
私もオススメします

獨協医科大学病院
総合診療科 

志水太郎
先 生

こんな方に
オススメで

す！

地域医療に熱い思いをもっている

赤ちゃんからお年寄りまで診てあげたい

効率よく知識をアップデートしたい

多職種連携で地域をもっとよくしたい

総合診療医をめざす方はもちろん
指導医の方にも役立ちます！

患者を診る  地域を診る  まるごと診る

定期購読のお申し込みはこちらから

お名前

ご送付先　〒

TEL　　　　　　　（　　　　　　　）

E-mail※：

＜取扱店＞

本用紙にご記入いただきました内容は，購読に関連するご連絡に使用させていただきます．また，ご本人
の許可なく第三者へ提供することはございません．内容のご確認，修正，削除のご希望がございましたら，
小社担当までご連絡をお願い申し上げます．尚，羊土社の個人情報の取扱いに関しては下記URLをご覧
いただきますようお願い申し上げます．
http://www.yodosha.co.jp/ppi/index.html

※お申し込みの確認をメールにてお送り申し上げますのでメールアドレスをご記入ください．
※弊社では羊土社メールマガジン，また小社出版物のご案内をさせていただいております．
　ご希望の場合には右に　  を入れてください．⇒ □羊土社メディカルON-LINEの配信を希望する

［2017.02］

この用紙に必要事項をご記入のうえ羊土社書籍取扱書店へお持ちください．もしくは小社営業部へ直接ご注文ください．

年　　　月号より　　年間

ふりがな

ご注文・お問い合わせ先 〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-5-1
TEL▶03-5282-1211　FAX▶03-5282-1212　E-mail▶eigyo@yodosha.co.jp
URL▶www.yodosha.co.jp/　

地域で活躍する医師の必読誌！

定価（本体15,000円＋税）

WEB版

Gノート

通常号 （隔月刊６冊）
定価（本体24,600円＋税）
通常号＋増刊 （隔月刊６冊＋増刊２冊）

年　　　月号より　　年間

年　　　月号より　　年間

定価（本体18,000円＋税）
通常号＋

定価（本体27,600円＋税）
通常号＋ ＋増刊

年　　　月号より　　年間

は
年間定期購読が
オススメです

発行後すぐにお手元にお届け

買い忘れの心配なし！

全国どこでも送料無料

送料サービス！

WEB版は定期購読限定

WEB版のお申し込みで
いつでもお手元に！

詳細はこちらから

※WEB版は通常号のみのサービスとなります

※ WEB版 ※

　高齢化社会において，多面的な健康問題をかかえた患者さんに寄り添い
患者さん中心の医療を行い社会貢献するうえで大切なのは，純粋な医学だ
けでなく，患者さんをとりまくさまざまな職種の方との連携，また複雑な要因
を考えて柔軟に発想し，具体的な行動に移す現場の力をもつことです．
　このような実践的な診療を行ううえでの羅針盤となるために創刊された
のがGノートです．日常診療で必要な事柄を広くカバーできるので，総合診療
と言わず，すべての内科医に，レジデントノートを卒業したすべての方に役に
立つ雑誌だと思います． 

定期
購読者
限定！

いつでも
お手元に

www.yodosha.co.jp/gnote/詳細はホームページでご確認ください！
今すぐ  

アクセス！

※WEB版の閲覧期間は，冊子発行から2年間となります　※「Gノート 定期購読WEB版」は原則としてご契約いただいた羊土社会員の個人の方のみご利用いただけます

総合診療力を
ググッと上げる！

2017年
3月発行

これが総合診療流！
リハビリテーション患者中心の

感染症診療
実はこんなことに
困っていた！
現場の悩みから生まれた
納得のコツ

濱口杉大／編

編集／佐藤健太 ■ ISBN 978-4-7581-2320-4

■ 定価（本体 4,800 円＋税）　
■ B5 判　■ 236頁　
■ ISBN 978-4-7581-2312-9

Vol.3　No.2

もっと踏み込む
認知症ケア
患者だけじゃない！
家族や地域の問題まで
診る、現場で活かせる
レシピ集

井階友貴／編
■ 定価（本体 4,800円＋税）　
■ B5判　■ 310頁　
■ ISBN 978-4-7581-2316-7

Vol.3　No.6

Vol.4 No.2

増刊 も大好評！年2冊
発行

B5表面

便利でお得な「冊子＋WEB版」の
購読プラン受付中！ WEB版は通常号のみの

サービスです



2017年

患者を診る  地域を診る  まるごと診る

● 現場目線の具体的な解説だから，かゆいところまで手が届く
● 多職種連携，社会の動き，関連制度なども含めた幅広い内容
● 忙しい日常診療のなかでも，バランスよく知識をアップデート

そんな医師のための

前野哲博
（筑波大学附属病院総合診療科 教授） 

南郷栄秀
（東京北医療センター総合診療科 医長）

大橋博樹
（多摩ファミリークリニック 院長）

編集ボード

ボリューム的にも質的に
も満足な内容．この質を
ぜひ維持していってほし
いと思います

■ 隔月刊（偶数月1日発行）
■ B5判
■ 定価（本体 2,500円+税）

特 集 連 載総合診療に必要なあらゆるテーマを取り上げます！ 医療だけでなく，総合診療で知っておきたい
幅広い分野をお届け！

Vol.4 No.1
2月号

Vol.4 No.3
4月号

なんとなくDoしていませんか？
骨粗鬆症マネジメント

ISBN 978-4-7581-2319-8編集／南郷栄秀，岡田　悟

ISBN 978-4-7581-2321-1編集／岡田唯男

患者にきちんと届く！届ける！
予防医療プラクティス（仮題）

（診療所 医師）

専門外の開業医にとって，
日常戸惑う視点に立って書
かれている （開業医 小児科）

（総合診療科 勤務医）

現実的かつ
エビデンスに基づいていて

診療に直結します

「総合診療」の実践雑誌です

あらゆる疾患・患者さん
をまるごと診たい！

ISBN 978-4-7581-2318-1編集／織田　聡

患者さんに補完医療について聞かれたら
統合医療は怪しいのか！？
正しく知って、主治医力を上げよう！Vol.3 No.8

12月号
ISBN 978-4-7581-2314-3編集／宇井睦人

非専門医にも、もっとできる
がん診療
日常診療と緩和ケアとの狭間を埋めようVol.3 No.4

6月号

ISBN 978-4-7581-2313-6編集／南郷栄秀

再考！  脂質異常症の診療
患者さんのアウトカムを重視して全方位から見直すVol.3 No.3

4月号

2016年

ISBN 978-4-7581-2317-4編集／大橋博樹，八田重雄

今日からできる薬の引き算
ポリファーマシー対策
多職種連携が解決のカギ！Vol.3 No.7

10月号

読者の声

どうなる日本!? こうなる医療!!

Common disease診療のための
ガイドライン早わかり

なるほど！ 使える！
在宅医療のお役立ちワザ

思い出のポートフォリオを
紹介します

小児科医 宮本先生，
ちょっと教えてください！

インタビュー：総合診療　十人十色

聞きたい！ 知りたい！ 薬の使い分け

誌上EBM抄読会　
診療に活かせる論文の読み方が身につきます！

今こそ臨床研究をはじめよう！ 
忙しい臨床医のための
研究実践のコツ

ISBN 978-4-7581-2311-2編集／前野哲博

これだけあれば大丈夫！ 
Common diseaseの

Vol.3 No.1
2月号

ISBN 978-4-7581-2315-0編集／桜井　隆

外来で出会う骨関節の痛み・しびれに対応せよ
「先生、この関節の痛み何とかしてください！！」

Vol.3 No.5
8月号

エッセンシャルドラッグ

ISBN 978-4-7581-2310-5
編集／佐々木隆徳，千葉　大

スマート＆スムーズにつなぐ
救急紹介

Vol.2-No.6
12月号

ISBN 978-4-7581-2307-5
編集／茂木恒俊，児玉和彦，杉山由加里
こどもの診かた Next Step!

Vol.2-No.3
6月号

ISBN978-4-7581-2306-8編集／南郷栄秀

患者さんに合わせて、いつもの 
糖尿病診療をまるごと見直そう！Vol.2-No.2

4月号

2015年

ISBN 978-4-7581-2309-9編集／浜野　淳

できていますか？
非がん疾患の緩和ケアVol.2-No.5

10月号

ISBN978-4-7581-2305-1編集／草場鉄周

これからの時代の 

Vol.2-No.1
2月号

ISBN 978-4-7581-2308-2編集／大橋博樹

プライマリ・ケアで一歩踏み出す
うつ病診療Vol.2-No.4

8月号 在宅医療をはじめよう

B5中面
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