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書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

1 病理学きほんノート  南山堂 小林正伸・著 B5判　113頁 ¥1,600

2 マンガでわかるゲノム医学　ゲノムって
何？を知って健康と医療に役立てる！

 羊土社 水島-菅野純
子・著

A5判　200頁 ¥2,200

3 ヤミツキ　細胞生物学 じほう 武村政春 ¥1,800

4 ﾘﾊﾞｰﾏﾝ　カラー　コア生化学 西村書店 近江谷克裕
監訳

¥2,800

5 総合内科　ただいま診断中！　フレーム法
で、もうコワくない

 中外医学社 森川　暢・著 A5判　354頁 ¥4,200

6 虚血性心疾患 循環器内科専門医
バイブル 2

 中山書店 中村正人・編 B5判　400頁 ¥12,000

7 結核診療ガイド  南江堂 日本結核病学
会・編

B5判　152頁 ¥3,000

8 最新ガイドライン準拠　消化器疾患 診断・
治療指針

 中山書店 佐々木　裕・
他編

B5判　480頁 ¥15,000

9 所見を「読んで」「考える」　臨床医のた
めの腎病理読解ロジック

 中外医学社 上野智敏・著 A5判　160頁 ¥4,200

10 透析療法ネクストXXIV　エテルカルセチド
SHPT治療の次なるステージへ

透析療法ネクスト
24

 医学図書出版 秋葉/隆・他編 A4判　104頁 ¥2,600

11 糖尿病性腎臓病の診かた，考えかた  中外医学社 和田隆志・他
編著

A5判　224頁 ¥4,200

12 産婦人科ベッドサイドマニュアル　（第7
版）

 医学書院 青野敏博・他
編

B6変型判　536
頁

¥6,600

13 ハイリスク児のフォローアップマニュアル
（改訂第2版）

 メジカル
ビュー社

ハイリスク児
フォローアッ
プ研究会・編

B5判　304頁 ¥5,500

14 「イラスト」めまいの検査　（改訂第3版）  診断と治療社 日本めまい平
衡医学会・編

B5判　198頁 ¥4,800

15 外来で役立つ爪診療ハンドブック  中外医学社 是枝　哲・編
著

A5判　128頁 ¥3,400

16 皮膚科医のための病理学講義　“目からウ
ロコ”の病理学総論　「生命」からみた病
気の成り立ち

 金芳堂 真鍋俊明・著 B5判　277頁 ¥8,000

17 脳卒中の初期診療の標準化　ISLSガイド
ブック2018　（3版）

 へるす出版 日本救急医学
会・監

B6判　224頁 ¥3,200

18 改訂第2版　新解釈 わかりやすい救急救命
士法　（2版）

 へるす出版 病院前救護統
括体制認定機
構・総監

B5判　112頁 ¥2,000

19 救急現場における精神科的問題の初期対応
PEECガイドブック　改訂第2版　（2版）

 へるす出版 日本臨床救急
医学会・総監

B6判　320頁 ¥3,200

20 エキスパートに学ぶ精神科初診面接[Web動
画付]　臨床力向上のために

 医学書院 日本精神神経
学会精神療法
委員会・編

B5判　176頁 ¥4,500

21 音楽に癒され，音楽で癒す　音楽療法と精
神医学／音楽創造

 中外医学社 馬場　存・著 A5判　172頁 ¥2,400

22 いまさら訊けない！　がん支持療法Q&A  中外医学社 加藤明彦・編
著

B6判　268頁 ¥3,800

医学図書館　受入決定資料リスト（2018年9月分）
9月5日の医学分館運営委員会にて購入決定した図書をお知らせいたしますのでご利用ください。
受入･整理後、2階新着棚に一週間展示してから各階書架に配架します。

＊[お知らせ]＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「受入決定資料リスト」は、医学図書館ホームページにも掲載しています。
学内LAN接続端末から　http://lib.kyorin-u.ac.jp/?page_id=16960　をご覧ください。
メールでの配信を希望なさる方は fujisawa@ks.kyorin-u.ac.jp　までお申し込みください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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23 チーム医療に活かそう　緩和ケア評価ツー
ルSTAS　（改訂第2版）

 診断と治療社 大岩孝司・他
著

B5判　144頁 ¥2,800

24 造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年版
（第2版）

 金原出版 日本血液学
会・編

B5判　412頁 ¥5,000

25 日本語版　サンフォード感染症治療ガイド
2018

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ出版 菊池賢　他日
本語監修

¥3,600

26 ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいた　癌化学療法ハンドブッ
ク　2018

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 大津敦　総監
修

¥8,000

27 改訂　　ＥＲの鉄人　　第2版 ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙ 岩田充永　編 ¥3,000

28 最適治療を極める！　潰瘍性大腸炎 医学と看護社 仲瀬裕志 ¥3,000

29 サルコペニア30のポイント フジメディカ
ル

関根里恵　編
集

¥3,200

30 わかりやすい　糖尿病テキスト　第5版 じほう 宮﨑久義　他 ¥1,600

31 もの忘れ外来診療のためのエッセンシャル 創風社 堀智勝　編 ¥3,000

32 ＢＰＳＤ初期対応ガイドライン　　改訂版 ライフ･サイエ
ンス

服部英幸　編
集

¥2,500

33 肩の外科 メディカ出版 末永直樹　編
著

¥12,000

34 外傷手術手技アトラス ぱーそん書房 大友康裕　監
修

¥17,000

35 できる！ 傾向スコア分析　SPSS・Stata・R
を用いた必勝マニュアル

 金原出版 康永秀生・他
著

B5判　128頁 ¥3,200

36 理系女性のライフプラン　あんな生き方・
こんな生き方　研究・結婚・子育てみんな
どうしてる？

 MEDSI 丸山美帆子・
他編

B6判　232頁 ¥1,500

37 いい老い加減 河出書房新社 石川恭三 ¥1,000

38 研究者として生きるとはどういうことか 東京化学同人 杉山幸丸 ¥1,300

39 桑原弁護士の医療トラブル相談 日本小児医事
出版社

桑原博道 ¥4,500

40 腹痛から考える　かかりつけ医 西村書店 青山圭一 ¥1,300

41 医療４.０ 日経ＢＰ社 加藤浩晃 ¥2,300

42 細胞内共生説の謎 東京大学出版
会

佐藤直樹 ¥3,500

43 新版　医師のためのパファーマンス学入門 日経ＢＰ社 佐藤綾子 ¥2,500

44 回想アクティビティハンドブック すぴか書房 梅本充子　他 ¥3,300

45 新版　医学統計学ハンドブック 朝倉書店 丹後俊郎　他
編集

¥20,000

46 生薬とからだをつなぐ 医道の日本社 鈴木達彦 ¥3,700

47 Ｓｉｍｐｌｅ　Ｓｔｅｐ　精神科 岸本年史　監
修

海馬書房 ¥4,500

48 ここがポイント！　脳卒中の理学療法  金原出版 河村廣幸・編 B5判　256頁 ¥5,000

49 新版　栄養・運動で予防するサルコペニア
サルコペニア診療ガイドライン2017年度版
準拠

 医歯薬出版 葛谷雅文・編 B5判　192頁 ¥3,600
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50 改訂第2版 薬剤師のための救急・集中治療
領域標準テキスト　（2版）

 へるす出版 日本病院薬剤
師会・監

B5判　336頁 ¥5,500

51 精神科薬物療法マニュアル  南山堂 日本病院薬剤
師会・監

B5判　326頁 ¥3,500

52 腎×漢方薬　ＰＯＣＫＥＴ　ＢＯＯＫ じほう 川添和義　編
著

¥2,000

53 薬をもっとつかいこなすための　添付文書
の読みかた活かす方

じほう 野村香織　編
著

¥3,000

54 科学者の研究倫理 東京化学同人 田中智之　他 ¥1,200

55 ANATOMY IN YOUR POCKET 03 GEORG THIEME
VERLAG

A.M.GILROY 2018 ¥7,170

56 ATLAS OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS and
GYNECOLOGY, 3RD ED.

3 WOLTERS
KLUWER

P.M.DOUBILET,
C.B.BENSON &
B.R.BENACERRA
F

2019 ¥23,740

57 HARPER'S ILLUSTRATED BIOCHEMISTRY, 31ST
ED.

31 MCGRAW-HILL
EDUCATION

V.W.RODWELL,
D.A.BENDER,
K.M.BOTHAM,
ET AL.(EDS.)

2018 ¥13,790

58 HALE'S MEDICATIONS and MOTHERS' MILK
2019 (18TH ED.)

18 SPRINGER
PUBLISHING
COMPANY

T.W.HALE 2019 ¥8,690

59 MANUAL OF ENDOCRINOLOGY and METABOLISM,
5TH ED.

05 WOLTERS
KLUWER

N.LAVIN (ED.) 2019 ¥8,740

60 NEUROTRAUMA and CRITICAL CARE OF THE
BRAIN, 2ND ED.

02 GEORG THIEME
VERLAG

J.JALLO &
C.M.LOFTUS

2018 ¥43,040

61 NEUROTRAUMA and CRITICAL CARE OF THE
SPINE, 2ND ED.

02 GEORG THIEME
VERLAG

J.JALLO &
A.R.VACCARO

2018 ¥30,740

62 NEURO ICU BOOK, 2ND ED. 02 MCGRAW-HILL
EDUCATION

K.LEE (ED.) 2018 ¥14,570

63 REVIEW OF MEDICAL MICROBIOLOGY and
IMMUNOLOGY, 15TH ED.

15 MCGRAW-HILL
EDUCATION

W.LEVINSON,
P.CHIN-HONG,
E.A.JOYCE, ET
AL.

2018 ¥9,760

64 「喪」を生きぬく 河出書房新社 石村博子著 ¥1,600

65 Neuroanatomy Atlas in Clinical Context,
10th ed.

WOLTERS
KLUWER

D.E.Haines ¥10,240

66 井見集・附録 あかし出版 山田業精原著
; 寺澤捷年編
著

¥10,000

67 補訂・皇漢医学 あかし出版 湯本求真著 ;
平崎能郎,田中
寛之校註

¥15,000

68 黄帝内経素問訳注 : 東洋医学の原典　(3巻
セット)

医道の日本社 家本誠一著 ¥15,000

69 黄帝内経霊枢訳注 : 東洋医学の原典　(3巻
セット)

医道の日本社 家本誠一著 ¥15,000

70 "生命誕生"見えた!母と子ミクロの革 : "健
康長寿"究極の挑戦 (NHKスペシャル. 人体
: 神秘の巨大ネットワーク 4)

東京書籍 NHKスペシャル
「人体」取材
班編

¥2,700

71 長尾和宏の死の授業 : あなたは、どう逝き
たいか?日本人は、死に方を選べるのか?

ブックマン社 長尾和宏著 ¥1,200

72 国立がん研究センターの肺がんの本 小学館クリエ
イティブ

渡辺俊一, 大
江裕一郎監修

¥1,800

73 国立がん研究センターの胃がんの本 小学館クリエ
イティブ

片井均, 朴成
和監修

¥1,800

74 国立がん研究センターの大腸がんの本 小学館クリエ
イティブ

金光幸秀, 朴
成和監修

¥1,800

75 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの
本

小学館クリエ
イティブ

島田和明, 奥
坂拓志監修

¥1,800
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76 国立がん研究センターの乳がんの本 小学館クリエ
イティブ

木下貴之, 田
村研治監修

¥1,800

77 レポート・論文の書き方入門. 4版 慶應義塾大学
出版会

河野哲也著 ¥1,000

78 医療応用をめざすゲノム編集　（DOJIN
BIOSCIENCE SERIES　29）

化学同人 真下知士, 金
田安史編

¥5,500

79 人体の冒険者たち―解剖図に描ききれない
からだの話

みすず書房 ギャヴィン・
フランシス
[著] ; 鎌田彷
月

¥3,200

計 79点 ¥491,780
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