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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 Rによる 時系列モデリング入門 岩波書店 北川 源四郎 A5判  334p ¥3,800

2 はじめての科学哲学 岩波書店 八木沢 敬 四六判  216p ¥2,200

3 心の疲れをとる事典 : やめてもいいこと86 朝日新聞出版 西多昌規監修 191p, 19cm ¥1,200

4 感染症とワクチンについて専門家の父に聞
いてみた

KADOKAWA さーたり, 中
山哲夫著

125p  21cm ¥1,200

5 新型コロナ７つの謎　最新免疫学からわ
かった病原体の正体

ブルーバックスB-
2156

講談社 宮坂昌之／著 262p  18cm ¥1,100

6 役に立たない」科学が役に立つ 東京大学出版
会

エイブラハ
ム・フレクス
ナー／著　ロ
ベルト・ダイ
クラーフ／著
初田哲男／監
訳　野中香方
子／訳　西村
美佐

102,40p 19cm ¥2,420

7 水の科学 : 水の自然誌と生命、環境、未
来. 2版

オーム社 清田佳美著 186p  21cm ¥2,100

8 基礎からわかる情報リテラシー : コン
ピューター・インターネットと付き合う基
礎知識 4版

技術評論社 奥村晴彦、森
本尚之著

8,183p  23cm ¥1,480

9 生きるための法医学 : 私へ届いた死者から
の聲

実業之日本社 佐藤喜宣著 189p  18cm ¥980

10 心理職のための身につけておきたい生物学
の基礎知識

誠信書房 高瀬堅吉著 176p  26cm ¥2,700

11 世界のふしぎな木の実図鑑 創元社 小林智洋／著
山東智紀／著
山田英春／写
真

174p  24cm ¥3,300

12 社会問題とは何か　なぜ、どのように生
じ、なくなるのか？

千曲選書0199 筑摩書房 ジョエル・ベ
スト／著　赤
川学／監訳

372p  19cm ¥1,980

13 レジデントのためのスライドのポイント :
伝えるためのプレゼンスキル

東京図書 梶原浩太郎著 175p  21cm ¥2,800

14 洗浄と殺菌のはなし Do books 同文舘出版 新名史典編著
; 隈下祐一,
加藤信一著

229p  21cm ¥1,900

15 AIリテラシーの教科書 東京電機大学
出版局

浅岡伴夫, 松
田雄馬, 中松
正樹著

v, 222p :
21cm

¥2,600

16 図解眠れなくなるほど面白い肝臓の話 日本文芸社 栗原毅監修 127p  21cm ¥850

17 レスキューナースが教える新型コロナ×防
災マニュアル : コロナ禍で災害が起きても
生き抜く!

扶桑社 辻直美著 127p  21cm ¥1,100

医学図書館　受入決定資料リスト（2021年1月分）
1月6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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18 はじめての医療経営論 有斐閣 真野　俊樹／
編集

¥3,190

19 感染制御の基本がわかる微生物学・免疫学 羊土社 増澤俊幸著 253p  26cm ¥2,800

20 医療系スタッフのための情報システム入門
: コンピュータで何ができるか

臨床工学ライブラ
リーシリーズ7

学研メディカ
ル秀潤社

嶋津秀昭監修 167p  26cm ¥3,200

21 レクチャー 物理学の学び方 高校物理から
大学の物理学へ

ライブラリ新物理
学基礎テキスト Q1

サイエンス社 原田恒司 240p ¥2,200

22 医療の外れで : 看護師のわたしが考えたマ
イノリティと差別のこと

晶文社 木村映里著 233p  19cm ¥1,600

23 コロナ時代をどう生きるか 名市大ブックス2 中日新聞社 名古屋市立大
学編

158p  21cm ¥1,000

24 診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 : 令
和2年度改定対応 : 改定の意図を知り看護
管理に活かす

日本看護協会
出版会

福井トシ子,
齋藤訓子編集

x, 244p  26cm ¥3,000

25 院内研修パーフェクトbook : 効果的・効率
的・魅力的な教育・研修を企画・運営でき
るようになる!

ナーシングビジネ
ス2020年秋季増刊

メディカ出版 内藤知佐子編
著

149p   26cm ¥2,800

26 フローチャート薬局漢方薬 : 薬剤師・登録
販売者専用

新興医学出版
社

新見正則, 中
山今日子著

212p  19cm ¥2,500

●基礎医学系

27 より安全な医療をめざして　リアルワール
ドの医療安全対策

 へるす出版 （チャールズ
／ヴィンセン
ト）　三木
保・監

B5判　182頁 ¥3,800

28 カラーアトラス　病理組織の見方と鑑別診
断　（第7版）

 医歯薬出版 赤木忠厚・監 B5変型判　768
頁

¥15,000

29 New Strategy! 超微形態生理学　ICU輸液が
みえるグリコカリックス × アトラス

 メジカル
ビュー社

岡田英志・他
編

B5変型判　268
頁

¥4,800

30 現代科学 増刊 46 相分離生物学の全貌 東京化学同人 白木　賢太郎
編

¥6,800

31 統計学  わかりません！！ 東京図書 五十嵐　中・
佐條　麻里

¥1,800

32 Q & A とアウ値で学ぶ 検査・データがまる
ごとわかる本

慧文社 日本離床学会
編

¥3,180

33 人体解剖カラーリングブック 補訂版 丸善出版 天野　修他監
訳

¥3,800

●臨床医学系（内科・救急医学）

34 当直医マニュアル2021　（第24版）  医歯薬出版 井上賀元・編
集代表

A6変型判　992
頁

¥5,200

●臨床医学系（感染症）

35 CDCのフィールド疫学マニュアル  MEDSi 岩田健太郎・
監訳

B5変型判　320
頁

¥4,200

36 レジデントのための感染症診療マニュアル
（第4版）

 医学書院 青木　眞・執
筆

A5判　1,730頁 ¥12,000

●臨床医学系（呼吸器）

37 症例から学ぶ薬剤性肺障害【電子版付】  日本医事新報
社

花岡正幸・他
編

B5判　248頁 ¥5,400

●臨床医学系（循環器・血液）

38 エキスパートが答える循環器領域25の疑問
【電子版付】　ガイドラインとパワーワー
ドで紡ぐ暗黙知

 日本医事新報
社

水野　篤・著 B5判　288頁 ¥4,500

39 骨髄疾患診断アトラス　血球形態と骨髄病
理　（第2版）

 中外医学社 宮内　潤・他
編著

A4判　384頁 ¥14,000
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●臨床医学系（消化器）

40 肝内胆管癌診療ガイドライン 2021年版  金原出版 日本肝癌研究
会・編

B5判　96頁 ¥3,000

●臨床医学系（内分泌系）

41 糖尿病専門医研修ガイドブック　（第8版）  診断と治療社 日本糖尿病学
会・編著

B5判　580頁 ¥8,500

●臨床医学系（神経）

42 神経診察クローズアップ　正しい病巣診断
のコツ　（第3版）

 メジカル
ビュー社

鈴木則宏・編 B5判　336頁 ¥7,000

43 脳卒中エキスパート 降圧療法を究める  中外医学社 鈴木則宏・監 A5判　188頁 ¥3,600

●臨床医学系（放射線・画像診断）

44 医療AIとディープラーニングシリーズ
2021-2022年版 医用画像のためのディープ
ラーニング 実践編

オーム社 藤田　広志・
原　武史編

¥3,600

●臨床医学系（外科・麻酔科）

45 麻酔への知的アプローチ 問題集【電子版
付】　解いて、知って、理解する

 日本医事新報
社

稲田英一・著 A5判　480頁 ¥4,500

●臨床医学系（産婦人科）

46 早産のすべて　基礎から臨床，DOHaDまで  メジカル
ビュー社

日本早産学
会・編

B5判　304頁 ¥8,500

●臨床医学系（眼科）

47 小児非感染性ぶどう膜炎初期診療の手引き
2020年版

 羊土社 日本リウマチ
学会 小児リウ
マチ調査検討
小委員会 ぶど
う膜炎ワーキ
ンググルー
プ・編

B5判　128頁 ¥6,000

48 黄斑部　＜眼科診療ビジュアルラーニング
6＞

 中山書店 飯田知弘・編 B5判　352頁 ¥11,000

●医学一般

49 EZRでやさしく学ぶ統計学　EBMの実践から
臨床研究まで　（改訂3版）

 中外医学社 神田善伸・著 A5判　464頁 ¥4,600

50 改訂9版 査定・返戻対策と効果的な症状詳
記

経営書院 桜井　雅彦 ¥1,800

51 現代版つれづれ草 摂舟散人閑話 医者のた
わごと

インターメ
ディカ

浦部　晶夫 ¥1,300

52 患者の話は医師にどう聞こえるのか ： 診
察室のすれちがいを科学する

みすず書房 ダニエル・
オーフリ

¥3,200

53 ニュートン式超図解　　最強に面白い！！
睡眠

ニュートンプ
レス

¥900

54 脳研究最前線 ： 世界では今、脳研究はこ
こまで進んでいる

ニュートンプ
レス

佐藤　弥監訳 ¥1,800

55 QUALITY INDICATOR 2020 「医療の質」を測
り改善する ： 聖路加国際病院の先端的取
り組み

インターメ
ディカ

福井　次矢・
嶋田　元監修

¥3,000

56 動き出す医療産業 DX 日経BP 木村　廣道監
修

¥3,500

●基礎看護
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57 みんなの研究倫理入門　臨床研究になぜこ
んな面倒な手続きが必要なのか

 医学書院 田代志門・著 四六判　308頁 ¥2,400

58 はじめて学ぶケーススタディ　書き方のキ
ホンから発表のコツまで　（第2版）

 総合医学社 國澤尚子・編
著

B5判　264頁 ¥2,400

●薬学

59 薬剤師の臨床センスを磨くトレーニング
ブック　薬トレ 肝・腎

 南山堂 大野能之・他
編

B5判　425頁 ¥4,500

60 類似薬の使い分け第3版　症状に合った薬の
選び方とその根拠がわかる

 羊土社 藤村昭夫・編 A5判　360頁 ¥3,800

61 基本がわかる 漢方医学講義  羊土社 日本漢方医学
教育協議会・
編

B5判　207頁 ¥2,200

62 センプク漢方セミナー 長沢道寿「増補能
毒」　古典的要点に学ぶ151生薬

 新興医学出版
社

千福貞博・著 B6判　162頁 ¥3,400

●洋書

63 GRAY'S ANATOMY, 42ND ED. ： ANATOMICAL
BASIS OF CLINICAL PRACTICE

ELSEVIER,
LONDON

S.STANDRING
(ED.)

¥32,170

●推薦

64 聴覚障がい児・盲ろう児の発達支援テキス
ト : 0歳からの発達支援 : 児童発達支援研
修用プログラム. 基礎編

エスコアール 黒田生子 [ほ
か] 編著 ; 原
田勇彦 [ほか]
著

¥4,800

65 救急・ICUでの新型コロナウイルス感染症対
応マニュアル : ウィズコロナ社会のnew
normal医療の在り方

Emer‐Log別冊2021 メディカ出版 大友康裕編集 ¥3,000

計 65点 ¥274,950
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