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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 スタンダード　　免疫学　第5版 丸善出版 小林芳郎　他
編

¥3,200

2 すきになる　解剖学　Ｐａｒｔ3 講談社 竹内修二 ¥2,200

3 解剖トレーニングノート　　第7版 医学教育出版 竹内修二 ¥2,800

4 プロメテウス解剖学 コア アトラス　（第3
版）

 医学書院 （Gilroy AM,
et al）　坂井
建雄・監訳

A4変型判　770
頁

¥9,500

5 生命科学データベース・ウェブツール　図
解と動画でわかる！研究がはかどる定番18
選

 MEDSI 坊農秀雅・他
編

AB判　168頁 ¥2,800

6 遺伝子診療よくわかるガイドマップ　初診
から検査そして結果報告まで

 MEDSI 中山智祥・著 B5変型判　148
頁

¥3,500

●臨床医学一般

7 救急研修ハンドブック 海馬書房 鈴木亮　総編
集

¥3,500

8 認知症診療連携マニュアル 星和書店 日本総合病院
精神医学会

¥2,800

9 すきになる　麻酔科学　第2版 講談社 諏訪邦夫　監
修

¥2,300

10 Ｄｒ.林の当直裏御法度　　第2版 三輪書店 林寛之 ¥3,200

11 アルコール･薬物依存症の再発予防ワーク
ブック

星和書店 梅野充　監訳 ¥2,700

12 アルコール･薬物依存症の再発予防ガイド 星和書店 梅野充　監訳 ¥2,700

13 麻酔危機管理マニュアル　　北米版V2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 山口重樹　監
訳

¥4,600

14 児童･青年期精神疾患の薬物治療ガイドライ
ン

じほう 中村和彦　編
集

¥4,000

15 診断の近道 日経ＢＰ社 日経メディカ
ル　編集

¥9,000

16 健診心電図から臨床へ 医学出版社 北島淳　他 ¥5,200

17 薬剤性肺障害の診断･治療の手引き　第2版
2018

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 日本呼吸器学
会

¥3,500

18 実践！パーキンソン病治療薬をどう使いこ
なすか？

 南江堂 武田　篤・他
著

A5判　168頁 ¥3,200

19 日本医大式　脳卒中ポケットマニュアル  医歯薬出版 木村和美・編
著

新書判　312頁 ¥4,200

20 ブラッシュアップ急性腹症　（2版）  中外医学社 窪田忠夫・著 A5判　412頁 ¥4,800

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年1月分）
1月15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 見逃してはならない口腔アレルギー症候群  医薬ジャーナ
ル社

森田栄伸・他
編

A5判　120頁 ¥3,200

22 抗菌薬の考え方，使い方　ver.4　魔弾よ，
ふたたび・・・

 中外医学社 岩田健太郎・
著

A5判　560頁 ¥4,000

23 ちょっと待った！その抗菌薬はいりません  メジカル
ビュー社

青木洋介・編 A5判　320頁 ¥3,800

24 脳血管内治療ケーススタディ　広南流20の
戦略

 中外医学社 松本康史・他
編著

B5判　264頁 ¥5,800

25 Neurosurgical Re-Operations　脳神経外科
における再手術・再治療

新NS NOW 16  メジカル
ビュー社

森田明夫・編 A4判　180頁 ¥12,000

26 妊娠高血圧症候群　新定義・分類　運用上
のポイント

 メジカル
ビュー社

日本妊娠高血
圧学会・編

B5判　64頁 ¥2,500

27 川崎病学  診断と治療社 日本川崎病学
会・編

B5判　248頁 ¥6,300

28 救急超音波テキスト　point of careとして
の実践的活用法

 中外医学社 亀田　徹・他
編

B5判　360頁 ¥9,800

29 救命救急24　最重症例から学ぶ現場の思考  中外医学社 宮﨑紀樹・著 A5判　174頁 ¥3,000

30 精神診療プラチナマニュアル Grande  MEDSI 松崎朝樹・著 A5変型判　240
頁

¥3,500

31 基礎と撮り方　（第2版） 心エコーハンド
ブック

 金芳堂 竹中　克・他
編

B5判　193頁 ¥4,000

32 パーキンソン病の医学的リハビリテーショ
ン

 日本医事新報
社

林　明人・編
著

B5判　256頁 ¥6,200

33 リハビリテーション医療における安全管
理・推進のためのガイドライン　（第2版）

 診断と治療社 日本リハビリ
テーション医
学会・編

A4判　140頁 ¥3,000

34 肺癌診療ガイドライン　2018年版　悪性胸
膜中皮腫・胸腺腫瘍含む　（第5版）

 金原出版 日本肺癌学
会・編

B5判　420頁 ¥4,200

35 ポケット医薬品集 2019年版　（第28版）  南山堂 澤田康文・他
著

B6変型判
1,405頁

¥4,700

36 マンガでわかる亜鉛の基礎と臨床  金芳堂 小野靜一・著 B5判　80頁 ¥1,800

37 内科医のための漢方診療 正直なところ「漢
方って本当に効くの？」と内心思っている
あなたへ

 金芳堂 岩﨑　鋼・著 A5判　144頁 ¥3,200

●社会医学

38 「はたらく」を支える！　職場×依存症・
アディクション

 南山堂 樋口　進・他
編著

B5判　156頁 ¥2,200

●薬学

39 初めの一歩は絵で学ぶ　漢方医学 じほう 緒方千秋　他 ¥1,800

40 中医　小児科学 源草社 辰巳洋　主編 ¥2,500

●医療技術

41 リハビリテーション　ポケットブック 学研 稲川利光　編
集

¥3,200

●リハビリテーション

42 神経障害理学療法学 I　脳血管障害，頭部
外傷，脊髄損傷

Crosslink 理学療
法学テキスト

 メジカル
ビュー社

鈴木俊明・他
編

B5判　256頁 ¥4,000

43 神経障害理学療法学 II　神経筋障害 Crosslink 理学療
法学テキスト

 メジカル
ビュー社

中山恭秀・他
編

B5判　224頁 ¥4,000
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44 理学療法管理学  医歯薬出版 奈良　勲・編
著者代表

B5判　200頁 ¥3,800

45 理学療法評価学　（改訂第6版）  金原出版 松澤　正・他
著

B5判　392頁 ¥6,200

46 高次脳機能障害　豆ブック  新興医学出版
社

伊林克彦・編
著

B6変型判　196
頁

¥2,000

●臨床看護

47 救急初療看護に活かすフィジカルアセスメ
ント

 へるす出版 日本救急看護
学会・監

A4判　304頁 ¥6,000

48 介護施設の看護実践ガイド　（第2版）  医学書院 日本看護協
会・編

A5判　272頁 ¥2,500

●基礎看護

49 看護サービス管理　（第5版）  医学書院 小池智子・他
編

B5判　328頁 ¥3,000

50 看護学生のためのよくわかる大学での学び
方　（第2版）

 金芳堂 前原澄子・他
監

B5判　226頁 ¥2,400

●化学･科学　栄養

51 よくわかるバイオインファマティクス入門 講談社 藤博幸　編 ¥3,000

52 アトキンス　基礎物理化学　(下)　　第2版 東京化学同人 千原秀昭　他
訳

¥5,600

53 ロス　医療栄養科学大事典 西村書店 稲垣暢也　他
監訳

¥18,000

54 機能形態学　（改訂第4版）  南江堂 櫻田　忍・他
編

B5判　356頁 ¥6,000

●医学一般

55 人がセックスをやめるとき 東京化学同人 石井哲也　訳 ¥2,200

56 ドクターの"働き方改革"28メソッド 医学通信社 梅岡比俊 ¥2,000

57 病院総合医教育の最先端 かい書林 大西弘高　他
編集

¥3,600

58 がん免疫療法の誕生　科学者25人の物語  MEDSI 河本　宏・監
訳

A5判　304頁 ¥2,500

●洋書

59 CASARETT & DOULL'S TOXICOLOGY, 9TH ED.
- THE BASIC SCIENCE OF POISONS

09 MCGRAW-HILL
EDUCATION

C.D.KLAASSEN
(ED.)

2019 ¥27,120

60 CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY, 11TH ED.
(MOSBY PHYSIOLOGY MONOGRAPH SERIES)

11 MOSBY USA A.J.PAPPANO &
W.G.WIER

2019 ¥6,660

61 CELL BIOLOGY & HISTOLOGY, 8TH ED.
(BOARD REVIEW SERIES)

8 WOLTERS
KLUWER

L.P.GARTNER 2019 ¥6,740

62 HANDBOOK OF OBSTETRIC & GYNECOLOGIC
EMERGENCIES, 5TH ED.

05 WOLTERS
KLUWER

G.I.BENRUBI
(ED.)

2020 ¥9,990

63 LANGMAN'S MEDICAL EMBRYOLOGY, 14TH
ED.(INT'L ED.)

14 WOLTERS
KLUWER

T.W.SADLER 2019 ¥10,370

64 LIPPINCOTT'S ILLUSTRATED REVIEWS:
ANATOMY (INT'L ED.)

WOLTERS
KLUWER

K.M.HARRELL &
R.W.DUDEK

2019 ¥8,740

65 MEDICAL SECRETS, 6TH ED. 6 MOSBY USA M.P.HARWARD 2019 ¥7,280

66 MULLER'S IMAGING OF THE CHEST, 2ND ED. 2 ELSEVIER C.M.WALKER &
J.H.CHUNG
(EDS.)

2019 ¥40,590
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67 PATHOPHYSIOLOGY OF DISEASE, 8TH ED. -
AN INTRODUCTION TO CLINICAL MEDICINE

08 MCGRAW-HILL
EDUCATION

G.D.HAMMER &
S.J.MCPHEE
(EDS.)

2019 ¥13,950

68 RAPID REVIEW, 4TH ED. - ANATOMY
REFERENCE GUIDE ; A GUIDE FOR SELF-
TESTING & MEMORIZATION

4 ANATOMICAL
CHART CO.

H.W.LAMBERT,
M.J.ZDILLA &
H.G.RESSETAR
(EDS.)

2018 ¥11,190

69 SNELL'S CLINICAL ANATOMY BY REGIONS,
10TH ED. (INT'L ED.)

10 WOLTERS
KLUWER

L.E.WINESKI 2019 ¥11,740

70 SNELL'S CLINICAL NEUROANATOMY, 8TH ED. 8 WOLTERS
KLUWER

R.SPLITTGERBE
R

2019 ¥9,990

●推薦

71 イラストで学ぶ腹腔鏡下胃切除 : 大阪日赤
ラパロ教室

医学書院 金谷誠一郎監
修 ; 赤川進編
集 ; 三浦晋編
集

¥10,000

72 心電図検定公式問題集&ガイド : 受験者必
携!2級/3級 : 心電図スペシャリストへの第
一歩!. 3版

メディカ出版 日本不整脈心
電学会, 心電
図検定委員会
編著

¥2,800

73 アメーバのはなし : 原生生物・人・感染症 朝倉書店 永宗喜三郎,
島野智之, 矢
吹彬憲編

¥2,800

74 すごく科学的 : SF映画で最新科学がわかる
本

草思社 リック・エド
ワーズ, マイ
ケル・ブルッ
クス著 ; 藤崎
百合訳

¥1,800

75 インフルエンザ・ハンター : ウイルスの秘
密解明への100年

岩波書店 ロバート・
ウェブスター
著 ; 田代真
人, 河岡義裕
監訳

¥2,000

76 痛みの手術 新NS NOW 6  メジカル
ビュー社

森田明夫・編 ¥11,000

77 デバイスとITを使いこなす脳神経外科手術 新NS NOW 9  メジカル
ビュー社

森田明夫・編 ¥11,000

計 77点 ¥452,960
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