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●一般科学・教養

1 命売ります ちくま文庫 [み-
13-11]

筑摩書房 三島由紀夫著 269p  15cm ¥680

2 でたらめの科学 : サイコロから量子コン
ピューターまで

朝日新書 796 朝日新聞出版 勝田敏彦著 221p 18cm ¥790

3 「うちの家族、認知症?」と思ったら読む本
: いますぐ家族で取り組みたい!認知症の基
礎知識と最新対策ノウハウ!

学研プラス 長田乾著 127p  21cm ¥1,300

4 「国境なき医師団」を見に行く 講談社文庫い65-5 講談社 いとうせいこ
う

458p  15cm ¥840

5 感染症時代のマスクの教科書 : 的確に選ん
で、正しく着ける

小学館 飯田裕貴子,
眞鍋葉子著

127p 21cm ¥1,300

6 福岡伸一、西田哲学を読む : 生命をめぐる
思索の旅

小学館新書386 小学館 池田善昭著 ;
福岡伸一著

462p 18cm ¥1,200

7 オンライン・ファースト : コロナ禍で進展
した情報社会を元に戻さないために

東京大学出版
会

東京大学情報
理工学系研究
科編

258, ixp 19cm ¥2,700

8 旅する日曜美術館 : 日本の名画・名品を訪
ねて　北海道・東北・関東・甲信越・ 北陸

NHK出版 NHK「日曜美術
館」制作班編

251p  21cm ¥2,400

9 旅する日曜美術館 : 日本の名画・名品を訪
ねて　東海・近畿・中国・四国・九州

NHK出版 NHK「日曜美術
館」制作班編

243p  21cm ¥2,400

10 はやぶさ2最強ミッションの真実 NHK出版 津田雄一著 270p, 18cm ¥900

11 ベートーヴェン : 音楽の革命はいかに成し
遂げられたか

文春新書1290 文藝春秋 中野雄著 223p  18cm ¥820

12 在宅介護で親を看取る : 48歳、独身・医師 幻冬舎 佐野徹明著 158p 18cm ¥800

13 医学全史 : 西洋から東洋・日本まで ちくま新書 1536 筑摩書房 坂井建雄著 466p  18cm ¥1,200

14 10の「感染症」からよむ世界史 日経ビジネス人文
庫 わ4-1

日経BPマーケ
ティング

脇村孝平監修
; 造事務所編
著

301p 15cm ¥850

15 パンデミックvs.江戸幕府 日経プレミアシ
リーズ 448

日経BPマーケ
ティング

鈴木浩三著 255p 18cm ¥850

16 科学者をまどわす魔法の数字，インパク
ト・ファクターの正体 誤用の悪影響と賢い
使い方を考える

日本評論社 麻生一枝 176ページ ¥2,600

17 14歳からの精神医学 心の病気ってなんだろ
う. 新版

日本評論社 宮田雄吾 256ページ ¥1,400

18 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 : 新
「喜・怒・哀・楽の宇宙日記」

勉誠出版 的川泰宣著 273p 19cm ¥2,200

19 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 山川出版社 松井秀郎編 231p  26cm ¥2,000

20 世界の美しいお城と宮殿 ワン・パブ
リッシング

127p 26cm ¥1,300

21 飼いならす : 世界を変えた10種の動植物 明石書店 アリス・ロ
バーツ著 ; 斉
藤隆央訳

443p  20cm ¥2,500

医学図書館　受入決定資料リスト（2021年2月分）
2月3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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22 数学用語英和辞典 : 和英索引付き 新訂版 近代科学社 蟹江幸博編 510p 21cm ¥4,200

23 南方熊楠のロンドン : 国際学術雑誌と近代
科学の進歩

慶應義塾大学
出版会

志村真幸著 280, 6p 22cm ¥4,000

24 勤務医のためのマンション経営 : 創業30年
「正直不動産会社」の社長が語る!

サンライズパ
ブリッシング

松木正一郎著 235p 19cm ¥1,500

25 ドナウ川の類人猿 : 1160万年前の化石が語
る人類の起源

青土社 マデレーン・
ベーメ, リュ
ディガー・ブ
ラウン, フロ
リアン・ブラ
イアー著 ; シ
ドラ房子訳

286p  19cm ¥2,200

26 エンド・オブ・ライフ 集英社 佐々涼子著 315p 20cm ¥1,700

27 世界自然遺産の島の医療史 : 戦前を生きた
人びとと医師の物語

南方新社 藤村憲治著 377p  19cm ¥2,500

28 ヘンな科学 : “イグノーベル賞"研究40講 総合法令出版 五十嵐杏南著 235p  19cm ¥1,300

29 禍いの科学 : 正義が愚行に変わるとき National
geographic

日経ナショナ
ルジオグラ
フィック社

ポール・A・オ
フィット著 ;
関谷冬華訳

317p  19cm ¥2,000

30 アラン・オーストンの標本ラベル : 幕末か
ら明治、海を渡ったニッポンの動物たち

ブックマン社 川田伸一郎著 262p 21cm ¥2,200

31 臨床判断ティーチングメソッド 医学書院 三浦友理子,
奥裕美著

189p 26cm ¥2,600

32 記憶の心理学：基礎と応用 誠信書房 ガブリエル・
Ａ・ラドヴァ
ンスキー著;川
﨑惠里子監訳

B5・602p ¥9,000

33 Stay's Anatomy : 99%が理解できた解剖学
オンライン講義. 神経・循環器編

羊土社 町田志樹著 182p  21cm ¥2,500

34 医学論文の活かし方 : 1日1論文、30日で、
薬剤師としてレベルアップ!

金芳堂 児島悠史, 上
田昌宏編著

217p  21cm ¥3,200

35 つなげてみたらスルスルわかる!生化学・生
理学・解剖学

学研メディカ
ル秀潤社

橋本さとみ編
著

295p 26cm ¥2,600

36 これならわかる!人工呼吸器の使い方 : 初
期対応から設定、管理、抜管まで

ナースのための基
礎book

ナツメ社 自治医科大学
附属さいたま
医療センター
RST著

207p 26cm ¥1,800

37 医療従事者のためのわかりやすい公費負担
の知識 : オールカラー図解で見やすい!

ナツメ社 細谷邦夫監修 223p  21cm ¥1,600

38 ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわっ
たのか : ナイチンゲール生誕200年記念出
版

日本看護協会
出版会

岩田健太郎[ほ
か]著|

98p  19cm ¥1,300

39 麻酔科医に必要な周術期呼吸管理 麻酔科プラクティ
ス3

文光堂 佐藤暢一編集 258p  26cm ¥11,000

●基礎医学系

40 カラー図解 人体の正常構造と機能　【全10
巻縮刷版】　（第4版）

 日本医事新報
社

坂井建雄・他
編

四六倍判　904
頁

¥19,800

41 人体解剖カラーアトラス（電子書籍付）
（原書第8版）

 南江堂 佐藤達夫・他
訳

A4変型判　416
頁

¥6,710

42 グローバル・ バイオエシックス‐序説‐  へるす出版 ヘンクテン
ハーフ・著

B5判　288頁 ¥3,300

43 エピゲノムをもっと見るための　クロマチ
ン解析実践プロトコール　ChIP-seq、ATAC-
seq、Hi-C、smFISH、空間オミクス…クロマ
チンの修飾から構造まで、絶対使える18
選！

実験医学別冊 最強
のステップUPシ
リーズ

 羊土社 大川恭行・編 B5判　270頁 ¥7,590

44 臨床検査データブック 2021-2022  医学書院 髙久史麿・監 B6判　1,154頁 ¥5,280
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45 最新臨床検査学講座　医動物学　（第2版）  医歯薬出版 平山謙二・著 B5判　152頁 ¥2,860

46 スミス 基礎化学 東京化学同人 村田　滋 訳 ¥2,200

47 町田志樹の聴いて覚える解剖学 ： 中枢 ・
末梢神経編

三輪書店 町田　志樹 ¥2,000

48 リシェの美術解剖学 ライフサイエ
ンス出版

坂井　建雄 監
訳

¥3,800

49 リッピンコットシリーズ イラストレイテッ
ド 解剖学

丸善出版 塩田　浩平 監
訳

¥8,000

●臨床医学系（感染症）

50 性感染症 診断・治療ガイドライン2020  診断と治療社 日本性感染症
学会・編

B5判　136頁 ¥4,180

51 ちゃんと知りたい！ 新型コロナの科学 ：
人類は「未知のウイルス」にどこまで迫っ
ているか

日経サイエン
ス社

出村　政彬 ¥1,800

52 Dr.新妻免疫塾 ： 正しく知る！ウイルス感
染と免疫の基礎

東京図書 新妻　耕太 ¥1,800

53 パンデミック 世界に広がる恐るべき50の感
染症

丸善出版 加藤　茂孝 監
訳

¥2,000

●臨床医学系（代謝・アレルギー）

54 ファブリー病診療ガイドライン2020  診断と治療社 日本先天代謝
異常学会・編

B5判　80頁 ¥3,080

●臨床医学系（呼吸器）

55 肺癌診療ガイドライン 2020年版　悪性胸膜
中皮腫・胸腺腫瘍含む　（第6版）

 金原出版 日本肺癌学
会・編

B5判　496頁 ¥4,950

●臨床医学系（循環器・血液）

56 EBM血液疾患の治療2021-2022  中外医学社 金倉　譲・監 B5判　660頁 ¥15,400

57 急性白血病診療テキスト エキスパートに学
ぶ

 中外医学社 松村　到・編 A5判　298頁 ¥5,280

58 血液内科 ただいま回診中！  中外医学社 渡邉純一・著 A5判　256頁 ¥5,280

59 ビジュアル臨床血液形態学　（改訂第4版）  南江堂 平野正美・監 B5判　456頁 ¥9,570

●臨床医学系（消化器）

60 潰瘍性大腸炎の診療ガイド　（第4版）  文光堂 日本炎症性腸
疾患協会
（CCFJ）・編

B5判　116頁 ¥3,520

61 腸内微生物叢最前線　健康・疾病の制御シ
ステムを理解する

 診断と治療社 内藤裕二・編 B5判　152頁 ¥5,500

●臨床医学系（腎・泌尿器）

62 泌尿器科・病理・放射線科 腎癌取扱い規約 メディカルレ
ビュー社

日本泌尿器科
学会・日本病
理学会・日本
医学放射線学
会 編

¥4,400

●臨床医学系（内分泌系）

63 誰も教えてくれなかった糖尿病患者の感染
症診療　感染症合併例はココに気をつけ
て！

 医学書院 石井　均・編 A5判　192頁 ¥3,740

64 内分泌画像検査・診断マニュアル　（第2
版）

診断と治療社 内分
泌シリーズ

 診断と治療社 平田結喜緒・
監

B5判　264頁 ¥8,360
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●臨床医学系（神経）

65 てんかん専門医ガイドブック 改訂第2版
てんかんにかかわる医師のための基本知識

 診断と治療社 日本てんかん
学会・編

B5判　468頁 ¥9,900

●臨床医学系（放射線・画像診断）

66 教科書では学べない 胸部画像診断の知恵袋  学研メディカ
ル秀潤社

石井晴之・編 B5判　200頁 ¥5,500

●臨床医学系（産婦人科）

67 産婦人科医のための社会保険ABC　（第6
版）

 メジカル
ビュー社

日本産科婦人
科学会・編

A5判　256頁 ¥3,850

68 不育症  メジカル
ビュー社

竹下俊行・他
編

B5判　256頁 ¥8,800

●臨床医学系（皮膚科）

69 病気がみえる Vol.14 皮膚科 メディック・
メディア

医療情報科学
研究所 編

¥3,500

●臨床医学系（老年医学）

70 認知症専門医の父・長谷川和夫が教えてく
れたこと ： 父と娘の認知症日記

中央法規 長谷川　和夫
・ 南髙　まり

¥1,300

●臨床医学系（耳鼻咽喉科）

71 病気がみえる Vol.13 耳鼻咽喉科 メディックメ
ディア

医療情報科学
研究所 編

¥3,500

●臨床医学系（リハビリ）

72 高次脳機能障害学　（第3版） 標準言語聴覚障害
学

 医学書院 藤田郁代・シ
リーズ監修

B5判　352頁 ¥5,280

●社会医学系

73 予防接種の現場で困らない　まるわかりワ
クチンQ＆A【電子版付】　（3版）

 日本医事新報
社

中野貴司・編
著

A5判　488頁 ¥5,280

74 「がん患者本位のエンゲージメント」を目
指して ： がん患者が社会で自分らしく生
きるための3つのビジョン

日経BP 「がん患者本
位のエンゲー
ジメント」を
考える会

¥2,000

75 認知症患者安楽死裁判 ： 事前医師表示書
か「いま」の意思か

丸善出版 盛永　審一郎 ¥2,600

●医学一般

76 医学 歴史と未来  羊土社 井村裕夫・著 四六判　192頁 ¥3,300

77 SPSSによる統計処理の手順 第9版 東京図書 石村　光資郎 ¥2,800

78 医師が死を語るとき ： 脳外科医マーシュ
の自省

みすず書房 大塚　一郎 訳 ¥3,200

79 医療六法　令和3年版 中央法規 ¥6,600

80 病院感染対策ガイドライン 2018年版
【2020年3月増補版】

じほう 国公立大学附
属病院感染対
策協議会 編

¥3,800

●薬学

81 Pocket Drugs 2021  医学書院 福井次矢・監 A6判　1,154頁 ¥4,620

82 今日のOTC薬　解説と便覧　（改訂第5版）  南江堂 伊東明彦・他
編

A5判　734頁 ¥4,180
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83 今日の治療薬2021　解説と便覧  南江堂 浦部晶夫・他
編

B6判　1,450頁 ¥5,060

84 治療薬マニュアル 2021  医学書院 髙久史麿・他
監

B6判　2,850頁 ¥5,500

85 薬剤師が知っておきたい 病気と薬剤のはな
し

 金芳堂 遠山正彌・編 A5判　344頁 ¥5,060

86 コンパス生物薬剤学　（改訂第3版）  南江堂 岩城正宏・他
編

B5判　304頁 ¥4,840

●基礎看護

87 臨床で実際に役立つ　疾患別看護過程
Part2 脳神経・筋疾患

 総合医学社 道又元裕・編 A5判　448頁 ¥4,950

●洋書

88 OPIE'S CARDIOVASCULAR DRUGS, 9TH ED. ELSEVIER D.L.BHATT ¥11,590

89 ROBBINS & COTRAN ATLAS OF PATHOLOGY,
4TH ED.

ELSEVIER E.C.KLATT ¥9,420

●推薦

90 感染症大全 : 病理医だけが知っているウイ
ルス・細菌・寄生虫のはなし

飛鳥新社 堤寛著 ¥1,636

91 コアカリ準拠臨床遺伝学テキストノート :
ゲノム医療に必要な考え方を身につける

診断と治療社 日本人類遺伝
学会編集

¥3,500

計 91点 ¥360,196
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