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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 生命科学概論　第2版 朝倉書店 早稲田大学先
進理工学部

¥2,700

2 新版　生理学 理工図書 桑名俊一　他
編著

¥5,000

3 ワックスマン　脳神経解剖学 西村書店 樋田一徳　監
訳

¥3,900

4 Rをはじめよう生命科学のためのRStudio入
門

 羊土社 （Andrew P.
Beckerman）
富永大介・訳

B5判　256頁 ¥3,600

5 カエル教える　生物統計コンサルテーショ
ン　その疑問、専門家と一緒に考えてみよ
う

 羊土社 毛呂山　学・
著

A5判　200頁 ¥2,500

6 プロメテウス解剖学アトラス コンパクト版
（第2版）

 医学書院 （Schunke M
et al）　坂井
建雄・監訳

B6判　1,024頁 ¥4,800

7 プロメテウス解剖学アトラス　頭頸部／神
経解剖　（第3版）

 医学書院 （Schunke M）
坂井建雄・他
監訳

A4変型判　610
頁

¥11,500

8 ゲノム研究用・診療用病理組織検体取扱い
規程

 羊土社 日本病理学
会・編

A4判　160頁 ¥3,000

9 人間発達学　（5版） コメディカルのた
めの専門基礎分野
テキスト

 中外医学社 福田恵美子・
編

A5判　290頁 ¥2,600

10 口腔の発生と組織　（第4版）  南山堂 田畑　純・著 B5判　144頁 ¥4,000

●臨床医学一般

11 こころの治療薬ハンドブック　　第12版 星和書店 井上猛　他
編

¥2,700

12 高齢者のための糖尿病診療 丸善出版 岩岡秀明　他 ¥3,500

13 基礎としての精神病理学 星和書店 木谷知一　訳 ¥2,700

14 エマージェンシー　臨床推論 日経ＢＰ社 望月礼子 ¥4,000

15 最新　新生児外科学 ぱーそん書房 窪田昭男　他
編集

¥8,000

16 THE「手あて」の医療　身体診察・医療面接
のギモンに答えます

 羊土社 平島　修・編 B5判　234頁 ¥3,800

17 症例から学ぶ戦略的急性期脳卒中診断・治
療

 南山堂 伊藤義彰・編 B5判　250頁 ¥5,000

18 循環器治療薬ファイル　薬物治療のセンス
を身につける　（第3版）

 MEDSI 村川裕二・著 A5変型判　400
頁

¥7,000

19 熱血講義！心電図　匠が教える実践的判読
法

 医学書院 杉山裕章・執
筆

A5判　384頁 ¥4,000

20 消化器疾患最新の治療2019-2020  南江堂 小池和彦・他
編

B5判　512頁 ¥10,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年4月分）
4月3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 WHO分類改訂第4版による白血病・リンパ系
腫瘍の病態学

 中外医学社 木崎昌弘・他
編著

B5判　552頁 ¥14,000

22 ここが知りたい！糖尿病診療ハンドブック
Ver.4

 中外医学社 岩岡秀明・他
編著

A5変型判　430
頁

¥3,800

23 実践！　病を引き受けられない糖尿病患者
さんのケア

 医学書院 石井　均・編 A5判　240頁 ¥2,500

24 糖尿病治療薬最新メソッド　（3版）  日本医事新報
社

弘世貴久・監 A5判　304頁 ¥4,700

25 膠原病診療ノート【電子版付】　（4版）  日本医事新報
社

三森明夫・著 B5判　640頁 ¥5,900

26 医真菌100種　臨床で見逃していたカビたち  MEDSI 槇村浩一・著 B5判　232頁 ¥5,000

27 感染症プラチナマニュアル 2019 Grande  MEDSI 岡　秀昭・著 A5変型判　448
頁

¥3,500

28 抗菌薬ドリル　感染症診療に強くなる問題
集

 羊土社 羽田野義郎・
編

B5判　182頁 ¥3,600

29 覚醒下手術 ことはじめ  中外医学社 中田光俊・編
著

B5判　226頁 ¥8,000

30 脳動脈瘤　専門医になるための基本ポイン
ト

新NS NOW 17  メジカル
ビュー社

菊田健一郎・
編

A4判　180頁 ¥12,000

31 新　広汎子宮全摘術　（第3版）  メジカル
ビュー社

矢吹朗彦・著 A4判　288頁 ¥19,000

32 園医がやさしくレクチャー！　園児のケ
ガ・体調不良時の対処ガイド

 文光堂 稲見　誠・編 B5判　136頁 ¥2,500

33 こどもの皮膚のみかた　すべての医師・メ
ディカルスタッフのために

 診断と治療社 大嶋勇成・他
編著

B5変型判　408
頁

¥6,800

34 見ためと症候で探す！　こどもの皮膚診療  羊土社 大橋博樹・編 B5判　280頁 ¥5,400

35 整形外科 日常診療のエッセンス　脊椎  メジカル
ビュー社

紺野愼一・編 B5変型判　232
頁

¥8,000

36 接触皮膚炎とパッチテスト  学研メディカ
ル秀潤社

松永佳世子・
編

AB判　200頁 ¥9,000

37 ここまでできる ケロイド・肥厚性瘢痕の予
防と治療【電子版付】

 日本医事新報
社

小川 令・著 B5判　160頁 ¥5,000

38 ICU実践ハンドブック改訂版　病態ごとの治
療・管理の進め方

 羊土社 清水敬樹・編 A5判　719頁 ¥6,600

39 ER・ICU100のピットフォール  中外医学社 志馬伸朗・編
著

A5判　310頁 ¥3,800

40 急性循環不全 救急・集中治療ア
ドバンス

 中山書店 藤野裕士・編 B5判　344頁 ¥10,000

41 人工呼吸管理レジデントマニュアル  医学書院 則末泰博・編 B6変型判　218
頁

¥3,800

42 日本集中治療医学会専門医テキスト　第3版  真興交易医書
出版部

日本集中治療
医学会教育委
員会・編

A4判　960頁 ¥18,000

43 心エコー図検査 徳大超音波センターのオキ
テ100

 文光堂 山田博胤・他
編

B5判　188頁 ¥4,500

44 誰も教えてくれなかった！　頭蓋・顔面病
変の画像診断

 メジカル
ビュー社

土屋一洋・編 B5変型判　164
頁

¥5,000

45 細胞診を学ぶ人のために　（第6版）  医学書院 坂本穆彦・編 B5判　432頁 ¥9,800

46 改訂第6版がん化学療法レジメンハンドブッ
ク　治療現場で活かせる知識・注意点から
服薬指導・副作用対策まで　（6版）

 羊土社 日本臨床腫瘍
薬学会・監

B6変型判　816
頁

¥4,600

47 がん医療におけるこころのケアガイドライ
ンシリーズ 1　がん患者におけるせん妄ガ
イドライン　2019年版

 金原出版 日本サイコオ
ンコロジー学
会・他編

B5判　120頁 ¥2,000
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48 がん薬物療法における職業性曝露対策ガイ
ドライン　2019年版　（第2版）

 金原出版 日本がん看護
学会・他編

B5判　180頁 ¥2,200

49 小児・AYA世代の腫瘍に対する　陽子線治療
診療ガイドライン 2019年版

 金原出版 日本放射線腫
瘍学会・他編

B5判　92頁 ¥2,800

50 酸塩基平衡の考えかた　故きを・温ねて・
Stewart

 南江堂 丸山一男・著 A5判　272頁 ¥3,200

51 CVCパーフェクトガイド【電子版付】　挿入
時の安全対策から管理中の感染対策まで

 日本医事新報
社

井上善文・編
著

B5判　168頁 ¥5,000

●薬学

52 COMMON　DISEASEの病態生理と薬物治療 オーム社 寺田弘　他監
修

¥10,000

53 医療現場のための薬物相互作用リテラシー  南山堂 大野能之・他
編

B5判　304頁 ¥3,600

54 パートナー薬理学　（改訂第3版）  南江堂 石井邦雄・他
編

B5判　596頁 ¥6,500

55 災害医療ハンドブック  南山堂 日本災害医療
薬剤師学会・
監

B5判　300頁 ¥5,000

56 はじめる とりくむ　災害薬学  南山堂 名倉弘哲・他
編

B5判　260頁 ¥3,500

●医療技術

57 研究的思考法 三輪書店 樋口貴広 ¥3,000

58 詳解テキスト　医療放射線法令　第3版 名古屋大学出
版会

西澤邦秀　編 ¥4,500

59 X線ＣＴ 共立出版 戸田裕之 ¥6,400

60 臨床検査のガイドライン　JSLM2018 宇宙堂八木書
店

日本臨床検査
医学会

¥4,000

61 診療放射線技師国家試験対策全科　（第13
版）

 金芳堂 西谷源展・編
著

B5判　546頁 ¥8,500

62 若葉マークの画像解剖学　（第3版）  メジカル
ビュー社

磯辺智範・編 B5変型判　768
頁

¥7,400

63 臨床工学講座　医用情報処理工学　（第2
版）

 医歯薬出版 日本臨床工学
技士教育施設
協議会・監

B5判　268頁 ¥3,800

64 臨床工学講座　生体機能代行装置学　血液
浄化療法装置　（第2版）

 医歯薬出版 日本臨床工学
技士教育施設
協議会・監

B5判　272頁 ¥4,000

65 臨床工学講座　生体機能代行装置学　呼吸
療法装置　（第2版）

 医歯薬出版 日本臨床工学
技士教育施設
協議会・監

B5判　272頁 ¥3,800

66 臨床工学講座　生体機能代行装置学　体外
循環装置　（第2版）

 医歯薬出版 日本臨床工学
技士教育施設
協議会・監

B5判　276頁 ¥3,800

●リハビリテーション

67 機能解剖と触診  羊土社 MKPT研究会・
編

B5判　296頁 ¥7,000

68 言語聴覚障害学概論　（第2版） 標準言語聴覚障害
学

 医学書院 藤田郁代・シ
リーズ監修

B5判　288頁 ¥5,000

●科学･化学･栄養

69 教養の化学 東京化学同人 渡辺正　訳 ¥2,400

●臨床看護
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70 災害看護　心得ておきたい基本的な知識
（第3版）

 南山堂 小原真理子・
他監

B5判　300頁 ¥2,800

71 集中治療看護師のための臨床実践テキスト
療養状況と看護　編

 真興交易医書
出版部

日本集中治療
医学会看護テ
キスト作成
ワーキンググ
ループ・編

A4判　216頁 ¥3,500

72 がんサバイバーシップ　がんとともに生き
る人びとへの看護ケア　（第2版）

 医歯薬出版 近藤まゆみ・
編著

B5判　212頁 ¥3,800

●基礎看護

73 SMARTなプレゼンでいこう！  医学書院 前田圭介・著 A5判　148頁 ¥2,500

74 居るのはつらいよ　ケアとセラピーについ
ての覚書

シリーズ ケアをひ
らく

 医学書院 東畑開人・著 A5判　360頁 ¥2,000

●医学一般

75 創造性の脳科学 東京大学出版
会

坂本一寛 ¥3,000

76 精神科臨床の狭間で 星和書店 中安信夫 ¥1,600

77 若手院長です　開業のこと何でも質問して
ください

プリメド社 大橋博樹　他 ¥2,500

78 もしあなたが臨床研究を学んだら医療現場
はもっとときめく

じほう 福間真悟　他
編著

¥3,600

79 改訂新版　外科の歴史 時空出版 川満富裕　訳 ¥3,200

80 ﾐｸﾛﾜｰﾙﾄﾞ人体大図鑑　呼吸器と心臓 小峰書店 宮澤七郎　他
監修

¥2,800

81 医学・生命科学書 英文出版のすすめ　著作
を志す人へのメッセージ

 MEDSI 大垣雅昭・著 文庫判　76頁 ¥600

82 国際誌にアクセプトされる医学論文　一流
誌査読者調査に基づく「再現性のある研
究」時代の論文ガイド　（第2版）

 MEDSI 木原正博・他
訳

B5判　352頁 ¥4,600

●洋書

83 CLINICAL NEUROENDOCRINOLOGY - AN
INTRODUCTION

CAMBRIDGE
UNIVERSITY
PRESS

M.WILKINSON &
S.A.IMRAN

2019 ¥14,090

84 CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT IN
NEUROLOGY, 3RD ED.

03 MCGRAW-HILL
EDUCATION

J.C.M.BRUST 2019 ¥15,340

85 GANONG'S REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY,
26TH ED.

26 MCGRAW-HILL
EDUCATION

K.E.BARRETT,
S.M.BARMAN,
H.L.BROOKS,
ET AL.

2019 ¥11,620

86 HISTOLOGY, 8TH ED.(INT'L ED.)
- TEXT & ATLAS WITH CORRELATED CELL &
MOLECULAR BIOLOGY

08 WOLTERS
KLUWER

W.PAWLINA 2020 ¥11,240

87 OPHTHALMOLOGY REVIEW, 2ND ED. - A CASE
STUDY APPROACH

GEORG THIEME
VERLAG

K.SINGH,
W.E.SMIDDY &
A G LEE

2019 ¥21,520

88 TOP 3 DIFFERENTIALS IN VASCULAR &
INTERVENTIONAL　　RADIOLOGY - A CASE
REVIEW

GEORG THIEME
VERLAG

D.GOVER 2019 ¥13,640

●推薦

89 （電子ブック）Peters' atlas of tropical
medicine and parasitology. 7th ed.

Elsevier Laura
Nabarro,
Stephen
Morris-Jones,
David Moore

¥23,500

4月決定リスト 4 / 5 ﾍﾟｰｼﾞ



2019/4/3

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

計 89点 ¥533,950
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