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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 決定版　阻害剤・活性化剤ハンドブック
作用点、生理機能を理解して目的の薬剤が
選べる実践的データ集

 羊土社 秋山　徹・編 A5判　648頁 ¥6,900

2 臓器提供ハンドブック　～終末期から臓器
の提供まで～

 へるす出版 厚生労働科学
研究費補助金
難治性疾患等
政策研究事
業・監

B5判　100頁 ¥2,600

3 脂質解析ハンドブック　脂質分子の正しい
理解と取扱い・データ取得の技術

実験医学別冊 羊土社 新井洋由・編 B5判　310頁 ¥6,800

4 新薬理学　（第7版） Qシリーズ 日本医事新報
社

安原　一・監 B5判　256頁 ¥3,200

5 生命科学者のためのDr.Bonoデータ解析実践
道場

 MEDSI 坊農秀雅・著 B5変型判　224
頁

¥3,000

6 発光イメージング実験ガイド　機能イメー
ジングから細胞・組織・個体まで蛍光で観
えないものを観る！

実験医学別冊 最強
のステップUPシ
リーズ

羊土社 永井健治・編 B5判　223頁 ¥5,800

7 患者由来がんモデルを用いたがん研究実践
ガイド　CDX・スフェロイド・オルガノイ
ド・PDX/PDOXを網羅 臨床検体の取り扱い指
針から樹立プロトコールと入手法まで

実験医学別冊 羊土社 佐々木博己・
編

B5判　294頁 ¥14,000

●臨床医学一般

8 救急医療の感染対策がわかる本 ヴァンメディ
カル

矢野邦夫 ¥2,200

9 不整脈　2019 メディカルレ
ビュー社

杉本恒明　監
修

¥4,000

10 これでスッキリ！糖尿病治療薬の効果的活
用

医学と看護社 三好秀明 ¥4,500

11 北海道循環器病院の心エコーカンファレン
ス

メディカ出版 村上弘則　監
修

¥4,600

12 サパイラ 身体診察のアートとサイエンス
（第2版）

 医学書院 （Orient MJ）
須藤　博・他
監訳

B5判　992頁 ¥12,000

13 これから始めるPCI　（改訂第2版）  メジカル
ビュー社

及川裕二・編 A4判　292頁 ¥6,500

14 これから始める心臓カテーテル検査　（改
訂第2版）

 メジカル
ビュー社

矢嶋純二・編 A4判　416頁 ¥7,200

15 腎臓診療の考具箱　臨床に役立つ148本  MEDSI 今井直彦・他
著

A5判　320頁 ¥3,800

16 血液疾患最新の治療2020-2022  南江堂 中尾眞二・他
編

B5判　400頁 ¥9,200

17 血液専門医テキスト　（改訂第3版）  南江堂 日本血液学
会・編

B5判　660頁 ¥15,500

18 もっと知りたい白血病治療　患者・家族・
ケアにかかわる人のために　（第2版）

 医学書院 宮崎　仁・著 A5判　216頁 ¥2,600

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年11月分）
11月6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 糖尿病診療ガイドライン2019  南江堂 日本糖尿病学
会・編著

B5判　416頁 ¥4,000

20 糖尿病療養指導グリーンノート  中外医学社 寺内康夫・他
編著

B6変型判　460
頁

¥4,800

21 むかしの頭で診ていませんか？膠原病診療
をスッキリまとめました　リウマチ，アレ
ルギーも載ってます！

 南江堂 三村俊英・編 A5判　256頁 ¥3,800

22 ワクチンと予防接種のすべて　見直される
その威力　（第3版）

 金原出版 尾内一信・他
編著

B5判　250頁 ¥4,500

23 頭部外傷治療・管理のガイドライン　（第4
版）

 医学書院 日本脳神経外
科学会・他監

A5判　272頁 ¥3,000

24 子宮鏡　新常識を極める  メジカル
ビュー社

日本子宮鏡研
究会・編

B5判　320頁 ¥10,000

25 「子ども漢方」診療ノート  南山堂 中島俊彦・著 A5判　120頁 ¥2,000

26 みんなで考える性分化疾患　本人と療育者
と医療者のために

 診断と治療社 大阪母子医療
センター・監

B5判　120頁 ¥4,500

27 アキレス腱断裂診療ガイドライン2019
（改訂第2版）

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　96頁 ¥3,000

28 上腕骨外側上顆炎診療ガイドライン2019
（改訂第2版）

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　60頁 ¥2,200

29 みんなの皮膚外用薬  南江堂 常深祐一郎・
編

B5判　196頁 ¥3,600

30 骨折ハンター　レントゲン×非整形外科医  中外医学社 増井伸高・著 A5判　380頁 ¥4,800

31 本当は教わりたかったポータブル胸部X線写
真の読み方　サクッと読めて，ガツンとわ
かる7日間特別講義

 MEDSI 松本純一・編
著

B5変型判　286
頁

¥4,300

32 MRIの基本パワーテキスト　基礎理論から最
新撮像法まで　（第4版）

 MEDSI 荒木　力・訳 B5判　504頁 ¥6,500

33 Dual-energy CT　原理を理解し臨床で活用
する

 メジカル
ビュー社

粟井和夫・編 B5変型判　236
頁

¥7,800

34 誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた
感染症診療12の戦略　（第2版）

 医学書院 岸田直樹・著 A5判　320頁 ¥3,500

35 アドヒアランスに着目した 経口抗がん薬
服薬支援マニュアル

 南山堂 川上和宜・他
編

B6変型判　400
頁

¥3,500

36 がん診療レジデントマニュアル　（第8版）  医学書院 国立がん研究
センター内科
レジデント・
編

B6変型判　584
頁

¥4,000

37 口腔癌診療ガイドライン　2019年版　（第3
版）

 金原出版 日本口腔腫瘍
学会口腔癌治
療ガイドライ
ン改定委員
会・他編

B5判　200頁 ¥4,000

38 こうすればうまくいく　在宅緩和ケアハン
ドブック　（3版）

 中外医学社 粕田晴之・他
編著

A5判　420頁 ¥4,400

39 成人・小児進行固形がんにおける臓器横断
的ゲノム診療のガイドライン　2版

 金原出版 日本癌治療学
会・他編

B5判　92頁 ¥2,200

●薬学

40 どんぐり未来塾の　薬物動態マスター術
第2版

じほう 菅野彊　監修 ¥3,200

41 腎臓病薬物療法トレーニングブック　第2版 じほう 平田純生　監
修

¥3,800

42 整理して理解する　抗がん薬 じほう 濱敏弘　監修 ¥5,800

43 がん専門･認定薬剤師のための　がん必須ポ
イント　第4版

じほう 金岡祐次　他
監修

¥4,200
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44 薬学管理に生かす　臨床推論 日経ＢＰ 岸田直樹　監
修

¥6,800

●栄養学

45 生化学　人体の構造と機能及び疾病の成り
立ち

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　330頁 ¥3,000

●医療技術

46 夢幻の空間 ヒューマンプ
レス

網本和　編集 ¥4,000

47 核医学安全のための科学知識と技術スキル 医療科学社 渡邉直行 ¥5,000

48 歩行のニューロリハビリテーション　第2版 杏林書院 中澤公孝 ¥2,700

49 言語聴覚士のための基礎知識　小児科学・
発達障害学　（第3版）

 医学書院 宮尾益知・他
編

B5判　304頁 ¥3,800

50 運動学とバイオメカニクスの基礎  南江堂 黒澤和生・他
監訳

A4変型判　368
頁

¥4,800

51 姿勢を意識した　神経疾患患者の食べられ
るポジショニング

 メジカル
ビュー社

内田　学・編 B5判　160頁 ¥3,800

52 カンタン　リハビリ英会話　キーフレーズ
600+

 新興医学出版
社

角田　亘・著 B6変型判　168
頁

¥2,400

●臨床看護

53 同種造血細胞移植後フォローアップ看護
（改訂第2版）

 南江堂 日本造血細胞
移植学会・編

B5判　200頁 ¥4,200

54 マタニティアセスメントガイド　（新訂第5
版）

 真興交易医書
出版部

吉沢豊予子・
他編著

新書判　360頁 ¥2,600

●基礎看護

55 緊急度・重症度からみた　症状別看護過程
＋病態関連図　（第3版）

 医学書院 井上智子・他
編

A5判　1,120頁 ¥5,000

56 イラストでまなぶ 人体のしくみとはたらき
（第3版）

 医学書院 田中越郎・著 B5判　264頁 ¥2,600

●医学一般

57 脳のなかの自己と他者 共立出版 嶋田総太郎 ¥3,400

58 運動･からだ図解　症状から治療点をさぐる
トリガーポイント

マイナビ 斎藤明彦　監
修

¥2,480

59 プレゼンテーションガイドブック オーエムエス
出版

堤裕昭 ¥2,700

60 病気がみえる3　糖尿病･代謝･内分泌　改訂
第5版

メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,400

61 がん治療認定医･がん薬物療法専門医試験対
策　腫瘍学問題集8版

テコム 井上大輔　編
著

¥7,200

62 初・中級者のための読み解く　疫学スタン
ダード

 診断と治療社 車谷典男・著 B5判　280頁 ¥4,800

63 新訂　うまい英語で医学論文を書くコツ
世界の一流誌に採択されるノウハウ

 医学書院 植村研一・著 A5判　224頁 ¥3,200

64 外国人診療で困るコトバとおカネの問題  羊土社 増井伸高・著 B5判　124頁 ¥2,800

65 コレラ、クロロホルム、医の科学　近代疫
学の創始者ジョン・スノウ

 MEDSI 井上　栄・訳 四六判　544頁 ¥4,000

●洋書
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66 ROWLAND & TOZER'S CLINICAL
PHARMACOKINETICS & PHARMACODYNAMICS,
5TH ED. - CONCEPTS & APPLICATIONS

5 WOLTERS
KLUWER

H.DERENDORF &
S.SCHMIDT

2020 ¥12,490

67 CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS & TREATMENT
2020 (59TH ED.)

59 MCGRAW-HILL
EDUCATION

M.A.PAPADAKIS
, S.J.MCPHEE
& M.W.RABOW
(EDS.)

2020 ¥11,900

68 LIPPINCOTT ATLAS OF ANATOMY, 2ND ED.
INTERNATIONL ED.

02 WOLTERS
KLUWER

T.R.GEST 2020 ¥11,240

69 MANDELL, DOUGLAS, & BENNETT'S
PRINCIPLES & PRACTICE OF INFECTIOUS
DISEASES, 9TH ED., IN 2 VOLS.

09 ELSEVIER J.E.BENNETT,
R.DOLIN &
M.J.BLASER
(EDS.)

2019 ¥53,540

70 ONCO-NEPHROLOGY ELSEVIER K.FINKEL,
M.PERAZELLA &
E.COHEN

2020 ¥27,540

71 POCKET MEDICINE, 7TH ED.(INT'L ED.) -
MGH HANDBOOK OF INTERNAL MEDICINE

7 WOLTERS
KLUWER

M.S.SABATINE
(ED.)

2020 ¥6,490

●利用者推薦

72 脳卒中ことはじめ. 2版 医学書院 山口武典編著
; 種田二郎
〔ほか〕著

¥2,800

73 カラー図解 はじめての生理学 上下  (講談
社ブルーバックス)

講談社 田中(貴邑)冨
久子著

¥2,900

74 腸内細菌の話 (岩波新書 黄版 58) 岩波書店 光岡知足著 ¥780

75 安保徹の免疫学講義 三和書籍 安保徹著 ¥6,500

76 世界を救った日本の薬 : 画期的新薬はいか
にして生まれたのか? （ブルーバックス）

講談社 塚﨑朝子著 ¥1,080

77 こころと体の対話 : 精神免疫学の世界 文藝春秋 神庭重信著 ¥690

78 面白くて眠れなくなる解剖学 PHPエディター
ズ・グループ

坂井建雄著 ¥1,400

79 薬理学からみた漢方薬 あかし出版 櫻井裕之著 ¥1,800

80 医療と宗教と法 晃洋書房 平野武, 佐久
間泰司 著

¥2,800

計 80点 ¥450,430
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