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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 乳癌サブタイプと乳腺病理 アトムス 山口倫 ¥6,000

2 グラント　解剖学実習　改訂版 西村書店 勝山裕　監訳 ¥4,800

3 新生理学　（第7版） Qシリーズ  日本医事新報
社

竹内昭博・著 B5判　232頁 ¥3,200

4 唾液腺/口腔・歯原性腫瘍 癌診療指針のため
の病理診断プラク
ティス

 中山書店 長尾俊孝・他
編

B5判　400頁 ¥21,000

5 がん生物学イラストレイテッド　第2版
（2版）

 羊土社 渋谷正史・編 B5変型判　504
頁

¥6,800

6 なるほどなっとく！解剖生理学　（第2版）  南山堂 多久和典子・
他著

B5判　300頁 ¥3,200

7 もっとよくわかる！腸内細菌叢　健康と疾
患を司る“もう1つの臓器”

わかる実験医学シ
リーズ 7

 羊土社 福田真嗣・編 B5判　160頁 ¥4,000

8 新 遺伝医学やさしい系統講義19講  MEDSI 福嶋義光・監 B5変型判　336
頁

¥4,600

●臨床医学一般

9 最新 糖尿病診療のエビデンス　改訂版 日経ＢＰ社 能登洋 ¥3,500

10 皮膚科のくすりの使い方 じほう 海老原全 ¥4,000

11 先天性心疾患と新生児循環管理のピット
フォール

メディカ出版 白石淳　編集 ¥4,000

12 血栓回収療法 メディカ出版 吉村紳一　編
集

¥8,500

13 新　神経・筋疾患の電気診断学 西村書店 木村淳 ¥15,000

14 ホスピタリストのための内科診療フロー
チャート　第2版

シーニュ 清田雅智　監
修

¥8,000

15 さらにかんたん！カーボカウント クリニコ出版 大阪市立大学
病院

¥1,980

16 パーキンソン病の診療の進め方　長く向き
合うために必要なこと【電子版付】

 日本医事新報
社

川上忠孝・著 A5判　168頁 ¥3,700

17 明日は我が身　PCI合併症から脱出する術  メジカル
ビュー社

伊藤良明・著 B5判　384頁 ¥9,000

18 CPX・運動療法ハンドブック　心臓リハビリ
テーションのリアルワールド　（4版）

 中外医学社 安達　仁・編
著

B5判　316頁 ¥6,200

19 上級医の循環器治療手技 カテーテルアブ
レーション【動画を含む電子版付】

 日本医事新報
社

門田一繁・編 B5判　200頁 ¥7,200

20 不整脈の考えかた，治しかた  中外医学社 清水昭彦・編
著

A5判　326頁 ¥5,200

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年10月分）
10月2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 オンコロジークリニカルガイド　肺癌化学
療法　（第2版）

 南山堂 弦間昭彦・他
編

B5判　375頁 ¥5,500

22 患者さんとご家族のための　CKD療養ガイド
2018

 東京医学社 日本腎臓学
会・編

A5判　120頁 ¥1,000

23 腎臓専門医のための　CKD診療Q&A  東京医学社 山縣邦弘・他
編

B5判　213頁 ¥2,700

24 血液透析の理論と実際  中外医学社 富野康日己・
編著

B5判　238頁 ¥4,800

25 至適透析を理解する　血液透析処方ロジッ
ク

 中外医学社 乳原善文・監 A5判　140頁 ¥2,800

26 腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関
するガイドライン2018

 東京医学社 日本腎臓学
会・日本医学
放射線学会・
日本循環器学
会・共著

A4判　150頁 ¥1,800

27 多発性骨髄腫・全身性アミロイドーシスと
腎障害の診断と治療　腎臓内科医、血液内
科医が知っておくべき基礎と臨床を症例か
ら学ぶ

 羊土社 今井裕一・著 B5判　288頁 ¥6,000

28 目で見て判る　「長時間透析と自由食」
食塩と血圧の新しい関係

 東京医学社 金田　浩・著 B5判　126頁 ¥1,500

29 透析患者の管理　知りたいこと。知るべき
こと。

 東京医学社 中西　健・監 B5判　367頁 ¥4,500

30 専門医のための　水電解質異常 診断と治療  東京医学社 塚本雄介・著 B5判　192頁 ¥5,800

31 レジデントのための血液教室　ベスト
ティーチャーに教わる全6章

 日本医事新報
社

宮川義隆・著 B5変型判　192
頁

¥4,000

32 まだ変えられる！　くすりがきかない未来
知っておきたい薬剤耐性（AMR）のはなし

 南山堂 石金正裕・他
著

A5判　150頁 ¥1,800

33 脳血管内治療の進歩　ブラッシュアップセ
ミナー2018　くも膜下出血のすべて　再開
通療法の新時代

 診断と治療社 坂井信幸・他
編

B5判　204頁 ¥4,800

34 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイド
ライン2019

 日本医事新報
社

日本静脈学会
ガイドライン
委員会・編

B5判　96頁 ¥2,000

35 産婦人科内視鏡手術ガイドライン　2019年
版　（第3版）

 金原出版 日本産科婦人
科内視鏡学
会・編

B5判　208頁 ¥3,000

36 時間経過で診る　NICUマニュアル　（第5
版）

 東京医学社 西巻　滋・責
任編集

新書判　219頁 ¥2,800

37 エビデンスに基づくアトピー性皮膚炎治療
あたらしい潮流

 中山書店 椛島健治・他
編

B5判　256頁 ¥8,000

38 脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療
ガイドライン2019年版

 中外医学社 日本排尿機能
学会・他編

B5判　220頁 ¥3,600

39 すぐに使える痛みの漢方診療ハンドブック
現代に合わせた本格的な漢方薬の応用-病態
と漢方薬の特性を捉える

 南江堂 世良田和幸・
他著

A5判　182頁 ¥3,500

40 ポケット版　改訂　せん妄の臨床　リアル
ワールド・プラクティス

 新興医学出版
社

和田　健・著 B6判　282頁 ¥4,200

41 臨床現場で使える!!　総合診療内科マニュ
アル

 東京医学社 中元秀友・監 B6変型判　520
頁

¥5,000

42 がん化学療法レジメン管理マニュアル
（第3版）

 医学書院 濱　敏弘・編 B6変型判　656
頁

¥4,000

43 膵癌診療ガイドライン　2019年版　（第5
版）

 金原出版 日本膵臓学会
膵癌診療ガイ
ドライン改訂
委員会・編

B5判　328頁 ¥3,400

44 フローチャートいたみ漢方薬　ペインと緩
和にさらなる一手

 新興医学出版
社

新見正則・著 B6変型判　216
頁

¥3,200

45 薬対論　生薬二味の組み合わせからひも解
く中医薬方と日本漢方

 南山堂 （陳 維華
他）　木村郁
子・他翻訳

A5判　480頁 ¥9,000
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46 実は知らない循環器希少疾患　どう診る？
どう対応する？

 南江堂 安斉俊久・編 B5判　222頁 ¥6,300

47 これでわかる！　抗菌薬選択トレーニング
感受性検査を読み解けば処方が変わる

 医学書院 藤田直久・監 B5判　192頁 ¥3,600

48 JSAWI発　一冊でわかる婦人科腫瘍の画像診
断　モダリティ・解剖・病理・診断・治療
フォローアップ・ピットフォール

 文光堂 片渕秀隆・他
編

B5判　196頁 ¥8,200

49 女性ヘルスケア Science and
Practice産科婦人
科臨床シリーズ 2

 中山書店 加藤聖子・他
編

B5判　384頁 ¥20,000

50 小児臨床検査マニュアル　（改訂第2版）  診断と治療社 国立成育医療
研究セン
ター・編

A6変型判　240
頁

¥3,200

51 乳幼児健診マニュアル　（第6版）  医学書院 福岡地区小児
科医会乳幼児
保健委員会・
編

B5判　168頁 ¥3,200

52 眼科診療の基本！　細隙灯顕微鏡スキル
アップ

 メジカル
ビュー社

外園千恵・他
編

B5変型判　256
頁

¥9,000

53 TEXT整形外科学　（第5版） TEXTシリーズ  南山堂 大鳥精司・他
編

四六倍判　484
頁

¥8,000

54 TEEの過去・現在・未来  真興交易医書
出版部

武田純三・監 A5判　196頁 ¥4,200

55 経食道心エコーハンドブック　― 2D　TEE
―　（改訂第2版）

 克誠堂出版 （A. Vegas）
溝部俊樹・監
訳

A5変型判　340
頁

¥12,500

56 明日のアクションが変わる　ICU輸液力の法
則

 中外医学社 川上大裕・著 A5判　328頁 ¥5,400

57 睡眠がみえる！　睡眠が見えれば，睡眠が
診れる

 金芳堂 河合　真・他
著

A4判　132頁 ¥4,800

58 病院を支える人たち　病院長とゆかいな仲
間たち

 へるす出版 小倉真治・編
著

四六判　144頁 ¥1,600

59 膵・消化管神経内分泌腫瘍（NEN）診療ガイ
ドライン2019年　（第2版）

 金原出版 日本神経内分
泌腫瘍研究会
（JNETS）膵・
消化管神経内
分泌腫瘍診療
ガイドライン
第2版作成委員
会・編

B5判　192頁 ¥3,200

60 ジェネラリストのための　メンタル漢方入
門　（第2版）

 日本医事新報
社

宮内倫也・著 A5判　320頁 ¥3,800

●薬学

61 臨床薬物動態学　第4版 ライフ・サイ
エンス

加藤士郎　編
著

¥1,300

62 抗悪性腫瘍薬の院内取扱い指針 抗がん薬調
製マニュアル　第4版

じほう 日本病院薬剤
会　監修

¥5,200

63 医薬 分子生物学　（改訂第4版）  南江堂 野島　博・著 B5判　352頁 ¥4,000

●医療技術

64 脳卒中の教科書 ヒューマンプ
レス

鈴木誠 ¥3,600

65 臨床実践 体幹の理学療法 教科書にはない敏
腕PTのテクニック

 文光堂 橋本雅至・編 B5判　192頁 ¥4,500

66 認知症をもつ人への作業療法アプローチ
視点・プロセス・理論　（改訂第2版）

 メジカル
ビュー社

宮口英樹・監 B5判　336頁 ¥4,500

67 すぐできる！リハビリテーション統計［解
析ソフト付］　データのみかたから検定・
多変量解析まで　（改訂第2版）

 南江堂 山本澄子・他
監

B5判　150頁 ¥3,400
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●科学･化学･栄養

68 相分離生物学 東京化学同人 白木賢太郎 ¥3,200

69 組織細胞化学　2019 学際企画 日本組織細胞
化学会

¥9,500

70 基礎から学ぶ生化学　（改訂第3版）  南江堂 奥　恒行・他
編

B5判　288頁 ¥2,500

71 摂食嚥下障害の栄養食事指導マニュアル
嚥下調整食 学会分類2013に基づくコード別
解説

 医歯薬出版 藤谷順子・編 B5判　256頁 ¥4,000

●医学一般

72 救急車が来なくなる日 ＮＨＫ出版 笹井恵里子 ¥800

73 がん患者の心を救う 河出書房新社 大西秀樹 ¥1,850

74 患者と医師と薬とのヒポクラテス的出会い みすず書房 中井久夫 ¥3,600

75 レビューブック　産婦人科　2020-2021 メディックメ
ディア

国試対策問題
委員会

¥3,500

76 Ｄｒｲﾜｹﾝのねころんで読める　研究医指導 メディカ出版 岩田健太郎 ¥3,300

77 はじめて「質的研究」を「書く」あなたへ 東京図書 太田裕子 ¥2,200

78 増補改訂版　｢筋肉のこと知ってますか？」 ラウンドフﾂト 谷本道哉　他 ¥1,400

79 ＳＰＳＳ超入門　第2版 東京図書 畠慎一郎　他 ¥2,200

80 ＥＸＣＥＬでやさしく学ぶ統計解析　2019 東京図書 石村貞夫　他 ¥2,200

81 RとSTANではじめる ﾍﾞｲｽﾞ統計ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞによ
るﾃﾞｰﾀ分析入門

講談社 馬場真哉 ¥3,000

82 ＪＭＰ医学統計マニュアル　ver14対応版 星雲社 長田理 ¥3,600

83 日常臨床に潜むｈｉｄｄｅｎ Ｃｕｒｒｉｃ
ｕｌｕｍ

カイ書林 徳田安春　他 ¥3,600

84 理系のための知的財産権  南山堂 服部　誠・他
著

B5判　141頁 ¥2,700

85 短期集中！オオサンショウウオ先生の　糖
尿病論文で学ぶ医療統計セミナー　疫学研
究・臨床試験・費用効果分析

 羊土社 田中司朗・著 B5判　184頁 ¥3,800

●臨床看護

86 小児創傷・オストミー・失禁（WOC）管理の
実際　（改訂版）

 東京医学社 日本小児ス
トーマ・排
泄・創傷管理
研究会学術委
員会・編

B5判　299頁 ¥5,000

●基礎看護

87 病態・治療論［10］　感染症／アレルギー
／膠原病

看護学テキストシ
リーズNiCE

 南江堂 竹末芳生・他
編

B5判　302頁 ¥2,200

●洋書

88 BIOCHEMISTRY, 9TH ED. HARDCOVER 9 W.H. FREEMAN
& CO.

J.M.BERG,
J.L.TYMOCZKO,
G.J.GATTO,JR.
, ET AL.

2019 ¥13,470
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89 DEJONG'S NEUROLOGIC EXAMINATION, 8TH
ED.

08 WOLTERS
KLUWER

W.W.CAMPBELL
& R.J.BAROHN

2020 ¥18,740

90 ELECTROPHYSIOLOGY OF ARRHYTHMIAS, 2ND
ED. - PRACTICAL IMAGES FOR DIAGNOSIS &
ABLATION

2 WOLTERS
KLUWER

R.T.HO 2019 ¥17,490

91 HISTOLOGY & CELL BIOLOGY, 5TH ED. - AN
INTRODUCTION TO PATHOLOGY

5 MOSBY USA A.L.KIERSZENB
AUM &
L.L.TRES

2020 ¥12,030

92 JAWETZ, MELNICK & ADELBERG'S MEDICAL
MICROBIOLOGY,  28TH ED.

28 MCGRAW-HILL
EDUCATION

K.C.CARROLL,
S.A.MORSE,
T.MIETZNER,
ET AL.

2019 ¥17,500

93 WASHINGTON MANUAL INFECTIOUS DISEASES
SUBSPECIALTY CONSULT, 3RD ED.

3 WOLTERS
KLUWER

N.KIRMANI,
M.J.DURKIN &
S.Y.LIANG
(EDS.)

2020 ¥7,490

計 93点 ¥502,950
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