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 jmedmook シリーズ 2019年新規配信タイトル！ 

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 

あなたも名医!COPD患者さんを診るための25のコツ 
 ―治療・リハ・管理のギモンを一挙解決!―（jmedmook 59） 

大藤 貴 2018 9784784966592 ¥8,470  ¥13,200  1029502823 

あなたも名医!最新侮れない肺炎に立ち向かう 
! ―非専門医のための肺炎診療指南書―改題改訂（jmedmook 60） 

山本 舜悟 2019 9784784966608 ¥8,470  ¥12,760  1029973302 

あなたも名医!意識障害 （jmedmook 61） 坂本 壮 2019 9784784966615 ¥8,470  ¥12,650  1030515270 

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 

新解剖学 フルカラー新装版 第7版 加藤 征 2019 9784784911745 ¥8,470  ¥12,760  1029728139 

新組織学 フルカラー新装版 第6版 野上 晴雄 2016 9784784911783 ¥7,260  ¥10,890  1024801190 

新微生物学  舘田 一博 2016 9784784911936 ¥7,040  ¥10,560  1022133861 

新生理学 フルカラー新装版 第6版 竹内 昭博 2015 9784784911707 ¥7,040  ¥10,560  1024801191 

新薬理学 フルカラー新装版 改訂第6版 安原 一 2015 9784784911660 ¥7,040  ¥10,560  1018451153 

新発生学  改訂第4版 白澤 信行 2012 9784784911899 ¥7,260  ¥10,890  1012910086 

新衛生・公衆衛生学 新装版  第6版 大井田 隆 2012 9784784911813 ¥7,040  ¥10,560  1012368960 

新病理学 新装版  第5版 山本 雅博 2012 9784784911851 ¥7,700  ¥11,550  1011618980 

人気の 『Qシリーズ』！ 
信頼のロングセラー！要点をコンパクトにまとめた分
かりやすさが人気の参考書です。� 

2009年創刊の隔月刊誌『jmedmook』は、『臨床力』を
磨くための実践医学雑誌です。「簡潔」「明快」「新鮮」をモッ
トーに、毎号ワンテーマの特集号形式で、ジェネラリストを応
援していきます。 

45冊揃価格 
同時1アクセス（本体） ¥350,350 
同時3アクセス（本体） ¥526,130 

8冊揃価格 
同時1アクセス（本体） ¥58,850 
同時3アクセス（本体） ¥88,330 

各冊の詳細はお問合せください。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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 単行本 2019年 新規配信タイトル！ 
グラム染色道場 ―肺炎診療に生かす喀痰グラム 

染色の見方・考え方― 

同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,090 

冊子版ISBN 9784784948109  

著編者名 山本 剛 発行年 2019 商品コード 1029728136 

あの人気ブログがついに書籍化！ 一歩進んだグラム染色のための、菌種推定のコツ、炎症像の見方など、秘伝の奥
義を惜しみなく伝授します。 

グローバル時代のウイルス感染症 

同時1アクセス（本体） ¥15,070 

同時3アクセス（本体） ¥22,550 

冊子版ISBN 9784784921508  

著編者名 西條 政幸 発行年 2019 商品コード 1029728137 

海外帰りの患者さんが発熱、下痢……そんな時何を疑いますか?  世界で流行するウイルス感染症の疫学や診断・治
療の最新情報を網羅した唯一無二の1冊。 

がんの臨床検査ハンドブック 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784784956630  

著編者名 山田 俊幸 発行年 2019 商品コード 1029728138 

日常検査から腫瘍マーカーまで…がんを評価するための臨床検査の活用法をまとめた他に類を見ない書籍が登場！
がん診療に携わるすべての医療者におすすめします。 

明日から使える排尿障害診療ガイド 

同時1アクセス（本体） ¥9,680 

同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784784956661  

著編者名 松尾 朋博 発行年 2019 商品コード 1029973301 

排尿障害診療のキホンはこの1冊でOK！ 診療所・病院のジェネラリストをはじめ、泌尿器科を志望する研修医の先生
にもお勧めです。 

ジェネラリストのための症候からみる眼疾患 

同時1アクセス（本体） ¥8,470 

同時3アクセス（本体） ¥12,760 

冊子版ISBN 9784784962198  

著編者名 石岡 みさき 発行年 2019 商品コード 1029973303 

非専門医でも加療できるのか、眼科医が身近にいる場合にどの時点で紹介するのか、眼科へのアクセスが非常に悪い
場合どうするのか等々、非専門医のお悩みに応える1冊。専門機器がなくてもできる裏ワザも紹介。 

ここまでできるケロイド・肥厚性瘢痕の 
予防と治療 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784784956814  

著編者名 小川 令 発行年 2019 商品コード 1029973304 

非専門医を主な読者対象として、最近10年で飛躍的に進んだケロイド・肥厚性瘢痕診療のノウハウを解説します。リス
ク因子、鑑別、診断、各種治療法から、手術でケロイド・肥厚性瘢痕を生じさせないためのポイントを詳述します。 
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 単行本 2019年 新規配信タイトル！ 

こどもの敗血症 ―結局現場でどうする?― 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,700 

冊子版ISBN 9784784962471  

著編者名 佐々木 潤 発行年 2019 商品コード 1030361024 
意見書やガイドラインでは議論しつくせない課題について“現場ではどうするのか”、実際の症例をベースに、第一線で奮
闘中の臨床医が解説します。 

病態に応じたオンラインHDF治療戦略 
同時1アクセス（本体） ¥10,230 

同時3アクセス（本体） ¥15,400 

冊子版ISBN 9784784948222  

著編者名 川西 秀樹 発行年 2019 商品コード 1030361025 
2012年の診療報酬改定以降、急増するオンラインHDFについて、実際の症例をもとに、個々の病態、愁訴や合併症に合
わせてどのような治療設計をすればよいかがわかるよう構成しました。 

しくじり症例から学ぶ総合診療 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784784948161  

著編者名 雨森 正記 発行年 2019 商品コード 1030361026 
「私、失敗しないので」はテレビの中だけ！実際に医師が経験した「しくじり事例・症例」を集め、どうすればよかったのか、
その後どのように対応しているのかを記載。ベテラン医師からの「こういう予防策や工夫もできるぞ！」というポイントも紹
介します。 

膠原病診療ノート 
 ―症例の分析 文献の考察 実践への手引き―第4版 

同時1アクセス（本体） ¥14,300 

同時3アクセス（本体） ¥22,000 

冊子版ISBN 9784784953455  

著編者名 三森 明夫 発行年 2019 商品コード 1030361027 
初版から20年。膠原病診療の王道を示し、圧倒的支持を受けるロングセラーが6年ぶりの大改訂！特に成人発症Still病、
関節リウマチ／TAの肺障害、リウマチ性多発筋痛症とRS3PEの項目を大幅に追記。その他の項目でも旧版以降の新薬
やガイドラインを踏まえてアップデートしています！ 

コウノメソッドでみるMCI軽度認知障害 
 ―時計描画テスト・うつ状態・てんかん・ADHDの知識― 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥18,700 

冊子版ISBN 9784784945870  

著編者名 河野 和彦 発行年 2019 商品コード 1030361028 
記憶検査だけでは誤診を招く！ MCIと「うつ状態、てんかん、ADHD」との鑑別のために、問診や身体診察では何に注意す
べきか、検査は何が適しているか、画像検査ではどこに着目すべきかを、豊富な臨床経験をもとに説き起こした唯一無二
の書。 

脳卒中後の管理と再発・重症化予防 
同時1アクセス（本体） ¥12,100 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784784956869  

著編者名 峰松 一夫 発行年 2019 商品コード 1030361029 
再発率が高い脳卒中。自院に「脳卒中既往」の患者さんが来たとき、何を気を付ければよいのか…。脳卒中の原因・病型
ごとに、再発予防策と、注意すべき点を解説！認知症や悪性腫瘍などの背景もある脳卒中後患者をどう管理すればよい
かなど、「かかりつけ医が診る可能性の高い」例を挙げています。 

糖尿病治療薬最新メソッド 
 ―まずはこうする!次の一手はこれだ!―3版 

同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥17,050 

冊子版ISBN 9784784954087  

著編者名 内野 泰 発行年 2019 商品コード 1030515267 
「総合診療の視点」「開業・クリニックの視点」など新規項目を大幅に追加し、全面改訂！ プロの薬剤の投与量、切り替え
の妙、組み合わせの技がわかります。 

3 



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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年6月 

 単行本 2019年 新規配信タイトル！ 
レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 
 ―ベストティーチャーに教わる全29章―第3版 

同時1アクセス（本体） ¥11,110 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784784943746  

著編者名 長尾 大志 発行年 2019 商品コード 1030515268 
呼吸器内科の定番書が4年ぶりの大改訂！ 最新ガイドラインを踏まえ、さらにわかりやすくなった第3版。講義や実習の
中で見えてくる「みんながつまずくポイント」を、著者ならではのティーチングセンスでやさしく解説しました。 

人工呼吸器トラブルシューティングセミナー 
同時1アクセス（本体） ¥8,800 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784784956715  

著編者名 田中 竜馬 発行年 2019 商品コード 1030515269 
Dr.竜馬直伝！人工呼吸器トラブル解決術！ これさえ読めば、アラームが鳴っても怖くない！各モードの仕組み、トラブル
の種類・原因・対処法などについて、平易な文章で懇切丁寧に解説します。 

パーキンソン病の医学的リハビリテーション 
同時1アクセス（本体） ¥15,070 

同時3アクセス（本体） ¥22,550 

冊子版ISBN 9784784948000  

著編者名 林 明人 発行年 2018 商品コード 1029342109 
治療とリハの基礎から、実際に現場で行われる各種リハのコツや、患者への福祉や心理的サポート、また今後リハへの応
用が期待される最先端の技術まで網羅しています。 

外科感染症診療マニュアル 
同時1アクセス（本体） ¥10,890 

同時3アクセス（本体） ¥16,390 

冊子版ISBN 9784784956395  

著編者名 伊東 直哉 発行年 2018 商品コード 1029342110 
「外科医が日頃より何を疑問に思い、何を知りたいか」をヒアリングし、スタンダードな考え方をまとめた、実践的でユー
ザーフレンドリーな外科医のための感染症マニュアル！ 

なぜ効く?どう違う?を理解し処方するための 
治療薬の臨床薬理データブック 

同時1アクセス（本体） ¥10,890 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784784948055  

著編者名 渡邉 裕司 発行年 2018 商品コード 1029502820 
作用機序のイラスト付きで薬理作用、薬物動態、同種同効薬との違いがひと目でわかる。情報を羅列しただけの治療薬本
とは一線を画したプロ向けの実用書です。 

知っておきたい難聴・耳鳴 
 ―原因・診断・治療・予防・補聴器選びまで― 

同時1アクセス（本体） ¥11,660 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784784947881  

著編者名 佐藤 宏昭 発行年 2018 商品コード 1029502821 
非耳鼻科医が対応すべき「難聴・耳鳴」がこれ1冊に！診断・治療だけでなく、患者さんのニーズにあわせた補聴器を選択
方法も掲載。現場で出てくる細かな疑問にもしっかり解答！ 

腎硬化症の早期診断と治療 
同時1アクセス（本体） ¥13,310 

同時3アクセス（本体） ¥20,020 

冊子版ISBN 9784784956609  

著編者名 和田 隆志 発行年 2018 商品コード 1029502822 
増加の一途をたどっている腎硬化症について第一線で活躍中の専門家が執筆。最新知見を余す所なく解説しています。 
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 単行本 2018年末 配信タイトル 

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 

皮膚症状110症例でみる内科疾患 ―カラーアトラス― 出光 俊郎 2018 9784784957200 ¥16,940  ¥25,410  1028506685 

小児発達障害について非専門医の先生に知っておいて
ほしいこと、まとめてみました 

高貝 就 2018 9784784943036 ¥7,260  ¥10,890  1028506686 

健診・健康管理専門職のための新セミナー生活習慣病 
第2版 

田中 逸 2018 9784784953981 ¥7,810  ¥11,660  1028506687 

季節の救急 ―キセキュー― 山本 基佳 2018 9784784946075 ¥12,100  ¥18,150  1028700645 

ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門 
 ―「働き方改革関連法」対応―改訂第2版 

櫻澤 博文 2018 9784784945573 ¥9,680  ¥14,520  1028700646 

インフルエンザ診療ガイド 2018-19 菅谷 憲夫 2018 9784784954797 ¥8,470  ¥12,705  1028700647 

現代社会の新しい依存症がわかる本 
 ―物質依存から行動嗜癖まで― 

樋口 進 2018 9784784947935 ¥9,680  ¥14,520  1028700648 

AKI急性腎障害治療の実際 阿部 雅紀 2018 9784784944873 ¥14,520  ¥21,780  1028700649 

高齢者施設でできる感染制御マニュアル 
 ―平常時の対応から押さえておきたい感染症まで― 

吉田 正樹 2018 9784784940424 ¥10,890  ¥16,390  1029161149 

マインドフルネスを医学的にゼロから解説する本 
 ―医療者のための臨床応用入門― 

佐渡 充洋 2018 9784784947980 ¥9,680  ¥14,520  1029161150 

消化器がん化学療法レジメンブック 4版 室 圭 2018 9784784954902 ¥12,826  ¥19,250  1029161151 
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※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

 

 

 

 

 

 

1946年以降  も好評配信中  
タイトル 発行年 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

1946～1969年度（戦後・高度成長期） 1946～1969年 ¥330,000 ¥660,000 1026831137 

1970～1979年度（1970年代） 1970～1979年 ¥165,000 ¥330,000 1026831138 

1980～1989年度（1980年代） 1980～1989年 ¥165,000 ¥330,000 1026831139 

1990～1999年度（1990年代） 1990～1999年 ¥165,000 ¥330,000 1026831140 

2000～2009年度（2000年代） 2000～2009年 ¥165,000 ¥330,000 1026831141 

2010年度（2010年4月～2011年3月分） 2010～2011年 ¥35,970 ¥71,940 1026761374 

2011年度（2011年4月～2012年3月分） 2011～2012年 ¥35,970 ¥71,940 1014255638 

2012年度（2012年4月～2013年3月分） 2012～2013年 ¥35,970 ¥71,940 1014265901 

2013年度（2013年4月～2014年3月分） 2013～2014年 ¥35,970 ¥71,940 1018717393 

2014年度（2014年4月～2015年3月分） 2014～2015年 ¥35,970 ¥71,940 1026761375 

1921年～2014年度 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥1,499,850 ¥2,999,700 
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日本医事新報アーカイブズ 
1921-1945（大正・昭和前期） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥330,000 発行年 1921～1945年 

同時3アクセス 
（本体） 

¥660,000 商品コード 1026761373 
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