から地域へ』の転換だ」（本書より）。――2013 年から始まる新医療計画の方向性について，厚労省の「医療計画の見直
し等に関する検討会」で座長を務めた著者が，2025 年の医療と介護の有り様とそこに向けたロードマップを示します。 
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好評配信中タイトル  

医療と介護のクロスロード to 2025 

著編者名 武藤 正樹 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥1,650 冊子版ISBN 9784870586673  

同時3アクセス（本体） ¥3,300 商品コード 1027551685 

2018年同時改定とその先の2025年へと続く道を指し示す“医療・介護のロードマップ”──2018年2月緊急出版。
中医協／入院医療等の調査・評価分科会会長である著者が，2018年診療報酬・介護報酬同時改定の全貌と詳
細，2025年に向けた制度改革の方向性と文脈を，実際の中医協の議論とデータ分析に基づき的確に解読。 

医療&介護職場のルールBOOK 
 ―社会人の基本、仕事のルール、職場のマナー150カ条― 

著編者名 鷹取 敏昭 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 冊子版ISBN 9784870586598  

同時3アクセス（本体） ¥2,640 商品コード 1026623172 

病院・クリニック・介護スタッフのための職場のルールブック全150カ条，ケーススタディ30事例を1冊に総まとめ。
明日からの実務を確実にブラッシュアップさせる実践ハンドブック！社会人としての常識，仕事における基本姿
勢と共通ルール，職場における基本マナーと服務規程，組織を活性化させるマネジメントの要諦などをわかりや
すくコンパクトに総まとめ。 

医療機器&材料ディテールBOOK 
 ―イラスト&写真でわかる : 主要60種類臨床での適応とマネジメント術― 

著編者名 上野 雅巳 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥2,420 冊子版ISBN 9784870586604  

同時3アクセス（本体） ¥4,840 商品コード 1026623173 

医療機器・材料の基礎知識，医療材料のマネジメント術（購入方法・コスト管理・コード管理・在庫管理・請求も
れ対策等）を事例も交えて実践的に解説。さらに，主な機器・材料（主要60品目）をすべて網羅し，目的と適応，
構造と特徴，実際の使用方法，算定できる診療報酬・材料等の全ディテールをわかりやすく解説。臨床と業務を
結ぶガイドブックとして，医療機関での的確な保険請求にも役立つ知識を完全収録。 

"攻める"診療報酬 ―戦略と選択 : 2018年同時改定から2025年へ : 自院の 

ポジショニングと機能をいかに最適化させるか― 

著編者名 工藤 高 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥2,750 冊子版ISBN 9784870586642  

同時3アクセス（本体） ¥5,500 商品コード 1026623174 

2018年同時改定とその後の変遷を，プロフェッショナルの目で的確に読み解き，多角的にシミュレートし，中・長
期戦略を立案。2018年から2025年へ向けて，自院の施設基準をどうデザインして診療報酬を最大化するか，地
域でのポジショニングと機能をどう選択するかを提案する経営戦略とシミュレーション分析の手引き。地域医療
構想・地域包括ケアを好機として捉えて“反転攻勢”に出る攻略の書。 

医業経営を最適化させる36メソッド ―機能選択・経営マネジメント・ 

診療報酬の最適化マニュアル : 2025年への経営ロードマップ― 

著編者名 小松 大介 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥3,080 冊子版ISBN 9784870586635  

同時3アクセス（本体） ¥6,160 商品コード 1026623175 

医療機関の収益の基本計算式は「診療単価×患者数－コスト」。この相関する３つの数値を“最適化”させるた
めの６つの戦略，「戦略・ビジョン」「経営企画」「コストパフォーマンス」「診療報酬」「組織管理」「財務管理」を見
直す方法を紹介。 医業経営のトップ・コンサルタントが，その企業秘密とも言うべき経営改善の秘訣３つの原則，
６つの戦略，36のメソッド を１冊に総まとめ。 
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月刊  保険診療  

2012年9月号 ～2019年9月号 76冊揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥150,480 同時3アクセス(本体)：¥300,960 

各冊価格 

同時1アクセス(本体) ¥1,980  同時3アクセス(本体) ¥3,960  

  各巻の詳細はお問合せください。 

2012年9月号以降の号が購入可能です。 
発刊にあわせて毎月追加予定です。 

継続ご注文 
承り中！ 

4 


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

