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●基礎医学系

1 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ　コア生物学 八杉貞雄　監
訳

東京化学同人 ¥2,600

2 担当医としてこのように答えたい　がん患
者・家族からの質問

 へるす出版 山口俊晴・監 B5判　356頁 ¥4,800

3 Ross組織学　（原書第7版）  南江堂 内山安男・他
監訳

A4変型判
1,006頁

¥9,200

4 免疫・炎症病態×治療Update The Frontiers in
Life Sciences

南山堂 熊ノ郷　淳・
編

B5判　252頁 ¥5,600

●臨床医学一般

5 ＡＤＨＤと多動性障害 日本小児医事
出版社

岡明　監訳監
修

¥5,000

6 赤ちゃんの視覚と心の発達　　補訂版 東京大学出版
会

山口真美　他 ¥2,400

7 高齢者在宅医療･介護サービスガイドライン
2019

ライフ･サイエ
ンス

日本老年医学
会

¥1,000

8 実臨床に活かす　抗リウマチ薬ガイドブッ
ク

ﾌｼﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ出版 佐野統　編集 ¥3,800

9 実践　排尿障害治療図解 洋学社 菅原公男　編
著

¥6,000

10 臨床産科学テキスト メディカ出版 長谷川潤一
編著

¥10,000

11 新･総合診療医学　病院総合診療 医学編
第3版

カイ書林 徳田安春　監
修

¥7,000

12 咳嗽･喀痰の診療ガイドライン　2019 メディカルレ
ビュー社

日本呼吸器学
会

¥4,000

13 高血圧治療ガイドライン　2019 ライフサイエ
ンス出版

日本高血圧学
会

¥3,200

14 仮病の見抜きかた  金原出版 國松淳和・著 四六判　256頁 ¥2,000

15 レジデントのための内科クリニカルパール
1000

 医学書院 （Landsberg
L）　松村正
巳・他訳

A5変型判　320
頁

¥4,200

16 SHDインターベンションコンプリートガイド  医学書院 ストラク
チャークラ
ブ・ジャパ
ン・監

B5判　456頁 ¥13,500

17 内科救急で使える！　Point-of-Care超音波
ベーシックス[Web動画付]

 医学書院 亀田　徹・著 B5判　242頁 ¥4,500

18 初診外来で困らない！呼吸器内科鑑別診断
スキルアップ

 中外医学社 長　澄人・編 A5判　144頁 ¥3,000

19 画像所見のよみ方と鑑別診断　胆・膵
（第2版）

 医学書院 植木敏晴・編 B5判　416頁 ¥12,000

20 腎臓病診療でおさえておきたいCases36  医学書院 伊藤　裕・編
集代表

B5判　352頁 ¥6,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年6月分）
6月5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 内分泌機能検査実施マニュアル　（改訂第3
版）

 診断と治療社 成瀬光栄・他
編

B5判　120頁 ¥2,800

22 副甲状腺・骨代謝疾患診療マニュアル
（改訂第2版）

 診断と治療社 平田結喜緒・
監

B5判　264頁 ¥5,800

23 インスリン療法マニュアル　（第5版）  文光堂 薄井　勲・他
編

B6変型判　190
頁

¥2,400

24 EXPERT膠原病・リウマチ　（改訂第4版）  診断と治療社 住田孝之・編 B5判　416頁 ¥7,200

25 抗HIV／エイズ薬の考え方、使い方、そして
飲み方　ver.2

 中外医学社 岩田健太郎・
著

A5判　155頁 ¥2,600

26 症例から学ぶ　輸入感染症A to Z ver.2  中外医学社 忽那賢志・著 A5判　460頁 ¥5,800

27 かかりつけ医のための'認知症'診療スキル  へるす出版 小川紀雄・著 B5判　116頁 ¥2,400

28 脳神経外科 周術期管理のすべて　（第5
版）

 メジカル
ビュー社

松谷雅生・他
編

A5判　880頁 ¥10,000

29 呼吸器外科ロボット支援手術実践マニュア
ル　ロボットの導入と安全・確実な手術の
ために

 メジカル
ビュー社

日本呼吸器外
科学会 ロボッ
ト支援手術検
討部会・監

A4判　140頁 ¥9,000

30 産科婦人科疾患最新の治療2019-2021  南江堂 吉川史隆・他
編

B5判　270頁 ¥8,500

31 子宮内膜症の診かた，考えかた  中外医学社 原田　省・著 A5判　216頁 ¥4,600

32 周産期心筋症診療の手引き  中外医学社 厚生労働科学
研究（難治性
疾患政策研究
事業）「周産
期（産褥性）
心筋症の、早
期診断検査確
立研究の継続
と診断ガイド
ライン作成」
班・「特発性
心筋症に関す
る調査研究」
班・編

B5判　120頁 ¥3,600

33 胎児診断・管理のABC　（第6版）  金芳堂 森　巍・監 B5判　304頁 ¥8,700

34 小児のマイナートラブル ハンドブック  中外医学社 市川光太郎・
編

A5判　346頁 ¥5,800

35 新版　乳幼児健診ハンドブック  診断と治療社 平岩幹男・著 A5判　204頁 ¥2,800

36 耳鳴診療ガイドライン　2019年版  金原出版 日本聴覚医学
会・編

B5判　96頁 ¥2,500

37 内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術　[手術動
画・3DCT画像データDVD-ROM付]　CT読影と
基本手技　（第2版）

 医学書院 中川隆之・編 A4判　368頁 ¥15,000

38 整形外科医のための神経学図説　脊髄・神
経根障害レベルのみかた，おぼえかた
（原書第2版）

 南江堂 長野　昭・訳 B5判　216頁 ¥5,500

39 学会では教えてくれない　アトピー性皮膚
炎の正しい治療法

 日本医事新報
社

渡辺晋一・著 B5判　256頁 ¥6,400

40 皮膚科トラブル対応テキスト  文光堂 出光俊郎・編 B5判　200頁 ¥7,000

41 美容医療 形成外科治療手技
全書 7

克誠堂出版 波利井清紀・
他監

B5判　350頁 ¥20,000

42 一歩進んだ麻酔管理　～常識は常に真実か?
～

 克誠堂出版 国沢卓之・編 A5判　310頁 ¥6,500

43 症例から学ぶ泌尿器疾患の画像診断  MEDSI 鳴海善文・編 B5判　488頁 ¥7,800
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44 神経内科疾患の画像診断　第2版  学研メディカ
ル秀潤社

柳下　章・著 B5判　1,150頁 ¥15,000

45 すぐに役立つ頭部CT診断マニュアル  MEDSI 百島祐貴・著 B5判　300頁 ¥4,800

46 頭頸部のCT・MRI　（第3版）  MEDSI 尾尻博也・他
編

B5判　880頁 ¥15,000

47 カンファレンスで学ぶ　多職種で支える 一
人暮らしの在宅ケア

 南山堂 森　清・編 B5判　120頁 ¥2,000

48 この1冊で極める胸痛の診断学　あわてずに
正確な診断をつけるために

 文光堂 横江正道・著 B5判　210頁 ¥3,800

49 ジェネラリストのための眼科診療ハンド
ブック　（第2版）

 医学書院 石岡みさき・
著

A5判　218頁 ¥3,400

50 マクギーのフィジカル診断学　（原著第4
版）

 診断と治療社 徳田安春・監
訳

B5判　580頁 ¥6,800

51 さあ、医学研究をはじめよう！  中外医学社 北風政史・著 A5判　262頁 ¥4,400

52 免疫染色究極マニュアル  金芳堂 伊藤智雄・編
著

B5変型判　368
頁

¥9,200

53 What's New in Oncology がん治療エッセン
シャルガイド　（第4版）

 南山堂 佐藤隆美・他
編

B5判　424頁 ¥9,800

54 脳腫瘍診療ガイドライン　2019年版　1 成
人脳腫瘍編・2 小児脳腫瘍編

 金原出版 日本脳腫瘍学
会・編

B5判　208頁 ¥3,800

55 フローチャートメンタル漢方薬  新興医学出版
社

新見正則・著 B6変型判　150
頁

¥2,700

●医療技術

56 医用画像　ディープラーニング入門 オーム社 藤田広志　監
修

¥2,700

57 標準　医用画像のためのディープラーニン
グ　入門編

オーム社 藤田広志　監
修

¥2,800

58 診療放射線技術 下巻　（改訂第14版）  南江堂 小塚隆弘・他
監

B5判　422頁 ¥6,800

59 診療放射線技術 上巻　（改訂第14版）  南江堂 小塚隆弘・他
監

B5判　458頁 ¥6,800

60 患者さんに伝えたい　摂食嚥下のアドバイ
ス　55のポイント

 医歯薬出版 野﨑園子・編 B5判　146頁 ¥3,400

●科学･化学･栄養

61 ｲﾗｽﾄで学ぶ　高齢者リハビリテーション栄
養

講談社 若林秀隆 ¥2,400

62 基礎栄養学　補訂版 東京化学同人 池田彩子　他 ¥2,500

63 大学院講義　有機化学　第2版 東京化学同人 相澤純也　監
修

¥3,500

64 臨床栄養学　（改訂第3版） 健康・栄養科学シ
リーズ

南江堂 国立研究開発
法人 医薬基
盤・健康・栄
養研究所・監

B5判　448頁 ¥3,800

●医学一般

65 糖尿病はグルカゴンの反乱だった 星和書店 稙田太郎 ¥1,700

66 がんと腹水治療 星の環会 松﨑圭祐 ¥1,800

67 死と愛　　新版 みすず書房 霜山徳爾 ¥2,700

68 世界に通じるメディカルライティング ライフサイエ
ンス出版

ﾘｰ･ｼﾓﾝ ¥2,200
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69 添削形式で学ぶ　科学英語論文 講談社 齋藤恭一 ¥2,300

70 不育症･早産･産後うつ病･児の自閉症を防ぐ
ビタミンＭの効果！

医学と看護社 蒲原聖司 ¥2,500

71 ハローマッチング　2019 テコム 石黒達昌 ¥2,700

72 脳のリズム みすず書房 渡部喬光　監
訳

¥5,200

73 続　パーキンソン病はこうすれば変わる 三輪書店 橋本弘子　編
著

¥2,800

74 医学生・若手医師のための誰も教えてくれ
なかったノンテクニカルスキル

 金芳堂 笹本浩平・著 A5判　120頁 ¥2,800

75 医事紛争を防げ！　演習で学ぶ医師・看護
記録　「模擬カルテ開示」を楽しもう

 金芳堂 嶋崎明美・著 B5判　146頁 ¥3,000

76 図説　医学の歴史  医学書院 坂井建雄・著 B5判　656頁 ¥5,800

77 あなたの臨床研究応援します　医療統計に
つながる正しい研究デザイン，観察研究の
効果的なデータ解析

 羊土社 新谷　歩・著 A5判　175頁 ¥2,800

78 基礎医学統計学　（改訂第7版）  南江堂 加納克己・他
著

B5判　242頁 ¥2,300

●臨床看護

79 今日の助産　マタニティサイクルの助産診
断・実践過程　（改訂第4版）

 南江堂 北川眞理子・
他編

A5判　1,216頁 ¥8,800

●基礎看護

80 病態・治療論［13］　産科婦人科疾患 看護学テキスト
NiCE

 南江堂 百枝幹雄・他
編

B5判　416頁 ¥2,800

81 病態・治療論［14］　小児疾患 看護学テキスト
NiCE

 南江堂 真部　淳・他 B5判　372頁 ¥2,600

82 病態・治療論［5］　内分泌・代謝疾患 看護学テキスト
NiCE

 南江堂 能登　洋・他
編

B5判　242頁 ¥2,000

●洋書

83 ANDREWS' DISEASES OF THE SKIN, 13TH ED.
- CLINICAL DERMATOLOGY

13 ELSEVIER W.D.JAMES,
D.M.ELSTON,
J.R.TREAT, ET
AL.

2020 ¥30,680

84 BASIC IMMUNOLOGY, 6TH ED. - FUNCTIONS &
DISORDERS OF THE IMMUNE SYSTEM

6 ELSEVIER A.K.ABBAS,
A.H.LICHTMAN
& S.PILLAI

2020 ¥10,840

85 WASHINGTON MANUAL OF MEDICAL
THERAPEUTICS, 36TH ED.

36 WOLTERS
KLUWER

Z.CREES,
C.FRITZ,
A.HEUDEBERT,
ET AL.(EDS.)

2020 ¥8,430

●推薦

86 （電子ブック）内科学書　9版 中山書店 ¥79,750

87 トップランナーの感染症外来診療術 医学書院 羽田野義郎,
北和也編集

¥4,200

88 消化器内視鏡ハンドブック. 2版 日本メディカ
ルセンター

日本消化器内
視鏡学会卒後
教育委員会責
任編集

¥5,000

89 計算論的精神医学 : 情報処理過程から読み
解く精神障害

勁草書房 国里愛彦 [ほ
か] 著

¥3,500

90 医師のためのアンガーマネジメント 日本医事新報
社

日本医事新報
社編

¥2,700
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91 医書の世界　（書物学　7巻） 勉誠出版 勉誠企画・編
集

¥1,500

92 がん免疫療法とは何か 岩波書店 本庶佑著 ¥760

93 サルコペニア診療ガイドライン　2017年版 日本サルコペ
ニア・フレイ
ル学会 : 国立
長寿医療研究
センター

サルコペニア
診療ガイドラ
イン作成委員
会編

¥2,200

94 生命科学・医療系のための情報リテラシー
: 情報検索からレポート,研究発表まで. 3
版

丸善出版 飯島史朗, 石
川さと子著

¥3,000

95 世にも危険な医療の世界史 文藝春秋 リディア・ケ
イン, ネイ
ト・ピーダー
セン著 ; 福井
久美子訳

¥2,200

96 「がん」はなぜできるのか : そのメカニズ
ムからゲノム医療まで

講談社 国立がん研究
センター研究
所編

¥1,100

97 10億分の1を乗りこえた少年と科学者たち :
世界初のパーソナルゲノム医療はこうして
実現した

紀伊國屋書店 マーク・ジョ
ンソン, キャ
スリーン・ギ
ャラガー著 ;
梶山あゆみ訳

¥1,800

計 97点 ¥592,360

6月決定リスト 5 / 5 ﾍﾟｰｼﾞ


