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◉コモンな疾患を「深く診る」ことで診療能力は飛躍的にアップする！ 〔2016年9月〕

総合診療流！ 
Common Diseaseの掘り下げ方
〈著〉 高岸勝繁 ［京都岡本記念病院  一般内科（総合診療科）医長］

B5判・184頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4550-4

◆ コモンな疾患を深く調べると、日常診療に余裕ができ、隠れた
致命的な疾患、稀な疾患に気づく機会も増えます。

◉君はこれが診断できるか？　Dr.生坂の診断推論の手法を学べる一冊！ 〔2014年9月〕

外来診療の
Uncommon Disease
〈編著〉 生坂政臣 ［千葉大学医学部附属病院  総合診療科教授］

B5判・164頁・カラー・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-5600-5

◆ “ややuncommon”“uncommon”“rare”の3段階のuncommon
度を付けて71症例を収載。

◆ Dr.生坂の診断推論の手法を学びつつ、症例の謎解きにチャレンジ！

◉医学的キーフレーズを手がかりに、uncommon diseaseの診断にどこまで迫れるか？ 〔2017年9月〕

外来診療の
Uncommon Disease Vol.2
〈編著〉 生坂政臣 ［千葉大学医学部附属病院  総合診療科教授］

B5判・160頁・カラー・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-5601-2

◆ シリーズ第2弾、書き下ろしを加えて72症例を収載。
◆ uncommon度のレベルを選んで診断に挑戦したり、お好みで巻

末の診断名一覧から興味ある症例に目を通す読み方もできます。

◉“ベッドサイドの2分”でできる、エコーの超便利な活用法 〔2018年3月〕

救急・プライマリケアで必要な
ポイントオブケア超音波 ［電子版付］
〈編著〉 瀬良　誠 ［福井県立病院  救命救急センター医長］

B5判・220頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体4,600円＋税）
ISBN 978-4-7849-4750-8

◆ ベッドサイドで低コスト・安全に導入できる「ポイントオブケア
超音波」について、体の部位ごとに症例を踏まえた活用法を解説
します。

◉社会問題となっている新時代の依存症を徹底解説する唯一無二の１冊 〔新刊／2018年10月〕

現代社会の新しい依存症がわかる本 ［電子版付］
物質依存から行動嗜癖まで
〈編著〉 樋口　進 ［独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長］

A5判・256頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4793-5

◆ 国内の依存症治療の第一人者が結集し、現代社会で治療対象と
なり得る依存症について、その病態から診断、治療、フォローアッ
プまでQ&A形式で徹底解説しました。

◉EBMの実践を、生涯学習の武器に！ 〔2015年3月〕

名郷直樹の その場の1分、その日の5分
多忙な医師でもできるエビデンスの仕入れかた
〈著〉 名郷直樹 ［武蔵国分寺公園クリニック院長］

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4475-0

◆ 「その場の1分、その日の5分」は、疑問が起きた時点で1分間勉強し、その
日の仕事が終わったところでさらに5分間の勉強を追加、その結果をその場
その場で現場の患者に役立てていく、EBMの実践方法の1つのあり方です。

◉これ一冊で産業医の仕事がわかる「未経験者のための業務マニュアル」 〔2018年3月〕

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 ［書式ダウンロード付］
〈著〉 勝木美佐子 ［労働衛生コンサルタント・日本内科学会総合内科専門医］

 奥田弘美 ［労働衛生コンサルタント・精神保健指定医］

B5判・194頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4755-3

◆ これから嘱託産業医を始める人のために、必要最小限のノウハ
ウをまとめた業務マニュアル。

◉メンタルヘルスの達人がストレスチェック実施者のストレスを解消！ 〔2016年6月〕

Dr.山本流
ストレスチェック完全攻略！
〈著〉 山本晴義 ［横浜労災病院  勤労者メンタルヘルスセンター長］

A5判・186頁・単色＋カラー付録・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-3036-4

◆ 「ストレスチェックの上手な進め方」はもちろん、産業保健のプ
ロとしてワンランク上の指導を実施するための「ツール」や「コ
ツ」も紹介。産業医・産業保健スタッフ必携の一冊。

◉1123疾患を網羅した「超実践型」治療法総覧 〔2017年7月〕

1336専門家による 私の治療 ［電子版付］
2017－18年度版
〈監修〉 猿田享男 ［慶應義塾大学名誉教授］・北村惣一郎 ［国立循環器病研究センター名誉総長］

A5判・1776頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体9,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4650-1

◆ 「Web医事新報」のプレミアム会員限定コンテンツとして大きな
反響を呼んだ「私の治療」、その書籍版がついに登場です。日常
診療のパートナーとしてぜひお手元に置いてください。

◉現代の産業医に求められる職務のすべてがこの一冊に！ 〔2016年3月〕

産業医ガイド　
基本管理業務からメンタルヘルスまで
〈編〉 日本産業衛生学会関東産業医部会
B5判・592頁・2色刷・定価（本体6,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-3042-5

◆ 様々な課題や悩みを抱えている産業医自らの危機管理をふまえ、
嘱託産業医にも専属産業医にも役立つ産業医活動のあるべき指
針を示したガイド。

第2版
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◉面接医の実務を詳解！　現場で地雷を踏まないための入門書 〔新刊／2018年10月〕

ストレスチェック面接医のための
「メンタル産業医」入門　　　 ［電子版付］
〈著〉 櫻澤博文 ［労働衛生コンサルタント・日本産業衛生学会指導医］

B5判・296頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4557-3

◆ 働き方改革関連法（2019年施行）に対応した最新版！
◆ 産業医資格を取得していない方や、メンタル疾患への対応が 
苦手な方でも、面接医として貢献できる入門書。
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◉西洋医のための漢方薬チョイス！ 〔2015年2月〕

実践ちょいたし漢方　増補版
〈著〉 新見正則 ［帝京大学外科准教授］

B5判・160頁・カラー・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4466-8

◆ 漢方理論は一切出てきません。あくまで西洋医の立ち位置から、
治療手段のオプションとして漢方を取り扱います。

◉漢方薬にもエビデンスが！　これを読めば腑に落ちる！ 〔2018年4月〕

論より証拠の漢方処方
〈編著〉 髙山　真 ［東北大学病院総合地域医療教育支援部・漢方内科  准教授］

B5判・186頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4760-7

◆ 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。

◉超高齢社会で増加する「サルコペニア」診療の新スタンダード！ 〔2018年1月〕

リハ栄養からアプローチする
サルコペニアバイブル
〈編著〉 若林秀隆 ［横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科講師］

 葛谷雅文 ［名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学教室教授］

B5判・226頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4726-3

◆ サルコペニアの患者に対して、リハビリテーション栄養の側面か
らの診療アプローチ法を解説しています。

◉「加齢だからしょうがない……」ですませない！ 〔2017年10月〕

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
〈編著〉 荒井秀典 ［国立長寿医療研究センター副院長］

B5判・132頁・2色刷・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4708-9

◆ 「フレイル」とは、加齢に伴う機能低下により様々な健康障害に陥り
やすくなった状態のこと。要介護状態と健常との間といえる状態で、
適切な介入を行えば健常に戻れる可能性があると考えられています。

◉認知症高齢者における転倒予防のバイブルが待望の改訂！ 〔2017年10月〕

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
〈監修〉 日本転倒予防学会
B5判・420頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-6179-5

◆ 実践的なQ&A形式で認知症の人・家族に対する具体的対応に
ついて解説。医療関係者はもとより認知症の高齢者をかかえる
家族にとっても役立つ内容としました。
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◉まずは300例、処方してみませんか？ 〔2017年7月〕

論文からひもとく 外科漢方
〈著〉 新見正則 ［帝京大学外科准教授］

B5判・172頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4469-9

◆ 漢方に縁遠い外科領域の医師のためのエビデンス集です。メー
カー協力のもと、外科領域で使用された漢方のエビデンスに 
新見正則先生の評価・解説コメントを合わせ、読みやすくまと
めました。

◉精神科以外の先生方に贈る“精神科診療のエッセンス” 〔2016年3月〕

プライマリケアのための
こころの診かた
〈著〉 宮内倫也 ［可知記念病院  精神科］

A5判・352頁・単色・定価（本体3,900円＋税）
ISBN 978-4-7849-4532-0

◆ メンタルな症状を訴える患者さんへの接し方、プライマリケアに
おける初期対応の原則を解説。

◉プライマリケアで漢方を使えるようになりたい！ 〔2014年10月〕

ジェネラリストのための “メンタル漢方”入門
抗うつ薬・抗不安薬を使うその前に
〈著〉 宮内倫也 ［可知記念病院  精神科］

A5判・280頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4455-2

◆ 漢方ビギナーの先生方におくる「入門書の入門書」。難しい理論
はナシ。この本で漢方薬に親しんでください。

◉しつこい愁訴を抱えた患者さんから逃げない！ 〔2015年7月〕

心因性愁訴を極める
ジェネラリストのための実践的10症例
〈著〉 児玉知之 ［柏厚生総合病院内科］

A5判・240頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4490-3

◆ 動悸、喉の違和感、腹痛、頭痛、腰痛、めまい、不眠といった
ありふれた訴えから、心因性の要素をあぶり出し、間違いのない
初期治療を行うためのエッセンスを、この一冊にまとめました。
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◉在宅医療従事者の座右の書が待望の改訂！ 〔2018年5月〕

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
在宅医療バイブル　
〈編著〉 川越正平 ［あおぞら診療所院長］

B5判・668頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体7,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4408-8

◆ 実際に従事するに当たり、必要となる素養が多岐にわたる在宅
医療。その中でも最重要領域である「家庭医療学」「老年医学」「緩
和医療学」の3つの領域に基づき、在宅医療の実践を詳述。
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◉高齢認知症患者の9割は良くすることができます！ 〔2017年4月〕

明日から役立つ　
認知症のかんたん診断と治療
〈著〉 平川　亘 ［池袋病院  副院長／脳神経外科部長］

A5判・386頁・2色刷＋カラー巻末付録・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4580-1

◆ 脳外科医として救急対応にもあたる一方、毎日40人以上の 
認知症患者さんを診療する著者。同じ患者さんを長く診ること
で見えてきた認知症診療のコツをまとめました。

◉在宅酸素療法のイロハをばっちり網羅！ 〔2018年2月〕

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
〈編著〉 郷間　厳 ［堺市立総合医療センター  呼吸器疾患センター長／呼吸器内科部長］

B5判・408頁・2色刷・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4742-3

◆ COPDなど慢性呼吸器疾患の在宅治療・管理に用いられる「在
宅酸素療法」について、基礎から適応病態別の処方、併用療法
までを網羅し一冊にまとめました。

◉施設での感染対策の基本がこの一冊に 〔新刊／2018年11月〕

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
〈編〉 吉田正樹 ［東京慈恵会医科大学付属病院  感染制御部  診療部長］

B5判・144頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4042-4

◆ 非常勤医師をはじめ、医療従事者や介護職など高齢者施設に携
わるすべてのスタッフのために、最低限押さえておきたい感染
対策の基本と主な感染症をまとめました。

◉認知症診療の最前線に立つかかりつけ医必携の実用書、待望の第2版 〔2018年2月〕

かかりつけ医が
認知症・MCIを診る　
〈著〉 藤井直樹 ［国立病院機構大牟田病院名誉院長］

B5判・160頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4545-0

◆ 認知症疾患診療ガイドライン2017、DLBの新たな診断基準、
改正道路交通法に対応。コンパクトながら最新の知見・情報を
すべて網羅しています。

第2版

◉今日の在宅医療のリアルを読み解く実践的Q&A集 〔2018年5月〕

疾病管理・運営・法的問題まですべてわかる
在宅医療マネジメントQ&A ［電子版付］
〈監修〉 太田秀樹 ［医療法人アスムス理事長］・和田忠志 ［いらはら診療所在宅医療部部長］
〈編集協力〉 日本在宅ケアアライアンス
B5判・482頁・2色刷・定価（本体6,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4766-9

◆ 今日の医療制度の下で、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。

◉日本で最も多くの新患を診ている著者が考案した認知症治療体系「コウノメソッド」

コウノメソッドでみる 〔2018年3月〕

認知症処方セレクション　
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック院長］

B5判・288頁・2色刷・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4360-9

◆ 「処方はmg単位まで公開」という実践重視の全68の改善症例の
処方詳細がこの一冊に。また新たに、近年注目される認知症と
大人のADHD（発達障害）の見分け方・治療法も盛り込みました。

コウノメソッドでみる 
認知症診療　 定価（本体4,700円＋税） 〔2017年3月〕

◆ 初版から進歩を反映し全面改訂。プライマリケア医が、特殊検査なしに認知症を診断・
治療する術が詰まっています。

コウノメソッドでみる 
認知症Q&A 定価（本体4,400円＋税） 〔2014年12月〕

◆ コウノメソッドを診療に採り入れてみた方、採り入れてみたいと思っている方の疑問に
答える一冊です。

コウノメソッド流 
臨床認知症学 定価（本体8,000円＋税） 〔2015年10月〕

◆ 認知症の各病型を9つに分類して、体系的に解説。コウノメソッドの決定版！

コウノメソッドでみる 
認知症の歩行障害・パーキンソニズム 定価（本体5,700円＋税） 〔2017年3月〕

◆ レビー小体型認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症などで
みられる歩行障害の治療法の詳細を解説。

コウノメソッド流 
認知症診療スピードマスター 定価（本体4,200円＋税） 〔2017年8月〕

◆ シリーズの中で最もコンパクト。「処方はmg単位まで公開」という実践重視のコウノメ
ソッドの生命線はそのままに、ボリュームをできるだけおさえました。
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◉高齢者総合診療のバイブルが待望の改訂！ 〔2017年12月〕

すぐに使える
高齢者総合診療ノート　
〈編著〉 大庭建三 ［大洗海岸コアクリニック院長］

B5判・488頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体6,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4414-9

◆ 近年重要性が高まっている「人工的水分・栄養補給」「エンドオ
ブライフケアの実際」を新規項目として追加。内容がより実践的
になりました。

第2版
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◉あのHAPPYがパワーアップして帰ってきました！ 〔2016年7月〕

HAPPY！こどものみかた　
〈編著〉 笠井正志 ［兵庫県立こども病院感染症科  科長］ ほか

A5判・392頁・2色刷・定価（本体4,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4389-0

◆ 診察シーンを、人手などいろいろと制約のある「夜間」の章と、
検査などもしやすい「日中」の章に分けて解説しています。詳細
は「臓器別アプローチ」の章で学ぶ構成です。

◆ 徹頭徹尾、現場主義！

第2版

◉いつもの診療に漢方を加えて治療の引き出しを増やす！ 〔新刊／2018年8月〕

実践 子どもの漢方 ［電子版付］
〈著〉 黒木春郎 ［外房こどもクリニック理事長］

A5判・178頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4777-5

◆ 西洋薬で対応できないとき、効果が十分でないとき、西洋医学
でその概念がない病態をみるとき、“漢方”という選択肢を持っ
ていると診療の幅が広がります。

◆ 子どもの保護者の不調にも応えられる処方も掲載。

◉この一冊で、一般小児診療の感染症にはどうにか一人で対応できます！ 〔2018年4月〕

これだけ！知っておきたい　
こどもの感染症10×3 ［電子版付］
〈監修〉 笠井正志 ［兵庫県立こども病院感染症科  科長］ ほか

B6変型判・208頁・カラー・定価（本体3,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4646-4

◆ 最低限知っておきたいこどもの感染症治療について、「Focus
（感染巣）」「Microbes（病原微生物）」「Antibiotics（抗菌薬）」
それぞれ10項目、計30項目にまとめました。

◉先生に教えてもらって、呼吸器が好きになりました！ 〔2015年4月〕

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27章
〈著〉 長尾大志 ［滋賀医科大学呼吸器内科講師・教育医長］

B5変型判・512頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4373-9

◆ 講義や実習で指導を行う中で見えてくる「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わかりやすく解説。

第2版

◉あッ、そういうことだったのか…目からウロコの入門書 〔2018年4月〕

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
〈著〉 長尾大志 ［滋賀医科大学呼吸器内科講師・教育医長］

B5判・328頁・カラー・定価（本体4,300円＋税）
ISBN 978-4-7849-4421-7

◆ 新たに100枚以上の画像を追加し、一部はより鮮明な画像に差
し替えました。解説やイラストも強化し、40ページ増の大改訂。

第2版

◉腹部CTの見方がわかる！　急性腹症の鑑別診断が身につく！ 〔2017年9月〕

レジデントのための 
腹部画像教室
〈編〉 山﨑道夫 ［公立甲賀病院放射線科］

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4700-3

◆ 研修医１年目の先生方のために、腹部画像診断のエッセンスを
一冊にまとめました。腹部CT・エコーの見方を、基礎から無理
なく学べる入門書です。

◉腎疾患の診かたを基礎から無理なく学べる入門書 〔2017年11月〕

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
〈著〉 前嶋明人 ［自治医科大学准教授］

B5変型判・448頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4713-3

◆ 腎機能検査、糸球体疾患の分類、水電解質、酸塩基平衡…みん
ながつまずくポイントを「わかりやすさ重視」で解説しました。

◉みんながつまずくポイントを「わかりやすさ最優先」で解説 〔2018年2月〕

レジデントのための 
これだけ心電図
〈著〉 佐藤弘明 ［公立置賜総合病院・内科］

B5変型判・240頁・カラー・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4730-0

◆ 初学者のことを徹底的に考えて作られた入門書。「大事なところ
だけ」を簡潔にまとめました。短時間で効率的に心電図の読み方
を身に付けることができます。

◉あれ？ 発達障害かも？ と思ったときのために 〔新刊／2018年9月〕

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
〈著〉 髙貝　就 ［浜松医科大学  児童青年期精神医学講座  特任教授］

B6変型判・112頁・2色刷・定価（本体3,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4303-6

◆ 研修医やプライマリケア医、小児科医、学校医、看護師など日々
小児の診療にあたる医療従事者の方々に「発達障害について知っ
ておいてほしいこと」をまとめました。

◉慣例的な対応で患者さんの権利侵害を起こさないために 〔2017年9月〕

認知症等 意思決定能力低下患者の診療における
法的問題への処方箋
〈著〉 長谷部圭司 ［北浜法律事務所・外国法共同事業 医師・弁護士］

A5判・168頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4343-2

◆ 意思決定能力が低下した患者さんのインフォームドコンセント
をめぐり、のちのち問題にならないための現実的な対応が学べ
る一冊です。
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◉喘息で苦しむ患者さんをドンピシャの治療で救いたい医師に贈る！ 〔2016年4月〕

気管支喘息バイブル
成人気管支喘息を診療するすべての人へ
〈著〉 倉原　優 ［独立行政法人国立病院機構  近畿中央胸部疾患センター内科］

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5700-2

◆ 成人気管支喘息の診断から治療・管理までのすべてがわかる 
「フルコース」メニュー。もちろん「メインディッシュ」は喘息 
治療薬の上手な使い方！

◉めまぐるしく変わる予防接種情報はこの一冊におまかせ！ 〔2017年12月〕

予防接種の現場で困らない
まるわかりワクチンQ&A　　　　 ［電子版付］
〈編著〉 中野貴司 ［川崎医科大学小児科教授］

A5判・456頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4472-9

◆ 初版刊行から3年間の変化を踏まえ全面改訂。新たに「誤接種対
策」の章や「ダニ媒介性脳炎」のQ&Aを加えました。

◆ 最近の予防接種に関するトピックをこの一冊で整理できます。

第2版

◉大反響を呼んだあの「マニュアル」が大幅バージョンアップ！ 〔2017年2月〕

かぜ診療マニュアル　
〈編著〉 山本舜悟 ［京都大学医学部附属病院  臨床研究教育・研修部  特定助教］

A5判・416頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4401-9

◆ 大反響を呼んだ『かぜ診療マニュアル』がついに改訂！ 前版から
150頁増の大幅バージョンアップです。

◆ “かぜ”の分類に新たに「関節痛型」を加え、知って得する内容を
「アドバンストレクチャー」として追加しました。

第2版

◉日本初のBT（気管支サーモプラスティ）解説書が遂に登場！ 〔2018年1月〕

気管支サーモプラスティ
パーフェクトガイド
〈編著〉 石井芳樹 ［獨協医科大学  呼吸器・アレルギー内科  主任教授］

B5判・128頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4734-8

◆ BTの基礎的な原理やコンセプトから、実際の手技、術前・術
後管理、合併症の管理・予防などについて、現状の最新情報を
余すところなくまとめました。

◉時間のない先生方のために、最新の知見をまとめておきました！ 〔新刊／2018年10月〕

インフルエンザ診療ガイド
2018-19 ［電子版付］
〈編著〉 菅谷憲夫 ［けいゆう病院小児科／感染制御、慶應義塾大学医学部客員教授］

B5判・242頁・2色刷・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-5479-7

◆ 新薬バロキサビル マルボキシルについても、効果・副作用・耐
性などを詳説。今シーズンの処方前にご一読下さい。

◉クリニックで出会う肺炎診療はこの一冊で解決！ 〔新刊／2018年6月〕

診療所で診る 市中肺炎
〈著〉 藤田次郎 ［琉球大学医学部附属病院病院長］

B5判・154頁・2色刷（口絵カラー）・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4772-0

◆ 肺炎の起炎菌ごとに症例や病態生理、鑑別、臨床像、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。

◉70本超の動画とポイントを絞った文章で、肺エコーのキモを教えます！ 〔新刊／2018年9月〕

肺は超音波で聴け！
肺エコーのABC ［電子版&動画付］
〈編〉 鈴木昭広 ［東京慈恵会医科大学  麻酔科学講座  教授］

B5判・214頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体5,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4783-6

◆ 初学者にもわかりやすいよう、Q&A形式で肺エコーの理論と手
技を解説。各項目で冒頭に重要ポイントを挙げるとともに、平
易な文章での解説を徹底しています。70本超の動画付き！

◉食物アレルギー診療のメッカ・相模原流最新エビデンスでもう答えに迷わない！ 〔2016年6月〕

保護者からの質問に自信を持って答える
小児食物アレルギーQ&A
〈監修〉  海老澤元宏 ［国立病院機構相模原病院  臨床研究センター  アレルギー性疾患研究部  部長］

B5判・180頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-5196-3

◆ 日常臨床の現場で食物アレルギー児の保護者から投げかけられ
る様々な質問に対して、具体的・簡潔に答える回答例と、最新
の文献・ガイドライン等に基づく解説をまとめたQ&A集。

◉HIV感染者／AIDS患者の糖尿病はじめ長期合併症にどう対応するか！ 〔2014年8月〕

長期療養時代の
HIV感染症／AIDSマニュアル
〈編著〉 味澤　篤 ［東京都保健医療公社  豊島病院副院長］

B5判・268頁・2色刷・定価（本体6,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5494-0

◆ 都立駒込病院30年間の診療エッセンスを結集し、専門医への相談時
期、よくみられるAIDS疾患／状態、検査、口腔ケア、曝露後予防な
ど、診療全体を通して必要な最新情報をわかりやすく解説しました。

◉みんながつまずく“苦手ポイント”をていねいに解説 〔2016年4月〕

やさしイイ血ガス・呼吸管理
ベストティーチャーに教わる
人工呼吸管理の基本と病態別アプローチ
〈著〉 長尾大志 ［滋賀医科大学呼吸器内科講師・教育医長］

B5変型判・224頁・カラー・定価（本体4,000円＋税）
ISBN978–4–7849–4538-2

◆ 呼吸生理の基礎から人工呼吸の原理まで、ステップ・バイ・ス 
テップでマスター。
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◉読み過ぎちゃうと読めなくなるんです 〔2017年2月〕

深読みしない　
Dr.田宮＆Dr.村川の心電図ディスカッション
〈著〉 田宮栄治 ［社会医療法人社団順江会江東病院 副院長／循環器内科部長］

 村川裕二 ［帝京大学医学部附属溝口病院  第4内科・中央検査部教授］

B5判・184頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4285-5

◆ 一生懸命心電図を読もうとしているのに読めない!?　そんな前の
めりの方々に贈る、読み過ぎない心電図の読み方が学べる一冊。

◉すぐに循環器科をコールすべきか、しばらく様子を見ても大丈夫か… 〔2015年1月〕

上級医がやっている
危ない心電図の見分け方
〈著〉 築島直紀 ［健和会大手町病院副院長］

B5判・362頁・2色刷・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4460-6

◆ 胸痛／動悸の患者さんが来たら、まずは緊急性の有無を判断し
なければなりません。心電図のどこを見て、どう動けばよいのか、
上級医の思考過程を解説します。

◉頸動脈エコーのロングセラーが待望の新装改訂！ 〔2018年5月〕

標準頸動脈エコー
テクニックと意義
〈監修・編集〉 松尾　汎 ［医療法人松尾クリニック  理事長］

AB判・208頁・カラー・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4024-0

◆ 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。

◆ さらに臨床に即した練習問題も掲載しています。

◉大好評書『診療所で診る皮膚疾患』のシリーズ第二弾 〔2015年7月〕

診療所で診る 子どもの皮膚疾患
〈著〉 中村健一 ［ドクターケンクリニック  院長］

A4判・264頁・カラー・定価（本体7,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5192-5

◆ 各種疾患の対処法を貴重な写真を添えて詳述。厳選された疾患
解説で、日常診療の実態に沿った実践書となっています。

◆ 小児皮膚診療で重要となる保護者への説明についても多くの
ページを割きました。

◉目指せ！　世界最強の総合診療医 〔2013年1月〕

Dr.徳田のバイタルサイン講座
〈著〉 徳田安春 ［群星沖縄臨床研修センター長］

四六判・120頁・2色刷・定価（本体2,400円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4337-1

◆ 総合診療のカリスマ・Dr.徳田がバイタルの徹底活用法を伝授します！

Dr.徳田のフィジカル診断講座 定価（本体2,600円＋税）

Dr.徳田の診断推論講座 定価（本体3,000円＋税）

◉医療者と患者が協働して問題解決を目指すためのスキルが満載！ 〔2017年9月〕

これから始める！ シェアード・ディシジョンメイキング
新しい医療のコミュニケーション
〈編著〉 中山健夫 ［京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野教授］

A5判・172頁・2色刷・定価（本体3,300円＋税）
ISBN 978-4-7849-4639-6

◆ シェアード・ディシジョンメイキング（SDM）を行うための考え
方や実例を丁寧に解説。一歩進んだ患者さんとのコミュニケー
ションスキルが身につく医療者必携の一冊です。

◉2型糖尿病患者指導のヒントが満載！ 〔2014年9月〕

糖尿病管理に携わるすべての人のための
セミナー糖尿病アドバイス
〈著〉 田中　逸 ［聖マリアンナ医科大学（代謝・内分泌内科）教授］

A5判・152頁・2色刷・定価（本体2,300円＋税）
ISBN 978-4-7849-5606-7

◆ 疾患の基礎知識とそれをふまえた患者・家族への日常生活のア
ドバイスを、筆者の豊富な臨床経験をもとに総合的に編集。

◆ 巻末には簡単な野菜料理のレシピも掲載。

◉生活習慣病の病態から最新知識までを網羅 〔新刊／2018年8月〕

健診・健康管理専門職のための
新セミナー生活習慣病　　　 ［電子版付］
〈著〉 田中　逸 ［聖マリアンナ医科大学（代謝・内分泌内科）教授］

B5判・196頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5398-1

◆ 現場のニーズに応えるため、大好評だった初版の内容を再吟味
し、最新情報をもとにブラッシュアップ。

第2版

◉プライマリケア医、内科医、総合診療医必携の皮膚アトラス！ 〔新刊／2018年9月〕

カラーアトラス
皮膚症状110症例でみる内科疾患 ［電子版付］
〈編〉 出光俊郎 ［自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科教授］

A4判・256頁・カラー・定価（本体7,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5720-0

◆ 見開き2頁で、疾患特有の皮膚症状（口腔粘膜症状）と、間違え
やすい似たもの画像とを比較できるよう構成しました。

◉待望の改訂版！　まさに“皮膚科診療の宝石箱” 〔2017年3月〕

診療所で診る 皮膚疾患　
〈著〉 中村健一 ［ドクターケンクリニック  院長］

A4判・300頁・カラー・定価（本体7,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-5189-5

◆ 疾患解説では「梅毒」を追加したほか、新薬が登場し治療が大き
く変わった「ざ瘡」「爪白癬」「帯状疱疹」などを中心に内容をリ
ニューアル。初版で好評だった、鑑別疾患の「そっくりさん写真
集」もわかりやすく改訂しました。

第2版
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◉保険診療を基本とした最新のピロリ診断・治療法がカンペキにわかる！ 〔2017年10月〕

ピロリ除菌治療
パーフェクトガイド　
〈編著〉 榊　信廣 ［公益財団法人早期胃癌検診協会理事長］

B5判・224頁・2色刷・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4496-5

◆ 保険で認められたピロリ菌の診断・治療から、除菌治療が有効
な疾患、保険適応外を含む除菌治療の応用まで詳しく解説。患
者さんからよくある質問をまとめた項目も充実しております。

第2版

◉“すぐ役立つ”内分泌機能検査マニュアルの決定版 〔2017年2月〕

内分泌臨床検査マニュアル
〈編著〉 肥塚直美 ［東京女子医科大学 理事／名誉教授］

B5判・288頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体5,600円＋税）　
ISBN 978-4-7849-5545-9

◆ ロングセラー『最新内分泌検査マニュアル』の新装改訂版。検査
各論では、その疾患の診断に必要な検査項目を列挙、次いで検
査の実際のやり方と解釈を注意事項を交えて解説しています。
緊急時に役立つ内分泌疾患の治療マニュアルも収載。

◉糖質制限療法のトップランナーが解説する唯一の医学専門書、堂々改訂！ 〔2018年1月〕

糖尿病食事療法のベストチョイス
「緩やかな糖質制限」ハンドブック　
〈編著〉 山田　悟 ［北里大学北里研究所病院糖尿病センター長］

B5判・156頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体3,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4427-9

◆ 実例に基づく模擬指導例の章を新たに追加。指導内容が具体的
にわかります。

◆ 各種薬剤との併用についても解説しています。

第2版

◉難関試験への合格を第一義に考えた、最強の“実践”問題集ができました！ 〔2018年2月〕

内分泌専門医に絶対合格したい人のための問題集
〈著〉 井林雄太 ［九州大学大学院医学研究院  病態制御内科学（第三内科）］

B5判・380頁・カラー・定価（本体6,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4738-6

◆ 1次試験の書類審査で求められるサマリー（症例要約）の書き方
のコツから、2次試験（筆記試験）で問われる部位・疾患別の解
説まで、試験合格までに必要な知識をこの一冊にすべてまとめ
ました。

◉やせているのにメタボ？！　日本人のメタボを考える上で欠かせない一冊 〔2014年5月〕

異所性脂肪　
メタボリックシンドロームの新常識
〈編〉 小川佳宏 ［九州大学教授・病態制御内科学］

菊判・144頁・カラー・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5464-3

◆ ◆ 異所性脂肪の蓄積メカニズムと、メタボリックシンドロームと
の関わりを最新の研究にもとづいて解説しました。

◆ 特定健診・特定保健指導に関わる方々も必読の一冊です。

第2版

◉ここまで変わった！　DAA時代の新たな治療戦略 〔2015年4月〕

【改訂新版】 C型肝炎最前線　
新世代のDAAsをどう使うか
IFNの使い方はどう変わるか
〈編〉 鈴木通博 ［聖マリアンナ医科大学教授］／四柳　宏 ［東京大学准教授］

A5判・208頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4480-4

◆ C型肝炎のインターフェロン療法を確立した飯野四郎先生の 
名著を、第一線の研究者らが改訂。

第5版

◉胃がん対策の現状とこれからを知るためにかかせない一冊 〔2017年10月〕

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─
〈編〉 三木一正 ［認定NPO法人日本胃がん予知・診断・治療研究機構理事長］

B5判・280頁・カラー・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4501-6

◆ 「H.pylori感染の診断と治療のガイドライン」2016年改訂に 
伴い、データを大幅アップデートしました。

第2版

◉臨床現場で糖尿病治療薬・骨粗鬆症治療薬を使う先生方必携！ 〔新刊／2018年8月〕

糖尿病と骨粗鬆症 ［電子版付］
治療薬を考える
〈編著〉 井上大輔 ［帝京大学医学部医学科  ちば総合医療センター第三内科学講座教授］

B5判・184頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6260-0

◆ 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
の専門家が解説します。

◉最新情報を盛り込み、4年ぶりの改訂！ 〔2017年10月〕

線維筋痛症診療ガイドライン2017
〈編〉 一般社団法人 日本線維筋痛症学会

 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構線維筋痛症研究班
B5判・216頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-5425-4

◆ 治療薬が保険適用され診療報酬請求ができるようになったこと
など、この数年間に生じた状況の変化を踏まえ、本疾患の病態・
診断・治療などをつぶさに解説。

◉免疫学ハンドブックとして至便な一冊、全面改訂出来！ 〔2017年7月〕

臨床医のための
免疫キーワード110　　　 ［電子版付］
〈著〉 矢田純一 ［東京医科歯科大学名誉教授］

B5判・272頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-3069-2

◆ 「耳にしたことはあるけれども、どういうものかはよくわからな
い」―そんな言葉が多い免疫学の基礎的事項からトピックスま
で110項目を集め、すべて図表付きで解説しています。

第4版
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◉日常臨床を一歩進める！　明日から使える秘策が満載！ 〔2017年4月〕

患者さん中心でいこう ポリファーマシー対策
意思決定の共有と価値観に基づく医療の実践
〈編著〉 宮田靖志 ［愛知医科大学医学部地域医療教育学寄附講座教授］

 矢吹　拓 ［独立行政法人国立病院機構栃木医療センター内科医長］

A5判・320頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4600-6

◆ 明日からすぐに使えるポリファーマシー対策の秘策がギュッと
詰まった一冊です！

◉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 〔新刊／2018年10月〕

AKI（急性腎障害）治療の実際 ［電子版付］
〈編著〉 阿部雅紀 ［日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科分野主任教授］

B5判・272頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体6,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4487-3

◆ 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！

◉「耳鼻科に強い総合医」をめざす先生方へ 〔2017年3月〕

プライマリケアで一生使える 耳鼻咽喉科診療
〈著〉 高橋優二 ［社会医療法人春回会  井上病院  総合内科部長］ ほか

B5判・202頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4595-5

◆ 遭遇頻度の高い50疾患を取り上げ、どこまで治療すべきか、緊
急性の判断をどうするのか、どの時点で耳鼻咽喉科医に紹介す
るべきなのか、転送までに何をすべきか、紹介できない時には
どんな対応が可能なのかをまとめました。

◉NGな対応・OKな対応を知って説明上手になる！ 〔2017年3月〕

はじめてのてんかん・けいれん診療
上手な説明・コンサルテーションの仕方
〈編著〉 小出泰道 ［小出内科神経科副院長／淀川キリスト教病院小児科］

A5判・160頁・2色刷・定価（本体3,600円＋税）
ISBN 978-4-7849-4566-5

◆ 著者らが非専門医、および、患者さんや家族からよく受ける質
問をまとめ、間違いがちな対応／望ましい対応を解説しました。

◉1万人以上の診療経験に基づく廣田流診断・治療法の集大成 〔2017年4月〕

正しいリンパ浮腫の診断・治療
〈著〉 廣田彰男 ［広田内科クリニック院長］

B5判・258頁・カラー・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4585-6

◆ 40余年にわたり1万人以上の患者を診察してきた「リンパ浮腫
専門」医が贈る渾身の一冊。廣田流診断・治療法の集大成！

◆ リンパ浮腫と間違われやすい低蛋白性浮腫や廃用性浮腫など終
末期の浮腫との鑑別について詳説しています。

◉最新の知見から読み解く“メスのいらない”運動器治療の神髄 〔2017年5月〕

無刀流整形外科
メスのいらない運動器治療
〈編著〉 柏口新二 ［国立病院機構徳島病院 整形外科／東京明日佳病院 整形外科］

AB判・320頁・カラー・定価（本体7,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4620-4

◆ 運動器疾患を「切らずに」治し、メスを入れる時は「自信を持って」
行うために必要な最新の知見・技術を、運動器治療のエキスパー
トたちが余すところなく伝授します。

◉専門医でなくてもここまでできる！ 〔2017年7月〕

外来で診る！ 
手足のしびれ・痛み診療
〈編著〉 寺尾　亨 ［厚木市立病院脳外科部長］

 金　景成 ［日本医科大学千葉北総病院脳神経センター講師］

B5判・236頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体5,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4630-3

◆ “しびれ・痛み”の診断から治療まで、実地医家・プライマリケア医の
先生方が外来で自信をもって実践できる方法について解説しました。

◉神経診察を日常診療で使える“技”にする！ 〔2016年9月〕

シーン別 神経診察　
こんなときに診る・使う
〈著〉 塩尻俊明 ［総合病院国保旭中央病院  総合診療内科部長］

B5判・200頁・カラー・定価（本体5,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5492-6

◆ 診察室でのシーン別に神経徴候をキーワード化。その神経徴候
をきたす疾患を頻度と緊急度に応じてリスト化し、その疾患に
特異的な問診と神経診察を豊富なイラストと共にまとめました。

第2版

◉すべてのコロノスコピストが目指す究極の挿入法 〔2014年7月〕

カール先生の 大腸内視鏡挿入術 ［DVD付］
［Non-loop法］の挿入理論とテクニック
〈著〉 軽部友明 ［軽部病院］

B5判・208頁・カラー・定価（本体7,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4431-6

◆ ループを作らず、腸管をたわませずにスコープを進める「Non-
loop法」の極意をあますところなく公開。患者さんに優しく、
かつ安全性の高い検査を目指すコロノスコピスト必読の一冊です。

◉腹部エコーの基本を語り尽くしたパーフェクトな入門書 〔2018年3月〕

できるゾ 読めるゾ　
腹部エコー　
〈監修〉 朝井　均 ［大阪教育大学名誉教授］
　〈著〉 中村　滋 ［長吉総合病院臨床検査科］

AB判・484頁・カラー・定価（本体8,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4049-3

◆ 超音波断層図を“どこよりもわかりやすく”解説する腹部エコー
入門書の決定版、充実の改訂第3版が登場。

第3版
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◉臨床現場での「耳学問」があなたのER診療をサポート！ 〔2017年4月〕

ER必携 救急外来Tips 1121
〈著〉 山本基佳 ［相澤病院  卒後臨床研修センター  副センター長／救命救急センター  副センター長］

B6判・304頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4605-1

◆ 各項目は1～2行ほどの箇条書き、豊富な索引とともにパッと
読んですぐに活かせる「耳学問」のエッセンスが満載。各診療科
における診察・診断・手技・治療から、患者対応・専門科コン
サル・院内マナーにいたるまで、網羅的かつ簡潔にまとめました。

◉現場救急医のナマの声！ 〔2017年3月〕

君ならどうする！？ ER症例に学ぶ救急診療の思考プロセス
〈編〉 薬師寺泰匡 ［岸和田徳洲会病院 救急科 医長］
〈著〉 EM Alliance教育班
B5判・224頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体3,900円＋税）
ISBN 978-4-7849-4575-7

◆ 実際のER症例をもとに、「自分ならその患者さんにどう対応す
るか？」とweb上で医師にアンケートをとり、現場の意見に応
える形で疾患解説を行っています。

◉各疾患のエキスパート達が現場の10年選手“R35”に贈る、救命救急のコツとワザ 〔2017年3月〕

救命救急・集中治療エキスパートブック R35
〈編〉 三宅康史 ［帝京大学医学部  救急医学  教授／同附属病院  高度救命救急センター長］

A5判・368頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4590-0

◆ ある分野のエキスパートであっても、それ以外の最新の知見に
ついては多忙ゆえにどうしても遅れをとってしまいがちなところ
をしっかり網羅。各疾患・分野のトップランナーが結集し、
Q&A形式で解説しています。

◉季節性を知れば、マネジメントが大きく変わる！ 〔新刊／2018年9月〕

季節の救急 ［電子版付］
Seasonal Emergency Medicine
〈著〉 山本基佳 ［相澤病院  卒後臨床研修センター  副センター長／救命救急センター  副センター長］

A5判・464頁・カラー・定価（本体5,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4607-5

◆ ER診療を「季節」の観点から捉えた一冊。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。

◆ 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。

◉ペインクリニシャンを目指す方々必携の一冊 〔2013年7月〕

ペインクリニック診断・治療ガイド
痛みからの解放とその応用　
〈監修〉 大瀬戸清茂 ［東京医科大学麻酔科学講座教授］

B5判・648頁・口絵カラー・定価（本体8,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6074-3

◆ 神経ブロックおよび薬物療法の役割を理解し、診断することを
重視。それをふまえ、患者に応じた実際的・多面的な治療法を
組み合わせて対応することをめざした書籍です。

第5版

◉28年間読み継がれる名著！ 〔2018年5月〕

麻酔への知的アプローチ　　 　 ［電子版付］
〈著〉 稲田英一 ［順天堂大学医学部麻酔科学・ペインクリニック講座教授］

A5判・744頁・単色・定価（本体6,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-6212-9

◆ 日本の麻酔科をリードし続ける著者の、麻酔への情熱が詰まっ
た本！

◆ 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。

第10版

◉M&M事例からエラー回避のポイントを読み解く！ 〔2014年5月〕

エラー回避の思考回路を鍛える！
麻酔科M&M症例ファイル
仲間のエラーは皆の宝！
〈編著〉 髙田真二 ［帝京大学医学部麻酔科学講座／医学教育センター准教授］

B5判・282頁・2色刷・定価（本体4,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-6222-8

◆ これは自分の症例!? と錯覚するくらい、起こりがちなエラー 
（インシデント事例）を集めました。

◉めまい、頭部外傷、脳卒中… 救急医のお悩み解決！ 〔新刊／2018年6月〕

結局現場でどうする？
Dr.増井の神経救急セミナー ［電子版付］
〈著〉 増井伸高 ［札幌東徳洲会病院救急科］

B5判・184頁・2色刷・定価（本体4,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-6243-3

◆ 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、特に初学者が苦手な箇所を丁寧に説明。これを読めば自信
をもって他科にコンサルトできます。連動動画37本！

◉「救急医って何者!?」新進気鋭の救急医が答えます 〔2017年11月〕

@ER× ICU　めざせギラギラ救急医
〈著〉 薬師寺泰匡 ［岸和田徳洲会病院救命救急センター 医長］

A5判・236頁・単色・定価（本体2,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4718-8

◆ 救命救急センターとERとの違いといった日本の救急医療の仕組
みから、救急医の日常業務やプライベートの過ごし方、さらに
は優れた救急医になるためのアドバイスまで、軽妙な文章でわ
かりやすく解説。

◉整形外傷の初期治療がわかる！　研修医・当直医必携の一冊 〔2017年5月〕

当直でよく診る 骨折・脱臼・捻挫
研修医☆万里小路尚子の当直サバイバル日誌
〈著〉 渡部欣忍 ［帝京大学医学部教授・整形外科学］

B5判・296頁・カラー・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4615-0

◆ 救急・当直で必ず遭遇する「転倒」「転落」「子供のケガ」─初心
者が骨折を見落とさないためにはどうすればよいか？

◆ 写真と図を多用して、初期治療の要点を明快に解説しました。
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◉静がん感染症内科に蓄積されたノウハウが待望の書籍化！ 〔2016年8月〕

がん診療に携わる人のための
静がん感染症治療戦略
〈編著〉 伊東直哉 ［静岡県立静岡がんセンター感染症内科副医長］
〈編著〉 倉井華子 ［静岡県立静岡がんセンター感染症内科部長］

A5判・264頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5634-0

◆ 「感染症診療のロジック」を実際の症例に適用し解説することで、
診断から治療に至るあらゆる疑問に答えます。

◉静がんならではの経験的ポイントを公開

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
〈シリーズ監修〉 安井博史 ［静岡県立静岡がんセンター副院長／消化器内科部長］ B5判・2色刷
◆ 静がんでの経験則から、治療選択の注意点や有害事象対策のポイントを解説。EBMだ
けではカバーしきれない、実臨床から得られた経験的ポイントを公開しています。

消化器癌・頭頸部癌編　
 476頁・定価（本体6,000円＋税）　〔2018年3月〕

乳癌編 定価（本体4,500円＋税） 〔2016年2月〕

婦人科癌編 定価（本体4,200円＋税） 〔2016年2月〕

血液腫瘍編 定価（本体5,400円＋税） 〔2016年3月〕

泌尿器癌編 定価（本体4,400円＋税） 〔2016年6月〕
＊ 表紙のイメージは静岡がん 
センターロゴマークです 整形外科領域腫瘍編 定価（本体4,500円＋税） 〔2016年9月〕

皮膚癌編 定価（本体4,200円＋税） 〔2016年9月〕

肺癌編　 定価（本体5,700円＋税） 〔2017年11月〕

改題改訂第2版

第2版

◉癌の栄養指導に必携の一冊！ 〔2016年9月〕

癌と臨床栄養　
〈編著〉 丸山道生 ［医療法人財団緑秀会  田無病院  院長］

B5判・280頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4276-3

◆ 癌細胞自身から担癌生体全体までの3次元の空間的因子、癌の
発生から末期的状態に至るまでの時間的因子、すべてを網羅的
にまとめた癌に関する基礎から臨床に至る代謝栄養の教科書。

第2版

◉マンモグラフィ講習会受講者の必携テキスト 〔新刊／2018年7月〕

マンモグラフィによる乳がん検診の手引き ［電子版付］
─精度管理マニュアル─　
〈監修〉 精度管理マニュアル作成に関する委員会 
〈編著〉 大内憲明 ［東北大学名誉教授］

B5判・212頁・2色刷・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4215-2

◆ 本書はNPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構（精中機構）
の利用教材です。

第6版増補

◉「乳房一次再建術」解説書の決定版 〔2015年12月〕

がん研有明病院 乳房一次再建術
根治的、整容的な乳癌治療をめざして
〈編著〉 澤泉雅之 ［がん研究会有明病院  形成外科  部長］

A4判・296頁・カラー・定価（本体12,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6231-0

◆ 1,000件を超す症例数で国内を大きくリードするがん研有明 
病院の方法論を惜しげもなく開陳しています。

◉厄介な痛みにどう対処するか…実践的入門書 〔2016年2月〕

慢性疼痛の認知行動療法
“消えない痛み”へのアプローチ
〈編〉 伊豫雅臣 ［千葉大学教授（精神医学）］ ほか

A5判・162頁・単色・定価（本体2,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4527-6

◆ 慢性腰痛をはじめとして、術後遷延する痛み、神経ブロックが
効かない手足の痛みなど、様々な症例を紹介。患者さんとのセッ
ションの模様を交えながら、具体的なアプローチの方法を解説。

◉膠原病診療の王道を示す究極の実践書 〔2013年2月〕

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
〈著〉 三森明夫 ［岩手県立中央病院参与  腎臓リウマチ科］

B5判・624頁・単色・定価（本体5,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-5344-8

◆ 最新・最先端の知見を踏まえた実践的治療のノウハウを余すところ
なく記述。病態の推移に対応し、的確な治療を選択していく上でポ
イントとなる事項を網羅しつつ、簡潔に要点をまとめあげています。

第3版

◉実例に密着した討議と文献情報で徹底考察 〔2016年11月〕

膠原病徹底考察ガイド
難治症例とその対策
〈編著〉 山下裕之 ［国立国際医療研究センター膠原病科医長］

B5判・496頁・2色刷・定価（本体7,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-5650-0

◆ 著者一人ひとりが難治症例を検討し、数百の論文情報でまさに
徹底考察することで、それぞれの経験を総決算して作り上げた、
『膠原病診療ノート』とは違った視点の実用書となっております。

◉第一線のオンコロジストが汎用レジメンの使いこなしを一挙解説！ 〔新刊／2018年11月〕

消化器がん
化学療法レジメンブック 　　 ［電子版付］
〈編著〉 室　圭 ［愛知県がんセンター中央病院薬物療法部長／外来化学療法センター長］

B5判・494頁・2色刷・定価（本体5,300円＋税）
ISBN 978-4-7849-5490-2

◆ 2018年10月時点までの知見を全編に反映。消化器がん化学
療法領域の知識を1冊でアップデート！免疫チェックポイント
阻害薬も収載しています。

第4版
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◉術後眼内炎発症ゼロの手法を伝授！ 〔2018年2月〕

術後眼内炎パーフェクトマネジメント　
〈著〉 島田宏之 ［日本大学医学部眼科教授］

 中静裕之 ［日本大学医学部眼科准教授］

B5判・112頁・カラー・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6236-5

◆ 使用薬剤の具体的作製方法を追加し、データ、写真もアップデート！
◆ 簡便かつ安価に行え、多剤耐性菌にも有効で、耐性菌誘発の心
配もない感染予防法から治療法まで解説しています。

第2版

◉眼科医必携の一冊！ 〔2015年4月〕

カラーアトラス 眼底図譜　
〈著〉 湯澤美都子 ［日本大学医学部眼科教授］

 川村昭之 ［日本大学医学部眼科兼任講師］

AB判・408頁・カラー・定価（本体11,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6019-4

◆ およそ1,000点の写真を収載。昨今ますます注目が高まってい
る黄斑疾患はじめ、網膜、視神経乳頭、高血圧、糖尿病など眼
底所見が重要な疾患を網羅しています。

第6版

◉黄斑疾患診療のメッカが総力を挙げてまとめた一冊 〔2016年3月〕

実践 黄斑疾患
〈編著〉 湯澤美都子 ［日本大学医学部眼科教授］

AB判・344頁・カラー・定価（本体11,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6227-3

◆ 近年、目覚ましい進歩をみせている「黄斑疾患」の診断・治療を
網羅。現時点でコンセンサスの得られているものを重点的に解
説しています。年間紹介患者数4,000名を超える日本大学病院
眼科の総力を挙げた一冊です。

◉下肢静脈瘤血管内焼灼術を実践的にわかりやすく解説 〔2016年3月〕

下肢静脈瘤血管内焼灼術
レーザーおよび高周波焼灼術　
〈著〉 広川雅之 ［お茶の水血管外科クリニック院長］

A4判・272頁・カラー・定価（本体12,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6201-3

◆ 新たに下肢静脈瘤血管内治療を始める医師が基本的な知識と手
技をマスターするために必携の一冊です！　初心者が悩むに違
いない様々な問題を想定、その回答が丁寧に示されています。

第2版

◉「どの症例で何をどう使用するべきか」に答える！ 〔新刊／2018年7月〕

血管内イメージング
パーフェクトガイド ［動画を含む電子版付］
〈編著〉 本江純子 ［菊名記念病院循環器センター  センター長］

B5判・336頁・カラー・定価（本体12,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6255-6

◆ 「どの症例で何を使用するべきか」という悩みが生じがちな血管内
イメージング。本書では、それぞれの強みと弱点をふまえて適切
に使用するためのポイントやコツをエキスパートが徹底解説。

◉下肢静脈瘤診療の究極マニュアル、遂に刊行！ 〔新刊／2018年6月〕

お茶クリ流！
下肢静脈瘤診療マニュアル ［電子版付］
〈著〉 広川雅之 ［お茶の水血管外科クリニック院長］

B5判・234頁・カラー・定価（本体6,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-6250-1

◆ 約9万件の症例を持つお茶の水血管外科クリニックの下肢静脈
エコーのテクニックをフルカラーで余すところなく公開。この一
冊で下肢静脈瘤診療のすべてがわかります！

◉日常の血液診療であなたがすべきこと、してはいけないことがわかる！ 〔2018年3月〕

診療所／一般病院の
血液診療Do＆Don't
〈編著〉 岡田　定 ［聖路加国際病院人間ドック科部長・血液内科］

B5判・176頁・2色刷（部分カラー）・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-5707-1

◆ 一般の内科医が日常診療で出会う血液疾患について、「具体的に
何をすべき（Do）で、何をすべきでない（Don’t）のか」をわかり
やすくまとめました。

◉7年ぶりの全面改訂！ 〔2016年8月〕

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 
〈編著〉 谷脇雅史 ［京都府立医科大学名誉教授／分子診断・治療センター特任教授］ ほか

AB判・880頁・カラー・定価（本体18,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4082-0

◆ WHO分類2016年版の知見にも対応し、ゲノム研究、免疫
チェックポイント阻害薬や遺伝子改変T細胞療法の開発など、
ますます進歩する血液学の臨床と基礎をすべて網羅しています。

第5版

◉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！ 〔2018年4月〕

点眼薬の選び方 ［電子版付］
〈著〉 石岡みさき ［みさき眼科クリニック院長］

B5判・144頁・カラー・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6240-2

◆ 薬は使い方次第。患者さんの利益になるよう、効果や副作用の
バランスをみきわめ、どのように処方するかを、具体的に解説
しています。

◆ 市販薬から、調剤が必要となるような処方薬までカバー。

◉緑内障診断の正確性をアップ！ 〔2018年2月〕

緑内障を見逃さない
眼底・OCTの見かた
〈編〉 富田剛司 ［東邦大学医療センター大橋病院眼科教授］

B5判・128頁・カラー・定価（本体5,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-6237-2

◆ 一見正常と判断しがちな緑内障や、緑内障に見えて緑内障でな
い変化を見逃さないための眼底所見、OCT、視野検査等々の 
合わせ技を紹介！
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◉残る医院と消える医院、どこが違う？　統計データを一新した改訂版 〔2017年9月〕

診療所経営の教科書　
院長が知っておくべき数値と事例
〈著〉 小松大介 ［株式会社メディヴァ・コンサルティング事業部］

B5変型判・242頁・カラー・定価（本体4,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4378-4

◆ 激変する医療環境の中で、自院が10年後、20年後も生き残る
ためにはどうすればよいか？　患者動向、医療機関の動向等、
詳細な市場分析と将来予測に基づく「診療所の生き残り戦略」。

第2版

◉「選ばれる病院」になるための経営戦略 〔2015年10月〕

病院経営の教科書
数値と事例で見る中小病院の生き残り戦略
〈著〉 小松大介 ［株式会社メディヴァ・コンサルティング事業部］

B5変型判・330頁・カラー・定価（本体4,600円＋税）
ISBN 978-4-7849-4510-8

◆ ぎりぎりの経営を強いられている中小病院をサポートし、その
復活の過程に携わってきた著者の体験から生まれた実践的テキ
スト。経営改善のノウハウがこの一冊に詰まっています。

◉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？ 〔新刊／2018年8月〕

医師のための節税読本　　　 ［電子版付］
院長が知っておくべき税務対策のすべて
〈著〉 西岡篤志 ［税理士］

B5判・208頁・2色刷・定価（本体3,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4611-2

◆ 平成30年度税制改正に対応した最新版！
◆ 忙しいクリニックでも本当に実行できる効果的な80の方法を一
冊にまとめました。

第2版

◉医療機関のクレーム対応に今日から使えるお役立ちの一冊 〔2018年1月〕

させない！つくらない！モンスターペイシェント
もつれない患者との会話術　　　 ［電子版付］
〈編著〉 大江和郎 ［東京女子医科大学附属成人医学センター  元事務長］

B5変型判・328頁・2色刷・定価（本体3,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5458-2

◆ 実際に医療機関に寄せられた89のトラブル事例をもとに、ク
レーム場面に応じた適切な「会話の進め方」とその「法的根拠」を
解説。

第2版

◉「かかりつけ医機能の評価」「オンライン診療料」など新規評価項目に対応！ 〔新刊／2018年7月〕

Dr.のための「知ってトクする」
診療所 レセプトQ&A116
〈著〉 長面川さより ［株式会社ウォームハーツ  代表取締役］

A5判・368頁・2色刷・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4312-8

◆ 2018年4月に改定された診療報酬に準拠して、見過ごしがち
な「請求モレ」を防ぎ、正しい算定方法で報酬を請求するための
ポイントを、116のQ&Aでかみくだき、わかりやすく解説！

◉日常的に出会うちょっとした疑問にスッキリ回答 〔2018年2月〕

こんなときどうすればいいですか？！
研修医が知りたい臨床現場の疑問に答える本
〈著〉 木村圭一 ［医療法人社団日高会日高病院救急科部長］

A5判・188頁・2色刷・定価（本体3,700円＋税）
ISBN 978-4-7849-4746-1

◆ 救急を中心に、臨床現場に入りたての研修医が抱くちょっとし
た（でも解決しないと困る）疑問に対して、先輩医師の立場から
その理由や背景、注意点などを解説する書籍です。

◉知識ゼロからのマインドフルネス臨床応用入門書 〔新刊／2018年10月〕

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 ［電子版付］
〈編著〉 佐渡充洋 ［慶應義塾大学医学部  精神・神経科学教室  専任講師］ ほか

A5判・236頁・2色刷・定価（本体4,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4798-0

◆ 近年、大いに話題となっている認知行動療法の1つである「マインド
フルネス」。本書は一般医を対象に、「マインドフルネスとは何なのか？」
という基礎から、臨床に導入・応用していくための方法論までを解説。

◉雑誌掲載不可……にはもうならない！ 〔2017年8月〕

すべての医療従事者が知りたい！
医学系研究、論文投稿上のQ&A
〈編著〉 浅井　隆 ［獨協医科大学越谷病院麻酔科教授］

 廣田和美 ［弘前大学大学院医学研究科麻酔科学講座教授］

 山蔭道明 ［札幌医科大学医学部麻酔学講座教授］

B5判・184頁・2色刷・定価（本体3,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-4635-8

◆ 第一線の専門家たちがQ&A方式で端的にまとめました！

◉リーダーとしてどうあるべきか？　指導医のための座右の書 〔2014年2月〕

志水太郎の 愛され指導医になろうぜ
最高の現場リーダーをつくる
〈著〉 志水太郎 

A5判・264頁・2色刷・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4394-4

◆ リーダーとして医療チームを率いる技術や教育する技術を、
「リーダーシップ」「マネジメント」「教育」の3つの側面から徹
底解説。今日から自分を変えていける心強い言葉が満載です。

◉米国のほかにカナダ、ドイツなどの情報も加えて全面改訂 〔2017年11月〕

海外医学留学のすべて　
〈編著〉  島田悠一  

［Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital 循環器内科］

A5判・456頁・単色・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4351-7

◆ 学生時代の留学、臨床留学、研究留学までさまざまな医学留学
の貴重な体験談とアドバイスを収載。

◆ コネがなくとも、道を拓く術が詰まっています。

改題改訂第2版
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◉緩和ケアと音楽療法とのハーモニー 〔2017年1月〕

あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの
─緩和ケアが音楽を奏でるとき
〈著〉 儀賀理暁 ［埼玉医科大学総合医療センター  呼吸器外科准教授・緩和ケア推進室室長］

B6判・200頁・単色（部分カラー）・定価（本体1,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4334-0

◆ 緩和ケアの中で音楽療法が「心の中にもともとある音楽を呼び覚
ますこと、己の中にある答えに自らの力で到達することの支え」
を患者さんにもたらした実例をご紹介します。

◉「穏やかな最期」を望む患者さんに「平穏死」を叶えるのはあなたです！ 〔2015年11月〕

犯人は私だった！
医療職必読！ 「平穏死」の叶え方
〈著〉 長尾和宏 ［医療法人社団裕和会理事長／長尾クリニック院長］

B6判・200頁・単色・定価（本体1,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-4516-0

◆ 「穏やかな最期」の実現のため医療職が行うべきノウハウが具体
的にわかりやすく書かれています。多死社会を迎えた今、人生
の最終段階に寄り添うすべての医療職に捧げる渾身の一冊！

◉103歳の医学・医療論　華麗なるプロフェッショナル人生の集大成！ 〔2014年9月〕

だから医学は面白い
幻（ビジョン）を追い続けた私の軌跡
〈著〉 日野原重明 ［聖路加国際メディカルセンター理事長／聖路加国際病院名誉院長］

B6判・180頁・単色・定価（本体1,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4438-5

◆ 「医学・医療について伝えたいことはすべて書いた」─2017年
7月、105歳で逝去した故日野原重明氏が103歳の誕生日の記
念に書き下ろした次世代リーダーへのメッセージ。

◉人体の「しくみ」と「しかけ」をわかりやすく伝授 〔2016年10月〕

N教授の生理学講義ノート
〈著〉 二宮治明 ［鳥取大学医学部教授］

AB判・234頁・カラー・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-4561-0 

◆ 初めて医学に接する学生のために、著者が工夫を凝らした講義
ノート。人体の機能をイラスト付きで面白やさしく語りかけます。

◆ 枝葉末節を省き、「大事なところだけ」しっかり解説。生理学が
苦手な人も無理なく読み進められます。

◉遺伝子解析技術の飛躍的発展を踏まえ、9年ぶりに改訂！ 〔2017年8月〕

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　
〈著〉 山﨑義光 ［医療法人AMC西梅田クリニック理事長／株式会社サインポスト代表取締役］

B5判・128頁・カラー・定価（本体3,500円＋税）
ISBN 978-4-7849-5441-4

◆ 遺伝子診断結果を加味した生活習慣指導を進めるための実践的
ガイド。

第2版

◉損をしない相続・事業承継、まずは何から始めればいい？ 〔2016年8月〕

Dr.のための 相続・事業承継ガイドブック
今日から始めるハッピーリタイアの準備
〈著〉 益子良一 ［税理士法人コンフィアンス代表社員税理士／専修大学法学部講師］

A5判・154頁・2色刷・定価（本体2,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-5583-1

◆ 今現在、子どもや後継者への相続・事業承継を考えている先生から、
若いうちに将来への準備を進めておきたい先生、さらには相続を
受ける立場の先生まで、立場に応じて参照できる便利な一冊です！

◉医療事故調査制度など直近の法令改正に対応 〔2016年10月〕

事例別医事法Q&A　
〈著〉 高田利廣 ［高田・小海法律事務所］

 小海正勝 ［高田・小海法律事務所］

A5判・352頁・2色刷・定価（本体4,800円＋税）
ISBN 978-4-7849-7044-5

◆ どこからでも読める計137問のQ&Aに、関連コラム46件を
プラス。医療現場の具体例に基づいた解説により、医療と法律
の関係が１つの「場面」として理解できるよう工夫されています。

第6版

◉専門家ならではの考察が光る渾身のノンフィクション 〔2016年9月〕

赤い罠
ディオバン臨床研究不正事件
〈著〉 桑島　巖 ［臨床研究適正評価教育機構理事長／東京都健康長寿医療センター顧問］

四六判・248頁・単色（口絵カラー）・定価（本体2,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-4447-7

◆ 司法の手に委ねられた前代未聞の研究不正事件─。論文発表 
当初から疑義を抱き、問題点を指摘し続けてきた医師が、真実を
闇に葬り去ろうとするあらゆる勢力に抗して、事件の真相に迫る。

◉緩和ケアが流れでわかる！　本格的実践書 〔2017年6月〕

症例を時間で切って深く知る！
がん緩和医療
〈編〉 有賀悦子 ［帝京大学医学部緩和医療学講座（緩和ケア内科）教授・診療科長］

B5判・256頁・2色刷・定価（本体5,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-4625-9

◆ 2つの症例をモデルとして、診断時・治療期・治療終了（治癒、
死亡）と続く「縦断的」（経時的）な流れを時間で区切り、その時々
で発生する複数の問題を「横断的」に解説。

◉治すことのできない患者さんを前にして私たちには何ができるのか？ 〔2012年7月〕

小澤竹俊の 緩和ケア読本
苦しむ人と向き合うすべての人へ
〈著〉 小澤竹俊 ［めぐみ在宅クリニック院長］

A5判・200頁・単色・定価（本体1,900円＋税）
ISBN 978-4-7849-4330-2

◆ 専門用語を最小限にして、会話シーンも織り込みつつ、具体的
にわかりやすく「緩和ケア」のエッセンスをまとめた一冊です。
看取りに関わることで自身も苦しむすべての人に贈ります！
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◉『人体の正常構造と機能』の姉妹編として、細胞生物学の入門書が登場！

カラー図解 人体の細胞生物学 〔新刊／2018年11月〕

※電子書籍 無料ダウンロード権付

〈編〉 坂井建雄 ［順天堂大学教授］・石崎泰樹 ［群馬大学医学部教授］

四六倍判・288頁・カラー・定価（本体5,400円＋税）
ISBN 978-4-7849-3232-0

 ◆ 医学生のための細胞生物学書：医学を学ぶために必要な最低限
の知識をコンパクトにまとめた入門書。導入部は高校生物の延
長で理解できるよう、易しく解説しました。一方で、免疫異常、
癌、メタボリック症候群、認知症などの疾患を取り上げ、臨床
を強く意識した内容になっています。

◆ 分子・細胞レベルの基礎知識を統合：生化学・生理学・組織学
の総論部分を統合し、人体と細胞の関係を軸に再編集しました。
各科目で重複している内容を効率的に学習できます。

◆ 図解中心の見やすい紙面：フルカラーの図解を中心に、1テーマ
が見開きで完結するよう編集しました。要点が一目で見渡せ、
初学者に親切な設計です。

◆ 『カラー図解 人体の正常構造と機能』との連携：『人体の正常構
造と機能』に記載されている生命現象を、分子・細胞レベルで理
解できるよう解説しました。二冊を併せて読むことで、人体を
よりよく理解できます。

■ 序章　 
細胞とは何か

■ 第1章　 
細胞はどのようにして生きているか
1.1　細胞の膜系
1.2　エネルギーと生体物質の代謝
1.3　遺伝情報の発現と継承

■ 第2章　 
細胞は人体のために何をしているか
2.1　上皮輸送
2.2　細胞の興奮
2.3　細胞骨格
2.4　細胞接着と細胞外基質
2.5　細胞内の物質輸送と処理

■ 第3章　 
細胞の活動はどのように調節されるか
3.1　細胞間のシグナル伝達
3.2　細胞内のシグナル伝達
3.3　遺伝子発現の調節
3.4　細胞の分化増殖と細胞死
3.5　性分化と個体の生殖

■ 第4章　 
細胞の変容はどのような病態を引き起
こすか
4.1　免疫
4.2　癌
4.3　生活習慣病
4.4　神経変性疾患

◉絶好調！ 爆笑ほろニガ医療漫画

がんばれ！猫山先生
〈作・画〉 茨木　保 ［漫画家／いばらきレディースクリニック院長］

◆ 人気漫画『Dr.コトー診療所』の監修者で、自身医師でもある茨木氏が描いた医療系ゆる
ゆるコミック。著者自身の分身のような主人公と、それを取り巻く奇抜なキャラが繰り
広げる「真実の（？）医療現場」の物語。笑いと涙、ペーソスに満ちた、「日本医事新報」
誌で好評連載中の四コマ漫画。新たに書き下ろしも加わり単行本化。

がんばれ！猫山先生⑤ 〔2017年7月〕
B6判・132頁・単色・定価（本体1,000円＋税）　
ISBN 978-4-7849-4097-4

◆ 第5巻もマミ、ウニちゃん、ソースケ、モリゾウほか強烈キャ
ラの快進撃が止まらない！ 医療界の悲喜こもごもがてんこ 
盛り！ 思わずニヤリの時事ネタから、深淵をのぞくようなふ
かーい内容まで、すでに漫画の領域を超えた人生読本？！です。

がんばれ！猫山先生① 定価（本体952円＋税）  〔2008年10月〕

がんばれ！猫山先生② 定価（本体952円＋税）  〔2010年7月〕

がんばれ！猫山先生③ 定価（本体1,000円＋税） 〔2012年11月〕

がんばれ！猫山先生④ 定価（本体1,000円＋税） 〔2015年3月〕

◉専門医を目指す方々のためのケース・スタディ問題集

New専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ
腎臓疾患　 〔2017年12月〕
〈編〉 柏原直樹 ［川崎医科大学腎臓・高血圧内科学講座主任教授］

B5判・512頁・2色刷・定価（本体7,200円＋税）
ISBN 978-4-7849-5502-2

◆ 第2版から症例内容＆問題を一新。また、近年の新規抗がん剤
やオンコネフロロジーも踏まえて「癌薬物療法時の腎障害」や、
疾患概念が確立された「IgG4関連腎臓病」などの新規項目を 
追加しました。

循環器疾患　 定価（本体6,800円＋税） 〔2017年10月〕

内分泌疾患　 定価（本体6,500円＋税） 〔2016年3月〕

呼吸器疾患　 定価（本体6,500円＋税） 〔2015年10月〕

糖尿病　　 　 定価（本体5,600円＋税） 〔2014年3月〕

血液疾患　　 　 定価（本体7,500円＋税） 〔2012年7月〕

感染症 定価（本体7,400円＋税） 〔2009年8月〕

膠原病・リウマチ 定価（本体6,500円＋税） 〔2008年3月〕

消化管疾患 定価（本体6,700円＋税） 〔2007年8月〕

第3版

第3版

第3版

第3版

第2版

第2版
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「臨床力」を磨く実践医学雑誌 偶数月25日発行
B5判・約170頁・フルカラー

定価（本体3,500円＋税）
〔前金制年間（6冊）直送料金〕  　　　
（本体21,000円＋税）  送料小社負担

第58号  あなたも名医！  〔新刊／2018年10月〕

外来でどう診る？
性行為感染症 ［電子版付］
プライマリケア医の悩み・疑問に答えます
〈編著〉  大路　剛 ［神戸大学医学部附属病院感染症内科准教授］

172頁　ISBN 978-4-7849-6658-5

jmedmookについて
詳しくはこちらから

▼

◆ 近年、性行為などで感染する梅毒の患者数が増加の一途をた
どっています。本書はその梅毒を含めた性行為感染症につい
て、プライマリケアの現場で役立つリアルかつ最新の知識をま
とめました。

◆ “ガイドラインでは書きにくい、専門医たちの本音に近い診療
ノウハウをお伝えする”をコンセプトに、現代日本の様々な性
交渉スタイルを想定しながら一歩踏み込んで解説！

◆ 性行為感染症の基本的知識から各疾患の診かた、これまで語
られることの少なかったハイリスクな職業や曝露被害への対応
もしっかり取りあげています。

◆ 性感染症領域への苦手意識を払拭できる、今日から役立つ知
識が満載の実地医家のためのガイドブックです！

※バックナンバー好評発売中！ （第1～5、8、15、19号は品切中）

第57号  あなたも名医！ スキルアップをめざす糖尿病薬物治療 ［電子版付］
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 〔2018年8月〕

第56号  あなたも名医！ あぁ～どうする?! この不整脈 ver.2 ［電子版付］
ずばっと解決しちゃいます！ 〔2018年6月〕

第55号  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 ［電子版付］
臨床現場で今すぐ使える！ 〔2018年4月〕

第54号  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 ［電子版付］
自らウイルス性疾患の診療を実践するために 〔2018年2月〕

第53号  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 〔2017年12月〕

第52号  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 〔2017年10月〕

第51号  あなたも名医！ もう困らない救急・当直 ver.3 ［電子版付］
当直をスイスイ乗り切る必殺虎の巻！ 〔2017年8月〕

第50号  あなたも名医！ 知っておこうよ、スポーツ医学
亀田スポーツ方式を日常診療に取り入れてみよう！ 〔2017年6月〕

第49号  あなたも名医！ もう悩まない！ 骨粗鬆症診療
あなたの疑問にお答えします 〔2017年4月〕

第48号  あなたも名医！ Phaseで見極める！ 小児と成人の上気道感染症
ほとんどの上気道感染症で抗菌薬はいらない?! 〔2017年2月〕

◉シリーズ累計23万部突破!!　高度な内容をやさしく学べる画期的な教科書

カラー図解 人体の正常構造と機能　 〔2017年1月〕

〈全10巻縮刷版〉 ※電子書籍 無料ダウンロード権付（縮刷版のみ）
〈編〉 坂井建雄 ［順天堂大学教授］・河原克雅 ［北里大学教授］

四六倍判・904頁・カラー・定価（本体18,000円＋税）
ISBN 978-4-7849-3180-4

◆ 臓器別に編集した全10巻のシリーズを一冊にまとめた縮刷版。
解剖学・生理学の高度な内容をやさしく学べる教科書として評
判を呼び、シリーズ総発行部数は20万部にのぼります。第3版
は、最新の知見に基づいて内容を更新するとともに、さらに読
みやすく、わかりやすい教科書をめざしました。

〈分冊版・臓器別全10巻〉 〔2017年2月〕

Ⅰ 呼吸器 定価（本体5,800円＋税）

Ⅱ 循環器 定価（本体6,000円＋税）

Ⅲ 消化管 定価（本体5,600円＋税）

Ⅳ 肝・胆・膵 定価（本体5,600円＋税）

Ⅴ 腎・泌尿器 定価（本体5,600円＋税）

Ⅵ 生殖器 定価（本体6,000円＋税）

Ⅶ 血液・免疫・内分泌 定価（本体6,200円＋税）

Ⅷ 神経系（1） 定価（本体6,200円＋税）

Ⅸ 神経系（2） 定価（本体6,200円＋税）

Ⅹ 運動器 定価（本体6,800円＋税）

第3版

◉医学生のためのサブテキスト

Qシリーズ
◆ 基礎医学の要点をＱ＆Ａ形式でコンパクトにまとめた参考書。
◆ 初学者がイメージしやすいよう、オールカラーで図解。
◆ 各項目１～２ページの読み切り構成。短時間で概要を把握できるので、
初学者におすすめです。

新解剖学　　 　  （2019年2月刊行予定）

新組織学　　 　 定価（本体3,300円＋税） 〔2016年6月〕

新発生学　　 　 定価（本体3,300円＋税） 〔2012年9月〕

新生理学　　 　 定価（本体3,200円＋税） 〔2015年9月〕

新薬理学　　 　 定価（本体3,200円＋税） 〔2015年6月〕

新病理学　　 　 定価（本体3,500円＋税） 〔2012年5月〕

新微生物学 定価（本体3,200円＋税） 〔2016年8月〕

新衛生・公衆衛生学 　 　 定価（本体3,200円＋税） 〔2012年2月〕

第7版

第6版

第4版

第6版

第6版

第5版

第6版
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第26号  あなたも名医！ 「うつ状態」を知る・診る
おや？ もしや？ おかしいな？ と思ったら 〔2013年6月〕

第25号  あなたも名医！ 脳卒中と一過性脳虚血発作を見逃すな！
時間が決め手！ 予防と治療の水際作戦 〔2013年4月〕

第24号  あなたも名医！ Team DiETの糖尿病療養メソッド
血糖コントロールとその向こうにあるもの 〔2013年2月〕

第23号  あなたも名医！ ここを押さえる！ パーキンソン病診療
34のギモンに答える 〔2012年12月〕

第22号  あなたも名医！ 漢方を使いこなそう
日常診療で使えるあんな処方、こんな処方 〔2012年10月〕

第21号  あなたも名医！ 新しい経口抗凝固薬、どう使う？
心房細動を診るジェネラリストのために 〔2012年8月〕

第20号  あなたも名医！ 高血圧、再整理
がっちり押さえたい最新の診療方法 〔2012年6月〕

第18号  あなたも名医！ アレルギー？ 大丈夫、恐れるに足らず
大人も子どももドンと来い！ 〔2012年2月〕

第17号  あなたも名医！ 外来でどう診る？ 甲状腺疾患
迷えるジェネラリストに捧げる診療のヒント 〔2011年12月〕

第16号  あなたも名医！ 危ない蛋白尿・血尿
ジェネラリストが押さえておきたいこと 〔2011年10月〕

第14号  あなたも名医！ このめまい、コワい？ コワくない？
めまい診療ニガテ医師も求められること 〔2011年6月〕

第13号  あなたも名医！ 知っておきたい閉塞性動脈硬化症
わかっているようでわかっていない?! 〔2011年4月〕

第12号  いきなり名医！ どう診る？ 日常診療に潜む睡眠障害
その訴え、あなどるべからず！ 〔2011年2月〕

第11号  いきなり名医！ 日常診療で診る・見守る認知症
かかりつけ医が知っておきたいこと 〔2010年12月〕

第10号  いきなり名医！ その咳と喘鳴、本当に喘息ですか？
喘息だったらどうする？ 喘息じゃなかったらどうする？ 〔2010年10月〕

第 9 号  いきなり名医！ 見わけが肝心、不定愁訴
訴えの見極め方と治療の極意 〔2010年8月〕

第 7 号  いきなり名医！ 見逃したらコワイ外来で診る感染症
感染症診療コツのコツ 〔2010年4月〕

第 6 号  いきなり名医！ 高齢者に対する薬の安全処方
多疾患時代のクスリのリスク 〔2010年2月〕

第47号  あなたも名医！ プライマリケア現場での女性診療
押さえておきたい33のポイント 〔2016年12月〕

第46号  あなたも名医！ パターンとキーワードで考える腹痛診療
重大疾患を見逃さないアプローチ法はこれだ！ 〔2016年10月〕

第45号  あなたも名医！ 成人吸入薬のすべて
世は吸入薬戦国時代！ 〔2016年8月〕

第44号  あなたも名医！ 外来で診るリウマチ・膠原病Q&A
日常診療をスキルアップ！ 〔2016年6月〕

第43号  あなたも名医！ 夜間外来であわてない！
エビデンスに基づく診療の極意 〔2016年4月〕

第42号  あなたも名医！ 糖尿病性腎症をどう治療する？
外来でここまでやろう！ 〔2016年2月〕

第41号  あなたも名医！ 名医たちの感染症の診かた・考えかた
外来での抗菌薬処方はどうする？ 〔2015年12月〕

第40号  あなたも名医！ 消化管疾患診療のギモン・シツモン・アンコモン
Q&Aで斬る！ 〔2015年10月〕

第39号  あなたも名医！ 在宅「看取り」
最期を支える！ 多死社会に備える！ 〔2015年8月〕

第38号  あなたも名医！ どう診る?! 診療所で出会う救急患者
ゼッタイに押さえておきたい救急対応のノウハウ 〔2015年6月〕

第37号  あなたも名医！ 不明熱、攻略！
“不明熱”を減らすための考え方をマスターしよう 〔2015年4月〕

第36号  あなたも名医！ どうするの、結核は!!
結核を見逃さないためにどうしても知っておいてほしいこと 〔2015年2月〕

第35号  あなたも名医！ 見逃すと怖い血管炎
日常診療に潜む兆候に気づこう！ 〔2014年12月〕

第34号  あなたも名医！ よく診る皮膚症状20・皮膚疾患60
押さえておきたい最低限の見わけと診療指針 〔2014年10月〕

第33号  あなたも名医！ 患者さんを苦しめる慢性痛にアタック！
慢性の痛みとの上手な付き合い方 〔2014年8月〕

第32号  あなたも名医！ 貧血はこう診る
ここを外さない！ minimum、standard、advanced 〔2014年6月〕

第31号  あなたも名医！ パターンで把握する脂質異常症
押さえておきたい処方のバリエーション 〔2014年4月〕

第30号  あなたも名医！ ゼッタイ答えがみつかる心不全
一人でGo！ チームでGo！ 〔2014年2月〕

第29号  あなたも名医！ 透析まで行かせない！ CKD診療
腎機能を維持するためにできること 〔2013年12月〕

第28号  あなたも名医！ 侮れない肺炎に立ち向かう31の方法
非専門医のための肺炎診療指南書 〔2013年10月〕

第27号  あなたも名医！ 患者さんのむくみ、ちゃんと診ていますか？
背景疾患をしっかり見抜こう 〔2013年8月〕

（2019年4月改訂予定）
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書籍注文FAX用紙 ※注文は□に✓をお入れください。　
※商品は定期購読を除きまして原則、宅配便（代引き）にて発送いたします。日本医事新報社「おすすめ図書」掲載書名

P.1 □ 私の治療　　　□ 外来診療のUncommon Disease Vol.2
□ 外来診療のUncommon Disease □ Common Diseaseの掘り下げ方
□ 名郷直樹のその場の1分、その日の5分

P.2 □ ポイントオブケア超音波　　□ 現代社会の新しい依存症がわかる本
□ Dr.山本流ストレスチェック完全攻略！
□ 嘱託産業医スタートアップマニュアル　　　□ 産業医ガイド

P.3 □ 「メンタル産業医」入門　　　□ 心因性愁訴を極める　　　□ こころの診かた
□ “メンタル漢方”入門　　　　□ 論文からひもとく外科漢方

P.4 □ 実践ちょいたし漢方　 □ 論より証拠の漢方処方
□ 実践フレイル予防塾　 □ リハ栄養からアプローチするサルコペニアバイブル
□ 転倒予防とリスクマネジメント

P.5 □ 高齢者総合診療ノート　　　 　　□ 在宅医療バイブル
□ 在宅医療マネジメントQ&A　　　□ 高齢者施設でできる感染制御マニュアル
□ 在宅酸素療法をイチから学ぶ本

P.6 □ 認知症のかんたん診断と治療 □ かかりつけ医が認知症・MCIを診る
□ コウノメソッドでみる 認知症処方セレクション
□ コウノメソッドでみる 認知症診療 □ コウノメソッドでみる 認知症Q&A
□ コウノメソッド流 臨床認知症学
□ コウノメソッドでみる 認知症の歩行障害・パーキンソニズム
□ コウノメソッド流 認知症診療スピードマスター

P.7 □ 認知症等 意思決定能力低下患者の診療における法的問題への処方箋
□ 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
□ 子どもの漢方　  □ こどもの感染症10×3　  □ HAPPY！ こどものみかた

P.8 □ これだけ心電図　　　　　□ 腹部画像教室　　　　　　　□ 腎臓教室
□ やさしイイ呼吸器教室　　□ やさしイイ胸部画像教室

P.9 □ やさしイイ血ガス・呼吸管理　　　□ インフルエンザ診療ガイド2018-19
□ まるわかりワクチンQ&A　　　　□ かぜ診療マニュアル
□ HIV感染症／AIDSマニュアル

P.10 □ 市中肺炎　　　　 　□ 気管支サーモプラスティパーフェクトガイド
□ 肺エコーのABC　　□ 気管支喘息バイブル　　□ 小児食物アレルギーQ&A

P.11 □ 皮膚症状110症例でみる内科疾患
□ 診療所で診る皮膚疾患 □ 診療所で診る子どもの皮膚疾患
□ Dr.田宮＆Dr.村川の心電図ディスカッション　　□ 危ない心電図の見分け方

P.12 □ 標準頸動脈エコー □ Dr.徳田のバイタルサイン講座
□ Dr.徳田のフィジカル診断講座 □ Dr.徳田の診断推論講座
□ シェアード・ディシジョンメイキング □ 新セミナー生活習慣病
□ セミナー糖尿病アドバイス

P.13 □ 線維筋痛症診療ガイドライン2017 □ 免疫キーワード110
□ 内分泌専門医に絶対合格したい人のための問題集
□ 糖尿病と骨粗鬆症 □ 内分泌臨床検査マニュアル

P.14 □ 「緩やかな糖質制限」ハンドブック　　□ 異所性脂肪　　□ C型肝炎最前線
□ ピロリ除菌治療パーフェクトガイド　□ 胃炎をどうする？

P.15 □ カール先生の大腸内視鏡挿入術 □ できるゾ 読めるゾ 腹部エコー
□ AKI（急性腎障害）治療の実際
□ 患者さん中心でいこう ポリファーマシー対策　　　□ 無刀流整形外科

P.16 □ 手足のしびれ・痛み診療
□ プライマリケアで一生使える耳鼻咽喉科診療
□ はじめてのてんかん・けいれん診療 □ 正しいリンパ浮腫の診断・治療
□ シーン別 神経診察

P.17 □ Dr.増井の神経救急セミナー □ @ER×ICU めざせギラギラ救急医
□ 当直でよく診る 骨折・脱臼・捻挫 □ 季節の救急
□ ER必携 救急外来Tips 1121

P.18 □ ER症例に学ぶ救急診療の思考プロセス
□ 救命救急・集中治療エキスパートブック R35
□ 麻酔への知的アプローチ □ ペインクリニック診断・治療ガイド
□ 麻酔科M&M症例ファイル

P.19 □ 慢性疼痛の認知行動療法 □ 膠原病診療ノート
□ 膠原病徹底考察ガイド □ 消化器がん化学療法レジメンブック
□ 静がん感染症治療戦略

P.20 ◉静がんメソッド
■□ 消化器癌・頭頸部癌編 ■□ 乳癌編 ■□ 婦人科癌編
■□ 血液腫瘍編 ■□ 泌尿器癌編 ■□ 整形外科領域腫瘍編
■□ 皮膚癌編 ■□ 肺癌編

□ 癌と臨床栄養　　　　□ マンモグラフィによる乳がん検診の手引き
□ がん研有明病院 乳房一次再建術

P.21 □ 造血器腫瘍アトラス □ 血液診療Do＆Don't
□ 点眼薬の選び方 □ 緑内障を見逃さない
□ 術後眼内炎パーフェクトマネジメント

P.22 □ 実践 黄斑疾患 □ 眼底図譜
□ 血管内イメージングパーフェクトガイド □ 下肢静脈瘤診療マニュアル
□ 下肢静脈瘤血管内焼灼術

P.23 □ マインドフルネスを医学的にゼロから解説する本
□ 研修医が知りたい臨床現場の疑問に答える本
□ 医学系研究、論文投稿上のQ&A □ 愛され指導医になろうぜ
□ 海外医学留学のすべて

P.24 □ 診療所経営の教科書 □ 病院経営の教科書
□ 医師のための節税読本 □ もつれない患者との会話術
□ レセプトQ&A116

P.25 □ 事例別医事法Q&A　　□ Dr.のための相続・事業承継ガイドブック
□ 赤い罠　　　　　　 　□ がん緩和医療　　　　　　□ 緩和ケア読本

P.26 □ あのね、かなちゃんに聞いてほしいことがあるの
□ 犯人は私だった！ □ だから医学は面白い
□ N教授の生理学講義ノート □ 生活習慣病の遺伝子診断ガイド

P.27 □ がんばれ！猫山先生 ① □ がんばれ！猫山先生 ②
□ がんばれ！猫山先生 ③ □ がんばれ！猫山先生 ④
□ がんばれ！猫山先生 ⑤
◉New専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ
■□ 腎臓疾患 ■□ 循環器疾患 ■□ 内分泌疾患 ■□ 呼吸器疾患 ■□ 糖尿病
■□ 血液疾患 ■□ 感染症 ■□ 膠原病・リウマチ ■□ 消化管疾患

P.28 □ カラー図解 人体の細胞生物学

P.29 ◉カラー図解 人体の正常構造と機能
■□ 全10巻縮刷版

■□ Ⅰ 呼吸器 ■□ Ⅱ 循環器 ■□ Ⅲ 消化管 ■□ Ⅳ 肝・胆・膵
■□ Ⅴ 腎・泌尿器 ■□ Ⅵ 生殖器 ■□ Ⅶ 血液・免疫・内分泌
■□ Ⅷ 神経系（1） ■□ Ⅸ 神経系（2） ■□ Ⅹ 運動器

◉Qシリーズ
■□ 新解剖学 ■□ 新組織学 ■□ 新発生学
■□ 新生理学 ■□ 新薬理学 ■□ 新病理学
■□ 新微生物学 ■□ 新衛生・公衆衛生学

P.30～32 ◉jmedmook

■□ 第 （ ） 号

◉ 週刊『日本医事新報』　定期購読 □ 3ヵ月　　□ 6ヵ月　　□ 1年

フリガナ

お名前

ご住所（〒　　　　　－　　　　　　）

□病・医院　　　　　　　　　　　□ご自宅

TEL：

FAX：

E-mail：

通信欄

電話でのご注文は TEL 03-3292-1555
FAXでのご注文は FAX 03-3292-1560



◉書籍近刊案内
・知っておきたい耳鳴り・難聴（仮題）
〈編著〉 佐藤宏昭 ［岩手医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外科診療科部長  教授］

・パーキンソン病のリハビリテーション（仮題）
〈編著〉 林　明人 ［順天堂大学医学部附属浦安病院  リハビリテーション科  教授］

・外科感染症診療マニュアル
〈編著〉 伊東直哉 ［静岡県立静岡がんセンター  感染症内科  副医長］ ほか

・腎硬化症の早期診断と治療（仮題）
〈編〉 和田隆志 ［金沢大学大学院腎病態統御学・腎臓内科学  教授］ ほか

・超初期の認知症のみかた─認知症と発達障害の鑑別
〈著〉 河野和彦 ［名古屋フォレストクリニック  院長］

・院長のためのスタッフマネジメントQ&A
〈著〉 鈴木竹仁 ［株式会社Medical Management Partners］

・グラム染色道場
〈著〉 山本　剛 ［神戸市立医療センター中央市民病院］

・結局現場でどうする？ こどもの敗血症、ショック（仮題）
〈編著〉 佐々木潤 ［Nicklaus Children’s Hospital, Assistant Professor of Clinical Pediatrics］

・明日から使える排尿障害診療ガイド（仮題）
〈著〉 松尾朋博 ［長崎大学大学院医歯薬学総合研究科泌尿器科学  助教／病棟医長］

・若手脊椎外科医のための内視鏡手術ガイド
〈監修〉 稲波弘彦 ［医療法人財団  岩井医療財団  理事長／稲波脊椎・関節病院  院長］

・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（仮題）
〈著〉 渡辺晋一 ［帝京大学医学部皮膚科  名誉教授］
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毎週土曜日発行
B5判・約 100頁
本体価格 800円＋税

「本誌はプライマリケアに関する記事が実にバ
ランスよく配置されている。中央では専門医と
しての総合医議論が盛んだが、毎号の本誌熟読
が本物の総合医への近道とさえ思える」
	 （長尾クリニック院長・長尾和宏氏）

現場の臨床医から絶大な信頼

第一線で活躍する臨床医をサポートしてもうすぐ100年
臨床医学のトピックや診療に役立つ情報を毎週お届けします
「Web医事新報」閲覧権も付いた日本医事新報の定期購読を
ぜひご検討ください！

日本医事新報のオンライン版

「Web医事新報」
● 〈Web医事新報〉では日本医事新報の記事・論文やニュース速報
をデイリーで提供。オリジナルコンテンツも続々投入。PC、タブ
レット、スマートフォンでどこでも気軽に最新の医学・医療情報
にアクセスできます。
● 定期購読いただいている読者の皆様は会員登録（無料）するだけ
でプレミアム会員として〈Web医事新報〉の全コンテンツを閲覧
できます。

週刊「日本医事新報」／「Web医事新報」の購読料
 12カ月（1年）  6カ月（半年） 3カ月 1カ月

週刊「日本医事新報」（冊子版）
※Web医事新報閲覧権付

36,720円
（本体34,000円＋税）

19,440円
（本体18,000円＋税）

10,260円
（本体9,500円＋税）

━
（設定なし）

各号ごとの購入
※1冊800円（本体864円＋税） 44,928円 22,464円 11,232円 3,456円

「Web医事新報」 29,160円
（本体27,000円＋税）

15,120円
（本体14,000円＋税）

7,992円
（本体7,400円＋税）

2,700円
（本体2,500円＋税）

冊子版定期購読の場合は送料小社負担、毎号お手元にお届けします。

 本誌の特徴 
▶ 現場のニーズに合わせ、様々なジャンルの「特集」を毎号企画
▶ 医療界の動きをとらえた報道記事も充実
▶ 「質疑応答」「差分解説」「他科への手紙」など定番コーナーは知識の宝庫
▶ 定期購読者にはオンライン版「Web医事新報」の全コンテンツ閲覧
権を付けるなど、読者へのWebサービスも大幅に拡大
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