
社会保険研究所発刊書籍　

書籍名　　薬価基準点数早見表 書籍名　        保険薬事典Plus+

税込 4,180円 税込 5,280円 税込 7,370円

書籍名　　      投薬禁忌リスト 書籍名　　 医科点数表Q＆A集

税込 4,840円 税込 8,800円 税込 4,400円

税込 4,400円 税込 5,940円 税込 3,850円

◆在宅医療を４つの場面
に分け、それぞれどのよう
な医療機関がどのように
連携し、その結果どのよう
な評価、つまり報酬が算
定できるかをわかりやすく
解説します。

書籍名　　医療・介護　高額ガイド

◆医療機関等が現物給付
する高額療養費や公費負
担医療との関係等につい
て、全体的なしくみと配慮
措置も含めたレセプト記載
などの実務情報をまとめ
ています。

◆医科診療報酬点数表
「処置」、「手術」の部の項
目に対し、レセ電コードご
とに「主な適応疾患」、「使
用する特定保険医療材
料」を区分番号順に収録し
ました。

◆医療ＤＸ推進の基盤
となる「オンライン資格
確認」、「電子処方箋」、
「マイナポータル」など
について、Ｑ＆Ａを含め
てわかりやすく解説して
います。

4月初旬発刊予定
B5判

4月発刊予定
B5判

4月発刊予定
B5判

◆禁忌事項または重
大な副作用がある薬
剤を商品名50音順に
収録。禁忌等の情報
が簡単にチェックでき
ます。

◆厚生労働省から発
出される事務連絡の
うち、医科点数表に
関するＱ＆Ａ（疑義解
釈）を集成しました。

書籍名　処置・手術と適応疾患＆
                     特定保険医療材料

書籍名　　電子処方箋・オンライン
                        資格確認Q＆A

4月発刊予定
A5判

5月発刊予定
B5判

書籍名　在宅医療・介護連携
                                     報酬の解釈

4月発刊予定
B5判

※【下記表示は定価(税込)となります。】

書籍名　　　　　薬効 ・ 薬価リスト

3月中旬発刊予定
A5判

3月中旬発刊予定
A5判

4月初旬発刊予定
B5判

◆薬価基準収載全医薬品
を、50音順に配列。内用
薬・注射薬・外用薬・歯科
用薬剤の別に、商品名・薬
価はもちろん、規格単位や
製造・販売会社名等を一
覧できます。

◆薬価だけでなく、先
発品と同成分の後発
品が分かる！と評判
の『保険薬事典』に、
適応・用法をPlus+し
ました。

◆薬価、効能のほ
か、用法・用量、保険
上の取扱いなど、必
要な情報を即座に
チェックできます。

茨城県医師協同組合では下記書籍の取扱を行っております。

販売価格は、組合員の先生は「組合員特別価格・送料無料」とさせて頂きます。

非組合員の先生は「定価・送料無料」となりますので予めご了承ください

茨城県医師協同組合からのお知らせ

令和5年 薬価改定・診療報酬関連書籍案内

【社会保険研究所・じほう・中和印刷】



税込 2,420円 税込 3,960円

じほう発行書籍

書籍名　　治療薬ハンドブック2023 書籍名　　　保険薬辞典 Plus+

税込 4,840円 税込 4,180円 税込 5,280円

書籍名　　　薬効 ・ 薬価リスト 書籍名　　ジェネリック医薬品リスト

税込 7,370円 税込 4,840円 税込 3,960円

中和印刷発行書籍

書籍名　　　薬価・点数早見表 書籍名　　　後発医薬品名一覧

税込 4,180円 税込 7,370円 税込 3,410円

◆薬価、効能のほ
か、用法・用量、保険
上の取扱いなど、必
要な情報を即座に
チェックで
きます。

◆禁忌事項または重
大な副作用がある薬
剤を商品名50音順に
収録。禁忌等の情報
が簡単にチェックでき
ます。

◆保険医療機関が
ジェネリック医薬品を
採用する際、必要と
なる情報をわかりや
すくまとめた実用・専
門書。

◆日常診療で汎用されて
いる医薬品及び再生医療
等製品を、実地臨床に基
づき７２項目に分類し、使
用に関する総説や薬剤リ
ストを掲載。適応、用法・
用量、警告、禁忌、副作用
等がすぐに調べられる。

◆本書は、最新の診断
書を使用して具体的な
例をまじえながら、障害
給付の概要、その診断
書の意義および記載上
の留意点などを解説し
ています。

◆保険医療機関が
ジェネリック医薬品を
採用する際、必要と
なる情報をわかりや
すくまとめた実用・専
門書。

♦各品目毎に主な薬効
を記載し、巻末には各
品目を薬効別に一覧で
きる薬効別薬価基準
「一般名索引」「薬効別
分類表」などを掲載して
います。

◆薬価基準収載全医薬品
を、50音順に配列。内用
薬・注射薬・外用薬・歯科
用薬剤の別に、商品名・薬
価はもちろん、規格単位や
製造・販売会社名等を一
覧できます。

◆薬価だけでなく、先
発品と同成分の後発
品が分かる！と評判
の『保険薬事典』に、
適応・用法をPlus+し
ました。

3月下旬発刊予定
A5判

3月発刊予定
A5判

3月発刊予定
A5判

♦効能・効果」「用法・用
量」「禁忌」「併用禁忌」「保
険適用関連通知」「レセ電
コード」「厚労省コード」な
どを掲載しております。ま
た2色刷の2段組で見やす
くなっています。

♦後発品、先発品が50
音順で簡単検索、先発
品名から後発群品名検
索、後発品名から先発
名検索、一般名（成分
名）から後発群品名検
索が可能です。

書籍名　　　   投薬禁忌リスト

書籍名　健保請求事務の
                              効能・用法 薬価表

4月発刊予定
B5判

7月発刊予定
B5判

8月発刊予定
B5判

4月発刊予定
B5判

8月発刊予定
A5判

発売中
B6判

書籍名　　　薬価基準点数早見表

書籍名　     障害年金と診断書

4月上旬発刊予定
B5判

7月中旬発行予定
A4判

書籍名　　ジェネリック医薬品リスト

【ご注文・お問い合わせ先】 茨城県医師協同組合 TEL：029-243-5537 FAX：029-284-1056



記入日：令和  年  月  日（書籍申込書  ／  枚送付 ） 

 

書籍 FAX 注文書 
茨城県医師協同組合御中  ＦＡＸ：０２９-２８４-１０５６ 

書  籍  名 注文冊数 

書名：                                      著者名： 
定価（本体価格）：\ 

出版社名：                 ISBN:                          備考： 

冊 

書名：                    著者名：  
定価（本体価格）：\ 

出版社名：             ISBN:            備考：                 

冊 

書名：                    著者名：  
定価（本体価格）：\ 

出版社名：             ISBN:            備考：   

冊 

書名：                    著者名：  
定価（本体価格）：\ 

出版社名：             ISBN:            備考：   

冊 

＊ご注文の書籍を迅速にお届けするため、著者名・定価・ISBN（書籍の裏面に掲載されている番号）はできる限りご記入願います。 

＊文庫や新書には必ず備考欄に「文庫」「新書」とご記入ください。 

＊万が一ご希望の書籍に新しい版が発行された場合は、新刊を優先させていただきます。 

◆ご利用者記入欄◆ この注文書に関する個人情報は他の目的には一切使用しません。 

所 属 医 師 協 同 組 合 名 茨城県医師協同組合 医師協同組合員番号 

＊記載不要 

フ リ ガ ナ  

医 療 機 関 名  

フ リ ガ ナ  

ご 氏 名  

医 療 機 関 住 所 

 

〒 
    

 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ｅMail 

お 支 払 方 法 自 動 引 落   

◆書籍のお届け先を上記以外（ご自宅）にされる場合は、以下にご記入ください。 

ご 自 宅 住 所 

〒    － 

 

                       TEL 
 

（当欄はご記入不要）                          （お問い合わせ先） 

 

 

 

 

受付日 登録日   

年  月  日 年  月  日   

 


