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No.2019-586 

2019年月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

＊新刊以外の各巻詳細はお問合せください。 

 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!外来でどう診る?性行為感染症 
 ―プライマリケア医の悩み・疑問に答えます―（58）（※） 

大路 剛 2018 9784784966585 ¥8,470  ¥12,705  1028700650 

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!―（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（60）（※） 

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

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

あなたも名医!診断につながる病歴聴取 
 ―日常診療でここまでできる!―（62） （※） 

西垂水 
和隆 

2019 9784784966622 ¥8,470  ¥13,200  1030682628 

あなたも名医！ステロイド治療戦略  
―アウトカムを改善する―（63） （※） 

岩波 慶一 2019 9784784966639 ¥8,470 ¥12,705 1030990146 

人気の 『Qシリーズ』   待望の改訂版! 

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 

新生理学 フルカラー新装版 改訂第7版 竹内, 昭博 2019 9784784911714 ¥7,744 ¥11,616 1030990145 

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 

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

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 

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

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 

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

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 

49冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥384,230 ¥577,060 

8冊揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

¥59,554 ¥89,386 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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2019年新規配信タイトル！ 
学会では教えてくれないアトピー性皮膚炎
の正しい治療法 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥15,510 

同時3アクセス（本体） ¥23,320 

冊子版ISBN 9784784956555  

著編者名 渡辺 晋一 発行年 2019 商品コード 1030590919 

他医療機関で治癒しない難治患者を長年診てきた筆者が贈る、アトピー性皮膚炎診療ガイドの決定版。基礎から説き起こし、日
米のガイドラインによる診断基準を検証。実際の治癒例を提示しながら、治療の肝となる適切なステロイド外用療法を解説してい
きます。 

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。 

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。 

AKI急性腎障害治療の実際 
同時1アクセス（本体） ¥14,520 

同時3アクセス（本体） ¥21,780 

冊子版ISBN 9784784944873  

著編者名 阿部 雅紀 発行年 2018 商品コード 1028700649 

AKI診療に精通する専門医が「AKI（急性腎障害）診療ガイドライン2016」から一歩踏み込んだ形で、AKI診療に関する“最新”か
つ“実践的”なノウハウをお伝えします。特に本書では、AKIの病因別の対応も含め、薬物療法、血液浄化療法による治療戦略
や患者管理についても詳細に解説！腎臓専門医のみならず救急医、小児科医、透析医などAKI診療に携わる医師にとって、
すぐに役立つAKI診療のパーフェクトガイド！ 

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！ 

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。 

消化器がん化学療法レジメンブック 4版 
同時1アクセス（本体） ¥12,826 

同時3アクセス（本体） ¥19,250 

冊子版ISBN 9784784954902  

著編者名 室 圭 発行年 2018 商品コード 1029161151 

全70レジメン収載。約70ページ増の大改訂版！2018年10月時点での標準治療はもちろん、学会発表のみで論文未発表の情
報もできる限り入れました。レジメン・有害事象・Q＆Aの3部構成。「Q&A編」では、まだ結論が出ていない問題にも、治療経験豊
富な執筆陣が現時点でのベストチョイスを提示しています。 

2 



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11月 

季節の救急 ―キセキュー― 
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 9784784946075  

著編者名 山本 基佳 発行年 2018 商品コード 1028700645 

ER診療を「季節」の観点から捉えた1冊。コモンなものから比較的稀なものまで、ERで遭遇しうる疾患を集めて解説しました。例
えば「けいれん+意識障害」。頭蓋内疾患・てんかん・低血糖が鑑別に挙がりますが、夏には熱中症、秋には銀杏中毒、冬には
一酸化炭素中毒+シアン中毒が鑑別の上位に加わります。「季節」というスパイスを加えると、その後のマネジメントが大きく変わ
る─。そんな疾患を集めました。当直の夜に先輩から聞くような、楽しい雑学も随所に登場。 

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。 

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。 

結局現場でどうする?こどもの敗血症 
 ―Sepsis,ショック― 

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。 

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。 

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！ 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

バックナンバー 

今日、医学・医療を取り巻く環境は大変厳しいものがあります。週刊「日本医事新報」は、
我が国医界で最も歴史と伝統を有し、かつ最大の発行部数を誇る総合医学情報誌であり
ます。日々、医学生涯教育に研鑽し、医院経営にご苦労されている実地医家の良きパート
ナーとして絶大なる信頼と評価を得ている雑誌です。 

※「2011年度～2013年度」に関しましては2018年1月より価格が改定されました。 

No.14～No.62を配信！刊行後、継続的に追加配信されます 

2011年度（No.14）～2019年度（No.62） 

＜全48冊揃価格＞  ※1冊単位での購入可 

同時１アクセス（本体）：¥375,760 同時３アクセス（本体）：¥564,355 

「臨床力」を磨く実践医学雑誌 

書名 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 

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

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

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

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

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

継続ご注文 
承り中! 
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