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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 アンチ・ドーピング 徹底解説!　スポーツ
医薬　服薬指導とその根拠

 中山書店 鈴木秀典・他
編

B5判　260頁 ¥5,000

2 次世代シークエンサーDRY解析教本　改訂第
2版

 学研メディカ
ル秀潤社

清水厚志・編
著

B5変型判　384
頁

¥5,600

3 遺伝医学への招待　（改訂第6版）  南江堂 新川詔夫・監 A5判　196頁 ¥2,000

4 分子細胞生物学　第8版 東京化学同人 榎森康文　他
訳

¥8,400

●臨床医学系（内科）

5 身体所見のメカニズム　原書2版 丸善出版 内藤俊夫　監
訳

¥9,000

6 がん診療スタンダードマニュアル シーニュ 勝俣範之　他
編集

¥8,000

●臨床医学系（呼吸器）

7 レジデントのための呼吸器診療最適解
ケースで読み解く考えかた・進めかた

 医学書院 中島　啓・著 B5判　388頁 ¥5,200

●臨床医学系（循環器）

8 レジデントのための循環器教室　症例で学
ぶ循環器診療のリアル

 日本医事新報
社

佐々木達哉・
他著

B5変型判　224
頁

¥4,200

●臨床医学系（消化器）

9 うんこのつまらない話  中外医学社 三原　弘・著 A5判　80頁 ¥1,800

10 肝硬変治療マニュアル　エキスパートのコ
ツとさじ加減

 南江堂 吉治仁志・編 A5判　288頁 ¥4,000

11 肛門疾患（痔核・痔瘻・裂肛）・直腸脱診
療ガイドライン2020年版　（改訂第2版）

 南江堂 日本大腸肛門
病学会・編

B5判　120頁 ¥3,000

12 大腸がん診療における遺伝子関連検査等の
ガイダンス　第4版　2019年12月

 金原出版 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　104頁 ¥2,000

●臨床医学系（腎・泌尿器）

13 血液浄化療法ハンドブック 2020  協同医書出版
社

透析療法合同
専門委員会・
企画・編集

B5判　468頁 ¥5,800

14 腹膜透析ガイドライン 2019 日本透析医学会
ブックシリーズ 1

 医学図書出版 日本透析医学
会 腹膜透析ガ
イドライン改
訂ワーキング
グループ・編

A4判　193頁 ¥3,500

15 インスリンポンプとCGM　糖尿病をうまく管
理するためのガイド　（第2版）

 医歯薬出版 （Francine
R.Kaufman）
雨宮　伸・他
監訳

B5変型判　296
頁

¥5,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年2月分）
2月12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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●臨床医学系（神経）

16 実践　高次脳機能障害のみかた  中外医学社 小林俊輔・編
著

A5判　264頁 ¥4,600

17 パーキンソン病200年 ―James Parkinsonの
夢―

 中外医学社 山本光利・編
著

B5判　426頁 ¥10,000

18 モノグラフ　臨床脳波を基礎から学ぶ人の
ために　（第2版）

 診断と治療社 日本臨床神経
生理学会・編

A4判　272頁 ¥4,300

19 誘発電位測定マニュアル2019  診断と治療社 日本臨床神経
生理学会・編

B5判　124頁 ¥3,200

20 治療可能な遺伝性神経疾患 診断・治療の手
引き

 診断と治療社 厚生労働科学
研究費補助金
難治性疾患政
策研究事業 遺
伝性白質疾
患・知的障害
をきたす疾患
の診断・治
療・研究シス
テム構築班・
編

B5判　132頁 ¥4,200

21 結局現場でどうする？　Dr.増井の神経救急
セミナー【電子版、連動動画付】　2版

 日本医事新報
社

増井伸高・著 B5判　184頁 ¥4,200

22 疼痛の認知神経リハビリテーション  協同医書出版
社

カルロ・ペル
フェッティ・
他編著

B5変型判　312
頁

¥5,000

23 40人の神経科学者に脳の一番面白いところ
を聴いてみた

河出書房新社 岩坂彰　訳 ¥2,100

●臨床医学系（放射線・画像診断）

24 実践！　医用画像情報学　基礎から実験・
演習まで

 メジカル
ビュー社

橋本雄幸・編 B5判　400頁 ¥5,400

25 図解診療放射線技術実践ガイド　第一線で
必ず役立つ知識・実践のすべて　（第4版）

 文光堂 遠藤啓吾・他
編

A5判　1,040頁 ¥8,000

26 救急超音波ポケットマニュアル オーム社 秋山敏一 ¥2,700

●臨床医学系（外科）

27 外傷処置・小手技の技＆Tips　はやく，要
領よく，きれいに仕上げる極意　（改訂第2
版）

 メジカル
ビュー社

岡崎　睦・編
著

A4変型判　160
頁

¥7,000

28 関連8学会合同　脳脊髄液漏出症診療指針  中外医学社 嘉山孝正・監 B5判　56頁 ¥2,500

29 脳神経外科　二刀流のススメ  診断と治療社 吉村紳一・編
著

B5判　210頁 ¥8,000

●臨床医学系（小児科）

30 小児溶血性貧血の臨床と検査技術  診断と治療社 渋谷 温・著 B5判　128頁 ¥3,200

●臨床医学系（眼科）

31 ベーチェット病診療ガイドライン2020  診断と治療社 日本ベー
チェット病学
会・監

B5判　200頁 ¥4,800

●社会医学系

32 医療情報を見る、医療情報から見る　エビ
デンスと向き合うための10のスキル

 金芳堂 青島周一・著 A5判　160頁 ¥2,800

●医学一般

33 はじめての医学  MEDSI 木南　凌・著 B5変型判　224
頁

¥2,500
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34 医療者のためのExcel入門　超・基礎から医
療データ分析まで　（第2版）

 医学書院 田久浩志・著 B5判　208頁 ¥2,400

35 いのちを救う　災害時医療 河出書房新社 森村尚登 ¥1,400

36 医療ＡＩの夜明け オーム社 岡田正彦 ¥1,800

37 臨床医のための　医療ＡＩ概論 日経ＢＰ社 山田朋秀　他 ¥3,300

38 ﾈｲﾃｨﾌﾞが教える日本人研究者のための論文
の書き方・ｱｸｾﾌﾟﾄ術

講談社 前平謙二　他
訳

¥3,800

39 医療六法　令和2年版 中央法規 荘村明彦　発
行

¥6,600

40 薬剤師のための　医療情報検索テクニック 日経ＢＰ社 青島周一　他 ¥2,700

41 職場の健康がみえる メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,500

●医療技術

42 血液検査技術教本　第2版 丸善出版 日本臨床衛生
検査

¥4,900

●リハビリテーション

43 脊髄損傷理学療法マニュアル　（第3版）  文光堂 岩﨑　洋・編 B5判　450頁 ¥6,500

44 吃音・流暢性障害 〈授業・実習・国
試に役立つ〉言語
聴覚士ドリルプラ
ス

 診断と治療社 大塚裕一・編 B5判　80頁 ¥1,900

●薬学

45 治験薬学　治験のプロセスとスタッフの役
割と責任　（改訂第2版）

 南江堂 亀井淳三・他
編

B5判　232頁 ¥3,800

46 錠剤・カプセル剤粉剤ハンドブック　第8版 じほう 佐川賢一　他
監修

¥6,400

47 くすりに携わるなら知っておきたい！医薬
品の化学

じほう 高橋秀依　他 ¥3,600

●科学･化学･栄養

48 無から生まれた世界の秘密 東京化学同人 渡辺正　訳 ¥2,500

49 アトキンス　物理化学要論　第7版 東京化学同人 千原秀昭　他
訳

¥5,900

●洋書

50 GOLDMAN-CECIL MEDICINE, 26TH ED., IN 2
VOLS.

26 ELSEVIER L.GOLDMAN &
A.I.SCHAFER
(EDS.)

2020 ¥26,090

●利用者推薦

51 ボクはやっと認知症のことがわかった : 自
らも認知症になった専門医が、日本人に伝
えたい遺言

KADOKAWA 長谷川和夫,
猪熊律子著

¥1,300

52 「その日」の前に ONDORI-BOOKS アンドルー・
ジョージ写
真・文 ; 鈴木
晶訳

¥2,200

計 52点 ¥247,590
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