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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 好きになる　病理学　第2版 講談社 早川欽哉 ¥2,200

2 休み時間のワークブック　薬理学 講談社 柳澤輝行　他 ¥2,000

●臨床医学一般

3 高血圧治療ガイドライン　2019ダイジェス
ト

ライフサイエ
ンス出版

日本高血圧学
会

¥1,400

4 女性下部尿路症状診療ガイドライン　第2版 リッチヒルメ
ﾃﾞｨｶﾙ

日本排尿機能
学会

¥4,500

5 臨床応用のための　画像解剖学 西村書店 島本佳寿広
訳

¥15,000

6 せん妄診療実践マニュアル  羊土社 井上真一郎・
著

B6変型判　197
頁

¥3,300

7 内科医に役立つ！　誰も教えてくれなかっ
た尿検査のアドバンス活用術

 医学書院 上田剛士・執
筆

B5判　180頁 ¥3,500

8 脳波の行間を読む デジタル脳波判読術  南山堂 飛松省三・他
著

B5判　250頁 ¥4,000

9 心不全治療薬の考え方，使い方  中外医学社 大石醒悟・他
編著

A5判　298頁 ¥4,800

10 いつも同じ便秘薬を処方するあなたへ エキ
スパートが贈る 便秘薬との向き合い方

 金芳堂 内藤 裕二・編
著

A5判　184頁 ¥3,800

11 かかりつけ医のための便秘・便失禁診療Q&A
【電子版付】

 日本医事新報
社

中島　淳・編
著

B5判　272頁 ¥4,500

12 消化器がん化学療法　副作用マネジメント
プロのコツ　（改訂第2版）

 メジカル
ビュー社

小松嘉人・編 B6変型判　456
頁

¥4,500

13 未来型血液治療学  中外医学社 小松則夫・編 A5判　254頁 ¥4,400

14 全身性エリテマトーデス診療ガイドライン
2019

 南山堂 厚生労働科学
研究費補助金
難治性疾患等
政策研究事業
自己免疫疾患
に関する調査
研究（自己免
疫班）・日本
リウマチ学
会・編

B5判　261頁 ¥4,000

15 新臨床静脈学  メジカル
ビュー社

日本静脈学
会・編

B5判　400頁 ¥10,000

16 女性医学ガイドブック 更年期医療編 2019
年度版　（第2版）

 金原出版 日本女性医学
学会・編

B5判　552頁 ¥8,800

17 不育症学級（改訂3版）  金原出版 杉　俊隆・著 A5判　168頁 ¥2,000

18 シスチノーシス(シスチン蓄積症)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　80頁 ¥2,800

医学図書館　受入決定資料リスト（2019年12月分）
12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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19 副腎白質ジストロフィー(ALD)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　64頁 ¥2,800

20 よくわかる新生児マススクリーニングガイ
ドブック

 診断と治療社 山口清次・編 B5判　220頁 ¥5,000

21 脊柱靱帯骨化症診療ガイドライン2019  南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　108頁 ¥3,000

22 特発性大腿骨頭壊死症診療ガイドライン
2019

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　120頁 ¥3,200

23 新しい薬疹　薬剤による皮膚有害事象の新
タイプ

 文光堂 戸倉新樹・編 B5判　188頁 ¥6,000

24 膀胱癌診療ガイドライン　2019年版　（第3
版）

 医学図書出版 日本泌尿器科
学会・編

B5判　144頁 ¥3,800

25 緊急産科手術の麻酔に備える　（改訂第2
版）

 克誠堂出版 奥富俊之・編 B5判　248頁 ¥6,900

26 産科麻酔の疑問Q&A60  中外医学社 大嶽浩司・監 A5判　240頁 ¥4,400

27 向精神薬がわかる！使える！答えられる！
Q&A付　（改訂第2版）

 南江堂 吉尾　隆・著 A5判　232頁 ¥3,200

28 対話で学ぶ精神症状の診かた  南山堂 宮内倫也・他
著

A5判　320頁 ¥3,600

29 「問診力」で見逃さない神経症状 ジェネラリスト
BOOKS

 医学書院 黒川勝己・他
著

A5判　150頁 ¥3,200

30 アスレティックトレーニング学　アスリー
ト支援に必要なクリニカル・エビデンス

 文光堂 広瀬統一・他
編

B5判　416頁 ¥5,500

31 イラスト図解 筋力トレーニング　医・科学
的根拠に基づくアプローチ

 文光堂 松本秀男・他
編

A5判　320頁 ¥4,000

32 がん化学療法副作用対策ハンドブック　第3
版　副作用の予防・治療から、抗がん剤の
減量・休薬の基準、外来での注意点まで

 羊土社 岡元るみ子・
編

B6変型判　520
頁

¥4,500

33 チームで取り組む免疫チェックポイント阻
害薬治療

 中外医学社 各務　博・監 A5判　276頁 ¥4,400

34 乳癌診療ガイドライン2018年版〔追補
2019〕

 金原出版 日本乳癌学
会・編

B5判　130頁 ¥1,800

35 ベッドサイドで使える腫瘍循環器入門　循
環器医と腫瘍専門医が知っておくべき20の
基本知識

 中外医学社 田村雄一・著 A5判　168頁 ¥3,600

●医療技術

36 腹部エコーの実学　改訂新版 三輪書店 杉山髙 ¥8,800

●科学･化学･栄養

37 神経疾患のリハビリテーション  南山堂 江藤文夫・監 B5判　320頁 ¥4,000

●医学一般

38 新　養生訓 丸善出版 岩田健太郎
他

¥1,600

39 ホスピタリストが教える病棟教育スキル カイ書林 徳田安春 ¥3,000

40 スポーツでのばす健康寿命 東京大学出版
会

深代千之　他 ¥2,800

41 前頭葉のしくみ 共立出版 虫明元 ¥3,600

42 しくみがわかる　ベイズ統計と機械学習 朝倉書店 手塚太郎 ¥3,200
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43 病気がみえる　8　腎･泌尿器　改訂第3版 メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,400

44 産業医はじめの一歩　「働く人・企業」の
ニーズをつかむ！基本実務の考え方と現場
で困らない対応

 羊土社 川島恵美・著 A5判　207頁 ¥3,600

45 超絶解説　医学論文の難解な統計手法が手
に取るようにわかる本

 金原出版 康永秀生・他
編著

A5判　272頁 ¥3,200

46 医療概論　医療従事者のコモンセンス14章  総合医学社 髙崎眞弓・著 B5判　160頁 ¥2,700

●洋書

47 TINTINALLI'S EMERGENCY MEDICINE, 9TH
ED. - A COMPREHENSIVE STUDY GUIDE

9 MCGRAW-HILL
EDUCATION

J.E.TINTINALL
I, O.J.MA,
D.M.YEALY, ET
AL.(EDS.)

2020 ¥32,630

●利用者推薦

48 小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017 協和企画 小児呼吸器感
染症診療ガイ
ドライン作成
委員会作成

¥4,000

49 水濡れから図書館資料を救おう!(JLA
Booklet no.6)

日本図書館協
会

眞野節雄編著 ¥1,000

50 ホモ・デウス : テクノロジーとサピエンス
の未来. 上、下

河出書房新社 ユヴァル・ノ
ア・ハラリ著
; 柴田裕之訳

¥3,800

51 サピエンス全史. 上、下 河出書房新社 ユヴァル・ノ
ア・ハラリ著
; 柴田裕之訳

¥3,800

52 皮膚の医学 : 肌荒れからアトピー性皮膚炎
まで　（中公新書）

中央公論新社 田上八朗著 ¥780

53 佐々木敏のデータ栄養学のすすめ : 氾濫し
混乱する「食と健康」の情報を整理する

女子栄養大学
出版部

佐々木敏著 ¥2,600

54 がんをどう考えるか : 放射線治療医からの
提言

新潮社 三橋紀夫著 ¥700

55 心臓の科学史 : 古代の「発見」から現代の
最新医療まで

青土社 ロブ・ダン著
; 高橋洋訳

¥2,800

56 佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫学
研究から読み解くぶれない食べ方

女子栄養大学
出版部

佐々木敏著 ¥2,500

57 ラジエーションハウス（既刊1～8巻で継続
中）

集英社 横幕智裕原作
; モリタイシ
漫画

¥4,800

58 女性の医学大全科. 最新版 (主婦の友新実
用BOOKS)

主婦の友社 女性の健康週
間委員会監修

¥1,480

59 現代免疫物語 : 花粉症や移植が教える生命
の不思議　（ブルーバックス）

講談社 岸本忠三, 中
嶋彰著

¥940

60 新・現代免疫物語 : 「抗体医薬」と「自然
免疫」の驚異（ブルーバックス）

講談社 岸本忠三, 中
嶋彰著

¥980

61 免疫が挑むがんと難病 : 現代免疫物語
beyond（ブルーバックス）

講談社 岸本忠三, 中
嶋彰著

¥1,080

62 ウィズ・エイジング : 何歳になっても光り
輝くために…… （Green Pressブックス）

グリーン・プ
レス

鳥羽研二著 ¥1,500

63 腎臓病から見えた老化の秘密 : クロトー遺
伝子の可能性

日本医学館 草野英二, 黒
尾誠著

¥1,000

64 「がん」になるってどんなこと? : 子ども
と一緒に知る

セブン&アイ出
版

林和彦編著 ¥1,400

65 寄生虫のふしぎ : 脳にも?意外に身近なパ
ラサイト (
知りたいサイエンス)

技術評論社 目黒寄生虫館+
研究有志一同
著

¥1,580

12月決定リスト 3 / 4 ﾍﾟｰｼﾞ



2019/12/4

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

計 65点 ¥263,670
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