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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 もっとよくわかる！エピジェネティクス
環境に応じて細胞の個性を生むプログラム

実験医学別冊 もっ
とよくわかる！シ
リーズ

 羊土社 鵜木元香・著 B5判　190頁 ¥4,500

2 あたらしい人体解剖学アトラス　（2版）  MEDSi 佐藤/達夫・訳 A4変型判　512
頁

¥7,000

3 ワクチン・レース　ウイルス感染症と戦っ
た，科学者，政治家，そして犠牲者たち

PEAK books  羊土社 （Meredith
Wadman）　佐
藤由樹子・訳

四六判　541頁 ¥2,400

4 免疫　第6版 東京化学同人 矢田純一 ¥1,800

5 医療系学生のための　解剖見学実習ノート アドスリー 千田隆夫　他 ¥1,980

●臨床医学系（内科）

6 Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 循環・
呼吸編 改訂版　内科疾患の重症化対応に自
信がつく！　（2版）

 羊土社 田中竜馬・著 A5判　408頁 ¥4,000

●臨床医学系（感染症）

7 感染症プラチナ流コンサルト  MEDSi 岡/秀昭・他著 A5判　152頁 ¥2,000

8 新型コロナ超入門 東京化学同人 水谷哲也 ¥1,200

9 新型コロナに立ち向かう100の技術 日経ＢＰ社 日経ＢＰ社
編

¥2,400

●臨床医学系（代謝・アレルギー）

10 電解質輸液塾　（改訂2版）  中外医学社 門川俊明・著 A5判　180頁 ¥3,200

11 パターソン臨床アレルギー学  MEDSi 慶應アレル
ギーセン
ター・訳

B5判　1,048頁 ¥16,000

●臨床医学系（整形外科）

12 関節リウマチの診かた，考えかた ver.4  中外医学社 岸本暢将・他
編著

A5判　528頁 ¥6,200

13 本音で語る！リウマチ・膠原病治療薬の使
い方

 羊土社 金城光代・編 A5判　288頁 ¥5,000

14 リウマチ専門医試験　例題と解説　（改訂
第9版）

 メジカル
ビュー社

日本リウマチ
学会・編

B5変型判　436
頁

¥7,500

15 外科基本手技とエビデンスからときほぐす
レジデントのためのヘルニア手術

 医学書院 三毛牧夫・著 A4判　172頁 ¥5,800

16 ＡＬＳを見逃さないために ライフサイエ
ンス

佐々木彰一 ¥2,400

●臨床医学系（循環器）

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年11月分）
11月4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 腫瘍循環器診療ハンドブック  メジカル
ビュー社

日本腫瘍循環
器学会編集委
員会・編

B5判　240頁 ¥5,200

18 不整脈心電図の読解トレーニング　難解な
症例をいかに読み解くか

 医学書院 （Klein GJ）
鈴木文男・監
訳

A4判　304頁 ¥8,500

19 循環器医・放射線科医のための　ゼロから
わかる心臓MRI

 文光堂 江原省一・編 B5判　168頁 ¥5,000

●臨床医学系（消化器）

20 下部消化管内視鏡診断アトラス  医学書院 松本主之・編 A5判　256頁 ¥5,400

21 上部消化管内視鏡診断アトラス  医学書院 長浜隆司・他
編

A5判　268頁 ¥5,400

22 一般消化器外科手術のエッセンス　Q&Aでわ
かる腹腔鏡手術

 メジカル
ビュー社

白石憲男・他
編

B5判　200頁 ¥7,000

●臨床医学系（腎・泌尿器）

23 エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライ
ン2020

 東京医学社 成田一衛・監 A4変型判　78
頁

¥3,200

24 エビデンスに基づく急速進行性腎炎症候群
RPGN診療ガイドライン2020

 東京医学社 成田一衛・監 A4変型判　74
頁

¥3,000

25 エビデンスに基づく多発性嚢胞腎PKD診療ガ
イドライン2020

 東京医学社 成田一衛・監 A4変型判　92
頁

¥3,200

26 エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療
ガイドライン2020

 東京医学社 成田一衛・監 A4変型判　82
頁

¥3,400

27 小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドラ
イン2020

 診断と治療社 日本小児腎臓
病学会・監

B5判　128頁 ¥3,200

28 泌尿器科薬剤の考え方，使い方  中外医学社 後藤百万・他
編

A5判　298頁 ¥4,600

●臨床医学系（内分泌系）

29 非専門医による甲状腺疾患・糖尿病外来診
療の実際　万年研修医と専門診療科医との
対話から

 金芳堂 伊賀幹二・編
著

A5判　172頁 ¥3,600

30 糖尿病と妊娠の医学　糖尿病妊婦治療の歴
史と展望　（第3版）

 文光堂 大森安惠・著 B5判　156頁 ¥4,000

31 ジェネラリストBOOKS　かゆいところに手が
届く！ まるわかり糖尿病塾

 医学書院 三澤美和・他
編

A5判　390頁 ¥4,500

●臨床医学系（神経）

32 脳神経科学がわかる、好きになる  羊土社 櫻井　武・著 A5判　292頁 ¥3,000

33 頭頸部がん手術ノート 輪層の外科  金芳堂 長谷川泰久・
著

B5判　179頁 ¥8,500

34 高次脳機能の神経科学と ニューロリハビリ
テーション

 協同医書出版
社

森岡　周・著 A5判　380頁 ¥4,000

35 疼痛医学  医学書院 田口敏彦・他
監

B5判　400頁 ¥6,000

36 もっとねころんでよめる　てんかん診療 メディカ出版 中里信和 ¥3,400

37 ケースでわかる！　精神科治療ガイドライ
ンのトリセツ

 医学書院 EGUIDEプロ
ジェクト・編

B5判　136頁 ¥4,000

●臨床医学系（外科・麻酔科）

38 ラパコレを究める　技術認定を目指す標準
手技，困難例を制すBailout手技（Web動画
付）

 南江堂 森　俊幸・他
編

B5判　128頁 ¥7,000
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39 ～その麻酔管理方法にエビデンスはあるの
か？～　心臓血管麻酔 Positive and
Negative リスト 25

 中外医学社 山蔭道明・他
監

A5判　208頁 ¥3,200

●臨床医学系（産婦人科）

40 PMS（月経前症候群） 正しい知識をもつた
めに

 メジカル
ビュー社

武谷雄二・著 A5判　128頁 ¥2,800

41 外来で行う 子宮頸がん・体がん診断　早期
発見のポイント

 メジカル
ビュー社

宇津木久仁
子・他著

B5判　144頁 ¥5,800

●臨床医学系（皮膚科）

42 大原アトラス 5 色素性の母斑  学研メディカ
ル秀潤社

大原國章・著 B5判　480頁 ¥14,000

43 皮膚病理のすべてII炎症性皮膚疾患  文光堂 真鍋俊明・編 B5判　284頁 ¥11,000

44 皮膚病理のすべてIII 腫瘍性皮膚疾患  文光堂 真鍋俊明・編 B5判　280頁 ¥11,000

●臨床医学系（老年医学）

45 認知症ハンドブック　（第2版）  医学書院 中島健二・他
編

A5判　938頁 ¥10,000

46 高齢者がん医療Q&A 臓器別編  金原出版 日本がんサ
ポーティブケ
ア学会・編

B5判　264頁 ¥3,500

●臨床医学系（眼科）

47 眼病理アトラス 眼疾患アトラスシ
リーズ 4

 総合医学社 後藤　浩・他
編

B5判　234頁 ¥15,000

48 小児の弱視と視機能発達 三輪書店 三木淳司　他
編集

¥9,000

●臨床医学系（リハビリ）

49 運動障害性構音障害 〈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　84頁 ¥1,900

●医学一般

50 美食のサピエンス史 PEAK books  羊土社 （John
Allen）　成広
あき・訳

四六判　307頁 ¥2,200

51 バリアントデータ検索＆活用 変異・多型情
報を使いこなす達人レシピ

実験医学別冊  羊土社 坊農秀雅・編 AB判　238頁 ¥5,000

52 医師のコミュニケーション メディカルレ
ビュー社

斎藤孝 ¥2,300

53 本当に使える症候学の話をしよう じほう 高橋良 ¥4,000

54 ＪＭＰによるデータ分析　第3版 東京図書 内田治　他 ¥3,000

●臨床看護

55 Advance Care Planningのエビデンス  医学書院 森　雅紀・他
著

B5判　204頁 ¥2,400

●薬学

56 医薬品情報のひきだし  医学書院 奥田真弘・監 B5判　224頁 ¥3,400

57 薬剤師の臨床センスを磨くトレーニング
ブック　薬トレ 循環器

 南山堂 町田聖治・他
編

B5判　320頁 ¥4,500
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58 免疫チェックポイント阻害薬 実践ガイド
ブック

 メジカル
ビュー社

倉田宝保・他
編

A5判　220頁 ¥3,800

59 よくわかる　最新　抗菌薬の基本としくみ
第2版

秀和システム 深井良祐　他 ¥1,400

60 薬学ﾃｷｽﾄｼﾘｰｽﾞ　薬物治療学　第2版 朝倉書店 小佐野博史
他編著

¥8,800

61 JAPIC　一般用　医薬品集　2021 丸善出版 日本医薬情報ｾ
ﾝﾀｰ

¥9,000

62 JAPIC　医療用　医薬品集　2021 丸善出版 日本医薬情報ｾ
ﾝﾀｰ

¥13,000

●科学・化学

63 基礎ｺｰｽ物理化学Ⅲ　化学動力学 東京化学同人 中田宗隆 ¥2,400

64 基礎講義　分子生物学 東京化学同人 田中弘文　他
編

¥2,600

65 基礎講義　生化学 東京化学同人 井上英史　編 ¥2,800

●洋書

66 BATES' GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION &
HISTORY TAKING, 13TH ED. (INT'L ED.)

13 WOLTERS
KLUWER

L.S.BICKLEY 2021 ¥15,180

67 FIRESTEIN & KELLEY'S TEXTBOOK OF
RHEUMATOLOGY, 11TH ED. IN 2VOLS.

11 ELSEVIER G.S.FIRESTEIN
, R.C.BUDD,
S.E.GABRIEL,
ET AL.

2021 ¥56,690

●推薦

68 プロ司書の検索術 : 「本当に欲しかった情
報」の見つけ方

日外アソシエーツ 入矢玲子著 2300

69 エビデンスに基づいた子どもの腹部救急診
療ガイドライン2017

日本小児救急医学
会

日本小児救急
医学会診療ガ
イドライン作
成委員会編集

3000

70 クリプトコックス症の診断・治療ガイドラ
イン　2019

日本医真菌学会 リプトコック
ス症の診断・
治療ガイドラ
イン作成委員
会 編

2000

71 モーズレイ処方ガイドライン : 日本語版 ワイリー・パブ
リッシング・ジャ
パン

David
M.Taylor,
Thomas
R.E.Barnes,
Allan H.Young
原著

9000

72 産婦人科診療ガイドライン産科編　2020 日本産科婦人科学
会

日本産科婦人
科学会, 日本
産婦人科医会
編集・監修

7000

73 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編
2020

日本産科婦人科学
会

日本産科婦人
科学会, 日本
産婦人科医会
編集・監修

7000

74 深在性真菌症の診断・治療ガイドライン
2014　（電子ブックMarzen ebook
library）

協和企画 深在性真菌症
のガイドライ
ン作成委員会
編

4000

75 成人肺炎診療ガイドライン　2017 日本呼吸器学会 日本呼吸器学
会成人肺炎診
療ガイドライ
ン2017作成委
員会編集

4500

11月決定リスト 4 / 5 ﾍﾟｰｼﾞ



2020/11/4

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

76 定位・機能神経外科治療ガイドライン　3版 マイライフ社 日本定位・機
能神経外科学
会ガイドライ
ン作成委員
会・実行委員
会作成

4000

77 乳腺炎ケアガイドライン　2020 日本助産師会出版 日本助産師会,
日本助産学会
[編集]

3000

78 病院感染対策ガイドライン　2018年版 じほう 国公立大学附
属病院感染対
策協議会編集

3800

計 78点 ¥457,750
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