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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 パワーズ運動生理学　体力と競技力向上の
ための理論と応用

 MEDSI （Scott K.
Powers）　内
藤/久士・他監

A4変型判　700
頁

¥10,000

2 マークス臨床生化学  医学書院 （Lieberman
M，Peet A）
横溝岳彦・訳

A4判　658頁 ¥8,500

3 NHKスペシャル　人体II 遺伝子  医学書院 NHKスペシャル
「人体」取材
班・編

B5判　224頁 ¥2,800

4 休み時間の分子生物学 講談社 黒田裕樹 ¥2,200

5 好きになる　免疫学ワークブック 講談社 萩原清文 ¥1,800

6 アバス－リッマン－ピレ　基礎免疫学　原
著第6版

ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ･ｼﾞｬﾊﾟ
ﾝ

中尾篤人　監
訳

¥6,300

7 感染症免疫学 昭和堂 山本太郎　訳 ¥3,500

8 トートラー　人体解剖生理学　原書11版 佐伯由香　他
編訳

丸善出版 ¥6,900

9 ＮＥＷＴＯＮ　人体大図鑑 ニュートンプ
レス

坂井建雄　監
修

¥2,800

10 組織細胞化学　2020 学際企画 日本組織細胞
化学会

¥9,500

●臨床医学系（内科）

11 セイントとチョプラの内科診療ガイド　（3
版）

 MEDSI 徳田/安春・監 A5変型判　680
頁

¥5,200

12 診察基本手技マニュアル　（第2版）  医歯薬出版 富野康日己・
監

B6判　360頁 ¥5,000

13 高気圧酸素の仕組みと生体機能に与える効
果

星雲社 日経気圧ﾒﾃﾞｨｶ
ﾙ協会

¥3,000

●臨床医学系（感染症）

14 恐ろしい感染症からたくさんの命を救った
現代ワクチンの父の物語

 南山堂 （Paul A.
offit, M.D.）
堀越裕歩・翻
訳

四六判　245頁 ¥2,000

15 日本語版　サンフォード感染症治療ガイド
2020　第50版

ライフサイエ
ンス出版

菊池賢　他日
本語監修

¥3,600

16 うっかりやりがちな新型コロナ感染症対策
の間違い１５

ヴァンメディ
カル

矢野郁夫 ¥900

●臨床医学系（整形外科）

17 筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン
2020

 南江堂 日本神経学
会・監

B5判　172頁 ¥3,700

18 多発性骨髄腫の診療指針　（第5版）  文光堂 日本骨髄腫学
会・編

B5判　152頁 ¥3,200

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年10月分）
10月7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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19 頚椎症性脊髄症診療ガイドライン2020
（改訂第3版）

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　100頁 ¥3,000

20 とことん使いこなす 整形外科薬剤  南江堂 萩野　浩・編 A5判　262頁 ¥4,000

●臨床医学系（呼吸器）

21 わかって動ける！人工呼吸管理ポケット
ブック 改訂版　設定から管理・トラブル対
応まですぐに役立つ、必須知識とチェック
リスト　（2版）

 羊土社 志馬伸朗・編 B6変型判　270
頁

¥3,600

●臨床医学系（消化器）

22 薬からの摂食嚥下臨床　実践メソッド じほう 野原幹司　編
著

¥3,000

●臨床医学系（腎・泌尿器）

23 IgA腎症を診る　（改訂2版）  中外医学社 富野康日己・
著

A5判　130頁 ¥2,400

24 プロフェッショナル腎臓病学  中外医学社 南学正臣・編
著

B5判　620頁 ¥14,000

25 腎代替療法選択ガイド　2020 ライフサイエ
ンス出版

日本腎臓学会
他編集

¥1,650

●臨床医学系（内分泌系）

26 甲状腺疾患診療マニュアル　（第3版） 診断と治療社 内分
泌シリーズ

 診断と治療社 西川光重・編
集顧問

B5判　252頁 ¥5,200

27 糖尿病治療マスターのための注射療法マ
ニュアル　導入からトラブル対処まで

 南江堂 清野弘明・他
編著

B5判　312頁 ¥4,000

●臨床医学系（神経）

28 手に映る脳，脳を宿す手　手の脳科学16章  医学書院 （Lundborg
G）　砂川
融・監訳

A5判　264頁 ¥3,600

29 てんかん、早わかり！　診療アルゴリズム
と病態別アトラス

 南江堂 池田昭夫・編 B5判　232頁 ¥5,000

30 神経心理学への誘い　高次脳機能障害の評
価

西村書店 田川皓一　他
編集

¥6,800

31 Dr.大津の世界イチ簡単な緩和医療の本　が
ん患者を苦痛から救う10ステップ　（第3
版）

 総合医学社 大津秀一・著 A5判　176頁 ¥3,000

●臨床医学系（精神科）

32 「大人の発達障害」トリセツのつくりかた
一般病棟における入院患者の評価と対応に
役立つ実践的知識！

 中外医学社 井上真一郎・
編著

A5判　150頁 ¥2,800

33 精神科 New Simple Step  総合医学社 岸本年史・監 B5判　356頁 ¥5,000

34 精神医学エッセンス　第2版補正版 弘文堂 濱田秀伯 ¥2,400

35 精神科薬物療法に再チャレンジ 星和書店 日本臨床精神
神経薬理学会

¥3,600

36 入門　こころの医学 理工図書 飯高哲也 ¥1,300

●臨床医学系（放射線・画像診断）

37 患者さんと家族のための放射線治療Q&A
2020年版　（第2版）

 金原出版 日本放射線腫
瘍学会・編

B5判　228頁 ¥2,200

38 放射線治療計画ガイドライン 2020年版
（第5版）

 金原出版 日本放射線腫
瘍学会・編

B5判　420頁 ¥4,500
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39 放射線技術学ｼﾘｰｽﾞ　放射線計測学　改訂3
版

オーム社 日本放射線技
術学会

¥5,000

●臨床医学系（麻酔科）

40 極論で語る　麻酔科 丸善出版 森田泰央 ¥3,500

●臨床医学系（産婦人科）

41 基礎から学ぶ女性医学  診断と治療社 水沼英樹・著 B5判　204頁 ¥5,200

42 女性更年期 外来診療マニュアル TDCメソッ
ド

 日本医事新報
社

髙松　潔・他
編著

B5判　256頁 ¥5,200

43 乳房超音波診断ガイドライン　（改訂第4
版）

 南江堂 日本乳腺甲状
腺超音波医学
会・編

A4判　224頁 ¥3,600

44 卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライ
ン 2020年版　（第5版）

 金原出版 日本婦人科腫
瘍学会・編

B5判　224頁 ¥3,400

●臨床医学系（小児科）

45 はじめて学ぶ小児循環器　（第2版）  診断と治療社 三浦　大・編 B5判　208頁 ¥6,000

●臨床医学系（老年医学）

46 認知症でも心は豊かに生きている 中央法規 長谷川和夫 ¥1,300

●臨床医学系（眼科）

47 ｢超入門」眼科手術基本術式51　改訂版 メディカ出版 松本秀男　他
編集

¥12,000

●臨床医学系（リハビリ）

48 理学療法プログラムデザインIII 運動器
（下肢）編　ケース別アプローチのポイン
トと実際

 文光堂 市橋則明・編 B5判　344頁 ¥7,000

49 動作のメカニズムがよくわかる　実践！動
作分析　web動画付き　（第2版）

 医歯薬出版 西守　隆・編
著

B5判　208頁 ¥4,500

●医学一般

50 「治る」ってどういうことですか？　看護
学生と臨床医が一緒に考える医療の難問

 医学書院 國頭英夫・著 A5判　224頁 ¥2,000

51 よくわかる　がん免疫療法ガイドブック
患者さんとご家族のために

 金原出版 日本バイオセ
ラピィ学会・
編

B5判　150頁 ¥2,200

52 医学的研究のための多変量解析　標準一般
化線形モデルから一般化推定方程式まで：

適モデルの選択、構築、検証の実践ガイ

 MEDSI 木原/正博・訳 B5判　256頁 ¥4,100

53 医師免許取得後の 自分を輝かせる働き方
（キャリア）　15のキャリアストーリーか
らみえる、しなやかな医師人生のヒント

 羊土社 園田　唯・編 A5判　304頁 ¥2,500

54 へき地医療をめぐる旅 三輪書店 斎藤学 ¥2,800

55 ウィルスの世紀 みすず書房 山内一也 ¥2,700

56 医師国試　データ･マニュアル　2021-2022
産婦人科

メディックメ
ディア

国試対策問題
編集委員会

¥3,300

57 医師国試　データ･マニュアル　2021-2022
小児科

メディックメ
ディア

国試対策問題
編集委員会

¥3,300

58 医師国試　データ･マニュアル　2021-2022
各論

メディックメ
ディア

国試対策問題
編集委員会

¥4,700
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59 医師国試　データ･マニュアル　2021-2022
総論

メディックメ
ディア

国試対策問題
編集委員会

¥3,800

60 新型コロナで医療が変わる 日本医学出版 武藤正樹 ¥3,500

61 指導医のための医学教育学 京都大学学術
出版会

錦織宏　他編 ¥3,600

●薬学

62 呼吸器／免疫・炎症・アレルギー／骨・関
節

臨床薬学テキスト
シリーズ

 中山書店 赤池昭紀・編 B5判　336頁 ¥4,500

63 内服薬　経管投与ハンドブック　第4版 じほう 藤島一郎　監
修

¥5,300

64 基礎からわかる　服薬指導　第3版 ナツメ社 浜田康次　他 ¥2,200

65 薬剤師のための　精神科の薬 学研 日経ＢＰ社 ¥4,500

●洋書

66 DEGOWIN'S DIAGNOSTIC EXAMINATION, 11TH
ED.

11 MCGRAW-HILL
EDUCATION

M.SUNEJA,
J.F.SZOT,
R.F.LEBLOND,
ET AL.

2020 ¥9,100

67 ESSENTIALS OF MODERN NEUROSCIENCE MCGRAW-HILL
EDUCATION

F.AMTHOR,
W.A.BUTHEIBER
T,
D.G.STANDAERT
, ET AL.

2020 ¥13,860

68 GOOD DOCTOR - WHY MEDICAL UNCERTAINTY
MATTERS

SEVEN STORIES
PRESS

K.BRIGHAM &
M.M.E.JOHNS
(EDS.)

2020 ¥3,860

69 GUYTON & HALL TEXTBOOK OF MEDICAL
PHYSIOLOGY, 14TH ED.

14 ELSEVIER J.E.HALL &
M.E.HALL

2021 ¥18,120

70 OXFORD HANDBOOK OF NUTRITION &
DIETETICS, 3RD ED.

3 OXFORD
UNIVERSITY
PRESS

J.WEBSTER-
GANDY,
A.MADDEN &
M.HOLDSWORTH
(EDS.)

2020 ¥6,470

71 PATHOPHYSIOLOGY OF HEART DISEASE, 7TH
ED. - AN INTRODUCTION TO CARDIOVASCULAR
MEDICINE

7 WOLTERS
KLUWER

L.S.LILLY
(ED.)

2021 ¥7,120

72 ROBBINS & COTRAN PATHOLOGIC BASIS OF
DISEASE, 10TH ED.

10 ELSEVIER V.KUMAR,
A.K.ABBAS,
J.C.ASTER, ET
AL.

2021 ¥18,120

73 VIDEO ATLAS OF SPINE SURGERY GEORG THIEME
VERLAG

H.S.AN,
P.K.LOUIE,
B.A.BASQUES,
ET AL.

2020 ¥19,790

74 WASHINGTON MANUAL RHEUMATOLOGY
SUBSPECIALTY CONSULT, 3RD ED.

3 WOLTERS
KLUWER

M.C.GONZALEZ-
MAYDA &
P.RANGANATHAN
(EDS.)

2021 ¥8,120

●推薦

75 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン
2017(2019年改訂版)

協和企画 日本小児アレ
ルギー学会作
成

¥4,200

76 食物アレルギー診療ガイドライン2016(2018
年改訂版)

協和企画 日本小児アレ
ルギー学会食
物アレルギー
委員会作成

¥3,500

計 76点 ¥385,910
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