
2023/5/12

殿

杏林大学医学図書館

　 図書受入担当　 藤沢　 内線3318

医学図書館　購入検討リスト　2023年6月

○下記新刊書の購入検討をお願いします。推薦は番号の欄に○印を記入下さい。

○高額図書（1万円以上）に○印を付けた場合は推薦理由も記入してください。

　（推薦理由は最後のページの空白部分に記入し、用紙が足りない場合は他の紙に書いて一緒に提出してください。）

○5月29日(月)までに図書館までお持ち下さい。

○結果は6月2日(金)に図書館HPにて公開いたします(紙のリストは配布いたしません）。

書名 シリ ーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格 I SBN

●一般科学・ 教養

1 （ 小説） 老父よ、 帰れ 朝日文庫 く
24-4

朝日新聞出版 久坂部羊著 329p
15cm

¥780 9784022650900

2 世界一わかり やすい大学で学ぶ物理化
学の特別講座 :  理系大学生の定番書

KADOKAWA 岡島光洋著 303p
21cm

¥2, 500 9784046060310

3 日本人の愛し たお菓子たち :  明治から
現代へ

講談社 吉田菊次郎著 441p
19cm

¥3, 000 9784065314302

4 忍者学大全 東京大学出版
会

山田雄司編 525p
22cm

¥7, 500 9784130533034

5 （ 小説） 文豪、 社長になる 文藝春秋 門井慶喜著 349p
20cm

¥1, 800 9784163916675

6 臨床試験の事典 朝倉書店 丹後俊郎,  松
井茂之編

577p
22cm

¥15, 000 9784254322644

7 渡り 鳥たちが語る科学夜話 :  不在の月
と ブラ ッ ク ホール、 魔物の心臓から 最
初の詩までの物語

朝日出版社 全卓樹著 191p
19cm

¥1, 600 9784255013244

8 世界史を 変えたスパイ たち 日経BP 池上彰著 243p
19cm

¥1, 500 9784296001422

9 人類はどれほど奇跡なのか :  現代物理
学に基づく 創世記

技術評論社 吉田伸夫著 175p
21cm

¥1, 800 9784297133467

10 絵本のなかの動物はなぜ一列に歩いて
いるのか :  空間の絵本学

勁草書房 矢野智司,
佐々木美砂著

304p
20cm

¥2, 800 9784326852000

11 「 発達障害」 と 間違われる子ども たち 青春新書
i nt el l i gence
PI -665

青春出版社 成田奈緒子著 181p
18cm

¥1, 050 9784413046657

12 ケアマネジャ ーのための債務整理入門
:  専門家へのつなぎ方、 つないだ後の
かかわり 方 :  どう する?利用者の金銭
問題

第一法規 平林剛,  山田
英男編著

151p
21cm

¥2, 000 9784474077751

13 気づかいの壁 :  「 気がつく だけの人」
を 「 気が利く 人」 に変える、 たっ た1つ
の考え方

ダイ ヤモンド
社

川原礼子著 263p
19cm

¥1, 500 9784478116098

14 習慣と 脳の科学 :  どう し ても 変えら れ
ないのはどう し てか

みすず書房 ラ ッ セル・ A・
ポルド ラ ッ ク
[ 著]

261p
20cm

¥3, 600 9784622095880

15 スラ ヴ民族の歴史 Yamakawa
sel ect i on

山川出版社 伊東一郎編 297p
19cm

¥1, 500 9784634424043

16 江戸の女子旅 :  旅はみじ かし 歩けよ乙
女

晃洋書房 谷釜尋徳著 184p
19cm

¥1, 800 9784771037007

17 遺伝子検査のモラ ル フ ィ ギュ ール
彩 2-7

彩流社 田口淳一,  青
木美保著

226p
19cm

¥1, 800 9784779171055

18 食物アレ ルギー栄養し っ かり ごはん :
幼児から 小学生まで

女子栄養大学
出版部

伊藤晶子料理 111p
24cm

¥1, 800 9784789551403

19 自閉症が文化を つく る 世界思想社 竹中均著 268p
19cm

¥2, 300 9784790717751
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20 英雄になっ た動物たち :  胸を ゆさ ぶる
100の物語

草思社 ク レ ア・ ボー
ルディ ング著
;  白川部君江
訳

541p
18cm

¥2, 800 9784794226440

21 介護記録の書き 方&場面別文例集 :  介
護職スキルアッ プブッ ク

秀和システム 梅沢佳裕著 246p
21cm

¥1, 400 9784798068756

22 妄想の世界史 :  10の奇想天外な話 日経ナショ ナ
ルジオグラ
フ ィ ッ ク

ビク ト リ ア・
シェ パード 著

365p
19cm

¥2, 300 9784863135611

23 フ ラ ンスアロマテラ ピーがよく わかる
薬用エッ センシャ ルオイ ルの科学

フ レ グラ ンス
ジャ ーナル社

ピエール・ フ
ラ ンコ ム著

364p
27cm

¥15, 000 9784894793187

24 やさ し く わかる! 麻酔科研修.  改訂第2
版

Gakken 讃岐美智義著 291p
21cm

¥3, 200 9784055200431

25 こ れから 看護を 学ぶ学生のための理
科・ 計算・ 国語・ 社会の復習ワーク
ブッ ク &ド リ ル

医学書院 西沢いづみ,
有本淳一著

158p
26cm

¥1, 400 9784260050241

26 わかる! でき る! 看護主任 Gakken 古橋洋子著 120p
21cm

¥2, 800 9784780914757

27 進行がんを 患う ひと が語る「 死」 シリ ーズ「 看
護の知」

日本看護協会
出版会

川端愛著 127p
21cm

¥2, 500 9784818025639

28 わが子のケアの達人になる「 医療的ケ
ア児」 のママたちの奮闘

シリ ーズ「 看
護の知」

日本看護協会
出版会

草野淳子著 124p
21cm

¥2, 500 9784818025646

29 看護師長・ 主任が育つ :  個人の成長が
みえる12の実践事例

看護管理実践
Gui de

日本看護協会
出版会

佐藤エキ子,
佐藤紀子編著

136p
26cm

¥2, 500 9784818025660

30 ひと り で勉強でき る医療事務・ 練習
ノ ート  :  診療報酬請求事務・ 超入門編

ぱる出版 水口錠二著 223p
21cm

¥1, 500 9784827213409

31 患者指導・ 保健指導説明10か条 :  「 わ
かり づら い」 のはあなたのせいだっ
た! ?

メ ディ カ 出版 松本千明著 109p
21cm

¥2, 000 9784840481632

●基礎医学系

32 新生理学　 （ 改訂第8版） Qシリ ーズ  日本医事新報
社

竹内昭博・ 著 B5判
240頁

¥3, 400 9784784911721

33 微生物と の共生： パプアニュ ーギニア
高地人の適応システム

生態人類学は
挑む 8

京都大学学術
出版会

梅崎 昌裕 ¥3, 000 9784814004607

●臨床医学系（ 内科・ 救急医
学）

34 本日の内科外来　 （ 改訂第2版）  南江堂 村川裕二・ 編 A5判
400頁

¥4, 600 9784524234240

35 まずはこ れだけ!  内科外来で必要な薬
剤　 自信を も っ て処方ができ る、 自家
薬籠中のリ スト

シリ ーズGノ ー
ト

 羊土社 木村琢磨・ 編 B5判
302頁

¥4, 800 9784758123587

36 ひと 目で見抜く ! ERの一発診断　 熟練救
急医が伝授! 知っ ているだけですぐ に動
ける、 見た目・ 画像・ 心電図などの診
断の決め手

 羊土社 西川佳友・ 編 B5判
188頁

¥4, 200 9784758124003

37 PEMECガイ ド ブッ ク 2023　 救急隊員によ
る疾病の観察・ 処置の標準化　 （ 第2
版）

 へるす出版 日本臨床救急
医学会・ 監

B6判
220頁

¥2, 400 9784867190647

38 ベイ ツ診察法ポケッ ト ガイ ド 　 （ 第4
版）

 MEDSi （ Lynn S.
Bi ckl ey /
Pet er  G.
Szi l agyi  /
Ri char d M.
Hof f man） 　 有
岡宏子・ 他監
修

B6変型判
640頁

¥4, 500 9784815730710

39 すべての臨床医が知っ ておき たい漢方
薬の使い方　 診療の手札を 増やす! 症状
ごと にわかるエキス製剤の使い方と
Ti ps

 羊土社 安斎圭一・ 著 A5判
344頁

¥4, 500 9784758124034

検討リ スト Jun. ' 23 2 / 8 ﾍ゚ ｼー゙



2023/5/12

書名 シリ ーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格 I SBN

40 目指せジェ ネスペシャ リ スト ! 直感＆分
析的な思考力が身につく  総合内科診断
道場

じ ほう 中島 智樹 ¥5, 400 9784840755122

●臨床医学系（ 感染症）

41 Dr . 岡の感染症ディ スカ バリ ーレ ク
チャ ー　 新型コ ロナウイ ルス COVI D-19
特講 2023

 中外医学社 岡　 秀昭・ 著 A5判
216頁

¥2, 700 9784498021440

42 感染症プラ チナマニュ アル Ver . 8
2023-2024

 MEDSi 岡　 秀昭・ 著 三五変型
判　 636
頁

¥2, 300 9784815730734

43 感染症プラ チナマニュ アル Ver . 8
2023-2024 Gr ande

 MEDSi 岡　 秀昭・ 著 A5変型判
636頁

¥3, 700 9784815730741

●臨床医学系（ 整形外科）

44 AO法骨折治療 Foot  and Ankl e [ 英語版
Web付録付]

 医学書院 （ Rammel t
S, et
al ( eds) ） 　 田
中　 正・ 監訳

A4判
664頁

¥26, 000 9784260050623

45 ［ Web動画付き ］ AKO手術における私の
工夫

 全日本病院出
版会

竹内良平・ 編 B5判
152頁

¥6, 800 9784865198188

46 骨折・ 脱臼　 （ 改訂5版）  南山堂 冨士川恭輔・
他編

四六倍判
1, 325頁

¥34, 000 9784525320058

47 人工関節における進歩 別冊整形外科
83

 南江堂 稲葉　 裕・ 編 A4判
248頁

¥6, 800 9784524277834

48 図説 足の臨床　 （ 第4版）  メ ジカ ル
ビュ ー社

高倉義典・ 監 B5変型判
568頁

¥22, 000 9784758321792

49 脊椎固定術の基本手技 新OS NEXUS 6  メ ジカ ル
ビュ ー社

今釜史郎・ 編 A4判
208頁

¥11, 000 9784758321563

50 脊椎脊髄損傷アド バンス　 総合せき 損
センタ ーの診断と 治療の最前線　 （ 改
訂第2版）

 南江堂 前田　 健・ 他
編

A4判
252頁

¥11, 000 9784524245383

51 ゼロから マスタ ー 手・ 肘の鏡視下手術
（ 改訂第2版）

 メ ジカ ル
ビュ ー社

中村俊康・ 編 B5変型判
272頁

¥13, 000 9784758318983

52 手救急　 手外科専門医が教える現場で
の初療

 南江堂 市原理司・ 編 B5判
312頁

¥8, 500 9784524234431

53 フ ローチャ ート 整形外科漢方薬　 西洋
医学にプラ スするだけ

 新興医学出版
社

新見正則・ 著 B6変型判
200頁

¥3, 500 9784880028989

54 体験する手外科 第2巻　 変性疾患・ 腫
瘍編

体験する手外
科 2

 克誠堂出版 鳥谷部荘八・
著

B5判
432頁

¥18, 000 9784771905764

55 筋疾患の骨格筋画像アト ラ ス  医学書院 久留　 聡・ 編 A4判
232頁

¥12, 000 9784260052160

56 運動器エコ ーのメ タ 診療 実臨床に役立
つAR画像100本付き

メ ディ カ 出版 皆川 洋至 編 ¥8, 500 9784840478687

●臨床医学系（ 呼吸器）

57 喘息・ COPDと 気道疾患包括診療マニュ
アル

 中外医学社 永田　 真・ 編
著

A5判
294頁

¥5, 400 9784498131040

58 タ イ プ2炎症バイ オマーカ ーの手引き  南江堂 タ イ プ2炎症バ
イ オマーカ ー
の手引き 作成
委員会・ 編

A4変型判
120頁

¥2, 900 9784524233724

59 特発性肺線維症の治療ガイ ド ラ イ ン
2023　 （ 改訂第2版）

 南江堂 日本呼吸器学
会・ 他監

A4変型判
140頁

¥3, 000 9784524234080

60 ベク ト ル視点でやさ し く 読み解く 呼吸
器外科手術解剖イ ラ スト

 南江堂 杉尾賢二・ 監 B5判
128頁

¥5, 400 9784524204151

61 胸部腫瘍画像・ 病理アト ラ ス  金原出版 立石宇貴秀・
編著

B5判
384頁

¥12, 000 9784307071291

62 も う 肺高血圧なんかで悩まない! ： 岡山
医療センタ ーの取り 組みから  改訂版

メ ディ カ ルレ
ビュ ー社

松原 広己 監
修

¥2, 400 9784779226762
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63 2023 ポケッ ト 呼吸器診療 シーニュ 倉原 優 ¥2, 000 9784910440057

●臨床医学系（ 循環器・ 血液）

64 紹介し たら こ う でし た　 ジェ ネラ リ ス
ト のための血液疾患コ ンサルト の答え
合わせ

 診断と 治療社 樋口 敬和・ 著 A5判
344頁

¥4, 900 9784787826022

65 東大医学部の学生と つく っ た 循環器病
ロジカ ルテキスト

 南山堂 小室一成・ 企
画・ 監修

B5判
302頁

¥6, 000 9784525249519

●臨床医学系（ 消化器）

66 胃癌手術のための臨床解剖序説  へるす出版 高橋　 孝・ 執
筆

A4判
262頁

¥15, 000 9784867190661

67 4つの視点でまるわかり !  遺糞症・ 便失
禁A t o Z

 診断と 治療社 十河　 剛・ 編 A5判
288頁

¥4, 900 9784787826084

68 3DCTで解剖から 学ぶ腹部エコ ーの基本
と コ ツ　 血管を 指標にし た走査法と 超
音波所見を マスタ ーする

 羊土社 岡庭信司・ 編 B5判
293頁

¥5, 000 9784758111959

69 即戦力が身につく 肝胆膵の画像診断  MEDSi 吉満研吾・ 他
編

B5判
556頁

¥7, 800 9784815730703

70 9000人を 調べてわかっ た腸のすごい世
界： 強い体と 菌を めぐ る知的冒険

日経BP 國澤 純 ¥1, 600 9784296001286

●臨床医学系（ 腎・ 泌尿器）

71 透析室の感染対策まるわかり BOOK ヴァ ンメ ディ
カ ル

大石 和久・ 矢
野 邦夫

¥2, 300 9784860921514

72 結節性硬化症に伴う 腎血管筋脂肪腫診
療ガイ ド ラ イ ン 2023年版

メ ディ カ ルレ
ビュ ー社

日本泌尿器学
会 編

¥2, 500 9784779227394

●臨床医学系（ 内分泌系）

73 甲状腺ホルモン不応症診療の手引き  南江堂 日本甲状腺学
会・ 編

B5判　 96
頁

¥2, 800 9784524233861

74 こ れた゛ けは知っ ておき たい 糖質制限
食のエビデンス

 中外医学社 辻本哲郎・ 著 A5判
104頁

¥2, 200 9784498223042

75 ラ イ フ キャ リ アから 診る1型糖尿病  中外医学社 前田泰孝・ 編
著

A5判
208頁

¥3, 800 9784498223028

●臨床医学系（ 神経）

76 症例から 学ぶ神経病理  中外医学社 小栁清光・ 他
著

B5判
172頁

¥6, 600 9784498328945

77 シンプルに打てる! 外来での神経ブロッ
ク

 文光堂 表　 圭一・ 編 B5判
200頁

¥7, 000 9784830628566

78 ブレ イ ンサイ エンス・ レ ビュ ー 2023 アド スリ ー 廣川 信隆・ 坂
東 武彦 編

¥3, 500 9784910513140

●臨床医学系（ 精神科）

79 現代の精神保健の課題と 支援 新・ 精神保健
福祉士養成セ
ミ ナー

 へるす出版 新・ 精神保健
福祉士養成セ
ミ ナー編集委
員会・ 編

B5判
360頁

¥3, 200 9784867190487

80 し く じ り 症例から 学ぶ精神科の薬　 病
棟で自信がも てる適切な薬の使い方を
精神科エキスパート が教えます

 羊土社 井上真一郎・
著

A5判
200頁

¥3, 400 9784758124041

81 精神医学と 精神医療 新・ 精神保健
福祉士養成セ
ミ ナー

 へるす出版 新・ 精神保健
福祉士養成セ
ミ ナー編集委
員会・ 編

B5判
368頁

¥3, 200 9784867190470

82 精神科実臨床における認知機能リ ハビ
リ テーショ ンの実践

 中外医学社 久住一郎・ 編
著

A5判
186頁

¥3, 500 9784498229426
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83 精神科リ ハビリ テーショ ン評価法ハン
ド ブッ ク

 中外医学社 早坂友成・ 他
編著

A5判
564頁

¥6, 500 9784498229464

84 依存症と 人類： われわれはアルコ ー
ル・ 薬物と 共存でき るのか

みすず書房 カ ール・ エ
リ ッ ク ・
フ ィ ッ
シャ ー， 松本
俊彦 監訳

¥4, 500 9784622096023

●臨床医学系（ 放射線・ 画像診
断）

85 Pyt honによる画像再構成と 深層学習の
基礎

画像再構成シ
リ ーズ

医療科学社 堀 拳輔 他 ¥4, 300 9784860031435

●臨床医学系（ 外科・ 麻酔科）

86 最新主要文献と ガイ ド ラ イ ンでみる
麻酔科学レ ビュ ー2023

 総合医学社 山蔭道明・ 他
監

AB判
376頁

¥13, 000 9784883784721

87 臓器灌流保存： ひと つでも 多く の命を
つなぐ ために

はる書房 松野 直徒 監
修

¥3, 600 9784899842057

●臨床医学系（ 産婦人科）

88 婦人科腹腔鏡手術学 The Kur ashi ki
Met hod

 中外医学社 安藤正明・ 総
監修・ 責任著
者

A4判
550頁

¥30, 000 9784498160460

89 DOHaD 先制医療への展開  金原出版 日本DOHaD学
会・ 編

B5判
316頁

¥7, 000 9784307170796

90 研修医・ 臨床検査技師のための　 乳
腺・ 甲状腺検査の手引き 　 専門病院 相
良病院x伊藤病院がおく る検査の実際

 全日本病院出
版会

伊藤公一・ 他
監

B5判
252頁

¥4, 500 9784865198195

91 産科診療 Pr os & Cons： 母体・ 胎児を
めぐ る6つの論争

メ ディ カ 出版 室月 淳 編 ¥5, 300 9784840481755

●臨床医学系（ 皮膚科）

92 患者説明用　 皮膚疾患アト ラ ス　 あな
たの病気はこ れですよ100疾患　 （ 第2
版）

 文光堂 松下貴史・ 編 B5判
216頁

¥7, 500 9784830634802

93 最新ガイ ド ラ イ ンに基づく 皮膚疾患診
療指針2023-' 24

 総合医学社 石河　 晃・ 編 B5判
330頁

¥9, 000 9784883784691

94 し みの治療 最新美容皮膚
科学大系 2

 中山書店 河野太郎・ 編 B5判
272頁

¥25, 000 9784521750125

95 美容皮膚科学のき ほん 最新美容皮膚
科学大系 1

 中山書店 宮地良樹・ 他
編

B5判
284頁

¥25, 000 9784521750118

●臨床医学系（ 小児科）

96 NI CUベッ ド サイ ド の診断と 治療　 （ 5
版）

 金芳堂 河井昌彦・ 編
著

B5判
364頁

¥5, 800 9784765319539

97 子ども の偏食外来　 いつも の小児科外
来や健診で役立つヒ ント

 診断と 治療社 大山牧子・ 著 A5判
144頁

¥3, 600 9784787826107

98 発達障害の診断と 治療 ADHDと ASD  診断と 治療社 榊原洋一・ 編
著

B5判
252頁

¥5, 200 9784787825346

●臨床医学系（ 老年医学）

99 高齢者の薬物療法の勘所　 マルモ・ リ
ハ薬剤・ サルコ ペニアを 一刀両断

 中外医学社 松本彩加・ 編
著

A5判
242頁

¥4, 000 9784498059283

100 精神科医のための認知症予防 ワールド プラ
ンニング

田口 真源・ 朝
田 隆 編

¥3, 800 9784863512399

101 認知症高齢者の安全・ 安心な暮ら し と
は?： ひと り 暮ら し が可能な環境を つく
るために

ワールド プラ
ンニング

栗田 主一 ¥1, 500 9784863512405

●臨床医学系（ 耳鼻咽喉科）
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102 肩の凝ら ない"耳"の話　 形態・ 機能か
ら 病気の治療まで

 文光堂 伊藤　 健・ 著 A5判
128頁

¥2, 500 9784830633300

●臨床医学系（ 眼科）

103 病態生理から 説き 起こ す　 ビジュ アル
神経眼科

 日本医事新報
社

敷島敬悟・ 編
著

B5判
252頁

¥9, 000 9784784913190

104 子ども を 診る医師・ メ ディ カ ルスタ ッ
フ のための　 やさ し い 小児の眼科

 診断と 治療社 日本小児眼科
学会・ 編

B5判
328頁

¥8, 800 9784787825476

105 マルチモーダルイ メ ージングでと ら え
る広角眼底アト ラ ス

三輪書店 大野 京子 編 ¥20, 000 9784895907750

●臨床医学系（ リ ハビリ ）

106 臨床の疑問に答える軟部組織の障害と
理学療法　 解剖と 病態の理解に基づく
評価と 治療

 羊土社 坂　 雅之・ 編 B5判
277頁

¥6, 200 9784758102650

●基礎看護

107 看護教育のためのオンラ イ ン活用エッ
センス 【 Web動画付】

 医学書院 政岡祐輝・ 他
編著

B5判
184頁

¥2, 600 9784260050470

●臨床看護

108 最新のエビデンスでスキルアッ プ!
ナースのための糖尿病・ 生活習慣病ま
るごと アッ プデート

 金芳堂 辻本哲郎・ 著 A5判
150頁

¥1, 800 9784765319577

109 緊急度判定支援システム　 JTAS2023ガ
イ ド ブッ ク 　 （ 第3版）

 へるす出版 日本救急医学
会・ 監

B6判
128頁

¥3, 600 9784867190623

110 緊急度を 見抜く ! 　 バイ タ ルサイ ンから
の臨床推論

 医学書院 山内豊明・ 著 B5判
160頁

¥2, 300 9784260050326

111 つながる力。 ： 看護ケアを ひら いた92
歳のチャ レ ンジ

青海社 季羽 倭文子 ¥1, 800 9784910548074

112 ホスピス緩和ケア白書 2023 ： アド バ
ンス・ ケア・ プラ ンニング（ ACP） の概
念と 実践への取り 組み

青海社 木澤 義之 他
編

¥3, 000 9784910548081

●医学一般

113 診療所で働く 人のための朝の1分間勉強
会

 中外医学社 横林賢一・ 監 A5判
152頁

¥2, 800 9784498120044

114 今から 始める在宅診療・ オンラ イ ン診
療　 カ ルテ記載・ レ セプト 請求大丈夫
ですか?

 日本医事新報
社

長面川さ よ
り ・ 編著

A5判
256頁

¥3, 500 9784784943159

115 明日から の診療を 変える プラ イ マリ ・
ケア / 総合診療の最新論文70

 中外医学社 水本潤希・ 著 A5判
184頁

¥3, 400 9784498148406

116 タ イ ムマネジメ ント が病院を 変える―
医療現場における働き 方改革―

 中外医学社 岩田健太郎・
著

A5判
162頁

¥1, 800 9784498148444

117 マイ ンド フ ル・ プラ ク ティ ス　 医療を
支えるマイ ンド フ ルネス ― ある臨床
家の実践

 MEDSi 土屋静馬・ 監
訳

四六判
376頁

¥3, 200 9784815730758

118 医師と 患者は対等である 日経BP 岸見 一郎 ¥2, 400 9784296201945

119 さ がす・ 読む・ 伝える はじ めての医学
系情報

日本医学出版 大野 智 監修 ¥2, 200 9784865770575

120 症例検討から 学ぶ診断推論戦略 日経メ ディ カ
ル

佐々木 陽典
他編

¥5, 000 9784296202003

121 新 医療職が部下を 持っ たら 読む本 日経BP 裴 英洙 ¥2, 600 9784296201983

122 日経ヘルスケア記者がつく っ た医療・
介護の精度・ 業界動向まる分かり ガイ
ド

日経BP 日経ヘルスケ
ア 編

¥3, 000 9784296202065
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123 ラ イ フ サイ エンスのための英語 I I . プ
レ ゼンテーショ ン編

東京化学同人 荻原 明子 他
編

¥2, 600 9784807920402

●医療技術

124 カ ラ ー写真で学ぶ　 柔道整復師・ 鍼灸
師のための運動器疾患のと ら え方と 臨
床応用　 15の力学的弱点の知識と 具体
的手技

 医歯薬出版 竹内義享・ 著 A4判　 96
頁

¥4, 000 9784263240953

●薬学

125 第十八改正 日本薬局方 第一追補 じ ほう 医薬品医療機
器レ ギュ ラ ト
リ ーサイ エン
ス財団 編

¥8, 800 9784840755030

126 わかり やすい薬理学： 薬の効く プロセ
ス 第17版

創風社 石毛 久美子
他

¥4, 400 9784883522774

●栄養学

127 日本臨床栄養代謝学会 JSPENコ ンセン
サスブッ ク 2

 医学書院 日本臨床栄養
代謝学会
（ JSPEN） ・ 編

B5判
372頁

¥4, 000 9784260052399

128 日本臨床栄養代謝学会 JSPEN栄養療法
ポケッ ト ブッ ク 　 いまさ ら 聞けない?
いまだから 聞ける!

 南江堂 日本臨床栄養
代謝学会・ 編

B6変型判
240頁

¥2, 800 9784524203727

129 基礎栄養学： 栄養素の働き と 代謝のし
く みを 理解するために

ステッ プアッ
プ栄養・ 健康
科学シリ ーズ
9

化学同人 小林 謙一・ 福
渡 努 編

¥2, 400 9784759818994

130 公衆衛生学 栄養管理と 生
命科学シリ ー
ズ

理工図書 網中 雅仁 編 ¥3, 300 9784844609278

●洋書

131 EXPERT DI FFERENTI AL DI AGNOSES：
BRAI N & SPI NE,  3RD ED.

AMI RSYS, I NC. K. L. SALZMAN,
M. D. JHAVERI ,
J. S. ROSS,  ET
AL

¥60, 720 9780443106941

132 CASE STUDI ES I N I NFECTI OUS DI SEASE,
2ND ED.

GARLAND
SCI ENCE

P. LYDYARD,
M. COLE,
J. HOLTO,  ET
AL.

¥11, 490 9780367696399

133 PEDI ATRI C CARDI AC SURGERY,  5TH ED. WI LEY-
BLACKWELL

C. MAVROUDI S &
C. L. BACKER,
( EDS. )

¥52, 490 9781119282310

134 GREENBERG' S HANDBOOK OF
NEUROSURGERY,  10TH ED.

GEORG THI EME
VERLAG

M. S. GREENBERG
( ED. )

¥20, 990 9781684205042

135 ATLASES OF TUMOR & NON-TUMOR
PATHOLOGY,  5TH SERI E,  FASCI CLE 15.

AFI P D. S. KLI MSTRA,
R. H. HRUBAN,
C. S. SI GEL,  ET
AL.

¥46, 550 9781933477275

136 PATHOLOGY SURVI VAL GUI DES,  SERI ES 1
VOL. 11： SURVI VAL GUI DE TO
CYTOPATHOLOGY.

I NNOVATI VE
SCI ENCE PRESS
LLC

S. JI ANG &
W. FOO

¥32, 370 9781734491678

137 COUNSELI NG ABOUT CANCER,  4TH ED：
STRATEGI ES FOR GENETI C COUNSELI NG.

JOHN WI LEY &
SONS,  LTD.

K. A. SCHNEI DER
,
A. CHI TTENDEN
& K. M. SHANNON

¥22, 800 9781119466468

138 FI TZPATRI CK' S COLOR ATLAS &
SYNOPSI S OF CLI NI CAL DERMATOLOGY,
9TH ED.

MCGRAW-HI LL
EDUCATI ON

A. P. SAAVEDRA,
E. K. ROH &
A. MI KAI LOV

¥12, 600 9781264278015

139 PERFORMANCE STANDARDS FOR
ANTI MI CROBI AL SUSCEPTI BI LI TY
TESTI NG ( M100) ,  33RD ED.

CLSI ( CLI N. &LA
B. STAND. I NST)

J. S. LEWI S ¥50, 000 9781684401703

140 DEGROOT' S ENDOCRI NOLOGY,  8TH ED. ,
I N 2 VOLS： BASI C SCI ENCE & CLI NI CAL
PRACTI CE.

ELSEVI ER R. P. ROBERTSON
,
L. C. GI UDI CE,
A. B. GROSSMAN,
ET AT

¥73, 490 9780323694124
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141 LANGE REVI EW： FUNDAMENTALS OF
PEDI ATRI C SONOGRAPHY： A REGI STRY
REVI EW & PROTOCOL GUI DE.

MCGRAW-HI LL
EDUCATI ON

J. LAQUERRE ¥11, 370 9781264827893

142 LANGE REVI EW： MRI  CLI NI CAL CONCEPTS
& I MAGI NG APPLI CATI ONS MANUAL.

MCGRAW-HI LL
EDUCATI ON

W. Z. RI CH &
M. L. GREY

¥8, 750 9781264632794

143 SCHWI NGHAMMER' S PHARMACOTHERAPY
CASEBOOK,  12TH ED： A PATI ENT-
FOCUSED APPROACH.

MCGRAW-HI LL
EDUCATI ON

T. L. SCHWI NGHA
MMER,
J. M. KOEHLER,
J. S. BORCHERT,
ET AL.

¥12, 600 9781264278480

計 143点 ¥1, 153, 550
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