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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 薬理学をおもしろく学ぶ サイオ出版 内田直樹　他 ¥3,000

2 トートラ　人体の構造と機能　第5版　（原
書15版）

丸善出版 桑木共之　他
編訳

¥10,000

3 免疫生物学　（原書第9版）  南江堂 笹月健彦・他
監訳

A4変型判　910
頁

¥8,500

4 リーズナブル免疫生物学  中外医学社 吉田龍太郎・
著

B5判　224頁 ¥5,200

5 決定版　オルガノイド実験スタンダード
開発者直伝！　珠玉のプロトコール集

 羊土社 佐藤俊朗・編 B5判　372頁 ¥9,000

●臨床医学一般

6 2019ポケット呼吸器診療 シーニュ 林清二　他 ¥1,800

7 初期研修医･総合診療医のための　小児科
ファーストタッチ

じほう 岡本光宏 ¥4,000

8 臨床心理学入門 東京大学出版
会

下山晴彦　編
訳

¥2,200

9 胃がん･大腸がん　一緒に考えましょう、あ
なたの治療

ヴァンメディ
カル

佐藤温 ¥1,800

10 サルコペニア診療実践ガイド ライフサイエ
ンス出版

ｻﾙｺﾍﾟﾆｱ診療実
践

¥1,800

11 ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ臨床でみる　腰痛･手足のしびれ
診療最前線

三輪書店 大鳥精司　他
編集

¥4,200

12 急性･慢性心不全診療ガイドライン　かかり
つけ医向けガイダンス

ライフサイエ
ンス出版

日本心不全学
会

¥1,000

13 脳･心･腎血管疾患クリニカル･トライアル
2019

ライフサイエ
ンス出版

臨床研究適正
評価

¥1,400

14 循環器大規模臨床試験要約集　2018年版 メディカルレ
ビュー社

小室一成　他
監修

¥2,500

15 脳ドックのガイドライン　2019｢改訂･第5
版」

響文社 脳ﾄﾞｯｸのｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ

¥3,800

16 ジェネラリスト必携！　この皮膚疾患にこ
の処方

 医学書院 宮地良樹・他
編

A5判　240頁 ¥4,000

17 ジェネラリスト必携！　この皮膚疾患のこ
の発疹

 医学書院 宮地良樹・他
編

A5判　256頁 ¥4,000

18 ホワイトライオンも追え！　ゼブラへのリ
スペクト，そして見逃せない鑑別疾患

 MEDSI 志水太郎・監 A5判　280頁 ¥3,000

19 目でみるトレーニング　第4集　内科系専門
医受験のための必修臨床問題

 医学書院 『medicina』
編集委員会・
監

B5判　336頁 ¥6,000

20 Cutting Edge of Molecular Cardiology
新しい臨床を開拓するための分子循環器病
学

 南山堂 小室一成・編 B5判　240頁 ¥6,000

21 大阪府済生会中津病院編　PCIで使い倒す
OCT/OFDI徹底活用術

 メジカル
ビュー社

志手淳也・編
著

B5判　152頁 ¥6,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年5月分）
5月1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。
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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22 現場のお悩みズバリ解決！循環器の高齢者
診療"術"

 南江堂 代田浩之・監 A5判　264頁 ¥4,200

23 ザ・マニュアル　心不全のセット検査  メジカル
ビュー社

猪又孝元・編 B5判　160頁 ¥3,800

24 心電図の読み“型”教えます！　Season 1  中外医学社 杉山裕章・著 A5判　152頁 ¥3,200

25 スキ間で極意・学習編!!　心電図プロの見
方が面白いほど見える本

スキ間で極意  克誠堂出版 上嶋健治・著 B5判　190頁 ¥5,600

26 循環器感染症 －難治性症例へのアプローチ
－

 南山堂 小林順二郎・
監

B5判　128頁 ¥3,500

27 循環器内科医のCKD冒険記  南山堂 山下武志・著 A5判　200頁 ¥3,000

28 飯塚イズムで学ぶ　流れがわかる！呼吸器
診療の歩きかた

 南山堂 飯塚病院呼吸
器内科・編

B6変型判　442
頁

¥3,000

29 気管支鏡テキスト　（第3版）  医学書院 日本呼吸器内
視鏡学会・編

A4判　400頁 ¥12,000

30 呼吸器疾患最新の治療2019-2020  南江堂 門田淳一・他
編

B5判　534頁 ¥10,000

31 レジデントのための　やさしイイ呼吸器教
室　ベストティーチャーに教わる全29章
（第3版）

 日本医事新報
社

長尾大志・著 B5変型判　576
頁

¥4,600

32 Lesson！胸部画像の読みかた  南江堂 喜舎場朝雄・
編

B5判　176頁 ¥4,200

33 慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2019  文光堂 日本肝臓学
会・編

B5判　96頁 ¥2,000

34 血液病レジデントマニュアル　（第3版）  医学書院 神田善伸・著 B6変型判　504
頁

¥4,200

35 医師のために論じた判断できない抗菌薬の
いろは　（第3版）

 MEDSI （Alan R.
Hauser）　岩
田健太郎・監
訳

B5変型判　354
頁

¥5,000

36 脳梗塞診療読本　（3版）  中外医学社 豊田一則・編
著

A5判　460頁 ¥6,400

37 ウィリアムス産科学　原著25版  南山堂 岡本愛光・監 四六倍判
1,656頁

¥38,000

38 産科危機的出血への対応  メジカル
ビュー社

関　博之・他
編

B5判　216頁 ¥7,000

39 産婦人科外来処方マニュアル　（第5版）  医学書院 青野敏博・他
編

B6変型判　216
頁

¥3,200

40 未来の赤ちゃんに出会うために　不妊治
療・体外受精のすすめ　（第3版）

 南山堂 成田　収・著 B5判　184頁 ¥2,500

41 ロボット支援子宮全摘術のABC  メジカル
ビュー社

井坂惠一・著 B5判　176頁 ¥9,000

42 周産期・新生児　栄養代謝の基礎知識を使
いこなそう！

 金芳堂 河井昌彦・著 A5判　166頁 ¥3,800

43 長野県立こども病院方式　超低出生体重児
の管理マニュアル

 メジカル
ビュー社

中村友彦・監 B5判　368頁 ¥8,000

44 小児科診療ガイドライン　最新の診療指針
（第4版）

 総合医学社 五十嵐　隆・
編

B5判　736頁 ¥15,000

45 小児コモン60疾患実践的ガイドライン活用
術

 中山書店 伊藤秀一・編 B5判　400頁 ¥8,500

46 新　小児てんかん診療マニュアル  診断と治療社 高橋幸利・編 B5判　452頁 ¥6,800

47 チョードリー先生と学ぶ 小児神経画像エッ
センシャルズ

 MEDSI 桑原功光・訳 B5判　344頁 ¥8,000

48 眼科疾患最新の治療2019-2021  南江堂 大橋裕一・他
編

B5判　408頁 ¥9,500
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49 診療で役立つ！　近視進行予防のサイエン
ス

 金原出版 坪田一男・編 B5判　192頁 ¥8,500

50 蛍光眼底造影ケーススタディ　エキスパー
トはFA・IA・OCTAをこう読み解く

 医学書院 飯田知弘・編 B5判　312頁 ¥9,000

51 緑内障道場　診断・治療の一手ご指南  医学書院 木内良明・編 B5判　280頁 ¥9,000

52 運動器超音波画像の読みかた  南江堂 仲村一郎・訳 A4変型判　350
頁

¥6,000

53 前立腺癌のすべて　基礎から最新治療まで
（第4版）

 メジカル
ビュー社

市川智彦・他
編

B5変型判　416
頁

¥11,000

54 肝の画像診断　画像の成り立ちと病理・病
態　（第2版）

 医学書院 松井　修・編 B5判　328頁 ¥9,000

55 胸部X線カゲヨミ　「異常陰影なし」と言い
切るために

 羊土社 中島幹男・著 B5判　165頁 ¥3,600

56 レジデント・臨床検査技師のための　はじ
めての超音波検査　1冊でわかる全科のエ
コーのポイント　（第2版）

 文光堂 森　秀明・他
編

AB判　390頁 ¥7,500

57 レジデントのための画像診断の鉄則  医学書院 山下康行・著 B5判　226頁 ¥3,800

58 イラストでわかる患者さんのための心臓リ
ハビリ入門　（2版）

 中外医学社 上月正博・他
編

B5判　126頁 ¥1,800

59 緩和ケアエッセンシャルドラッグ　症状ア
セスメント＆マネジメント　（第4版）

 医学書院 恒藤　暁・他
著

三五変型判
328頁

¥2,200

60 緩和ケア ポケットマニュアル  南山堂 宇井睦人・著 三五変型判
180頁

¥2,000

61 がん免疫療法ガイドライン　（第2版）  金原出版 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　162頁 ¥2,200

62 気になる向精神薬 Essence for
Resident

 医学書院 天沢ヒロ・著 A5判　176頁 ¥3,400

63 プライマリ・ケア医も 精神科医も 精神症
状に使える！漢方処方レシピ集

 金芳堂 宮内倫也・著 A5判　216頁 ¥3,000

●社会医学

64 シンプル衛生公衆衛生学2019  南江堂 鈴木庄亮・監 B5判　418頁 ¥2,400

65 NEWエッセンシャル　法医学　（第6版） エッセンシャルシ
リーズ

 医歯薬出版 髙取健彦・監 A5判　624頁 ¥8,800

●薬学

66 改訂7版　薬剤師のための臨床検査の知識 じほう 笹隈富治子
監修

¥2,200

67 いちばん適切な薬剤が選べる　同効薬捕獲
ガイド2　第2版

じほう 黒山政一　編
集代表

¥2,800

68 新 図解表説　薬理学･薬物治療学　第2版 テコム 菱沼滋 ¥6,400

69 臨床腫瘍薬学 じほう 日本臨床腫瘍
薬学会

¥9,800

●医療技術

70 核医学検査ハンドブック オーム社 大西英雄　編 ¥3,200

71 カパンジー機能解剖学　全3巻　（原著第7
版）

 医歯薬出版 （A.I.Kapandj
i）　塩田悦
仁・訳

A4変型判
1,062頁

¥20,500

72 脳卒中理学療法の理論と技術　（第3版）  メジカル
ビュー社

原　寛美・他
編

B5変型判　560
頁

¥6,500

●科学･化学･栄養

5月決定リスト 3 / 5 ﾍﾟｰｼﾞ



2019/5/1

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

73 知っておきたい有機反応100　第2版 東京化学同人 日本薬学会編 ¥2,700

●医学一般

74 東洋医学と現代病 筑波出版会 白川徳仁　他 ¥1,200

75 続　ムダな医療 日経ＢＰ社 室井一辰 ¥1,500

76 いかにして日本の精神分析は始まったか みすず書房 西見奈子 ¥3,200

77 医学統計学ｼﾘｰｽﾞ２　新版　統計モデル入門 朝倉書店 丹波俊郎 ¥4,300

78 私の生命倫理学ノート メディカルドｳ 千代豪昭 ¥3,500

79 スポーツと運動の筋膜 ラウンドフ
ラット

竹内京子　監
訳

¥6,800

80 医療英会話キーワード辞典　そのまま使え
る16000例文

 医学書院 森島祐子・他
著

B6判　776頁 ¥3,800

81 生涯論文！忙しい臨床医でもできる英語論
文アクセプトまでの道のり

 金芳堂 谷本哲也・著 A5判　204頁 ¥3,200

82 精神科　（第2版） シリーズ まとめて
みた

 医学書院 天沢ヒロ・著 A5判　232頁 ¥2,800

83 「認知症の人が参加する研究の倫理」に関
する提言　意思決定能力が低下した人を支
援するために

 へるす出版 日本臨床倫理
学会・監

B5判　74頁 ¥1,800

84 医療福祉総合ガイドブック　2019年度版  医学書院 日本医療ソー
シャルワーク
研究会・編

A4判　328頁 ¥3,300

85 医療現場のリーダーシップABC　より良い医
療チームを目指して

 MEDSI 山脇正永・監
訳

A4変型判　112
頁

¥3,500

86 ドクターがやさしく教える！医療AI入門  金原出版 山下康行・著 A5判　160頁 ¥2,800

87 論文を正しく読み書くためのやさしい統計
学　（改訂第3版）

 診断と治療社 中村好一・編 B5判　200頁 ¥3,900

●臨床看護

88 医のアート　ヒーラーへのアドバイス  中外医学社 （Richard
Colgan）　塚
原知樹・訳

A5判　182頁 ¥2,400

89 倫理コンサルテーション ハンドブック  医歯薬出版 堂囿俊彦・編
著

B5判　144頁 ¥3,500

●基礎看護

90 論文・レポートが変わる！　看護学生のた
めの科学的作文レッスン

 医学書院 倉茂好匡・著 B5判　128頁 ¥1,900

●洋書

91 DIFFERENTIAL DIAGNOSIS IN NEUROLOGY &
NEUROSURGERY, 2ND ED. - A CLINICIAN'S
POCKET GUIDE

2 GEORG THIEME
VERLAG

S.A.TSEMENTZI
S

2019 ¥10,720

92 FITZPATRICK'S DERMATOLOGY. 9TH ED., IN
2 VOLS.

9 MCGRAW-HILL
EDUCATION,
ASIA

S.KANG,
M.AMAGAI,
A.L.BRUCKNER,
ET AL.(EDS.)

2019 ¥48,250

93 GRAY'S ANATOMY FOR STUDENTS, 4TH ED. 4 CHURCHILL
LIVINGSTONE,I
NC.(USA

R.L.DRAKE,
A.W.VOGL &
A.W.M.MITCHEL
L

2020 ¥13,940

94 LIPPINCOTT'S ILLUSTRATED REVIEWS:
PHYSIOLOGY, 2ND ED.

02 WOLTERS
KLUWER

R.R.PRESTON &
T.E.WILSON

2019 ¥9,240
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95 MAKING THE DIAGNOSIS IN ORTHOPAEDICS -
A VIDEO ENHANCED GUIDE TO IDENTIFYING
MUSCULOSKELETAL DISORDERS

WOLTERS
KLUWER

I.J.DEMPSEY &
M.D.MILLER

2020 ¥11,240

96 NEUROSURGICAL OPERATIVE ATLAS: VASCULAR
NEUROSURGERY, 3RD ED.

03 GEORG THIEME
VERLAG

R.L.MACDONALD
(ED.)

2019 ¥22,910

●推薦

97 連帯の医学 京都大学学術出版
会

大高道也著 ¥3,400

98 臨床のための脳と神経の解剖学 メディカルサイエ
ンスインターナ
ショナル

Paul A.
Young,村上 徹
監訳

¥6,800

99 ふだんづかいの倫理学 晶文社 平尾昌宏 著 ¥1,800

100 Nelson textbook of pediatrics. 21st ed. Elsevier [edited by]
Robert M.
Kliegman ...
[et al.]

¥22,170

101 Robbins basic pathology. 10th ed Elsevier Vinay Kumar,
Abul K.
Abbas, Jon C.
Aster

¥13,940

102 マクマリー生物有機化学. 有機化学編　原
書8版

丸善出版 John McMurry
[ほか著] ; 上
田実 [ほか]
訳

¥4,500

103 マクマリー生物有機化学. 生化学編　原書8
版

丸善出版 John McMurry
[ほか著] ; 上
田実 [ほか]
訳

¥4,900

104 カラー基本生理学 西村書店 バーン, レ
ヴィ [編] ;
有田順 [ほか]
訳

¥4,900

105 やさしい医療系の統計学. 2版 医歯薬出版 佐藤敏雄, 村
松宰著

¥3,000

106 （電子ブック）絵でみる和漢診療学 （JJN
ブックス）

医学書院 寺澤捷年
（編）

¥5,280

107 放射線治療基礎知識図解ノート : 図, 表,
画像が満載! 要点がわかる!

金原出版 磯辺智範編集 ¥6,500

108 Bailey & Love's short practice of
surgery. 27th ed.: International
Student's Edition [Paperback]

CRC Press edited by
Norman S.
Williams [et
al.]

¥9,735

計 108点 ¥687,125
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