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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 エース薬理学  南山堂 金井好克・監 四六倍判　336
頁

¥5,000

2 シンプル病理学　（改訂第8版）  南江堂 笹野公伸・他
編

B5判　428頁 ¥3,000

3 学生の声を聞いてつくった解剖生理学  南山堂 安谷屋　均・
著

B5判　158頁 ¥1,900

4 イラストで理解するかみくだき薬理学
（第2版）

 南山堂 町谷安紀・著 B5判　190頁 ¥2,300

5 医療に役立つ 遺伝子関連Web情報検索　手
とり足とり教えますガイド　（2版）

 MEDSI 中山/智祥・著 AB判　148頁 ¥3,200

6 神経をめぐる生物学　AIを学ぶ第一歩 アドスリー 斉藤　徹　編
著

¥1,600

7 よくわかる公衆衛生の基本としくみ　2版 秀和システム 上地　賢　他 ¥1,800

●臨床医学系（内科）

8 どんな診察室にも役立つ　アレルギー疾患
まるわかりBOOK

 南山堂 橋本　浩・著 A5判　206頁 ¥3,000

9 リウマチ・運動器診療のための関節エコー
Perfect Image　動画で見る 撮像手技・病
態理解・関節穿刺のすべて

 日本医事新報
社

岡野匡志・著 B5判　192頁 ¥5,400

10 重症患者 診療指針2021-'22  総合医学社 岡元和文・監 A5判　1,600頁 ¥36,000

11 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン
2020年版　（第3版）

 金原出版 日本緩和医療
学会・編

B5判　200頁 ¥2,600

12 レジデントのための これだけ輸液  日本医事新報
社

佐藤弘明・著 B5変型判　288
頁

¥4,200

13 Kampo Medicine 経方理論への第一歩  全日本病院出
版会

小川恵子・著 A5判　208頁 ¥3,000

14 脊椎転移パーフェクト診療　がんロコモを
防ぐために

 南江堂 髙木辰哉・編 B5判　272頁 ¥5,800

15 災害医療2020　大規模イベント，テロ対応
を含めて

日本医師会生涯教
育シリーズ

 メジカル
ビュー社

日本医師会・
編

B5判　376頁 ¥5,500

16 マラソン・ロードレース 救護・医療体制
整備指針　フルマラソンから小規模レース
まで―安全に運営するために

 真興交易医書
出版部

山澤文裕・監 B5判　152頁 ¥2,900

17 入門腫瘍内科学　（改訂第3版）  南江堂 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　360頁 ¥3,500

18 公衆衛生 New Simple Step  総合医学社 高橋茂樹・他
著

B5判　452頁 ¥6,000

●臨床医学系（感染症）

19 Dr.岡の感染症ディスカバリーレクチャー
新型コロナウイルス COVID-19特講

 中外医学社 岡　秀昭・編
著

A5判　154頁 ¥2,600

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年9月分）
9月2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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20 エキスパートが疑問に答える ワクチン診療
入門

 金芳堂 谷本哲也・編
著

A5判　224頁 ¥3,800

21 新型コロナのエアロゾル感染　上巻　分析
編　医療問題

緑風出版 長崎大学バイ
オハザード予
防研究会

¥1,700

22 人類を脅かす新型コロナウイルス C&R出版 齋藤　勝裕 ¥1,820

23 新型ウイルス感染症の治療と予防の漢方戦
略　パンデミックから命を守る

医学と看護社 仙頭　正四郎 ¥2,600

24 標準予防策・経路別予防策と耐性菌対策 ヴァン　メ
ディカル

矢野　邦夫 ¥2,400

●臨床医学系（整形外科）

25 運動器スポーツ外傷・障害の保存療法 体幹  南江堂 福林　徹・監 B5判　218頁 ¥6,000

26 軟部腫瘍診療ガイドライン2020　（改訂第3
版）

 南江堂 日本整形外科
学会・監

B5判　96頁 ¥3,300

27 脊椎関節炎診療の手引き2020  診断と治療社 日本脊椎関節
炎学会・編

A4判　168頁 ¥3,800

●臨床医学系（循環器）

28 心電図ドリル 新装版  総合医学社 杉浦哲朗・監 B5判　96頁 ¥2,000

29 スキ間で極意!!　いつでもどこでも心電図
判読88＋11問［増訂版］　（第2版）

 克誠堂出版 上嶋健治・著 B6変型判　335
頁

¥3,980

30 不整脈診療ロジック×プラクティス  南江堂 加藤武史・他
編

B5判　392頁 ¥10,000

31 不整脈治療薬ファイル　抗不整脈薬治療の
センスを身につける　（2版）

 MEDSI 村川/裕二・著 A5変型判　292
頁

¥5,000

●臨床医学系（呼吸器）

32 呼吸器感染症の診かた，考えかたver.2  中外医学社 青島正大・著 A5判　332頁 ¥4,200

33 睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドラ
イン2020

 南江堂 日本呼吸器学
会・他監

A4変型判　136
頁

¥3,000

34 こういうことだったのか!! ECMO・PCPS  中外医学社 小尾口邦彦・
著

A5判　176頁 ¥2,500

35 新 呼吸器専門医テキスト　（改訂第2版）  南江堂 日本呼吸器学
会・編

B5判　726頁 ¥16,000

36 人工心肺ハンドブック　（改訂3版）  中外医学社 百瀬直樹・他
著

A5判　206頁 ¥3,800

●臨床医学系（消化器）

37 遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2020年版  金原出版 大腸癌研究
会・編

B5判　152頁 ¥1,800

38 患者・市民・医療者をつなぐ　膵がん診療
ガイドライン2019の解説　（第3版）

 金原出版 日本膵臓学会
膵癌診療ガイ
ドライン改訂
委員会・編

B5判　200頁 ¥2,200

39 潰瘍性大腸炎　2版 医学と看護社 仲瀬　裕志 ¥3,200

●臨床医学系（腎・泌尿器）

40 ジョーシキ！腎病理診断エッセンシャル  南山堂 城　謙輔・他
著

A4判　350頁 ¥10,000

41 腎生検ガイドブック2020  東京医学社 日本腎臓学
会・編

A4変型判　192
頁

¥3,600
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42 腎代替療法（Renal Replacement Therapy）
は未来を目指す。　第64回 日本透析医学会
学術集会・総会 教育講演講演集

 東京医学社 重松　隆・監 A4判　264頁 ¥5,000

43 世界一やさしい！ 尿路結石の本  中外医学社 （Evan
R.Goldfischer
）　柴垣有
吾・監

A5判　200頁 ¥3,200

44 見てわかるウロダイナミクス　これであな
たもエキスパート！！

 医学図書出版 関戸哲利・他
編

B5判　289頁 ¥4,500

45 腎代替療法の未来 西村書店 中元　秀友
他

¥2,000

●臨床医学系（内分泌系）

46 虎の門病院 内分泌 クリニカルプラクティ
ス

クリニコ出版 竹内　靖博
他編集

¥6,500

47 甲状腺眼症　診療の手引き メディカルレ
ビュー社

日本甲状腺学
会　他編集

¥6,000

●臨床医学系（神経）

48 一般医のためのベーシックてんかん診療  診断と治療社 亀山茂樹・著 A5判　112頁 ¥2,400

49 みんなで学ぶパーキンソン病　患者さんと
ともに歩む診療をめざして　（改訂第2版）

 南江堂 柏原健一・他
著

B5判　148頁 ¥2,800

50 脳卒中の外科　エキスパートを目指す侍た
ちへ

 メジカル
ビュー社

井川房夫・編 A4判　296頁 ¥14,000

51 あたらしい　3分間神経診察法　 も簡単で
効率のよい考え方・進め方　（第2版）

 総合医学社 中嶋秀人・著 B5判　184頁 ¥6,000

52 脳血管内治療の進歩-ブラッシュアップセミ
ナー2019

 診断と治療社 坂井信幸・編 B5判　216頁 ¥5,400

53 脳血流量は語る ―かくれた謎をひも解く―  中外医学社 菅野　巖・著 A5判　198頁 ¥4,000

54 がん疼痛治療薬のうまい使い方　使い分け
やスイッチングの考え方、実際の処方例か
ら外来でのコツまで

 羊土社 木澤義之・編 A5判　230頁 ¥4,200

55 パーキンソン病の理学療法　（第2版）  医歯薬出版 奈良　勲・監 B5判　312頁 ¥7,000

56 私の夫は高次脳機能障害です　本人・家族
がおだやかに暮らすための妻たちの知恵 夫
の行動研究から

 医歯薬出版 奥宮暁子・監 A5判　168頁 ¥2,200

●臨床医学系（精神科）

57 多職種でひらく次世代の心のケア  新興医学出版
社

日本精神神経
学会 多職種協
働委員会・著

B5変型判　148
頁

¥3,500

58 現場で実践的に活用できる 現場におけるメ
ンタルヘルス対策の手引き　要説 産業精神
保健　（改訂第2版）

 診断と治療社 廣 尚典・著 B5判　192頁 ¥4,300

●臨床医学系（外科）

59 湿潤療法の考え方，使い方  中外医学社 入江康仁・著 A5判　82頁 ¥2,400

60 非麻酔科医のための鎮静医療安全　ガイド
ラインから多職種での訓練まで

 日本医事新報
社

羽場政法・監 B5判　192頁 ¥4,300

●臨床医学系（産婦人科）

61 がん研有明病院 婦人科 新治療ガイド
子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんと診断
されたあなたへ

 新興医学出版
社

金尾裕之・著 A5判　116頁 ¥2,000

●臨床医学系（皮膚科）
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62 イラストでみる皮膚病のトリセツ  南江堂 瀧川雅浩・著 B5判　164頁 ¥6,000

63 皮膚病理診断リファレンス  医学書院 安齋眞一・著 A4判　530頁 ¥18,000

64 WHAT'S NEW in 皮膚科学　2020-2021 メディカルレ
ビュー社

宮地　良樹
監修

¥6,000

●臨床医学系（小児科）

65 臨床小児麻酔ハンドブック　（改訂第4版）  診断と治療社 溝渕知司・監 B5判　404頁 ¥6,500

66 ママ＆パパにつたえたい　子どもの病気
ホームケアガイド　（第5版）

 医歯薬出版 日本外来小児
科学会・編著

B5判　176頁 ¥2,000

67 小児科 New Simple Step  総合医学社 西　基・他監 B5判　632頁 ¥6,500

●臨床医学系（老年医学）

68 介護漢方　排泄障害・摂食嚥下障害・運動
器障害・睡眠障害・フレイル・サルコペニ
アへの対応

 南山堂 井齋偉矢・著 A5判　75頁 ¥2,000

●臨床医学系（耳鼻咽喉科）

69 2020年版（改訂第9版）　鼻アレルギー診療
ガイドライン　通年性鼻炎と花粉症

ライフ・サイ
エンス

日本耳鼻咽喉
科免疫アレル
ギー学会　他
編集

¥2,900

●臨床医学系（眼科）

70 網膜，硝子体 眼科診療ビジュア
ルラーニング 5

 中山書店 近藤峰生・編 B5判　350頁 ¥11,000

●臨床医学系（リハビリ）

71 言語聴覚士のための呼吸ケアとリハビリ
テーション　（第2版）

呼吸ケア&リハビリ
テーションシリー
ズ

 中山書店 石川　朗・編
著

B5変型判　180
頁

¥3,100

72 回復期のリハビリテーション医学・医療テ
キスト

 医学書院 日本リハビリ
テーション医
学教育推進機
構・他監

B5判　312頁 ¥3,500

73 理学療法テキスト　神経障害理学療法学I
（第2版）

15レクチャーシ
リーズ

 中山書店 大畑光司・編 A4判　200頁 ¥2,600

74 エッセンシャル・キネシオロジー　機能的
運動学の基礎と臨床（電子書籍付）　（原
書第3版）

 南江堂 弓岡光徳・他
監訳

A4変型判　400
頁

¥5,800

●薬学

75 薬物治療コンサルテーション　妊娠と授乳
（第3版）

 南山堂 伊藤真也・他
編

B5判　777頁 ¥8,000

76 腎機能別薬剤投薬量 POCKET BOOK　3版 じほう 日本腎臓病薬
物療法学会

¥3,600

77 新生児室・NICUで使う　薬剤ノート　改訂5
版

メディカ出版 北東　功　編 ¥3,200

78 医師・薬剤師のための漢方のエッセンス 日経BP 幸井　俊高 ¥5,800

●社会医学系

79 基礎から学ぶ 楽しい疫学　（第4版）  医学書院 中村好一・著 A5判　242頁 ¥3,200

●医学一般
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80 ケアとまちづくり、ときどきアート  中外医学社 西　智弘・他
著

A5判　240頁 ¥3,400

81 コンサルテーション・スキル Ver.2　「選
択肢」から「必然」のチーム医療へ

 南江堂 岩田健太郎・
著

四六判　528頁 ¥3,200

82 みんな、かつては研修医だった。 医師が答
える医師たちの悩み

 金芳堂 柳井真知・著 A5変型判　256
頁

¥2,600

83 経済学を知らずに医療ができるか!? 医療従
事者のための医療経済学入門

 金芳堂 康永秀生・著 A5判　176頁 ¥2,400

84 そうだったのか！　臨床試験のしくみと実
務

 南山堂 高橋和久・監 A5判　120頁 ¥2,500

85 おもしろ医学論文イッキ読み ライフサイエ
ンス出版

青島　周一 ¥1,500

86 中医養生のすすめ 東洋学術出版
社

藤田　康介 ¥2,600

87 内科医の自己学習ツールキット カイ書林 杉本　俊郎 ¥2,000

88 弱点克服　大学生の統計学 東京図書 汪金芳　他 ¥2,800

●洋書

89 ANESTHESIA SECRETS, 6TH ED. 6 ELSEVIER B.KEECH &
R.LATERZA

2020 ¥7,680

90 HARRIET LANE HANDBOOK, 22ND ED. 22 ELSEVIER K.KLEINMAN,
L.MCDANIEL &
M.MOLLOY
(EDS.)

2021 ¥7,690

91 MOLECULAR NEUROPHARMACOLOGY, 4TH ED. -
A FOUNDATION FOR CLINICAL NEUROSCIENCE

4 MCGRAW-HILL
EDUCATION

E.J.NESTLER,
P.J.KENNY,
S.J.RUSSO, ET
AL.

2020 ¥13,860

●推薦

92 わたしが看護師だったころ : 命の声に耳を
傾けた20年

早川書房 クリス
ティー・ワト
スン著 ; 田中
文訳

¥2,300

93 カビの取扱説明書 KADOKAWA 浜田信夫著 ¥1,600

94 イラスト顎顔面解剖学　（電子ブック丸善
EBookLibrary）

中外医学社 松村讓兒 ¥23,100

95 臨床につながる解剖学イラストレイテッド
（電子ブック丸善EBookLibrary）

羊土社 松村讓兒 ¥13,640

96 絵でわかる体のしくみ 第3刷（絵でわかる
シリーズ）　（電子ブック丸善
EBookLibrary）

講談社 松村讓兒 ¥4,400

97 科研費獲得の方法とコツ第7版　（電子ブッ
ク丸善EBookLibrary）

羊土社 児島将康著 ¥12,540

計 97点 ¥497,210
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