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 jmedmook シリーズ 2018年新規配信タイトル！ 

43冊揃価格 
  同時1アクセス（本体） ¥333,410  
  同時3アクセス（本体） ¥499,840  

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!徴候から見抜け!小児救急疾患 ―押さえておきたい各徴候の病態と
対応スキル―（52） 

市川 光太郎 2017 9784784966523 ¥7,700  ¥11,550  1026831136 

あなたも名医!肺癌を見逃さない! ―画像読影のコツを押さえよう―（53） 山田 耕三 2017 9784784966530 ¥7,700  ¥11,550  1027372536 

あなたも名医!外来でよく診るかぜ以外のウイルス性疾患 ―自らウイルス性疾患の
診療を実践するために―（54） 

國松 淳和 2018 9784784966547 ¥7,700  ¥11,550  1027327746 

あなたも名医!かかりつけ医のための「攻める」認知症ガイド ―臨床現場で今すぐ使
える!―（55） 

眞鍋 雄太 2018 9784784966554 ¥8,470  ¥12,760  1027882473 

あなたも名医!あぁ〜どうする?!この不整脈 ―ずばっと解決しちゃいます!―ver.2（56） 山下 武志 2018 9784784966561 ¥8,470  ¥12,760  1027882474 

あなたも名医!スキルアップをめざす糖尿病薬物治療 ―経口血糖降下薬の最適選
択から安全・安心なインスリン療法導入まで―（57） 

辻野 元祥 2018 9784784966578 ¥8,470  ¥12,320  1028301521 

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 

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

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 

新解剖学 新装版  第6版 加藤 征 2011 9784784911738 ¥7,700  ¥11,550  1011618978 

人気の 『Qシリーズ』！ 

全8冊揃価格 
  同時1アクセス（本体） ¥58,080  
  同時3アクセス（本体） ¥87,120  
 

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。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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 単行本 2018年新規配信タイトル！ 

Dr.のための「知ってトクする」診療所レセプト
Q&A116 改題第4版 

同時1アクセス（本体） ¥8,470  

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784784943128  

著編者名 長面川 さより 発行年 2018 商品コード 1028301525 

2018年（平成30年）4月に改定された診療報酬に準拠。今版では「かかりつけ医機能の体制評価は？」「オンライン診療料算定時の留意点は？」
「認知症サポート医と認知症治療に関する診療報酬とは？」などの新規Q＆Aを追加し、さらに「かゆいところに手が届く」仕上がりとなっていま
す！うっかり見落としてしまう「請求漏れ」を防ぐために、医師であり「経営者」でもある先生必携の1冊です！ 

診療所で診る市中肺炎 
同時1アクセス（本体） ¥9,240  

同時3アクセス（本体） ¥13,860  

冊子版ISBN 9784784947720  

著編者名 藤田 次郎 発行年 2018 商品コード 1028063260 

診療所で出会う肺炎に絞って解説。これだけ押さえておけば安心です！肺炎の起炎菌ごとに症例や病態生理、鑑別、臨床像や治療薬を簡潔
にまとめ、X線やCTの読影、病変部位・肺容積の変化から起炎菌を推定するプロセスを示しています。病原体のお気に入りの（感染しやすい）
細胞は？ といった鑑別のヒントが満載。「自分の肺炎診療はこれであっているの？」とちょっと不安になったときにサッと調べられる一冊です。 

マンモグラフィによる乳がん検診の手引き  
―精度管理マニュアル―第6版増補 

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 9784784942152  

著編者名 大内 憲明 発行年 2018 商品コード 1028063261 

NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）の利用教材改訂版！マンモグラフィの平均乳腺線量数値、乳房の構成の所見用語、
「読影に関する基本講習プログラム案、「検診実施体制を自己点検・評価するためのチェックリスト」などを変更しました。乳がん検診に関わるス
タッフ必携です。 

Dr.増井の神経救急セミナー  
―結局現場でどうする?― 

同時1アクセス（本体） ¥10,230  

同時3アクセス（本体） ¥15,290 

冊子版ISBN 9784784962433  

著編者名 増井 伸高 発行年 2018 商品コード 1027882479 

関連動画は日本医事新報社HPに無料会員登録（https://www.jmedj.co.jp/regist/）頂きログインした状態でご覧頂けます。動画URL：
https://www.jmedj.co.jp/premium/neuroemer/data/0050 増井伸高の大人気セミナー、"公式"副読本登場！コモンディジーズの脳卒中やめまい、軽症頭
部外傷等を取り上げて、とくに初学者が苦手な箇所を丁寧に説明。自信をもって他科にコンサルトできます。グレーゾーンにも切り込んで解説。結局現場
ではどうすればいいの？に答える1冊です。 

実践子どもの漢方 
同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860  

冊子版ISBN 9784784947775  

著編者名 黒木 春郎 発行年 2018 商品コード 1028301522 

システムバイオロジー、マイクロバイオーム、個別医療から考える小児への漢方処方。いつもの診療に漢方を加えて、治療の引き出し
を増やす！子どもの保護者の不調にも応えられる処方も掲載しました。 

糖尿病と骨粗鬆症  
―治療薬を考える― 

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 9784784962600  

著編者名 井上 大輔 発行年 2018 商品コード 1028301523 

糖尿病や各合併症の骨粗鬆症への影響の仕方、それぞれの治療薬の作用メカニズムや代謝への影響・リスクについて、第一線の専
門家が解説。糖尿病と骨粗鬆症の包括的マネジメントに向けて、知識の整理に役立つ1冊です。 

医師のための節税読本  
―院長が知っておくべき税務対策のすべて―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥9,240  

同時3アクセス（本体） ¥13,860  

冊子版ISBN 9784784946112  

著編者名 西岡 篤志 発行年 2018 商品コード 1028301524 

平成30年度税制改正に対応した最新版！クリニック専門の税理士が教える「本当に効果的な節税法」とは？院長が知っておくべき税
務対策のすべてがこの一冊に。 
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点眼薬の選び方 
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 9784784962402  

著編者名 石岡 みさき 発行年 2018 商品コード 1027882475 

眼科の基本中の基本、点眼薬の選び方・使い方を懇切丁寧に解説！市販薬から、調剤が必要となるような処方薬までカバー。点眼アドヒアラ
ンスの上手な確認の仕方など、明日からの診療で真似してみたくなる具体的な診療のコツや工夫を紹介しています。  

これだけ!知っておきたいこどもの感染症10×3 
同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784784946464  

著編者名 山本 啓央 発行年 2018 商品コード 1027882476 

最低限知っておきたいこどもの感染症治療について、「感染巣」「病原微生物」「抗菌薬」それぞれ10×3=30項目にまとめました。それぞれを別
個にではなく、つながりをもって学ぶことにより、こどもの感染症診療が得意科目になります！ 

論より証拠の漢方処方 
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 9784784947607  

著編者名 高山 真 発行年 2018 商品コード 1027882477 

世界初の「漢方薬に関する高齢者の診療ガイドライン」をまとめた東北大学漢方内科のメンバーによる、漢方処方の入門書！研修医や学生へ
の指導経験豊富な執筆陣が、臨床研究とエビデンスをもとに西洋医学的アプローチで漢方の使い方を解説します。 

在宅医療マネジメントQ&A  
―疾病管理・運営・法的問題まですべてわかる― 

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 9784784947669  

著編者名 太田 秀樹 発行年 2018 商品コード 1027882478 

多職種協働時代の地域包括ケアと地域共生型社会を見据えた在宅医療を実践するためのノウハウを凝縮しました。全10章310項目のQ&Aで、
基本事項から、現場の疑問や困りごとまで、在宅医療を取り巻くあらゆる疑問にお答えします！ 

お茶クリ流 ! 下肢静脈瘤診療マニュアル 
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 9784784962501  

著編者名 広川 雅之 発行年 2018 商品コード 1027882480 

初心者、検査技師必見！お茶クリ流下肢静脈瘤診療の究極マニュアル、遂に刊行！約9万件の静脈エコーを行ってきた著者が下肢静脈エコー
のテクニックを詳しく解説。プローブの持ち方から静脈奇形の診断まで、他の追随を許さない圧倒的わかりやすさです！ 

麻酔への知的アプローチ 第10版 
同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥20,460 

冊子版ISBN 9784784962129  

著編者名 稲田 英一 発行年 2018 商品コード 1027690493 

読み継がれて28年、ついに第10版。日本の麻酔科学をリードし続ける著者の、麻酔への情熱が詰まった1冊。実践的であること、安全を最優先したもので
あること、できるだけevidenceに基づくこと、そして情熱をもって麻酔を考えること─。あまり使用されなくなった薬物、機器や器具に関する記載は削除し、
新しい薬物や概念について詳細に記述しました。 

標準頸動脈エコー  
―テクニックと意義― 

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 9784784940240  

著編者名 松尾 汎 発行年 2018 商品コード 1027690494 

ロングセラーが、待望の新装改訂。頸動脈エコー測定の意義、頸動脈の病理、実際の手技、主要メーカーの最新機種など、必要な情報を網羅
し、徹底解説。日本超音波医学会／日本脳神経超音波学会「超音波による頸動脈病変の標準的評価法2017」に準拠。 

在宅医療バイブル  
―家庭医療学, 老年医学, 緩和医療学の3領域からアプローチする―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥15,400 

同時3アクセス（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784784944088  

著編者名 川越 正平 発行年 2018 商品コード 1027690495 

好評を博した初版の刊行から4年。フレイルや地域共生社会の概念、在宅医療・介護連携推進事業の恒久事業化など、在宅医療をめぐる新た
な話題を盛り込むとともに項目を再編。最新情報をもとに、よりわかりやすくリニューアルしました。 

 単行本 2018年新規配信タイトル！ 
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 単行本 2018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 

レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室 ―ベストティーチャーに教わる胸部X線の
読み方考え方―第2版 

長尾 大志 2018 9784784944217 ¥9,460 ¥14,190 1027690496 

消化器癌・頭頸部癌編 改題改訂第2版（静がんメソッド : 静岡がんセンターから学ぶ最
新化学療法&有害事象マネジメント） 

安井 博史 2018 9784784956111 ¥13,200 ¥19,800 1027372532 

診療所/一般病院の血液診療do&don't 岡田 定 2018 9784784957071 ¥8,140 ¥12,210 1027372533 

嘱託産業医スタートアップマニュアル ―ゼロから始める産業医― 勝木 美佐子 2018 9784784947553 ¥8,360 ¥12,540 1027372534 

できるゾ読めるゾ腹部エコー 3版 中村 滋 2018 9784784940493 ¥17,600 ¥26,400 1027372535 

レジデントのためのこれだけ心電図 佐藤 弘明 2018 9784784947300 ¥8,800 ¥13,200 1027327735 

緑内障を見逃さない ―眼底・OCTの見かた― 富田 剛司 2018 9784784962372 ¥12,100 ¥18,150 1027327736 

かかりつけ医が認知症・MCIを診る 第2版 藤井 直樹 2018 9784784945450 ¥8,140 ¥12,210 1027327737 

在宅酸素療法をイチから学ぶ本 ―基礎から適応病態別の処方まで― 郷間 厳 2018 9784784947423 ¥12,100 ¥18,150 1027327738 

内分泌専門医に絶対合格したい人のための問題集 井林 雄太 2018 9784784947386 ¥14,300 ¥21,450 1027327739 

コウノメソッドでみる認知症処方セレクション 第2版 河野 和彦 2018 9784784943609 ¥9,680 ¥14,520 1027327740 

術後眼内炎パーフェクトマネジメント 第2版 島田 宏之 2018 9784784962365 ¥12,100 ¥18,150 1027327741 

もつれない患者との会話術 ―させない!つくらない!モンスターペイシェント―第2版 大江 和郎 2018 9784784954582 ¥7,040 ¥10,560 1027327742 

気管支サーモプラスティパーフェクトガイド 石井 芳樹 2018 9784784947348 ¥12,100 ¥18,150 1027327743 

研修医が知りたい臨床現場の疑問に答える本 ―こんなときどうすればいいですか?!― 木村 圭一 2018 9784784947461 ¥8,140 ¥12,210 1027327744 

救急・プライマリケアで必要なポイントオブケア超音波 ―POCUS― 瀬良 誠 2018 9784784947508 ¥10,120 ¥15,180 1027327745 

インフルエンザ診療ガイド 2017-18 菅谷 憲夫 2017 9784784954780 ¥7,480 ¥11,220 1026831116 

プライマリケア医のための実践フレイル予防塾 ―めざせ健康長寿― 荒井 秀典 2017 9784784947089 ¥7,040 ¥10,560 1026831117 

認知症者の転倒予防とリスクマネジメント ―病院・施設・在宅でのケア―第3版 武藤 芳照 2017 9784784961795 ¥10,560 ¥15,840 1026831118 

ピロリ除菌治療パーフェクトガイド ―Helicobacter pylori―2版 榊 信広 2017 9784784944965 ¥9,240 ¥13,860 1026831119 

レジデントのための腎臓教室 ―ベストティーチャーに教わる全14章― 前嶋 明人 2017 9784784947133 ¥9,900 ¥14,850 1026831120 

海外医学留学のすべて 改題改訂2版 島田 悠一 2017 9784784943517 ¥7,700 ¥11,550 1026831121 

肺癌編 第2版（静がんメソッド : 静岡がんセンターから学ぶ最新化学療法&有害事象マ
ネジメント） 

高橋 利明 2017 9784784956142 ¥12,540 ¥18,810 1026831122 

@ER×ICUめざせギラギラ救急医 薬師寺 泰匡 2017 9784784947188 ¥5,940 ¥8,910 1026831123 

腎臓疾患 第3版（New専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ） 柏原 直樹 2017 9784784955022 ¥15,840 ¥23,760 1026831124 

まるわかりワクチンQ&A ―予防接種の現場で困らない―2版 中野 貴司 2017 9784784944729 ¥10,560 ¥15,840 1026831125 

高齢者総合診療ノート ―すぐに使える―第2版 大庭 建三 2017 9784784944149 ¥13,200 ¥19,800 1026831126 

消化管EUSパーフェクトガイド 藤城 光弘 2017 9784784947225 ¥17,600 ¥26,400 1026831127 

「緩やかな糖質制限」ハンドブック ―糖尿病食事療法のベストチョイス―2版 山田 悟 2018 9784784944279 ¥7,700 ¥11,550 1026831128 

リハ栄養からアプローチするサルコペニアバイブル 若林 秀隆 2018 9784784947263 ¥8,140 ¥12,210 1026831129 

臨床医のための免疫キーワード110 4版 矢田 純一 2017 9784784930692 ¥9,900 ¥14,850 1026831130 

オーダーメイド医療をめざした生活習慣病の遺伝子診断ガイド 第2版 山崎 義光 2017 9784784954414 ¥7,700 ¥11,550 1026831131 

コウノメソッド流認知症診療スピードマスター 河野 和彦 2017 9784784946433 ¥9,240 ¥13,860 1026831132 

循環器疾患 = Cardiovascular diseases 第3版（New専門医を目指すケース・メソッド・ア
プローチ） 

近森 大志郎 2017 9784784955435 ¥14,960 ¥22,440 1026831133 

診療所経営の教科書 ―院長が知っておくべき数値と事例 = Handbook of Clinic 
Management : practice metrics and case studies all physicians should know―第2版 

小松 大介 2017 9784784943784 ¥9,900 ¥14,850 1026831134 

胃炎をどうする? ―ABC胃がんリスク層別化で内視鏡でX線で : 検診・診療・予防―第2
版 

三木 一正 2017 9784784945016 ¥9,240 ¥13,860 1026831135 

コウノメソッドでみる認知症診療 第2版 河野 和彦 2017 9784784943548 ¥10,340 ¥15,510 1026901562 

造血器腫瘍アトラス ―形態、免疫、染色体から分子細胞治療へ―改訂第5版 谷脇 雅史 2016 9784784940820 ¥40,700 ¥61,050 1026901563 



● 表示価格は税抜きです。 2018年10月 

日本医事新報アーカイブズ 
1921-1945（大正・昭和前期） 

2018年3月第1弾配信スタート！  

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

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 配信予定時期 

1946-1969（戦後・高度成長期） 1946～1969年 ¥330,000 ¥660,000 1026831137 2019年1月末 

1970-1979（1970年代） 1970～1979年 ¥165,000 ¥330,000 1026831138 2018年12月末 

1980-1989（1980年代） 1980～1989年 ¥165,000 ¥330,000 1026831139 2018年12月末 

1990-1999（1990年代） 1990～1999年 ¥165,000 ¥330,000 1026831140 2018年11月末 

2000-2009（2000年代） 2000～2009年 ¥165,000 ¥330,000 1026831141 2018年11月末 

2018年順次配信予定  

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 

※配信の時期に関しましてはお問い合わせください。 
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