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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 細胞診セルフアセスメント　（第2版）  医学書院 坂本穆彦・他
編著

B5判　320頁 ¥7,500

2 臨床検査法提要　（改訂第35版）  金原出版 金井正光・監 A5判　2,016頁 ¥15,000

3 モリス　生物学 東京化学同人 八杉貞雄　他
監訳

¥9,000

●臨床医学系（内科）

4 痛みの内科診断学  南山堂 鍋島茂樹・著 B5判　144頁 ¥3,200

5 内科初診外来 ただいま診断中！  中外医学社 鋪野紀好・著 A5判　192頁 ¥4,200

6 事件現場における事態対処医療標準ガイド
ブック

 へるす出版 日本臨床救急
医学会・監

B5判　90頁 ¥2,300

7 がんゲノム医療遺伝子パネル検査実践ガイ
ド

 医学書院 角南久仁子・
他編著

B5判　252頁 ¥4,200

8 根拠にもとづく がん化学療法レジメン作成
とマネジメントのてびき　原文献の読み解
き方，支持療法・投与法の標準化，安全な
運用・評価の実践

 羊土社 神野正敏・監 B5判　197頁 ¥4,800

9 造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年版補訂
版　［2020年4月］　（第2版補訂版）

 金原出版 日本血液学
会・編

B5判　428頁 ¥5,000

10 臨床研究の教科書　研究デザインとデータ
処理のポイント　（第2版）

 医学書院 川村　孝・著 B5判　256頁 ¥4,200

11 キーワードでわかる臨床栄養 令和版　栄養
で治す！基礎から実践まで

 羊土社 岡田晋吾・編 B5判　432頁 ¥3,800

12 蘇生危機管理マニュアル メディカルレ
ビュー社

山口重樹　監
訳

¥4,500

●臨床医学系（感染症）

13 本質の寄生虫 臨床医のための寄生虫感染症  中外医学社 岩田健太郎・
編

A5判　260頁 ¥3,800

14 図解　新型コロナウイルス職場の対策マ
ニュアル

エクスナレッ
ジ

亀田高志 ¥1,400

●臨床医学系（全身・代謝等障害）

15 Evidence based medicineを活かす　膠原
病・リウマチ診療　（第4版）

 メジカル
ビュー社

東京女子医科
大学病院膠原
病リウマチ痛
風センター・
編

B5判　700頁 ¥9,500

16 若年性特発性関節炎（JIA）における生物学
的製剤使用の手引き 2020年版

 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・編

B5判　94頁 ¥4,000

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年6月分）
6月3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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書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

●臨床医学系（整形外科）

17 膝痛 知る 診る 治す　（改訂第2版）  メジカル
ビュー社

宗田　大・著 B5変型判　208
頁

¥8,500

●臨床医学系（循環器）

18 血液疾患における多職種の関わり　5つの症
例から考えるチーム医療の実際

 中外医学社 前田裕弘・編
著

A5判　230頁 ¥4,400

19 続・楽しく学んで好きになる！　心電図ト
レーニングクイズ2

 医歯薬出版 谷内亮水・著 AB判　192頁 ¥4,400

●臨床医学系（呼吸器）

20 間質性肺疾患診療マニュアル　（改訂第3
版）

 南江堂 久保惠嗣・監 B5判　494頁 ¥10,000

21 喘息治療薬の考え方,使い方 ver.2  中外医学社 滝澤　始・著 A5判　400頁 ¥5,600

22 まるわかり！肺音聴診［Web音源・動画付］
聴診ポイントから診断アプローチまで

 南江堂 皿谷　健・著 B5判　144頁 ¥3,300

23 膠原病に伴う間質性肺疾患診断・治療指針
2020

メディカルレ
ビュー社

日本呼吸器学
会

¥4,500

●臨床医学系（消化器）

24 機能性消化管疾患診療ガイドライン2020
過敏性腸症候群（IBS）　（改訂第2版）

 南江堂 日本消化器病
学会・編

B5判　124頁 ¥3,000

25 消化性潰瘍診療ガイドライン2020　（改訂
第3版）

 南江堂 日本消化器病
学会・編

B5判　224頁 ¥3,500

26 大腸ポリープ診療ガイドライン2020　（改
訂第2版）

 南江堂 日本消化器病
学会・編

B5判　176頁 ¥3,200

●臨床医学系（腎・泌尿器）

27 血液浄化とそれを支える基盤技術  東京医学社 織田成人・編 B5判　196頁 ¥4,300

28 ここが知りたい！腎臓病診療ハンドブック  中外医学社 清水英樹・編
著

A5判　380頁 ¥4,800

29 腎不全と薬の使い方Ｑ＆Ａ　第2版 じほう 平田純生　他
編著

¥7,000

●臨床医学系（内分泌）

30 General Mindで攻める 総合内科で診る内分
泌疾患

 中外医学社 大塚文男・編
著

A5判　372頁 ¥5,800

31 糖尿病治療ガイド2020-2021  文光堂 日本糖尿病学
会・編著

B5判　152頁 ¥900

32 糖尿病治療の手びき2020　（改訂第58版）  南江堂 日本糖尿病学
会・編・著

B5判　164頁 ¥700

●臨床医学系（神経）

33 ストレスチェック時代の睡眠・生活リズム
改善実践マニュアル　睡眠は健康寿命延伸
へのパスポ ト

 全日本病院出
版会

田中秀樹・他
編

B5判　168頁 ¥3,300

●臨床医学系（精神科）

34 精神科臨床の自由 星和書店 杉林稔 ¥2,700

35 １日でわかる　心理学 ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ 川口潤　監訳 ¥1,500

36 臨床試験のデータを読み解く 星和書店 中林哲夫 ¥7,800
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●臨床医学系（麻酔科）

37 静脈麻酔薬の効くしくみ　大先生物語  MEDSI 小原伸樹・著 A5判　196頁 ¥3,600

38 ヘンスレー心臓手術の麻酔　（5版）  MEDSI 新見能成・他
監訳

A5変型判
1,008頁

¥15,000

39 麻酔科医のための　周術期の最新ガイドラ
イン活用術

新戦略に基づく麻
酔・周術期医学

 中山書店 横山正尚・他
編

B5判　312頁 ¥13,000

●臨床医学系（産婦人科）

40 新版 がん・生殖医療　妊孕性温存の診療  医歯薬出版 日本がん・生
殖医療学会・
監

B5判　440頁 ¥12,000

41 生殖と周産期のリエゾン  診断と治療社 池田智明・編 B5判　232頁 ¥5,500

42 誰も教えてくれなかった婦人科がん薬物療
法　（改訂第2版）

 メジカル
ビュー社

勝俣範之・編 B5判　196頁 ¥4,500

43 動画で学ぶ！ 婦人科腹腔鏡手術トレーニン
グ　手術経験数より大事なトレーニング法
を知る

 中外医学社 磯部真倫・編
著

B5判　238頁 ¥8,800

44 周産期遺伝カウンセリングマニュアル
（改訂3版）

 中外医学社 関沢明彦・他
編著

A4判　216頁 ¥7,400

45 子宮全摘出ロボット手術のキホン メディカ出版 近藤英司 ¥14,000

46 母体急変を見抜く　産科エマージェンシー
臨床推論

メディカ出版 望月礼子 ¥3,000

47 産婦人科必修　母体急変時の初期対応　第3
版

メディカ出版 日本母体救命ｼ
ｽﾃﾑ

¥4,800

●臨床医学系（皮膚科）

48 エビデンスに基づくQ&Aでわかる皮膚感染症
治療

 中山書店 宮地良樹・他
編

B5判　384頁 ¥8,000

●臨床医学系（小児科）

49 子どもの予防接種  診断と治療社 日本小児科学
会予防接種・
感染症対策委
員会・編

A4判　208頁 ¥5,200

50 小児IgA腎症診療ガイドライン2020  診断と治療社 日本小児腎臓
病学会・編

B5判　84頁 ¥3,200

51 特殊ミルク治療ガイドブック  診断と治療社 日本小児医療
保健協議会
（四者協）治
療用ミルク安
定供給委員
会・編

B5判　152頁 ¥3,800

52 小児漢方治療の手引き　第3版 日本小児医事
出版

日本小児東洋
医学会

¥5,000

53 小児リウマチ学 朝倉書店 伊藤秀一　他
監修

¥10,000

●臨床医学系（耳鼻咽喉科）

54 あたらしい耳鼻咽喉科・頭頸部外科学  中山書店 香取幸夫・他
編

B5判　560頁 ¥9,000

55 耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス[上巻]
（第2版）

 医学書院 森山　寛・監 A4判　416頁 ¥37,000

56 耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス[下巻]
（第2版）

 医学書院 森山　寛・監 A4判　416頁 ¥37,000

57 メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガ
イドライン 2020年版

 金原出版 日本めまい平
衡医学会・編

B5判　100頁 ¥2,600
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●臨床医学系（眼科）

58 症例から学ぼう　ぶどう膜炎診療のストラ
テジー

三輪書店 竹内大　他編
集

¥12,000

59 眼科スゴ技　緑内障の診断・治療・手術 メディカ出版 中澤徹　監修 ¥12,000

●臨床医学系（リハビリ）

60 がんのリハビリテーション 15レクチャーリハ
ビリテーションテ
キスト

 中山書店 立松典篤・他
編

A4判　192頁 ¥2,600

61 装具学　（第2版） 15レクチャーシ
リーズ理学療法テ
キスト

 中山書店 石川　朗・他
編

A4判　200頁 ¥2,600

62 精神障害作業療法入門　（改訂第2版）  協同医書出版
社

簗瀨　誠・編
著

A5判　216頁 ¥2,700

63 重複障害のリハビリテーション実践マニュ
アル　27症例から学ぶ多臓器障害者のリハ
ビリテーション

 医歯薬出版 上月正博・編
著

B5判　248頁 ¥4,500

●薬学

64 フローチャート救急漢方薬　リアル救急で
も使える！

 新興医学出版
社

新見正則・著 B6変型判　196
頁

¥3,000

65 基礎からの薬物動態学　第2版 テコム 弓田長彦　他
編集

¥3,400

66 薬がみえる　VOL.4 メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所

¥3,600

67 2020-2021　ＯＴＣ医薬品事典　第17版 じほう 日本OTC医薬品
情報

¥6,800

●医学一般

68 医療統計解析使いこなし実践ガイド　臨床
研究で迷わないQ&A

 羊土社 対馬栄輝・編 A5判　254頁 ¥2,800

69 秀吉の六本指／龍馬の梅毒　Dr.シノダが読
み解く歴史の中の医療

 金原出版 篠田達明・著 A5判　244頁 ¥2,800

70 もったいない患者対応 じほう 山本健人 ¥3,000

71 あめいぐ　臨床英語 丸善出版 反田篤志　監
修

¥3,500

72 日本の医療　制度と政策　増補改訂版 東京大学出版
会

島崎謙治 ¥4,800

●科学･化学･栄養

73 日本人の食事摂取基準　2020年版の実践・
運用

第一出版 食事摂取基準
の実践

¥2,100

●洋書

74 BEHAVIORAL SCIENCE, 8TH ED.(BOARD
REVIEW SERIES)

8 WOLTERS
KLUWER

B.FADEM 2021 ¥6,870

75 CANCER: PRINCIPLES & PRACTICE OF
ONCOLOGY, 3RD ED. - PRIMER OF THE
MOLECULAR BIOLOGY OF CANCER

3 WOLTERS
KLUWER

V.T.DEVITA,JR
.,
T.S.LAWRENCE
&
S.A.ROSENBERG
(EDS.)

2021 ¥12,490

76 CANCER CHEMOTHERAPY, 2ND ED. - BASIC
SCIENCE TO THE CLINIC

2 WILEY-
BLACKWELL

G.S.GOLDENBER
G & R.AIRLEY

2020 ¥9,100

77 CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT SURGERY,
15TH ED.

15 MCGRAW-HILL
EDUCATION

G.M.DOHERTY
(ED.)

2020 ¥13,860
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78 DERMOSCOPY, 3RD ED. - ESSENTIALS 3 ELSEVIER H.P.SOYER,
G.ARGENZIANO,
R.HOFMANN-
WELLENHOF, ET
AL.

2020 ¥11,690

79 DEJA REVIEW: USMLE STEP 1, 3RD ED. 3 MCGRAW-HILL
EDUCATION

M.K.TUTTLE,
J.H.NAHEEDY &
D.A.ORRINGER

2020 ¥3,780

80 FAST FACTS ABOUT MEDICAL CANNABIS &
OPIOIDS

SPRINGER
PUBLISHING
COMPANY

G.L.SMITH &
K.F.SMITH

2021 ¥5,420

81 GOOD DOCTOR WHAT IT MEANS, HOW TO
BECOME ONE, & HOW TO REMAIN ONE

MCGRAW-HILL
EDUCATION

T.H.LEE 2020 ¥4,200

82 LECTURE NOTES: NEPHROLOGY COMPREHENSIVE
GUIDE TO RENAL MEDICINE

WILEY-
BLACKWELL

S.TARAFDAR
(ED.)

2020 ¥5,250

83 SMITH & TANAGHO'S GENERAL UROLOGY, 19TH
ED.

19 MCGRAW-HILL
EDUCATION

J.W.MCANINCH
& T.F.LUE
(EDS.)

2020 ¥13,860

●利用者・図書館推薦

84 イラスト手術手技のコツ　耳鼻咽喉科・頭
頸部外科　咽喉頭頸部編　改訂第2版

東京医学社 小川郁・河田
了・岸本誠
司・春名眞一

¥16,000

85 イラスト手術手技のコツ　耳鼻咽喉科・頭
頸部外科　耳・鼻編　改訂第2版

東京医学社 小川郁・河田
了・岸本誠
司・春名眞一

¥16,000

86 カラー版内科学 西村書店 門脇孝, 永井
良三総編集

¥14,000

87 やさしい医療系の統計学第２版 医歯薬出版 佐藤敏雄、村
松 宰著

¥3,000

88 医療の場のコミュニケーション : 言葉を贈
る心を贈る

篠原出版新社 日下隼人 ¥1,800

89 健康長寿診療ハンドブック : 実地医家のた
めの老年医学のエッセンス　改訂版

メジカルビュー社 日本老年医学
会

¥1,000

90 手術の流儀 : 東京大学医学部肝胆膵外科,
人工臓器・移植外科

南江堂 國土典宏 ¥18,000

91 心電図で診る・治す（新心臓病診療プラク
ティス　7）

文光堂 清水昭彦, 笠
貫宏

¥15,000

92 神経症候学を学ぶ人のために 医学書院 岩田誠 ¥9,700

93 生物学.カレッジ版第2版 医学書院 高畑雅一ほか ¥2,400

94 糖尿病専門医研修ガイドブック　7版 診断と治療社 日本糖尿病学
会

¥8,500

95 標準採血法ガイドライン（2019年版） 日本臨床検査標準
協議会

¥14,000

96 Braunwald's heart disease : a textbook
of cardiovascular medicine. 11th ed.

Elsevier Douglas P.
Zipes, ...
[et al.]

¥43,109

97 ISCN 2016 : an international system for
human cytogenomic nomenclature (2016)

Karger ¥8,624

計 97点 ¥717,853
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