
2019/3/8

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

●基礎医学系

1 カラー　生物･生命科学大図鑑 西村書店 西山徹　日本
監修

¥8,800

2 イラステレイテッド　生化学　原書7版 丸善出版 石崎泰樹　他
監訳

¥7,800

3 新解剖学　（第7版） Qシリーズ  日本医事新報
社

加藤　征・監 B5判　280頁 ¥3,500

4 組織学　（第20版）  南山堂 阿部和厚・他
著

四六倍判　520
頁

¥11,000

5 なるほどなっとく！病理学　病態形成の基
本的な仕組み　（第2版）

 南山堂 小林正伸・著 B5判　220頁 ¥2,200

●臨床医学一般

6 やさしく学ぶ応急手当　止血の方法 ぱーそん書房 山本保博　監
修

¥1,200

7 Ｄｒ.倉原の呼吸にまつわる数字のはなし メディカ出版 倉原優 ¥2,000

8 本当の依存症の話をしよう 星和書店 松本俊彦　他
監訳

¥1,500

9 不明熱 カイ書林 大野城太郎
訳

¥4,000

10 透析患者の検査値の読み方　第4版 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝ
ﾀｰ

深川雅史　監
修

¥5,600

11 マスター　脳卒中学 西村書店 田川皓一　他
編集

¥8,800

12 大気･室内環境関連疾患予防と対策の手引き
2019

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 日本呼吸器学
会大気

¥4,000

13 内科レジデントマニュアル　（第9版）  医学書院 聖路加国際病
院内科研修専
門委員会・編

B6変型判　472
頁

¥3,400

14 パーキンソン病 神経内科Clinical
Questions &
Pearls

 中外医学社 服部信孝・他
編

A5判　336頁 ¥5,800

15 抗血栓療法を究める 脳卒中エキスパー
ト

 中外医学社 伊藤義彰・編 A5判　244頁 ¥4,200

16 病態に応じたオンラインHDF治療戦略【電子
版付】

 日本医事新報
社

川西秀樹・編 A5判　208頁 ¥4,200

17 糖尿病最新の治療2019-2021  南江堂 門脇　孝・他
編

B5判　352頁 ¥8,000

18 臨床医のための　膠原病・リウマチ疾患と
妊娠・授乳ハンドブック

 南山堂 村島温子・監 B5判　240頁 ¥3,600

19 コウノメソッドでみる 軽度認知障害
（MCI）【電子版付】　時計描画テスト，う
つ状態・てんかん・ADHDの知識

 日本医事新報
社

河野和彦・著 B5判　368頁 ¥4,900

20 新 脳神経外科手術のための解剖学  メジカル
ビュー社

松谷雅生・他
編集幹事

A4判　240頁 ¥20,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年3月分）
3月6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 低侵襲心臓手術の基本と実践　始めたいひ
とも，始めたひとも

 南江堂 日本低侵襲心
臓手術学会・
編

B5判　240頁 ¥10,000

22 AAP/AHA新生児蘇生テキストブック　（第2
版）

 医学書院 （Kattwinkel
J(ed)）　田村
正徳・監訳

A4変型判　336
頁

¥5,800

23 ?どう考えて，どう対応する？　子どもの微
症状ガイド　38の気になる徴候・症状

 文光堂 稲毛康司・著 B5判　136頁 ¥3,000

24 屈折異常とその矯正　（改訂第7版）  金原出版 所　敬・著 B5判　376頁 ¥9,500

25 ジェネラリストのための　症候から診る眼
疾患【電子版付】

 日本医事新報
社

石岡みさき・
著

B5判　128頁 ¥3,500

26 前十字靱帯（ACL）損傷診療ガイドライン
2019　（改訂第3版）

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　104頁 ¥3,000

27 末梢神経障害・損傷の修復と再建術 OS NEXUS 17  メジカル
ビュー社

岩崎倫政・編 A4判　192頁 ¥11,000

28 救急画像ティーチングファイル  医学書院 （Nissman
DB(ed)）　船
曵知弘・監訳

B5判　304頁 ¥4,800

29 改訂第5版 救急隊員標準テキスト　（5版）  へるす出版 救急隊員用教
本作成委員
会・編

A4判　330頁 ¥6,600

30 神経蘇生研修指導者ガイドブック  へるす出版 日本救急医学
会・監

A4判　216頁 ¥5,000

31 病棟で役立つ　せん妄の予防と対応  文光堂 川上忠孝・著 A5判　140頁 ¥2,500

32 臨床のなかの対話力　リハビリテーション
のことばをさがす

 協同医書出版
社

佐藤公治・他
著

B5判　188頁 ¥3,000

33 今日の臨床検査2019-2020  南江堂 櫻林郁之介・
監

B6判　736頁 ¥4,800

34 がんの臨床検査ハンドブック【電子版付】  日本医事新報
社

山田俊幸・編
著

A5判　268頁 ¥5,000

35 大腸癌治療ガイドライン　医師用 2019年版  金原出版 大腸癌研究
会・編

B5判　152頁 ¥1,700

36 乳がん薬物療法ハンドブック  南江堂 佐治重衡・編 新書判　344頁 ¥4,200

37 がん病態栄養専門管理栄養士のためのがん
栄養療法ガイドブック2019　（改訂第2版）

 南江堂 日本病態栄養
学会・編

B5判　272頁 ¥3,800

38 メディカルスタッフのための栄養療法ハン
ドブック　（改訂第2版）

 南江堂 佐々木雅也・
編

B6変型判　314
頁

¥2,800

39 臨床力をアップする漢方　西洋医学と東洋
医学のW専門医が指南！

 中山書店 加藤士郎・編 A5判　272頁 ¥4,300

●薬学

40 オピオイド ﾌｼﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ出版 宮本謙一　編
著

¥2,200

41 ZERO→ONE　スタートアップTDM　はじめて
の人も つまずいた人も 理論より実践！ バ
ンコマイシンからはじめよう！

 南山堂 香川県病院薬
剤師会 香川県
TDM委員会・編

B5判　136頁 ¥2,500

●医療技術

42 フレイルとロコモの基本戦略 先端医学社 葛谷雅文　他
編集

¥1,800

43 極めに･究める・内部障害 丸善出版 相澤純也　監
修

¥3,500

44 極めに･究める・運動器疾患 丸善出版 相澤純也　監
修

¥3,500

●科学･化学･栄養
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45 栄養科学ｼﾘｰｽﾞ　NEXT　公衆栄養学　第6版 講談社 酒井徹　他編 ¥2,800

46 スクーグ　分析化学 東京化学同人 小澤岳昌　訳 ¥3,900

●医学一般

47 改訂版　すぐわかる統計解析 東京図書 石村貞夫　他 ¥2,200

48 こんなときオスラー　『平静の心』を求め
て

 医学書院 平島　修・他
著

A5判　192頁 ¥2,400

49 佐藤教授とレジデント齋藤の超実践講座～
医学英語論文の書き方～

 医薬ジャーナ
ル社

佐藤伸一・著 B5判　200頁 ¥3,200

●臨床看護

50 はじめて学ぶ！　脳神経外科のキホンとケ
ア　ベテランドクターによる，最もシンプ
ルな講義

 総合医学社 柴田　靖・著 B5判　164頁 ¥2,600

51 新　弾性ストッキング・コンダクター　第2
版　静脈疾患・リンパ浮腫における圧迫療
法の基礎と臨床応用 （2版）

 へるす出版 岩井武尚・監 A5判　248頁 ¥3,200

52 基礎看護技術　（第8版）  医学書院 阿曽洋子・他
編

A4判　496頁 ¥4,800

●洋書

53 COLOR ATLAS OF CLINICAL HEMATOLOGY, 5TH
ED. - MOLECULAR & CELLULAR BASIS OF
DISEASE

05 WILEY-
BLACKWELL

A.V.HOFFBRAND
, P.VYAS,
E.CAMPO, ET
AL.(EDS.)

2019 ¥32,610

54 DIAGNOSTIC PATHOLOGY & MOLECULAR
GENETICS OF THE THYROID, 3RD ED. - A
COMPREHENSIVE GUIDE FOR PRACTICING
THYROID PATHOLOGY

3 WOLTERS
KLUWER

Y.E.NIKIFOROV
,
P.W.BIDDINGER
&
L.D.R.THOMPSO
N (EDS.)

2020 ¥32,490

55 ENDOCRINE & REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY,
5TH ED.

5 MOSBY USA B.A.WHITE,
J.R.HARRISON
&
L.M.MEHLMANN

2019 ¥6,660

56 GASTROINTESTINAL PHYSIOLOGY, 9TH ED.
(MOSBY PHYSIOLOGY MONOGRAPH SERIES)

9 MOSBY USA L.R.JOHNSON 2019 ¥6,660

57 MEMMLER'S THE HUMAN BODY IN HEALTH &
DISEASE, 14TH ED., PAPERBACK(INT'L ED.)

14 WOLTERS
KLUWER

B.J.COHEN &
K.L.HULL

2019 ¥8,370

58 OXFORD TEXTBOOK OF NEUROSCIENCE &
ANAESTHESIOLOGY

OXFORD
UNIVERSITY
PRESS

G.A.MASHOUR &
K.ENGELHARD
(EDS.)

2019 ¥27,020

59 SARCOIDOSIS -A CLINICIAN'S GUIDE ELSEVIER R.P.BAUGHMAN
& D.VALEYRE

2019 ¥15,490

●推薦

60 産婦人科必修母体急変時の初期対応 : J-
CIMELS公認講習会ベーシックコーステキス
ト : シミュレーションで分娩前後の母体安
全を徹底理解!. 第2版

メディカ出版 日本母体救命
システム普及
協議会, 京都
産婦人科救急
診療研究会編
著

¥4,400

61 小児の発熱A to Z : 診断・治療のtipsと
pitfalls

診断と治療社 原寿郎編著 ¥5,400

62 (電子ブック)写真でわかる小児看護技術ア
ドバンス －小児看護に必要な臨床技術を中
心に－

インターメ
ディカ

佐々木, 祥子
（編）　山
元, 恵子（監

¥16,280

63 (電子ブック)小児看護ケアマニュアル 中山書店 国立成育医療
研究センター
看護部（編）
五十嵐, 隆
（監修）

¥11,220
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64 （動画)川崎病で入院した小児の看護事例
(看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセ
スメント事例集)（30分）

医学映像教育
センター

伊藤奈津子原
案

¥30,800

65 主体性育成の観点からアクティブ・ラーニ
ングを考え直す

ナカニシヤ出
版

後藤文彦著 ¥2,700

66 PDCA理論で学ぶ内部障害理学療法 呼吸器疾
患　（エキスパート理学療法　2）

ヒューマン・
プレス

森沢知之, 野
村卓生責任編
集

¥3,000

計 66点 ¥450,500
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