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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 分子生物学 東京化学同人 田村隆明　監
訳

¥5,200

2 研究の育て方　ゴールとプロセスの「見え
る化」

 医学書院 近藤克則・著 A5判　272頁 ¥2,500

3 脱・しくじりプレゼン　言いたいことを言
うと伝わらない！

 医学書院 八幡紕芦史・
編著

A5判　192頁 ¥2,600

4 脳の機能解剖と画像診断　（第2版）  医学書院 （Lanfermann
H et al）　眞
柳佳昭・他訳

A4判　560頁 ¥20,000

5 リンパ腫アトラス　（第5版）  文光堂 中村栄男・他
編

B5変型判　464
頁

¥24,000

●臨床医学一般

6 改訂版　やさしく学べる必須皮膚疾患 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 川島眞　監修 ¥2,800

7 ねころんで読める　認知症診療 メディカ出版 奥村歩 ¥3,400

8 神経症状の診療に自信がつく本 カイ書林 黒川勝己 ¥3,000

9 総合内科初診外来のハイバリューケア カイ書林 杉本俊郎　編
集

¥3,000

10 発達障害の精神病理I 星和書店 菅原誠一　他 ¥3,400

11 科学的認知症診療 5Lessons シーニュ 小田陽彦 ¥3,000

12 ﾊﾝｽﾞｵﾝによる　小児脳波判読の手引き 洋學社 秋山倫之 ¥7,000

13 消化器疾患の最新医療 先端医学社 井廻道夫　他
編集

¥5,000

14 超入門　ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ医のための　今日から使
えるダーマスコピー

日経ＢＰ社 佐藤俊次 ¥7,500

15 非専門医が診るしびれ　しびれパターンに
よる分類と病態生理からわかる鑑別疾患

 羊土社 塩尻俊明・著 B5判　198頁 ¥4,500

16 事例から考える認知症のBPSDへの対応　非
薬物療法・薬物療法の実際

 中外医学社 川畑信也・著 A5判　248頁 ¥3,800

17 てんかん学ハンドブック　（第4版）  医学書院 兼本浩祐・著 A5判　456頁 ¥4,000

18 救急心電図　ただいま診断中！  中外医学社 布施　淳・著 A5判　194頁 ¥3,600

19 症例を読み解くための心臓病学 疾患編 症例を読み解くた
めの心臓病学

 医薬ジャーナ
ル社

平山篤志・編 B5判　400頁 ¥17,000

20 実践Onco-Cardiology　がん臨床医と循環器
医のための新しいテキスト

 中外医学社 小室一成・監 A5判　196頁 ¥3,800

医学図書館　受入決定資料リスト（2018年11月分）
11月7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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21 急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2018
TG18新基準掲載-　（第3版）

 医学図書出版 急性胆管炎・
胆嚢炎診療ガ
イドライン改
訂出版委員
会・他編

A4判　222頁 ¥4,500

22 教科書では教えてくれない！　私の消化器
内視鏡Tips　とっておきの“コツ”を伝授
します

 医学書院 小野敏嗣・編 A5判　208頁 ¥3,000

23 上部・下部消化管内視鏡診断マル秘ノート2
もっと伝えたい上部のウラ技，これだけは
知ってほしい下部のキホン

 医学書院 野中康一・執
筆

A5判　352頁 ¥5,500

24 脳腸相関　各種メディエーター，腸内フ
ローラから食品の機能性まで

 医歯薬出版 内藤裕二・編 B5判　178頁 ¥3,000

25 AKI（急性腎障害）治療の実際  日本医事新報
社

阿部雅紀・編
著

B5判　272頁 ¥6,000

26 きどにゃんとゆく！水・電解質を学ぶ旅
腎生理がわかれば，水・電解質異常がわか
る！

 南山堂 杉本俊郎・著 A5判　258頁 ¥2,800

27 WHO血液腫瘍分類 改訂版　WHO分類2017をう
まく活用するために　（2版）

 医薬ジャーナ
ル社

直江知樹・他
編

AB判　250頁 ¥15,000

28 骨粗鬆症診療　骨脆弱性から転倒骨折防止
の治療目標へTotal Careの重要性

 医薬ジャーナ
ル社

稲葉雅章・編 B5判　282頁 ¥10,000

29 シェーグレン症候群の診断と治療マニュア
ル　（改訂第3版）

 診断と治療社 日本シェーグ
レン症候群学
会・編

B5判　268頁 ¥5,000

30 インフルエンザ診療ガイド2018-19  日本医事新報
社

菅谷憲夫・編
著

B5判　240頁 ¥3,500

31 新しいロービジョンケア  メジカル
ビュー社

山本修一・他
編

B5変型判　216
頁

¥7,000

32 ここが知りたい＆今さら聞けないに答える
眼科疾患診断・治療マニュアル

 南江堂 相原　一・編 B5判　340頁 ¥10,000

33 神経眼科診療のてびき　病歴と診察から導
く鑑別疾患　（第2版）

 金原出版 石川　弘・著 A5判　384頁 ¥7,000

34 緑内障診療ガイドライン解説 緑内障診療テ
キスト

 南江堂 山本哲也・編 B5判　268頁 ¥13,000

35 皮膚疾患クエスチョン100プラスα  中外医学社 岸本和裕・著 B5判　266頁 ¥7,600

36 日本版 小児麻酔マニュアル　改訂7版  南山堂 宮坂勝之・他
著

A5判　700頁 ¥10,000

37 救急画像診断「超」入門　危機的な所見を
見抜くために

 MEDSI 船曵知弘・著 B5判　232頁 ¥4,700

38 ここまでわかる急性腹症のCT　（第3版）  MEDSI 荒木　力・著 B5判　488頁 ¥7,200

39 刑事精神鑑定ハンドブック  中山書店 五十嵐禎人・
他編

B5判　288頁 ¥8,200

40 現代社会の新しい依存症がわかる本　物質
依存から行動嗜癖まで

 日本医事新報
社

樋口　進・編
著

A5判　256頁 ¥4,000

41 新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガ
イドライン

 新興医学出版
社

新アルコー
ル・薬物使用
障害の診断治
療ガイドライ
ン作成委員
会・監

B5判　160頁 ¥5,200

42 カラーでわかる！骨軟部単純X線写真の見か
た

 MEDSI （Andrew K.
Brown・David
G. King）　小
橋由紋子・訳

B5変型判　216
頁

¥5,200

43 癌の画像診断、重要所見を見逃さない　全
身まるごと！各科でよく診る癌の鑑別とス
テージングがわかる

 羊土社 堀田昌利・著 A5判　187頁 ¥4,000

44 皆伝！IVRの知恵　（第2版）  金芳堂 佐藤守男・編 B5判　451頁 ¥9,200
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45 アスレティックリハビリテーションガイド
競技復帰・再発予防のための実践的アプ
ローチ　（第2版）

 文光堂 福林　徹・編 B5変型判　450
頁

¥5,800

46 頭頸部がん薬物療法ガイダンス　（第2版）  金原出版 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　128頁 ¥2,200

47 ハイリスク薬とサプリメントの相互作用ハ
ンドブック

 南江堂 梅田悦生・他
編著

A5判　232頁 ¥3,200

48 薬剤禁忌ハンドブック  中外医学社 梅田悦生・著 B6判　400頁 ¥4,800

●薬学

49 知っておきたい生薬100　第3版 東京化学同人 日本薬学会
編

¥2,600

50 こどもと薬のＱ＆Ａ　続 じほう 石川洋一　監
修

¥2,500

51 薬剤師のための　基礎からの検査値の読み
方

じほう 森嶋祥之　他
編

¥3,200

52 同効薬おさらい帳 じほう 眞継賢一　他 ¥2,800

53 薬剤師による糖尿病対策ガイド じほう 日本薬剤師会
編

¥2,800

54 薬の作用が手に取るようにわかる本 じほう 黒山政一　編
著

¥2,600

55 改訂5版　漢方業務指針 じほう 日本薬剤師会
編

¥7,000

56 免疫抑制薬TDM標準化ガイドライン 2018
［臓器移植編］　（第2版）

 金原出版 日本TDM学会・
他編

B5判　136頁 ¥2,800

●医療技術

57 よくわかる　医用画像情報学 オーム社 石田隆行　監
修

¥4,800

58 音声障害治療学  医学書院 廣瀬　肇・編 B5判　200頁 ¥5,000

59 腎臓リハビリテーション　（第2版）  医歯薬出版 上月正博・編
著

B5判　536頁 ¥9,800

●化学･科学　栄養

60 創薬化学 東京化学同人 長野哲雄　編 ¥3,900

61 食と薬の相互作用　改訂第2版 幸書房 山本勝彦　他 ¥2,700

●医学一般

62 文庫･傷寒論 源草社 森由雄 ¥1,200

63 医師の不足と過剰 東京大学出版
会

桐野高明 ¥2,900

64 死体が教えてくれたこと 河出書房新社 上野正彦 ¥1,350

65 生存する意識 みすず書房 柴田裕之　訳 ¥2,800

66 Ｄｒ.ｲﾜｹﾝのねころんで読める　英語論文 メディカ出版 岩田健太郎 ¥3,300

67 医学研究･臨床試験の倫理　わが国の事例に
学ぶ

日本評論社 井上悠輔　他
編著

¥3,500

68 エリック･バーン人生脚本のすべて 星和書店 江花昭一　監
訳

¥3,600
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69 トレーニングのための生理学的知識 市村出版 樋口満 ¥3,000

70 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック　第2版 学研 落合慈之　監
修

¥3,600

71 病気がみえる　VOL.6　免疫･膠原病･感染症
2版

メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,500

72 病気がみえる　VOL.9　産婦人科･乳腺外科
4版

メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,300

73 医学略語コンパクト　（第2版）  医歯薬出版 富野康日己・
監

文庫判　2,064
頁

¥7,000

74 パートスタッフ中心のクリニックがプロ
フェッショナルチームになる13の方法

 中外医学社 根本和馬・著 四六判　202頁 ¥2,400

●臨床看護

75 重症小児患者ケア ガイドブック  総合医学社 道又元裕・監 A5判　300頁 ¥3,500

●歯科医学

76 プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭頸部
（第2版）

 医学書院 （Eric W.
Baker（ed））
坂井建雄・他
監訳

A4変型判　586
頁

¥16,000

●基礎看護

77 医療安全ワークブック　（第4版）  医学書院 川村治子・著 B5判　266頁 ¥2,800

●洋書

78 ATLAS OF DISTAL RADIUS FRACTURES GEORG THIEME
VERLAG

F.D.PINAL 2018 ¥40,940

79 CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY, 9TH ED. 9 MCGRAW-HILL
EDUCATION

D.E.MOHRMAN &
L.J.HELLER

2018 ¥7,750

80 COMPREHENSIVE CLINICAL NEPHROLOGY, 6TH
ED.

6 MOSBY USA J.FEEHALLY,
J.FLOEGE,
M.TONESON, ET
AL.

2019 ¥38,740

81 CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS & TREATMENT
2019 (58TH ED.)

58 MCGRAW-HILL
EDUCATION

M.A.PAPADAKIS
, S.J.MCPHEE
& M.W.RABOW
(EDS.)

2019 ¥11,850

82 FUNDAMENTALS OF HIGH-RESOLUTION LUNG
CT, 2ND ED. - COMMON FINDINGS, COMMON
PATTERNS, COMMON DISEASES, &
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

2 WOLTERS
KLUWER

B.M.ELICKER &
W.R.WEBB

2019 ¥12,490

83 NETTER'S CARDIOLOGY, 3RD ED.
(ILLUSTRATIONS BY FRANK H.NETTER, MD)

3 ELSEVIER G.A.STOUFFER,
M.S.RUNGE,
C.PATTERSON,
ET.AL.

2019 ¥15,490

●推薦

84 金匱要略訳注 緑書房 家本誠一著 ¥9,800

85 中国古代医学大系 : 漢方・鍼灸の源流 :
家本誠一論文集

静風社 家本誠一著 ¥5,400

86 世界史を変えた13の病 原書房 ジェニ
ファー・ライ
ト著 ; 鈴木涼
子訳

¥2,500

87 ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 :
テトラヒメナの魅力

慶應義塾大学
出版会

沼田治著 ¥1,800
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計 87点 ¥568,710
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