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書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

●基礎医学系

1 科研費獲得の方法とコツ　改訂第6版　実例
とポイントでわかる申請書の書き方と応募
戦略

 羊土社 児島将康・著 B5判　277頁 ¥3,800

2 ○×問題でマスター　生理学　（第4版）  医歯薬出版 志村まゆら・
監

B6判　274頁 ¥2,500

3 診断力が高まる　解剖×画像所見×身体診
察マスターブック

 医学書院 （Dugani S.
et al）　前田
恵理子・監訳

B5判　408頁 ¥5,800

4 イラストで理解する かみくだき薬理学  南山堂 町谷安紀・著 B5判　184頁 ¥2,300

5 FLASH薬理学  羊土社 丸山　敬・著 B5判　400頁 ¥3,200

6 カラーアトラス　病理組織の見方と鑑別診
断　CBT・国家試験対策Webアプリ付　（第6
版）

 医歯薬出版 赤木忠厚・監 B5変型判　728
頁

¥15,000

7 あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか？
貴重なサンプルをロスしないための達人の
技

 羊土社 胡桃坂仁志・
編

A5判　186頁 ¥4,000

8 ゲノム　生命情報システムとしての理解
（第4版）

 MEDSI （T. A.
Brown）　石川
冬木・他監訳

A4変型判　576
頁

¥8,800

9 呼吸療法装置 新 ME早わかりQ&A  南江堂 「新 ME早わか
りQ&A」編集委
員会・編

B5判　292頁 ¥4,200

10 エッセンシャル　生化学　第3版 東京化学同人 須藤和夫　他
訳

¥6,300

11 ウィーター　図説で学ぶ機能組織学　　原
著第6版

ｴﾂｾﾞﾋﾞｱ･ｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ

後藤薫　他監
訳

¥9,500

12 ストライヤー　生化学　第8版 東京化学同人 入村達郎　他
監訳

¥13,000

●臨床医学系

13 こんなときどうする？PCIトラブルの対処術  南江堂 坂田泰史・監 B5判　188頁 ¥5,500

14 循環器科の心電図　ECG for Cardiologists  南江堂 村川裕二・編 B5判　224頁 ¥6,000

15 循環器疾患ディベートII  MEDSI 佐々木達哉・
著

A5変型判　228
頁

¥3,500

16 TAVI実践マニュアル  南江堂 林田健太郎・
監

B5判　216頁 ¥6,500

17 エビデンスに基づく CKD診療ガイドライン
2018

 東京医学社 日本腎臓学
会・編

A4変型判　134
頁

¥2,000

18 脳幹・脳深部の手術 新NS NOW 15  メジカル
ビュー社

斉藤延人・編 A4判　160頁 ¥12,000

19 学校心臓検診実践マニュアルQ&A　突然死の
可能性のある疾患の早期発見のために

 診断と治療社 日本小児循環
器学会・編

B5判　176頁 ¥3,600

医学図書館　受入決定資料リスト（2018年10月分）
10月10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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20 小児・成育循環器学  診断と治療社 日本小児循環
器学会・編

B5判　724頁 ¥18,000

21 実践！ 子どもの漢方【電子版付】  日本医事新報
社

黒木春郎・著 A5判　180頁 ¥3,800

22 エキスパートから学ぶ　皮膚病診療パワー
アップ　病態を把握・見極め・治療する

 中山書店 秀　道広・他
編

B5判　376頁 ¥9,000

23 ケロイド・肥厚性瘢痕 診断・治療指針
2018

 全日本病院出
版会

瘢痕・ケロイ
ド治療研究
会・編

B5判　94頁 ¥3,800

24 グラフィック麻酔学　臨床が楽しくなる
図・式・表

 MEDSI 長坂安子・監
訳

B5変型判　264
頁

¥5,400

25 外傷専門診療ガイドライン　JETEC　改訂第
2版

 へるす出版 日本外傷学
会・監

A4判　512頁 ¥12,000

26 重症患者管理マニュアル  MEDSI 平岡栄治・他
編

A5変型判　712
頁

¥6,500

27 サーカディアンリズムと睡眠  新興医学出版
社

千葉　茂・他
編

B5判　196頁 ¥5,500

28 医療従事者が知っておきたい　AYA世代がん
サポートガイド

 金原出版 平成27-29年度
厚生労働科学
研究費補助金
（がん対策推
進総合研究事
業）「総合的
な思春期・若
年成人（AYA）
世代のがん対
策のあり方に
関する研究」
班・編

B5判　132頁 ¥2,800

29 原発不明がん診療ガイドライン　（改訂第2
版）

 南江堂 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　96頁 ¥1,800

30 新臨床腫瘍学　がん薬物療法専門医のため
に　（改訂第5版）

 南江堂 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　872頁 ¥15,000

31 エビデンス漢方診療 医学のあゆみBOOKS  医歯薬出版 渡辺賢治・編 B5判　160頁 ¥4,000

32 新・心エコーの読み方，考え方　（4版）  中外医学社 羽田勝征・著 B5判　404頁 ¥14,000

33 イラストで理解する　みんなの血液内科学  中外医学社 渡邉純一・著 B5判　220頁 ¥5,000

34 リウマチ専門医試験　例題と解説　（改訂
第8版）

 メジカル
ビュー社

日本リウマチ
学会・編

B5変型判　448
頁

¥7,500

35 シュロスバーグの臨床感染症学  MEDSI 岩田健太郎・
監訳

A4変型判
1,248頁

¥20,000

36 脳血管内治療　スタート＆スタンダード  メジカル
ビュー社

吉村紳一・編 B5変型判　200
頁

¥10,000

37 セーフティテクニック心臓手術アトラス
（原書第5版）

 南江堂 古瀬　彰・他
監訳

A4判　380頁 ¥25,000

38 一目でわかる小児科学　（第3版）  MEDSI 岡　明・監訳 A4判　180頁 ¥4,200

39 嚥下障害診療ガイドライン 2018年版　DVD
付　（第3版）

 金原出版 日本耳鼻咽喉
科学会・編

B5判　88頁 ¥3,300

40 極めるアスリートの腰痛　100％を超える復
帰

 文光堂 西良浩一・編 B5判　230頁 ¥5,500

41 LiSAコレクション　心臓麻酔デビュー  MEDSI 坪川恒久・編 B5判　184頁 ¥5,200

42 日めくり麻酔科エビデンス　アップデート2
～1日1つ，3カ月で100の知見を得る～

 克誠堂出版 山蔭道明・監 A5判　258頁 ¥5,700

43 ポケット正常画像 A to Z　（改訂第2版）  メジカル
ビュー社

後閑武彦・編 A6変型判　512
頁

¥3,800
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44 ABC　of　臨床推論　診断エラーを回避する  羊土社 （Nicola
Cooper）　宮
田靖志・監訳

B5判　119頁 ¥3,200

45 エキスパートの臨床知による　検査値ハン
ドブック　【ポケット版】　（第2版）

 総合医学社 中原一彦・監 A6変型判　288
頁

¥2,000

46 JASCCがん支持医療ガイドシリーズ　がん薬
物療法に伴う皮膚障害アトラス&マネジメン
ト

 金原出版 日本がんサ
ポーティブケ
ア学会・編

B5判　160頁 ¥3,500

47 がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関す
る基本的な考え方の手引き 2018年版　苦痛
緩和のための鎮静に関するガイドライン
2010年版：改訂・改題　（第2版）

 金原出版 日本緩和医療
学会ガイドラ
イン統括委員
会・編

B5判　176頁 ¥2,200

48 子宮体がん治療ガイドライン 2018年版
（第4版）

 金原出版 日本婦人科腫
瘍学会・編

B5判　264頁 ¥3,400

49 外科専門医コンパクトマニュアル メディカ出版 渡橋和政　監
修

¥5,000

50 睡眠障害国際分類　第3版 ライフ･サイエ
ンス

日本睡眠学会 ¥4,500

51 組織細胞化学　2018 学際企画 日本組織細胞
化学会

¥9,500

●社会医学系

52 健康行動学　その理論、研究、実践の最新
動向

 MEDSI 木原雅子・他
訳

B5判　456頁 ¥4,900

53 はじめて学ぶやさしい疫学　日本疫学会標
準テキスト　（改訂第3版）

 南江堂 日本疫学会・
監

B5判　194頁 ¥2,000

●医学一般

54 事例から学ぶ　医療安全対策  東京医学社 中元秀友・監 B5判　147頁 ¥2,800

55 医療の現実、教えますから広めてください ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ出版 名郷直樹 ¥1,500

56 関係としての自己　新装版 みすず書房 木村敏 ¥3,600

57 やってみよう　テキスト マイニング 朝倉書店 牛澤賢二 ¥2,700

58 ポリファーマシーで困ったら一番はじめに
読む本

じほう 吉田英人 ¥3,000

59 統計学はときにセクシーな学問である ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ出版 石塚直樹　訳 ¥2,000

60 図解入門　よくわかる公衆衛生学の基本と
しくみ

秀和システム 上地賢　他 ¥1,800

61 ＳＰＳＳによる多変量データ分析 東京図書 寺島拓幸 ¥2,800

62 これからの学会発表する若者のために　第2
版

共立出版 酒井聡樹 ¥2,700

63 医学教育白書　2018 篠原出版新社 日本医学教育
学会

¥6,000

●リハビリテーション

64 嚥下障害ポケットマニュアル　（第4版）  医歯薬出版 聖隷嚥下チー
ム・執筆

新書判　352頁 ¥2,800

65 失語症の認知神経リハビリテーション  協同医書出版
社

カルロペル
フェッティ・
編著

B5変型判　216
頁

¥4,000

●薬学

66 誰も教えてくれなかった　実践薬歴 じほう 山本雄一郎 ¥3,000

10月決定リスト 3 / 4 ﾍﾟｰｼﾞ



2018/10/10

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

67 3ｽﾃｯﾌﾟで推論する　副作用のみかた 考え方 じほう 川口崇　他 ¥2,900

68 抗がん薬曝露対策ファイル じほう ＮＨＯ ¥2,800

69 感染症学　抗菌薬治療テキスト　　第2版 じほう 二木芳人　監
修

¥4,600

●洋書

70 ANESTHESIA REVIEW - 1000 QUESTIONS &
ANSWERS TO BLAST THE BASICS & ACE THE
ADVANCED

WOLTERS
KLUWER

S.M.BERG,
M.SCHNUR,
R.I.KALMAN,
ET AL.

2019 ¥10,620

71 HARRISON'S PRINCIPLES OF INTERNAL
MEDICINE, 20TH ED., IN 2 VOLS.

20 MCGRAW-HILL
EDUCATION

J.L.JAMESON,
A.S.FAUCI,
D.L.KASPER,
ET AL.(EDS.)

2018 ¥30,680

72 NEUROSURGICAL OPERATIVE ATLAS:
FUNCTIONAL NEUROSURGERY, 3RD ED.

03 GEORG THIEME
VERLAG

R.E.GROSS &
N.M.BOULIS

2018 ¥46,120

73 RUDOLPH'S PEDIATRICS, 23RD ED., IN 2
VOLS.

23 MCGRAW-HILL
EDUCATION

M.W.KLINE,
S.M.BLANEY,
A.P.GIARDINO,
ET AL.(EDS.)

2018 ¥27,120

74 TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK & STROKE, 2ND
ED. - DIAGNOSIS, INVESTIGATION &
TREATMENT

2 CAMBRIDGE
UNIVERSITY
PRESS

G.K.K.LAU,
S.T.PENDLEBUR
Y &
P.M.ROTHWELL

2018 ¥14,090

75 WASHINGTON MANUAL INTERNSHIP SURVIVAL
GUIDE, 5TH ED.

05 WOLTERS
KLUWER

T.M.CIESIELSK
I & T.M.DE
FER (EDS.)

2019 ¥6,240

●推薦

76 免疫の科学論 : 偶然性と複雑性のゲーム みすず書房 フィリップ・
クリルスキー
[著] ; 矢倉英
隆訳

¥4,800

77 図書館サービス概論 : ひろがる図書館の
サービス　（講座・図書館情報学　5）

ミネルヴァ書
房

小黒浩司編著 ¥2,800

78 図書館情報資源概論 : 人を育てる情報資源
のとらえかた　（講座・図書館情報学　9）

ミネルヴァ書
房

小黒浩司編著 ¥2,800

計 78点 ¥548,770
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