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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 ハマー＆マクフィー　疾患の病態生理　-臨
床医学入門 原書7版

丸善出版 國分眞一朗
田監訳

¥13,000

2 マクロ神経病理学アトラス  医学書院 新井信隆・著 A4判　152頁 ¥9,000

3 ヒトの免疫学【電子書籍付】　基本から疾
患理解につなげる　（原書第3版）

 南江堂 松島綱治・他
訳

A4変型判　320
頁

¥5,400

●臨床医学一般

4 日本語版　サンフォード感染症治療ガイド
2019

ライフサイエ
ンス出版

菊地賢　他監
修

¥3,600

5 精神科リエゾンチーム活動指針 星和書店 日本総合病院
精神医学会

¥1,800

6 睡眠障害の対応と治療ガイドライン　第3版 じほう 内山真　編集 ¥2,800

7 僕らのアイディクション治療法 星和書店 常岡敏昭 ¥1,600

8 総合診療医がｹｰｽで教える　副作用を診るロ
ジック

じほう 原田拓　編著 ¥3,200

9 マクヒュー/スラヴニー　現代精神医学 みすず書房 澤明　監訳 ¥7,200

10 じんましん病型別治療ガイド クリニコ出版 秀道広　編 ¥3,400

11 子どもの睡眠ガイドブック 朝倉書店 駒田陽子　他
編

¥4,700

12 腎臓ナビ シービーアー
ル

山川正人 ¥6,200

13 内科学書　（改訂第9版）  中山書店 南学正臣・他
編

B5判　3,000頁 ¥29,000

14 患者さん・家族からの質問に自信を持って
答える　認知症の診断・治療・対応・予防Q
＆A【電子版付】

 日本医事新報
社

田平　武・他
著

A5判　224頁 ¥3,600

15 神経疾患の緩和ケア EOLC for ALL すべ
ての人にエンドオ
ブライフケアの光
を

 南山堂 荻野美恵子・
他編

B5判　360頁 ¥4,200

16 神経内科ポケットカード  新興医学出版
社

太田浄文・著 B6判　24頁 ¥3,000

17 結核Up to Date[Web付録つき]　結核症＋非
結核性抗酸菌症＋肺アスペルギルス症
（改訂第4版）

 南江堂 四元秀毅・他
編

B5判　314頁 ¥9,200

18 エビデンスに基づいた　胆道癌診療ガイド
ライン　（第3版）

 医学図書出版 胆道癌診療ガ
イドライン作
成委員会・編

A4判　174頁 ¥3,500

19 腎機能低下時の薬剤ポケットマニュアル
（4版）

 中外医学社 田中哲洋・他
編

B6判　466頁 ¥4,800

20 腎臓内科レジデントマニュアル　（改訂第8
版）

 診断と治療社 今井圓裕・編
著

B6変型判　800
頁

¥4,800

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年9月分）
9月4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 誰も教えてくれなかった　血液透析の進め
かた教えます

 羊土社 長澤　将・著 A5判　144頁 ¥3,200

22 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン ダイ
ジェスト・ポケット版　（第3版）

 診断と治療社 日本痛風・尿
酸核酸学会ガ
イドライン改
訂委員会・編

A5判　108頁 ¥1,300

23 内科医・小児科研修医のための　小児救急
治療ガイドライン　（改訂第4版）

 診断と治療社 市川光太郎・
他編

B5判　564頁 ¥8,500

24 ムコ多糖症(MPS)II型診療ガイドライン2019  診断と治療社 日本先天代謝
異常学会・編

B5判　40頁 ¥2,800

25 美容皮膚科ガイドブック　（2版）  中外医学社 川田　暁・編
著

A5判　256頁 ¥4,800

26 ICUから始める離床の基本　あなたの施設で
できる早期離床のヒケツ教えます！

 羊土社 劉　啓文・著 A5判　224頁 ¥3,500

27 使える病院BCP  新興医学出版
社

佐々木　勝・
著

B5判　112頁 ¥3,300

28 精神科医が慢性疼痛を診ると　その痛みの
謎と治療法に迫る

 南山堂 名越泰秀・他
編

B5判　137頁 ¥2,500

29 患者さんのための乳がん診療ガイドライン
2019年版

 金原出版 日本乳癌学
会・編

B5判　240頁 ¥2,300

30 高齢者のがん薬物療法ガイドライン  南江堂 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　108頁 ¥1,800

31 漢方処方ハンドブック  医学書院 花輪壽彦・編 B6変型判　488
頁

¥3,800

32 とくに女性には効果バツグン！　フロー
チャート女性漢方薬

 新興医学出版
社

新見正則・著 B6判　192頁 ¥3,000

33 現場で使える臨床研究法  南山堂 藤原康弘・編 A5判　209頁 ¥3,000

●薬学

34 本当に知っている？細胞を培養する方法 じほう 古江-楠田美穂
編

¥3,000

●医療技術

35 イラストでわかる物理療法  医歯薬出版 上杉雅之・監 B5判　256頁 ¥4,000

36 すぐに使える！実践リハビリ技術マスター
ガイド　臨床で役立つ基本知識から評価・
訓練まで　（2版）

 中外医学社 上月正博・他
編著

B5判　234頁 ¥4,600

●臨床看護

37 心不全ケア教本　（第2版）  MEDSI 眞茅みゆき・
監

B5判　424頁 ¥4,600

38 開腹術／腹腔鏡下手術を受ける患者の看護
（第3版）

講義から実習へ 高
齢者と成人の周手
術期看護 3

 医歯薬出版 竹内登美子・
編著

B5判　200頁 ¥2,000

39 外来／病棟における術前看護　（第3版） 講義から実習へ 高
齢者と成人の周手
術期看護 1

 医歯薬出版 竹内登美子・
編著

B5判　200頁 ¥2,000

40 術中／術後の生体反応と急性期看護　（第3
版）

講義から実習へ 高
齢者と成人の周手
術期看護 2

 医歯薬出版 竹内登美子・
編著

B5判　208頁 ¥2,000

41 ここが知りたかった緩和ケア　（改訂第2
版）

 南江堂 余宮きのみ・
著

A5判　328頁 ¥2,900

●科学･化学･栄養

42 固体化学　第2版 東京化学同人 田中勝久 ¥3,500

●医学一般
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43 僕たちが医者になるまえに カイ書林 荘子万能　他 ¥1,500

44 プレゼンティーイズム 星和書店 武藤孝司 ¥2,600

45 病気がみえる　VOL.12　眼科 メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,300

46 医療情報　第6版　医学医療編 篠原出版新社 日本医療情報
学会

¥3,300

47 医療情報　第6版　情報処理技術編 篠原出版新社 日本医療情報
学会

¥3,300

48 健康食品・サプリ｢成分」のすべて　第6版 同文書院 日本医師会
他総監修

¥9,800

49 指定難病ペディア2019  診断と治療社 日本医師会・
編

B5判　368頁 ¥5,500

●洋書

50 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

51 EVERY DOCTOR, PAPERBACK - HEALTHIER
DOCTORS = HEALTHIER PATIENTS

CRC PRESS L.ROWE &
M.KIDD

2019 ¥3,990

52 NEUROLOGICAL EXAMINATION MADE EASY, 6TH
ED.

6 CHURCHILL
LIVINGSTONE
(UK)

G.FULLER
(ED.)

2019 ¥5,160

●利用者推薦

53 （電子ブック）科研費獲得の方法とコツ. 6
版

羊土社 児島将康著 ¥12,540

54 （電子ブック）科研費申請書の赤ペン添削
ハンドブック. 2版

羊土社 児島将康著 ¥11,880

55 認知症の人への歯科治療ガイドライン 医歯薬出版 日本老年歯科
医学会, 日本
医療研究開発
機構研究費
「認知症の容
態に応じた歯
科診療等の口
腔管理 及び栄
養マネジメン
トによる経口
摂取支援に関
する研究」ガ
イドライン作
成班編

¥5,200

56 図解眠れなくなるほど面白い病理学の話 日本文芸社 志賀貢監修 ¥850

57 おしゃべりながんの図鑑 : 病理学から見た
わかりやすいがんの話

CCCメディアハ
ウス

小倉加奈子著 ¥1,600

58 認知症と医療（公私で支える高齢者の地域
生活　2巻）

勁草書房 成本迅, 藤田
卓仙, 小賀野
晶一編

¥3,200

59 認知症と情報（公私で支える高齢者の地域
生活　3巻）

勁草書房 藤田卓仙, 小
賀野晶一, 成
本迅編

¥3,000

60 150年前の科学誌『NATURE』には何が書かれ
ていたのか

ベレ出版 瀧澤美奈子 ¥1,500

61 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたい
こと（岩波ブックレット）

岩波書店 安藤泰至著 ¥520

計 61点 ¥305,820
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