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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 町田志樹の聴いて覚える　起始停止 三輪書店 町田志樹 ¥2,000

2 唾液腺細胞診ミラノシステム  金芳堂 （William C.
Faquin/Esther
Diana Rossi）
樋口佳代子・
他監訳

B5判　155頁 ¥8,200

3 もっとよくわかる！炎症と疾患　あらゆる
疾患の基盤病態から治療薬までを理解する

 羊土社 松島綱治・著 B5判　151頁 ¥4,900

●臨床医学一般

4 老衰を診る メディカ出版 今永光彦 ¥3,000

5 ＥＭＤＲツールボックス 星和書店 菊池安希子
他

¥4,500

6 新・総合診療医学　診療所　総合診療医学
編　第3版

カイ書林 藤沼康樹　監
修

¥7,000

7 糖尿病療養指導ガイドブック　2019 メディカルレ
ビュー社

日本糖尿病療
養指導士

¥3,000

8 ここが知りたい！　内科外来ハンドブック  中外医学社 岩岡秀明・他
編著

B6判　592頁 ¥4,600

9 読めばわかる！臨床不眠治療―睡眠専門医
が伝授する不眠の知識―

 全日本病院出
版会

中山明峰・著 B5判　96頁 ¥3,000

10 HTLV-1関連脊髄症（HAM）診療ガイドライン
2019　HTLV-1陽性関節リウマチ＆HTLV-1陽
性臓器移植　診療の対応を含めて

 南江堂 日本神経学
会・他監

B5判　212頁 ¥4,300

11 神経心理検査ベーシック  中外医学社 武田克彦・他
編著

A5判　322頁 ¥4,800

12 脳神経内科医のための 末梢神経・筋疾患
診断トレーニング　「電気生理×病理×画
像」を読み解く30ケース

 南江堂 楠　進・他編 B5判　212頁 ¥7,000

13 脳神経内科グリーンノート  中外医学社 桑原　聡・編
著

B6変型判　352
頁

¥4,600

14 むかしの頭で診ていませんか？神経診療を
スッキリまとめました

 南江堂 宮嶋裕明・編 A5判　240頁 ¥3,800

15 よくわかる神経内科学  中山書店 渡辺雅幸・著 B5判　220頁 ¥3,500

16 臨床医のための 医学からみた認知症診療
医療からみる認知症診療 ―診断編

 中外医学社 川畑信也・著 B5判　258頁 ¥4,600

17 アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引
き

 医学書院 日本医療研究
開発機構 「ア
レルギー性気
管支肺真菌
症」研究班・
編

B5判　120頁 ¥3,500

18 医療者のための結核の知識　（第5版）  医学書院 四元秀毅・編 B5判　226頁 ¥3,400

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年7月分）
7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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19 むかしの頭で診ていませんか？腎臓・高血
圧診療をスッキリまとめました

 南江堂 長田太助・編 A5判　228頁 ¥3,800

20 内分泌疾患の診かた、考えかた  中外医学社 田上哲也・著 A5判　240頁 ¥3,400

21 バセドウ病治療ガイドライン2019  南江堂 日本甲状腺学
会・編

B5判　208頁 ¥3,400

22 雑学キング　耳・鼻・のど  新興医学出版
社

宮崎総一郎・
編

A5判　112頁 ¥2,500

23 腰痛診療ガイドライン2019　（改訂第2版）  南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　110頁 ¥3,000

24 エビデンスに基づくスキンケアQ&A　あたら
しい皮膚科治療へのアプローチ

 中山書店 宮地良樹・他
編

B5判　244頁 ¥5,400

25 ERで闘うためのクスリの使い方  中外医学社 久村正樹・編
著

A5判　258頁 ¥4,200

26 医療者のための熱中症対策Q&A【電子版付】  日本医事新報
社

三宅康史・編
著

B5判　208頁 ¥4,500

27 救急・集中治療領域における感染症診療  克誠堂出版 氏家良人・監 A5判　206頁 ¥4,600

28 双極性障害　病態の理解から治療戦略まで
（第3版）

 医学書院 加藤 忠史 著 A5判　360頁 ¥5,000

29 プライマリケアの現場で役立つ　さらに！
一発診断100　すばやく診断に迫るコツと技

 文光堂 宮田靖志・他
編著

B5判　220頁 ¥5,000

30 プライマリ・ケアを極める  中外医学社 石井　正・監 A5判　358頁 ¥4,600

31 脊髄損傷リハビリテーションマニュアル
（第3版）

 医学書院 神奈川リハビ
リテーション
病院脊髄損傷
リハビリテー
ションマニュ
アル編集委員
会・編

B5判　344頁 ¥5,200

32 正常と異常が一目でわかる 総合診療のため
の病理診断ケーススタディ

 医学書院 青木　眞・監 B5判　152頁 ¥4,000

33 遺伝性腫瘍ハンドブック  金原出版 日本家族性腫
瘍学会・編

B5判　188頁 ¥3,800

34 エビデンスを活かす 漢方でできるがんサ
ポーティブケア

 南山堂 元雄良治・著 A5判　200頁 ¥2,800

35 がんのリハビリテーション診療ガイドライ
ン　（第2版）

 金原出版 日本リハビリ
テーション医
学会・編

A4判　320頁 ¥3,500

36 静がんメソッド 乳癌編　静岡がんセンター
から学ぶ最新化学療法＆有害事象マネジメ
ント　（第2版）

 日本医事新報
社

安井博史・監 B5判　184頁 ¥4,800

37 専門家をめざす人のための緩和医療学
（改訂第2版）

 南江堂 日本緩和医療
学会・編

B5判　468頁 ¥6,300

38 漢方?外来　先生、儲かりまっか？  新興医学出版
社

新見正則・著 B5判　132頁 ¥2,000

39 こころにもからだにも効く漢方  中外医学社 小野真吾・著 A5判　296頁 ¥3,800

●臨床医学外科系

40 「超」入門　脳神経外科術中モニタリング
改訂２版

メディカ出版 佐々木達也
他

¥9,000

41 ﾌﾟﾗｲﾑ脳神経外科3 脳･脊髄動脈奇形と頭蓋
内・脊髄硬膜動静脈瘻

三輪書店 木内博之　他
監修

¥14,000

42 整形外科医が今日から始める　がんロコモ
がん患者が「動けること」がいま求められ
ている

 総合医学社 ロコモ チャレ
ンジ！推進協
議会 がんロコ
モワーキング
グループ・編

A5判　168頁 ¥3,500
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43 術中合併症対策と術後管理指示  克誠堂出版 稲垣喜三・他
編

B5判　360頁 ¥8,600

●薬学

44 急性期漢方マニュアル 源草社 中永士師明 ¥3,000

45 Ｑ＆Ａでわかる がん疼痛緩和ケア　第2版 じほう 的場元弘　監
修

¥3,400

46 わかりやすい薬理学　第13版 創風社 伊藤芳久　他 ¥4,500

●医療技術

47 腹部超音波検査のこれそうなんだ！ メディカ出版 小川眞広　他 ¥3,400

48 神経難病リハビリテーション100の叡智　第
2版

gene 寄本恵輔 ¥6,480

49 遺伝子・染色体検査技術教本 丸善出版 日本臨床衛生
検査技師会

¥5,000

50 スタンダード細胞診テキスト　（第4版）  医歯薬出版 水口國雄・監 B5判　480頁 ¥9,000

51 脳卒中　基礎知識から最新リハビリテー
ションまで

 医歯薬出版 正門由久・編 B5判　600頁 ¥6,800

52 心臓リハビリテーション　（第2版）  医歯薬出版 上月正博・編
著

B5判　436頁 ¥8,000

●科学･化学･栄養

53 腸内細菌ー宿主のクロストークと食事要因 建帛社 日本栄養・食
糧学会

¥4,300

54 減塩のすべて　理論から実践まで  南江堂 日本高血圧学
会減塩委員
会・編

B5判　144頁 ¥2,400

●医学一般

55 がん外科医の本音 SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 中山祐次郎 ¥850

56 コミックでわかる「職場」のアスペルガー
症候群

河出書房新社 宮尾益知　監
修

¥1,600

57 臨床論文のMethodsを読むMethod  MEDSI 笹渕裕介・著 A5判　160頁 ¥2,800

58 悪魔のささやき医学辞典　新訂増補版  MEDSI 稲田英一・他
編

B6変型判　352
頁

¥2,000

59 医師がひもとく日本の近世　医療と日本人  医歯薬出版 江藤文夫・著 A5判　400頁 ¥3,900

●臨床看護

60 新装版　ナースのためのWeb音源による呼吸
音聴診トレーニング

 南江堂 米丸　亮・他
編

B5判　132頁 ¥3,800

61 快適！ストーマ生活　日常のお手入れから
旅行まで　（第2版）

 医学書院 松浦信子・他
著

B5判　144頁 ¥2,000

62 がん疼痛緩和の薬がわかる本　（第3版）  医学書院 余宮きのみ・
著

A5判　292頁 ¥2,300

63 看護に役立つ口腔ケアテクニック　（第2
版）

 医歯薬出版 晴山婦美子・
編著

B5判　160頁 ¥2,700

●洋書
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64 ADAMS & VICTOR'S PRINCIPLES OF
NEUROLOGY, 11TH ED.

11 MCGRAW-HILL
EDUCATION

A.H.ROPPER,
M.A.SAMUELS,
J.P.KLEIN, ET
AL.(EDS.)

2019 ¥31,380

65 LIPPINCOTT'S ILLUSTRATED REVIEWS:
MICROBIOLOGY, 4TH ED. (INT'L ED.)

04 WOLTERS
KLUWER

C.N.CORNELISS
EN &
M.M.HOBBS

2020 ¥9,120

66 STEP-UP TO MEDICINE, 5TH ED.(INT'L ED.) 05 WOLTERS
KLUWER

S.AGABEGI,
E.AGABEGI,
M.D.DUNCAN ET
AL.(EDS.)

2020 ¥7,870

●推薦

67 （電子ブック）内科学書. 11版 朝倉書店 ¥88,440

68 BSCを活用した病院薬剤部門・薬局の戦略的
管理手法（薬ゼミファーマブック. ファー
マシーマネジメント 1）

薬ゼミ情報教
育センター

赤瀬朋秀編集 ¥1,500

69 薬剤部門における業務の「見せる化」と病
院経営（薬ゼミファーマブック. ファーマ
シーマネジメント 2）

薬ゼミ情報教
育センター

赤瀬朋秀編集 ¥1,500

70 薬剤部門における階層別人材育成の理論と
実践（薬ゼミファーマブック. ファーマ
シーマネジメント 3）

薬ゼミ情報教
育センター

赤瀬朋秀編集 ¥1,500

71 薬剤部門のマネジメント（病院部門別管
理・運営の実践）

日本医療企画 赤瀬朋秀 [ほ
か] 著

¥3,000

72 生命科学の実験デザイン 名古屋大学出
版会

G.D.ラクスト
ン, N.コルグ
レイヴ著 ; 麻
生一枝, 南條
郁子訳

¥3,600

73 わたしは哺乳類です : 母乳から知能まで、
進化の鍵はなにか

インターシフ
ト

リアム・ド
リュー著 ; 梅
田智世訳

¥2,600

74 力学で読み解くからだの動き : 動作理解の
ための基礎バイオメカニクス

三輪書店 関屋昇編, 佐
藤満, 山崎弘
嗣, 加茂野有
徳著

¥5,400

計 74点 ¥434,540
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