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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 知識ｾﾞﾛからの東大講義 そうだったのか？
ヒトの生物学

丸善出版 坪井貴司 ¥1,900

2 寄生虫学テキスト　（第4版）  文光堂 上村　清・他
著

B5判　324頁 ¥5,200

3 RNA-Seqデータ解析　WETラボのための鉄板
レシピ

 羊土社 坊農秀雅・編 AB判　256頁 ¥4,500

4 完全版　ゲノム編集実験スタンダード
CRISPR-Cas9の設計・作製と各生物種でのプ
ロトコールを徹底解説

実験医学別冊 60  羊土社 山本　卓・編 B5判　390頁 ¥6,800

●臨床医学系（内科）

5 西洋医学＋東洋医学　漢方薬の選択　医志
倭人伝

 東京医学社 中元秀友・監 B6変型判　126
頁

¥2,700

6 当直医マニュアル2020　（第23版）  医歯薬出版 井上賀元・編
集代表

A6変型判　992
頁

¥5,200

7 おとなのワクチン  南山堂 中山久仁子・
編

B5判　204頁 ¥3,500

8 「誤診」はなくせるのか？　実践知として
の診断エラー学の世界

 医学書院 （Croskerry P
et al）　徳田
安春・監訳

A5判　448頁 ¥5,000

●臨床医学系（免疫系）

9 最新IgG4関連疾患　（改訂第2版）  診断と治療社 岡崎和一・他
編

B5判　240頁 ¥5,200

●臨床医学系（整形外科）

10 関節学ハンドブック  医歯薬出版 飯島治之・他
著

新書変型判
224頁

¥2,300

●臨床医学系（呼吸器）

11 患者さんのための肺がんガイドブック 2019
年版　悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む

 金原出版 日本肺癌学
会・編

B5判　192頁 ¥2,200

●臨床医学系（消化器）

12 大腸内視鏡診断の基本とコツ　エキスパー
トならではの見かた・着眼点で現場の疑問
をすべて解決

 羊土社 田中信治・監 B5判　231頁 ¥8,000

●臨床医学系（産婦人科）

13 不妊症・不育症診療　その伝承とエビデン
ス

 中外医学社 柴原浩章・編
著

A5判　780頁 ¥12,000

14 新こちら「がん研有明相談室」子宮頸が
ん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへのド
クターズアドバイス

 新興医学出版
社

竹島信宏・監 A5判　152頁 ¥2,300

●臨床医学系（小児科）

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年1月分）
1月8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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15 早産児，低出生体重児の成長と発達のみか
た　出生からAYA世代まで

 東京医学社 板橋家頭夫・
監

B5判　312頁 ¥4,500

●臨床医学系（老年医学）

16 レビー小体型認知症診療ハンドブック フジメディカ
ル出版

山田正仁　監
修

¥2,000

17 図とｲﾗｽﾄだからわかる　サルコペニア･フレ
イル

クリニコ出版 遠藤直人 ¥4,800

●臨床医学系（放射線・画像診断）

18 CT読影レポート、この画像どう書く？　解
剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患のレ
ポート記載例

 羊土社 小黒草太・著 A5判　238頁 ¥3,800

19 核医学ノート　（第6版）  金原出版 久保敦司・他
著

A5判　384頁 ¥4,800

20 PT・OTのための画像のみかた　（第2版）  金原出版 山下敏彦・他
編

B5判　340頁 ¥3,700

●臨床医学系（リハビリ）

21 極めに・究めるスポーツリハ 丸善出版 相澤純也　他
監修

¥3,500

22 発達障害の作業療法　基礎編　第3版 三輪書店 岩崎清隆　他 ¥3,800

23 発達障害の作業療法　実践編　第3版 三輪書店 岩崎清隆　他 ¥3,800

24 基本編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考
（第2版）

 文光堂 有馬慶美・他
編

B5判　368頁 ¥5,200

25 実践編・ケースで学ぶ理学療法臨床思考
（第2版）

 文光堂 有馬慶美・他
編

B5判　560頁 ¥7,200

26 新版 日常生活活動（ADL）　評価と支援の
実際　（第2版）

 医歯薬出版 伊藤利之・他
編

A4変型判　364
頁

¥6,800

●薬学

27 改訂四版　実用漢方処方集 じほう 藤平健　他監
修

¥6,500

28 臨床漢方治療学 共立出版 田中耕一郎
他編著

¥4,400

29 OTC医薬品の比較と使い分け  羊土社 児島悠史・著 B5判　464頁 ¥3,800

30 コンパス調剤学［Web動画付］　実践的アプ
ローチから理解する　（改訂第3版）

 南江堂 八野芳已・他
編

B5判　328頁 ¥5,000

●科学･化学･栄養

31 「攻めの栄養療法」実践マニュアル　うま
くいく栄養改善と生活機能改善

 中外医学社 若林秀隆・他
編

A5判　238頁 ¥3,400

●医学一般

32 入門　Ｒによる予測モデリング 東京図書 岩松宏和　他 ¥2,800

33 Ｅｘｃｅｌでやさしく学ぶアンケート調査
の統計処理　2019

東京図書 石村友二郎
他

¥2,500

34 すぐわかるＳＰＳＳによるアンケートの調
査･集計･解析　第6版

東京図書 内田治 ¥2,800

35 ぜんぶわかる　呼吸の事典 成美堂出版 長尾大志　監
修

¥1,800

36 海外の最新事例に学ぶ　医療×ブロック
チェーン

日経ＢＰ社 前田琢磨　監
訳

¥15,000
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37 撃ち落とされたエイズの巨星　HIV/AIDS撲
滅をめざしたユップ・ランゲ博士の闘い

 羊土社 （The
Impatient
Dr.Lange）
シーマヤスミ
ン・著

四六判　271頁 ¥2,000

●基礎看護

38 見て読んで学ぶ人体解剖生理学　（改訂第2
版）

 真興交易医書
出版部

堀内宗之・著 B5判　476頁 ¥3,800

●洋書

39 BRENNER & RECTOR'S THE KIDNEY, 11TH
ED., IN 2 VOLS.

11 ELSEVIER A.S.L.YU,
G.M.CHERTOW,
V.A.LUYCKX,
ET AL.

2020 ¥59,490

40 ENZINGER & WEISS'S SOFT TISSUE TUMORS,
7TH ED.

7 ELSEVIER J.R.GOLDBLUM,
A.L.FOLPE &
S.W.WEISS

2020 ¥50,270

41 MILLER'S ANESTHESIA, 9TH ED., IN 2
VOLS.

09 ELSEVIER M.A.GROPPER,
L.I.ERIKSSON,
L.A.FLEISHER,
ET AL(EDS.)

2019 ¥54,730

42 POCKET NEPHROLOGY WOLTERS
KLUWER

W.AHN &
J.RADHAKRISHN
AN (EDS.)

2020 ¥7,490

43 RHEUMATOLOGY SECRETS, 4TH ED. 4 ELSEVIER S.G.WEST &
J.KOLFENBACH

2020 ¥7,680

44 RUBIN'S PATHOLOGY, 8TH ED. - MECHANISMS
OF HUMAN DISEASE

8 WOLTERS
KLUWER

D.S.STRAYER,
J.E.SAFFITZ &
E.RUBIN
(EDS.)

2020 ¥17,490

●推薦

45 感染症と文明 : 共生への道　（岩波新書
新赤版 1314）

岩波書店 山本太郎著 ¥720

46 研究費が増やせるメディア活用術 丸善出版 山本佳世子著 ¥1,900

47 歯科診療に基づく研究・英語論文執筆ガイ
ド : 世界へ向けてエビデンスを発信

医歯薬出版 角舘直樹著 ¥2,800

48 献体 : 遺体を捧げる現場で何が行われてい
るのか　（tanQブックス）

技術評論社 坂井建雄著 ¥1,480

49 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」（友
情.1）

講談社 山中伸弥, 平
尾誠二, 平尾
惠子著

¥1,300

50 ペースメーカーの父・田原淳. 改訂増補版 梓書院 須磨幸蔵著 ¥1,238

51 進化には生体膜が必要だった : 膜がもたら
した生物進化の奇跡

裳華房 佐藤健著 ¥1,500

52 医学とはどのような学問か : 医学概論・医
学哲学講義

春秋社 杉岡良彦著 ¥2,200

53 シンプルでわかりやすい 薬歴・指導記録の
書き方

南山堂 寺沢匡史・編
著

¥3,000

計 53点 ¥387,788

1月決定リスト 3 / 3 ﾍﾟｰｼﾞ


