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書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

●一般科学・教養

1 メンタルヘルス時代の精神医学入門 : ここ
ろの病の理解と支援

ミネルヴァ書
房

松本卓也, 野
間俊一編著

A5版　292頁 ¥2,800

2 リンリのロンリ : カントと功利主義にいた
る六十三の哲学講義

晃洋書房 金子裕介著 菊版　258頁 ¥2,900

3 Arithmetic (アリスメティック) 数の物語 ニュートンプ
レス

ポール・ロッ
クハート著 ;
坂井公監訳

19cm
327p

¥2,600

4 ウイルスと人間 岩波科学ライブラ
リー296

岩波書店 山内一也著 124p ; 19cm ¥1,200

5 若い読者のための科学史 Yale University
Press little
histories

すばる舎 ウィリアム・
F・バイナム著
; 藤井美佐子
訳

362p ; 22cm ¥3,200

6 「生きるに値しない命」とは誰のことか :
ナチス安楽死思想の原典からの考察

中公選書 111 中央公論新社 森下直貴, 佐
野誠編著

227p ; 20cm ¥1,600

7 世界の人体解剖図集 : 美しく不可思議な人
体解剖学の芸術

パイインター
ナショナル

ジョアンナ・
エーベンステ
イン著 ; 植村
亜美訳

271p ; 27cm ¥3,900

8 医療倫理超入門 岩波科学ライブラ
リー297

岩波書店 マイケル・ダ
ン, トニー・
ホープ [著] ;
児玉聡, 赤林
朗訳

179p; 19cm ¥1,700

9 見えない脳損傷MTBI 岩波ブックレット
1036

岩波書店 山口 研一郎 A5判 88p ¥620

10 円をめぐる冒険 : 幾何学から文化史まで 紀伊國屋書店 アルフレッ
ド・S. ポザマ
ンティエ, ロ
ベルト・ゲレ
トシュレー
ガー [著] ;
松浦俊輔訳

302p; 21cm ¥2,700

●基礎医学系

11 BIRTH いのちの始まりを考える講義　発生
生物学者ギルバート博士が生殖補助医療と
人間を語る

PEAK books  羊土社 （Scott
Gilbert）　阿
久津英憲・監

四六判　383頁 ¥2,400

12 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第4版  羊土社 和田　勝・著 B5判　349頁 ¥3,200

13 決定版エクソソーム実験ガイド　世界に通
用するプロトコールで高精度なデータを得
る！

実験医学別冊 最強
のステップUPシ
リーズ

 羊土社 吉岡祐亮・編 B5判　199頁 ¥6,200

14 決定版 ウイルスベクターによる遺伝子導入
実験ガイド　培養細胞から個体まで、研究
を飛躍させる実践テクニックのすべて

実験医学別冊  羊土社 平井宏和・編 B5判　285頁 ¥9,000

15 たのしく学ぶ人体アドベンチャーランド！
生理学インパクト

医道の日本社 原田　晃 ¥3,000

16 循環とは何か？ 虜になる循環の生理学 三輪書店 中村　謙介 ¥4,600

医学図書館　受入決定資料リスト（2020年12月分）
12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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17 ミースフェルド生化学 東京化学同人 水島　昇監訳 ¥7,900

●臨床医学系（内科・救急医学）

18 外来診療のUncommon Disease vol.3【電子
版付】　（3版）

 日本医事新報
社

生坂政臣・編 B5判　168頁 ¥4,400

19 寝ころんで読む金匱要略  中外医学社 入江祥史・著 A5判　272頁 ¥2,800

●臨床医学系（代謝・アレルギー）

20 免疫・炎症疾患のすべて 日本医師会生涯教
育シリーズ

 診断と治療社 竹内　勤・監 B5判　368頁 ¥5,500

●臨床医学系（呼吸器）

21 非結核性抗酸菌症マネジメント【電子版
付】　咳と痰をどうみるか？

 日本医事新報
社

菊地利明・他
編

B5判　208頁 ¥4,500

●臨床医学系（循環器）

22 悪性リンパ腫治療マニュアル　（改訂第5
版）

 南江堂 飛内賢正・他
監

B5判　406頁 ¥8,000

23 白血病治療マニュアル　（改訂第4版）  南江堂 宮脇修一・他
監

B5判　366頁 ¥7,700

●臨床医学系（消化器）

24 NAFLD/NASH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・日本肝
臓学会・編

B5判　116頁 ¥3,000

25 炎症性腸疾患（IBD）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　164頁 ¥3,200

26 肝硬変診療ガイドライン2020　（改訂第3
版）

 南江堂 日本消化器病
学会・日本肝
臓学会・編

B5判　188頁 ¥3,200

27 肝臓専門医テキスト　（改訂第3版）  南江堂 日本肝臓学
会・編

B5判　536頁 ¥14,000

28 ピロリ除菌治療パーフェクトガイド【電子
版付】　（3版）

 日本医事新報
社

榊　信廣・編
著

B5判　244頁 ¥4,500

29 むかしの頭で診ていませんか？消化器診療
をスッキリまとめました

 南江堂 加藤直也・編 A5判　272頁 ¥3,800

30 エコーは推理だ！　腹部エコー画像から診
断に至る思考のプロセス

 文光堂 畠　二郎・著 B5変型判　212
頁

¥6,000

●臨床医学系（神経）

31 術中神経モニタリングバイブル 改訂版　術
後神経合併症を防ぐ、多職種チーム医療の
実践法　（2版）

 羊土社 川口昌彦・編 B6変型判　438
頁

¥6,000

32 臨床のなかの物語る力　高次脳機能障害の
リハビリテーション

 協同医書出版
社

佐藤公治・他
著

B5判　196頁 ¥3,000

●臨床医学系（放射線・画像診断）

33 医用画像検査技術学　（第4版） 診療放射線技術選
書

 南山堂 杜下淳次・他
編

A5判　402頁 ¥4,000

34 放射線技術学シリーズ　X線撮影技術学　改
訂3版

日本放射線技
術学会　監修

オーム社 ¥5,800

●臨床医学系（外科・麻酔科）

35 麻酔への知的アプローチ　（11版）  日本医事新報
社

稲田英一・著 A5判　768頁 ¥6,300
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●臨床医学系（産婦人科）

36 乳房MRI検査マニュアル　HBOCを念頭におい
たスクリーニング／サーベイランスから乳
がんの精密検査まで

 金原出版 日本乳癌検診
学会・編

B5判　64頁 ¥2,200

●臨床医学系（皮膚科）

37 皮膚疾患全身療法薬Up-to-date  南江堂 五十嵐敦之・
編

B5判　208頁 ¥6,500

38 だれも教えてくれなかった　本当のレー
ザー治療・美容皮膚科治療

 文光堂 渡辺晋一・著 B5判　368頁 ¥12,000

39 むかしの頭で診ていませんか？皮膚診療を
スッキリまとめました

 南江堂 林　伸和・編 A5判　232頁 ¥3,800

●臨床医学系（小児科）

40 医療的ケア児・者 在宅医療マニュアル　実
技動画つき

 南山堂 前田浩利・他
著

B6判　232頁 ¥3,200

●臨床医学系（老年医学）

41 臨床医のための医学からみた認知症診療 医
療からみる認知症診療―治療編

 中外医学社 川畑信也・著 A5判　190頁 ¥3,200

●臨床医学系（耳鼻咽喉科）

42 耳鼻咽喉科 New Simple Step  総合医学社 渡辺建介・監 B5判　324頁 ¥5,500

●臨床医学系（リハビリ）

43 がんのリハビリテーション診療ベストプラ
クティス　（第2版）

 金原出版 日本がんリハ
ビリテーショ
ン研究会・編

A4判　300頁 ¥3,800

44 障害別 運動療法学の基礎と臨床実践  金原出版 木村貞治・他
編著

B5判　576頁 ¥6,800

45 脳卒中・神経難病・がん患者の「言葉をつ
くる・声を出す」を助ける！　コミュニ
ケーションサポートブック

 医歯薬出版 川上途行・他
編

B5判　144頁 ¥3,200

●医学一般

46 CBT・医師国家試験のためのレビューブック
公衆衛生 2021

メディックメ
ディア

¥5,000

●臨床看護

47 生活の場で行うアドバンス・ケア・プラン
ニング　介護現場の事例で学ぶ意思決定支
援

 南山堂 大城京子・他
編

B5判　146頁 ¥2,200

●リハビリテーション

48 PT・OT・STのための　リハビリテーション
栄養　基礎からリハ栄養ケアプロセスまで
（第3版）

 医歯薬出版 若林秀隆・著 B5判　122頁 ¥3,300

●栄養学

49 応用栄養学　（改訂第7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

50 図解　食品衛生学　第6版 講談社 堀江　正一・
尾上　洋一編

¥2,400

51 ストーリーでわかる災害時の食支援 Q & A
： 基礎から給食施設・災害地の対応まで

建帛社 須藤　紀子他 ¥2,300

52 2020年版　スポーツ栄養学　最新理論 市村出版 寺田　新編 ¥2,900

12月決定リスト 3 / 4 ﾍﾟｰｼﾞ



2020/12/2

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

53 栄養管理と生命科学シリーズ　応用栄養学 理工図書 多賀　昌樹編 ¥3,200

●洋書

54 HANDBOOK OF RECONSTRUCTIVE FLAPS. GEORG THIEME
VERLAG

M.M.HANASONO
& C.E.BUTLER

¥14,020

55 MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL HANDBOOK
OF PAIN MANAGEMENT, 4TH ED.

4 WOLTERS
KLUWER

G.J.BRENNER &
J.P.RATHMELL

¥8,740

56 POCKET MEDICINE HIGH-YIELD BOARD REVIEW WOLTERS
KLUWER

M.S.SABATINE ¥9,370

57 WALSH & HOYT'S CLINICAL NEURO-
OPHTHALMOLOGY, 4TH ED. ：ESSENTIALS

4 WOLTERS
KLUWER

N.R.MILLER,
P.S.SUBRAMANI
AN &
V.R.PATEL
(EDS.)

¥18,120

58 WASHINGTON MANUAL OF GASTROENTEROLOGY
SUBSPECIALTY CONSULT, 4TH ED.

4 WOLTERS
KLUWER

C.P.GYAWALI
(ED.)

¥7,490

59 WEST'S RESPIRATORY PHYSIOLOGY, 11TH
ED.(INT'L ED.) ： THE ESSENTIALS

11 WOLTERS
KLUWER

J.B.WEST &
A.M.LUKS

¥6,990

●推薦

60 病原細菌・ウイルス図鑑 北海道大学出
版会

新居志郎 [ほ
か] 編集委員

¥60,000

計 60点 ¥354,650
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