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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 RAW DATA  羊土社 ペルニール
ロース・著

四六判　373頁 ¥1,600

2 Thiel法だから動きがわかりやすい！筋骨格
系の解剖アトラス 上肢編（Web動画付）

 金芳堂 木山博資・監 B5判　270頁 ¥5,800

3 日本人体解剖学 上巻　解剖学総論・骨格
系・筋系・神経系　（第20版）

 南山堂 金子丑之助・
原著

四六倍判　775
頁

¥11,000

4 日本人体解剖学 下巻　循環器系・内臓学・
感覚器系　（第20版）

 南山堂 金子丑之助・
原著

四六倍判　749
頁

¥11,000

5 ハインズ神経解剖学アトラス　（第5版）  MEDSI 佐藤二美・訳 A4変型判　368
頁

¥6,500

6 忙しい人のための代謝学　ミトコンドリア
がわかれば代謝がわかる

 羊土社 田中文彦・著 A5判　157頁 ¥3,200

7 外科病理学　（第5版）  文光堂 深山正久・他
編

B5変型判
1,892頁

¥42,000

8 解剖学実習ハンドブック 時潮社 松尾拓哉 ¥1,800

9 基礎講義　生物学 東京化学同人 井上英史　他
編

¥2,200

10 細胞の理論生物学 東京大学出版
会

金子邦彦　他 ¥3,800

11 新訂版　感染と微生物の教科書 研成社 田爪正氣　他 ¥2,500

●臨床医学系（内科）

12 新臨床内科学 [デスク判]　（第10版）  医学書院 矢崎義雄・監 B5判　1,600頁 ¥24,000

13 各科スペシャリストが伝授　内科医が知っ
ておくべき疾患102

 中山書店 宮地良樹・編 B5判　224頁 ¥4,500

14 不明熱・不明炎症レジデントマニュアル  医学書院 國松淳和・編 B6変型判　498
頁

¥4,500

15 また来たくなる外来  金原出版 國松淳和・著 四六判　296頁 ¥3,000

16 こんな対応はNG！ 非専門医のためのリウマ
チ・膠原病診療

 金芳堂 和田　琢・著 A5判　208頁 ¥4,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年5月分）
5月11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　https://library.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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17 成人診療科医のための 小児リウマチ性疾患
移行支援ガイド

 羊土社 厚生労働科学
研究費補助金
難治性疾患等
政策研究事業
小児期および
成人移行期小
児リウマチ患
者の全国調査
データの解析
と両者の異同
性に基づいた
全国的シーム
レス診療ネッ
トワーク構築
による標準的
治療の均てん
化研究班・編

B5判　141頁 ¥4,500

18 診療エッセンシャルズ　　新訂第3版 日経ＢＰ社 松村理司　他
監修

¥4,600

19 ﾄｯﾌﾟｼﾞｬｰﾅﾙから学ぶ　総合診療アップデー
ト　第3版　西伊豆特講

シービーアー
ル

仲田和正 ¥6,800

20 今日の診療のための外来診療　2020 日経ＢＰ社 泉孝英　編集
主幹

¥15,000

●臨床医学系（感染症）

21 こういうときはこうする！感染症クリスタ
ルエビデンス 感染対策・予防編

 金芳堂 岡　秀昭・監 A5判　309頁 ¥4,500

22 呼吸器内科医が解説！新型コロナウイルス
感染症　COVID-19

医療科学社 粟野暢康　他
監修

¥1,700

23 新型コロナウイルス緊急対策マニュアル 秀和システム 齋藤勝裕　編
著

¥800

●臨床医学系（循環器）

24 高血圧診療ガイド2020  文光堂 日本高血圧学
会 高血圧診療
ガイド2020作
成委員会・編

B5判　120頁 ¥1,200

25 貧血に出会ったら やさしくわかる貧血の診
かた

 金芳堂 萩原將太郎・
編著

A5判　208頁 ¥3,700

26 よくある副作用症例に学ぶ　降圧薬の使い
方　高血圧治療ガイドライン2019対応　（5
版）

 金芳堂 後藤敏和・他
著

A5判　272頁 ¥3,300

27 川崎病診断の手引きガイドブック2020  診断と治療社 日本川崎病学
会・編

B5判　68頁 ¥2,800

●臨床医学系（呼吸器）

28 読む肺音 視る肺音　病態がわかる肺聴診学
（第2版）

 金原出版 岡　三喜男・
著

B5判　124頁 ¥2,600

●臨床医学系（腎・泌尿器）

29 カニでもわかる水・電解質  中外医学社 長澤　将・著 A5判　188頁 ¥3,400

30 All in One 糖尿病 外来診療の味方  南山堂 橋本　浩・著 A5判　288頁 ¥2,900

31 糖尿病治療からDMS（データマネジメントシ
ステム）指導まで　いま読んでおきたい！
血糖データの活かし方

 南山堂 小出景子・他
編

B5判　378頁 ¥4,200

32 ひと味違うSGLT2阻害薬の使い方  中外医学社 野出孝一・監 B5判　192頁 ¥4,600

●臨床医学系（消化器）
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33 腹痛の「なぜ？」がわかる本　痛みのメカ
ニズムがみえれば診療が変わる！

 医学書院 腹痛を「考え
る」会・編著

A5判　264頁 ¥4,000

●臨床医学系（神経）

34 怪談に学ぶ脳神経内科  中外医学社 駒ヶ嶺朋子・
著

A5判　176頁 ¥3,200

35 しびれが診える－エキスパートのアプロー
チ

 中外医学社 鈴木則宏・編 A5判　250頁 ¥4,200

36 ジェネラリストのための神経疾患の診かた  中外医学社 井口正寛・著 A5判　260頁 ¥4,400

37 特発性正常圧水頭症診療ガイドライン　第3
版

メディカルレ
ビュー社

日本正常圧水
頭症学会

¥3,500

●臨床医学系（精神科）

38 精神症状から身体疾患を見抜く  金芳堂 尾久守侑・著 A5判　181頁 ¥3,600

39 不安とうつの統一プロトコル 診断を越えた
認知行動療法 臨床応用編

 診断と治療社 （デイビッド
H. バーロウ）
伊藤正哉・監
訳

B5判　248頁 ¥5,500

●臨床医学系（放射線・画像診断）

40 これから始める血管エコー　描出のコツと
再現性を高めるためのテクニック　（改訂
第2版）

 メジカル
ビュー社

種村　正・編 A4判　256頁 ¥5,800

41 医療AIとﾃﾞｨｰﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ　PYTHOによる
医用画像処理入門

オーム社 藤田広志　他 ¥3,400

●臨床医学系（外科）

42 ぼけーっとオペしとったらあかんで！　形
成外科医が説く外科手技の真常識

 南江堂 菅原康志・他
著

A5判　168頁 ¥3,600

43 脂肪注入ハンドブック　基本からCALまで  克誠堂出版 辻　直子・編
著

B5判　160頁 ¥9,400

44 先天異常 形成外科治療手技
全書 4

 克誠堂出版 波利井清紀・
他監

B5判　266頁 ¥15,000

●臨床医学系（産婦人科）

45 いきなりTLH　ビギナーとその指導者のため
に

OGS NOW Basic 2  メジカル
ビュー社

万代昌紀・編 A4判　212頁 ¥10,000

46 ここまで診れる！外来での婦人科超音波
診断プロセスが身につく76症例

 文光堂 馬場一憲・著 B5判　210頁 ¥8,000

47 産婦人科手術のための基礎知識　開腹・腹
腔鏡・ロボット

OGS NOW Basic 1  メジカル
ビュー社

平松祐司・編 A4判　176頁 ¥10,000

48 産婦人科内視鏡手術スキルアップ　（第3
版）

 メジカル
ビュー社

日本産科婦人
科内視鏡学
会・編

B5判　288頁 ¥10,000

49 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイド
ブック

 診断と治療社 日本女性医学
学会・編著

B5判　168頁 ¥5,000

50 女性アスリートの健康管理・指導【電子版
付】

 日本医事新報
社

能瀬さやか・
編

B5判　278頁 ¥5,400

●臨床医学系（皮膚科）

51 あらゆる診療科で役立つアトピー性皮膚炎
アトラス　典型疹から間違えやすい皮疹ま
で243点の症例写真で「これってアト
ピー？」に答える！

 羊土社 出来尾　格・
著

A5判　223頁 ¥3,800

52 かつてないほどハードルが低い マンガでわ
かる皮膚科学

 金芳堂 吉木竜太郎・
著

A5判　107頁 ¥2,200
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53 美容皮膚医療 ホントのところ  克誠堂出版 宮田成章・編
著

B5判　234頁 ¥14,000

●臨床医学系（小児科）

54 Dr.KIDの　小児診療×抗菌薬のエビデンス  医学書院 宮入　烈・監 A5判　256頁 ¥3,500

55 小児の薬の選び方・使い方　小児科専門医
の手の内を公開！　（第5版）

 南山堂 横田俊平・他
編

B5判　402頁 ¥5,400

56 健診も深まる！　小児の身体診察と情報収
集　（原著第3版）

 東京医学社 （Karen
G.Duderstadt
）　松島崇
浩・監訳

A5判　300頁 ¥7,500

57 小児外来診療のコツとワザ　今日から実践
できる40のTips!

 文光堂 熊谷秀規・編 A5判　208頁 ¥4,000

58 実践　小児薬用量ガイド　第3版 じほう 甲斐純夫　他
監修

¥3,000

59 予防接種の手引き　2020-21年度版 近代出版 岡部信彦　他
編著

¥6,500

60 子どもの食と栄養 講談社 青き三重子 ¥2,600

●臨床医学系（眼科）

61 前眼部アトラス 眼疾患アトラスシ
リーズ 1

 総合医学社 外園千恵・他
編

B5判　470頁 ¥18,000

62 眼科　（第2版） シリーズ まとめて
みた

 医学書院 天沢ヒロ・著 A5判　232頁 ¥2,800

●臨床医学系（リハビリ）

63 ナイスバルク！ 急性期のリハビリテーショ
ンと栄養療法 筋トレのエビデンスから考え
る

 金芳堂 中村謙介・著 A5判　269頁 ¥4,400

●社会医学系

64 アドバンスト分析疫学　369の図表で読み解
く疫学的推論の論理と数理

 MEDSI 木原正博・他
訳

B5判　544頁 ¥5,600

65 公衆衛生マニュアル 2020　（第38版）  南山堂 柳川　洋・他
編

A4判　274頁 ¥5,500

66 新型インフルエンザパンデミックに日本は
いかに立ち向かってきたか　1918スペイン
インフルエンザから現在までの歩み

 南山堂 岡部信彦・他
編

A5判　178頁 ¥2,400

67 死体検案ハンドブック　（4版）  金芳堂 近藤稔和・編
著

A5判　403頁 ¥7,000

●医学一般

68 スターのプレゼン 極意を伝授！  新興医学出版
社

新見正則・著 B6変型判　140
頁

¥3,000

69 Dr.セザキング直伝！　最強の医学英語学習
メソッド[Web動画付]

 医学書院 瀬嵜智之・著 A5判　264頁 ¥3,400

70 ABC of 臨床コミュニケーション　医療をス
ムーズにする“伝える/聞き取る”技術

 羊土社 （Nicola
Cooper）　坂
本　壮・訳

B5判　137頁 ¥3,600

71 体内リズムをめぐる生物学 アドスリー 田中実 ¥1,600

72 臨床医学の誕生 みすず書房 神谷美恵子
訳

¥5,000

73 ﾆｭｰﾄﾝ式　超図解最強にわかる！死とは何か ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ 田沼靖一　監
修

¥900

74 医学･理工･自然科学研究者のための英語論
文ラクラク・アクセプト

メディカ出版 北風政史 ¥3,200
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75 改訂版　不整脈で困ったら メディカルサ
イエンス社

山下武志 ¥3,800

76 プラセボ学 ライフサイエ
ンス出版

中野重行 ¥2,400

77 知らなきゃﾏｽﾞい　医師×お金ルールとマ
ナー

日経ＢＰ社 日経ﾒﾃﾞｨｶﾙ編 ¥3,200

78 病院ではコレが常識！医師のお作法123 日経ＢＰ社 日経ﾒﾃﾞｨｶﾙ編 ¥3,200

79 脳のネッワーク みすず書房 下野昌宜　訳 ¥6,000

80 改訂版　すぐわかる多変量解析 東京図書 石村光資郎
他

¥2,200

81 ＥＸＣＥＬによるアンケート分析 東京図書 内田治 ¥2,400

82 病気がみえる　VOL.1　消化器　　改訂第6
版

メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,700

●臨床看護

83 まるっと！ アドバンス・ケア・プランニン
グ　いろんな視点で読み解くACPの極上エッ
センス

 南山堂 宇井睦人・編
著

B5判　144頁 ¥2,500

●基礎看護

84 誤作動する脳 シリーズ ケアをひ
らく

 医学書院 樋口直美・著 A5判　260頁 ¥2,000

●栄養学

85 ポケットマスター臨床検査知識の整理　病
理学／病理組織細胞学　臨床検査技師国家
試験出題基準対応 電子版付

 医歯薬出版 新臨床検査技
師教育研究
会・編

新書変型判
392頁

¥3,300

86 応用栄養学　（改訂第6版） 健康・栄養科学シ
リーズ

 南江堂 医薬基盤・健
康・栄養研究
所・監

B5判　368頁 ¥3,200

87 栄養科学シリーズＮＥＸＴ　臨床栄養学概
論　第２版

講談社 友竹浩之　他
編

¥2,600

88 栄養科学シリーズＮＥＸＴ　新・栄養学総
論　第2版

講談社 友竹浩之　他
編

¥2,600

89 栄養科学シリーズＮＥＸＴ　公衆栄養学概
論　第2版

講談社 友竹浩之　他
編

¥2,600

90 栄養科学シリーズＮＥＸＴ　基礎栄養学
第4版

講談社 木戸康博　他
編

¥2,600

91 栄養科学シリーズＮＥＸＴ　栄養薬学・薬
理学入門　第2版

講談社 川添禎浩　他
編

¥2,800

92 栄養科学シリーズＮＥＸＴ　応用栄養学
第6版

講談社 木戸康博　他
編

¥2,800

93 日本人の食事摂取基準　2020年版 第一出版 伊藤貞嘉　他
監修

¥2,800

●薬学

94 がん薬物療法のひきだし　腫瘍薬学の基本
から応用まで

 医学書院 松尾宏一・編 B5判　464頁 ¥4,500

95 薬のうごきを「みえる化」する　一目で伝
わるADME図鑑

 南山堂 高村徳人・著 AB判　100頁 ¥2,200

96 フローチャート　抗がん薬副作用 じほう 中西洋一　監
修

¥3,900

97 がん化学療法ワークシート　第5版 じほう 池松裕明　他
編集

¥5,200
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98 投薬禁忌リスト　令和２年版 じほう 医薬情報研究
所　編集

¥4,200

99 ダンラップ･ヒューリン　創薬化学 東京化学同人 長野哲雄　監
訳

¥5,400

●科学・化学

100 有機反応機構 東京化学同人 奥山格 ¥2,600

101 バイオ医薬 東京化学同人 石井明子　他
編

¥4,400

●洋書

102 CAMPBELL-WALSH-WEIN UROLOGY, 12TH ED.,
IN 3 VOLS.

12 ELSEVIER A.W.PARTIN,
R.R.DMOCHOWSK
I

2021 ¥69,290

103 CAMPBELL-WALSH UROLOGY,12TH ED. REVIEW,
3RD ED.

3 ELSEVIER A.J.WEIN,
T.F.KOLON,
A.W.PARTIN,
ET AL.

2020 ¥17,390

104 CLINICAL EPIDEMIOLOGY, 6TH ED.(INT'L
ED.) - THE ESSENTIALS

6 WOLTERS
KLUWER

G.S.FLETCHER 2021 ¥7,490

105 ESSENTIAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY,
3RD ED. - SELF-ASSESSMENT APPROACH

3 CARDIOTEXT
PUBLISHING

Z.ABEDIN 2020 ¥18,060

106 GRANT'S DISSECTOR, 17TH ED.(INT'L ED.) 17 WOLTERS
KLUWER

A.J.DETTON 2021 ¥8,490

107 OXFORD TEXTBOOK OF MEDICINE, 6TH ED.,
IN 4VOLS.

06 OXFORD
UNIVERSITY
PRESS

J.D.FIRTH,
C.P.CONLON &
T.M.COX
(EDS.)

2020 ¥82,870

108 SYMPTOM TO DIAGNOSIS, 4TH ED. - AN
EVIDENCE-BASED GUIDE

04 MCGRAW-HILL
EDUCATION

S.D.C.STERN,
A.S.CIFU &
D.ALTKORN

2020 ¥9,800

109 WEEDON'S SKIN PATHOLOGY, 5TH ED. 5 CHURCHILL
LIVINGSTONE
(UK)

J.W.PATTERSON 2021 ¥47,270

計 109点 ¥780,660
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