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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 大学は何処へ 未来への設計 岩波新書 新赤版
1874

岩波書店 吉見 俊哉 304p ¥900

2 京大式へんな生き物の授業 朝日新書 808 朝日新聞出版 神川龍馬著 215p  18cm ¥790

3 汚れつちまつた悲しみに…… : 中原中也詩
集

KADOKAWA 中原中也 [著]
; 佐々木幹郎
編|

253p 15cm ¥560

4 謎解き鳥獣戯画 とんぼの本 新潮社 芸術新潮編集
部編

125p 22cm ¥2,000

5 ものの大きさ : 自然の階層・宇宙の階層
第2版

東京大学出版
会

須藤靖著 208p 21cm ¥2,500

6 アートのための数学　第2版 オーム社 牟田淳著 256p 21cm ¥2,300

7 マンガでわかる物理数学 オーム社 馬場彩著 河村
万理作画

253p 24cm ¥2,300

8 江戸東京名所事典 : 古地図で辿る歴史と文
化

笠間書院 笠間書院編集
部

377p　21cm ¥2,300

9 おバカな答えもAIしてる : 人工知能はどう
やって学習しているのか?

光文社 ジャネル・
シェイン著 ;
千葉敏生訳

281p 19cm ¥2,000

10 図録知的財産法 弘文堂 前田健, 金子
敏哉, 青木大
也編

117p 26cm ¥2,500

11 考え続けるということ : 内科医の思考ノー
ト

幻冬舎 牧田香理著 188p 18cm ¥800

12 感染症と憲法 青林書院 大林啓吾 271p 　21cm ¥3,500

13 世界史は化学でできている : 絶対に面白い
化学入門

ダイヤモンド
社

左巻健男著 390p 19cm ¥1,700

14 なぜあの人のジョークは面白いのか? : 進
化論で読み解くユーモアの科学

東洋経済新報
社

ジョナサン・
シルバータウ
ン著 ; 水谷淳

210p 19cm ¥1,600

15 著作権法入門 第3版 有斐閣 島並良, 上野
達弘, 横山久
芳

A5判 330p ¥2,600

16 教育現場と研究者のための著作権ガイド 有斐閣 上野 達弘 A5判 260p ¥2,200

17 感染の法則 : ウイルス伝染から金融危機、
ネットミームの拡散まで

草思社 アダム・ク
チャルスキー
著 ; 日向やよ

447p 19cm ¥2,200

18 ル・コルビュジエ : みずから語る生涯 中央公論美術
出版

ジャン・プ
ティ ; 田路貴
浩 松本裕訳

592p 22cm ¥4,600

19 学術書を読む 京都大学学術
出版会

鈴木哲也著 138p 21cm ¥1,500

20 オンライン研修ハンドブック : 退屈な研修
が「実践的な学び」に変わる学習設計

日本能率協会
マネジ メント
センター

中村文子, ボ
ブ・パイク著

358p 21cm ¥2,800

21 オンライン研修アクティビティ : エンゲー
ジメントが飛躍的に高まる学習テクニック

日本能率協会
マネジ メント
センター

ベッキー・パ
イク・プルー
ス著 ; 中村文

308p 21cm ¥3,000

22 家は生態系 : あなたは20万種の生き物と暮
らしている

白揚社 ロブ・ダン著
; 今西康子訳

422p 20cm ¥2,700

医学図書館　受入決定資料リスト（2021年5月分）
5月12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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23 武器としての理系思考 : フェイクニュース
を見破る

ビジネス社 武田邦彦著 231p 19cm ¥1,400

24 ヤンデル先生のようこそ!病理医の日常へ 清流出版 市原真著 221p 19cm ¥1,500

25 学生のための健康管理学 改訂3版 南山堂 木村康一,永松
俊哉著

156p  26cm ¥2,200

26 医療・看護に携わる人のための人権・倫理
読本

法律文化社 村岡 潔著,編
集

182ページ ¥2,300

27 大学生のための情報リテラシー : 活用力が
身につく12章

ミネルヴァ書
房

上出浩, 破田
野智己, 角田
あさな著

B5 264p ¥2,500

28 （仮題）皮膚は内臓の窓 : 相場教授のひと
りごと

学研メディカ
ル秀潤社

相場節也責任
編集

28cm ¥2,800

●基礎医学系

29 シンプル生理学　（改訂第8版）  南江堂 貴邑冨久子・
他著

B5判　384頁 ¥3,000

30 悪性軟部腫瘍　改訂・改題第2版 腫瘍病理鑑別診断
アトラス

文光堂 長谷川　匡・
他編

B5変型判　340
頁

¥18,000

31 わかりやすい病理学　（改訂第7版）  南江堂 恒吉正澄・監 B5判　364頁 ¥2,700

32 コンパクト微生物学　（改訂第5版）  南江堂 小熊惠二・他
監

B5判　304頁 ¥2,300

33 デジタル細胞生物学　データベース化・
ImageJ・R・コマンドライン・Git

 MEDSi 三浦耕太・他
訳

B5変型判　212
頁

¥3,000

34 Dr.Bono の生命科学データ解析　（2版）  MEDSi 坊農秀雅・著 B5変型判　228
頁

¥3,000

35 当直ハンドブック  中外医学社 志賀　隆・他
編

B6変型判　504
頁

¥4,200

36 改訂 遺伝単 ： 遺伝学用語集 対訳付き NTS 日本遺伝学会
監修

¥2,800

37 サイエンス超簡潔講座 遺伝 ニュートンプ
レス

廣野 喜幸 監
訳

¥1,727

38 体温の「なぜ？」がわかる生理学：からだ
で感じる・考える・理解する

杏林書院 永島 計 編 ¥2,500

●臨床医学系（内科・救急医学）

39 内科ポケットレファランス　（3版）  MEDSi 福井次矢・監
訳

B6変型判　440
頁

¥4,200

40 シチュエーションで学ぶ　輸液レッスン
（第3版）

 メジカル
ビュー社

小松康宏・他
著

A5判　288頁 ¥3,400

41 EmerLog　別冊 救急検査ケースファイル メディカ出版 舩越 拓 編 ¥3,800

●臨床医学系（感染症）

42 感染予防，そしてコントロールのマニュア
ル：小児版

 MEDSi 中河秀憲・訳 A5変型判　304
頁

¥4,300

43 国立国際医療研究センター（NCGM）新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）対応マ
ニ アル 目指せ 院内感染ゼロへ！

 南江堂 国立国際医療
研究セン
ター・編

B5判　144頁 ¥2,200

44 サイエンス超簡潔講座 感染症 ニュートンプ
レス

山本 太郎 監
訳

¥1,364

●臨床医学系（代謝・アレルギー）

45 MCTD（混合性結合組織病）診療ガイドライ
ン2021

 南山堂 厚生労働科学
研究費補助金
難治性疾患等

B5判　96頁 ¥2,000

46 免疫関連有害事象 irAEマネジメント 膠原
病科医の視点から

 金芳堂 峯村信嘉・著 A5判　550頁 ¥6,800
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●臨床医学系（呼吸器）

47 初めて握る人のための　気管支鏡入門マ
ニュアル　杏林大学呼吸器内科編　（改訂
第2版）

 メジカル
ビュー社

石井晴之・他
編

B5判　188頁 ¥6,000

48 呼吸器病レジデントマニュアル　（第6版）  医学書院 藤田次郎・監 B6変型判　512
頁

¥5,000

●臨床医学系（循環器・血液）

49 3か月でほぼ100％降圧する！ 高血圧道場
【電子版付】

 日本医事新報
社

大石　充・著 A5判　168頁 ¥3,800

50 心電図の読み"型"教えます！ Season 3  中外医学社 杉山裕章・著 A5判　160頁 ¥2,800

51 循環器診療レジデント・ザ・ベーシック
（改訂第2版）

 メジカル
ビュー社

心臓血管研究
所付属病院・
編著

B6変型判　520
頁

¥4,800

52 “次の一手”を鍛える 心房細動診療の歩み
かた

 南山堂 山下武志・著 A5判　190頁 ¥3,000

53 病気がみえる Vol.2 ： 循環器 改訂第5版 メディックメ
ディア

¥3,600

54 高血圧 変わる常識変わらぬ非常識：臨床高
血圧の125年

ライフサイエ
ンス出版

桑島 巌 ¥2,200

55 王道：循環器診療のエッセンスを学ぶ白の
カルテ

メディカ出版 江原 省一他
編

¥4,500

56 考察：循環器診療の奥深さを学ぶ黒のカル
テ

メディカ出版 江原 省一他
編

¥4,500

57 ポケット版 2020年改訂版 不整脈薬物治療
ガイドライン

ライフサイエ
ンス出版

日本循環器学
会・日本不整
脈心電学会 編

¥1,200

●臨床医学系（腎・泌尿器）

58 Dr.長澤の腎臓内科外来実況中継  中外医学社 長澤　将・著 A5判　256頁 ¥3,800

59 輸液グリーンノート  中外医学社 志水英明・編
著

B6変型判　236
頁

¥4,200

60 腎不全の基礎知識から学べる透析療法パー
フェクトガイド 第2版

総合医学社 田部井 薫 ¥3,200

61 透析患者 体液異常のメカニズム：尿素/尿
酸法による解明と治療

日本メディカ
ルセンター

新里 高弘 ¥3,600

●臨床医学系（内分泌系）

62 ここが知りたい！ 糖尿病診療ハンドブック
Ver.5

 中外医学社 岩岡秀明・他
編著

A5判　454頁 ¥3,800

●臨床医学系（神経）

63 ここに目をつける！脳波判読ナビ　（第2
版）

 南山堂 飛松省三・著 A5判　224頁 ¥3,200

64 てんかん臨床に向き合うためのシナリオ  新興医学出版
社

岩佐博人・編
著

A5判　178頁 ¥3,500

65 脳波判読オープンキャンパス　誰でも学べ
る7STEP

 診断と治療社 音成秀一郎・
著

B5判　332頁 ¥8,800

66 脳神経外科手術 私のアプローチ  中外医学社 松居　徹・著 B5判　278頁 ¥12,000

67 てんかん診断 虎の穴：ぶれないスタイルを
身につける！

クリニコ出版 小出 泰道・朴
貴瑛

¥4,200

●臨床医学系（精神科）

68 こころの治療薬ハンドブック 第13版 星和書店 井上 猛他 編 ¥2,700
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69 ニュートン式超図解 最強にわかる！！ 精
神の病気

ニュートンプ
レス

¥900

●臨床医学系（放射線・画像診断）

70 心臓・大血管画像診断の勘ドコロNEO 画像診断の勘ドコ
ロNEO

メジカル
ビュー社

横山健一・編 B5変型判　292
頁

¥6,200

71 マンモグラフィガイドライン　（第4版）  医学書院 （公社）日本
医学放射線学
会・他編

A4判　144頁 ¥4,000

72 改訂2版 脳脊髄血管撮影超実践マニュア
ル：セッティングと撮影のコツがよく分か
る解説Web動画付き

メディカ出版 杉生 憲志 編 ¥8,500

●臨床医学系（外科・麻酔科）

73 形成外科診療ガイドライン（2） 2021年版
頭蓋顎顔面疾患（先天性・後天性）

 金原出版 日本形成外科
学会・他編

B5判　368頁 ¥6,500

74 再建外科 形成外科治療手技
全書 6

克誠堂出版 波利井清紀・
監

B5判　310頁 ¥18,000

75 WHO ガイドライン　成人・青年における薬
物療法・放射線治療によるがん疼痛マネジ
メント

 金原出版 木澤義之・他
監訳

B5判　132頁 ¥2,400

●臨床医学系（産婦人科）

76 乳癌・胃癌 HER2病理診断ガイドライン
（第2版）

 金原出版 日本病理学
会・編

B5判　104頁 ¥3,000

●臨床医学系（皮膚科）

77 皮膚科 膠原病　皮疹から全身を診る 皮膚科ベストセレ
クション

中山書店 藤本　学・編 B5判　520頁 ¥14,000

78 美容のヒフ科学　（第10版）  南山堂 安田利顕・著 A5判　232頁 ¥3,000

●臨床医学系（小児科）

79 新小児薬用量　（第9版）  診断と治療社 岡 明・編 A6変型判　672
頁

¥3,600

80 小児の服薬指導 Next Step じほう 松本 康弘 ¥4,200

●臨床医学系（眼科）

81 神経眼科学を学ぶ人のために　（第3版）  医学書院 三村　治・著 B5判　384頁 ¥9,500

●臨床医学系（リハビリ）

82 がんリハビリテーション実践マニュアル  メジカル
ビュー社

宮越浩一・編 B5判　272頁 ¥4,200

●医学一般

83 生命倫理への招待　（第6版）  南山堂 塩野　寛・他
著

A5判　221頁 ¥1,900

84 ライフサイエンスのための英語 1. 基本ス
キル編

東京化学同人 萩原 明子・小
林 薫

¥2,400

85 EBM公衆衛生 第3版 篠原出版新社 矢野 栄二 訳 ¥4,000

86 今だから知るべき！ ワクチンの真実：予防
接種のABCから新型コロナワクチンとの向き
合い方まで

秀和システム 崎谷 博征 ¥1,600

87 シリーズ大学の教授法6 授業改善 玉川大学出版
部

佐藤 浩章・
栗田 佳代子
編

¥2,400

88 誰がために医師はいる：クスリとヒトの現
代論

みすず書房 松本 俊彦 ¥2,600
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●臨床看護

89 国際標準の感染予防対策 ナーシングスキル
ズ

 医歯薬出版 ICHG研究会・
編

A4判　224頁 ¥5,000

●医療技術

90 スタンダード検査血液学　Web動画付　（第
4版）

 医歯薬出版 日本検査血液
学会・監

B5判　560頁 ¥8,000

91 染色法のすべて  医歯薬出版 水口國雄・編
集代表

B5判　472頁 ¥5,600

●栄養学

92 栄養科学シリーズNEXT 運動・スポーツ栄養
学 第4版

講談社 中村 亜紀他
編

¥2,600

93 栄養科学シリーズNEXT 食べ物と健康、食品
と衛生 食品学概論 第4版

講談社 小西 洋太郎他
編

¥2,600

●薬学

94 薬学臨床推論　臨床での考えかた  南江堂 川口　崇・他
編

B5判　344頁 ¥4,200

95 がん薬物療法 副作用対策＆曝露対策 マナビジュアル
ノート

南山堂 佐藤淳也・他
著

AB判　203頁 ¥3,300

96 これからの薬物相互作用マネジメント：臨
床を変えるPISCSの基本と実践 第2版

じほう 鈴木 洋史 監
修

¥3,000

97 専門医のための臨床精神神経薬理学テキス
ト

星和書店 日本臨床精神
神経薬理学会
専門医制度委

¥6,800

●科学・化学

98 基礎コース物理化学 IV 化学熱力学 東京化学同人 中田 宗隆 ¥2,400

●洋書

99 CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY CONCEPTS, 3RD
ED.

WOLTERS
KLUWER

R.E.KLABUNDE ¥7,120

100 CURRENT DIAGNOSIS & TREATMENT IN
RHEUMATOLOGY, 4TH ED.

MCGRAW-HILL
EDUCATION

J.H.STONE
(EDS.)

¥13,860

101 DECISION MAKING IN PERIOPERATIVE
MEDICINE CLINICAL PEARLS.

MCGRAW-HILL
EDUCATION

S.L.COHN ¥9,100

102 PHYSICAL DIAGNOSIS SECRETS, 3RD ED. ELSEVIER S.MANGIONE,
P.D.SULLIVAN
& M S WAGNER

¥6,810

103 SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY, 21ST ED
： BIOLOGICAL BASIS OF MODERN SURGICAL
PRACTICE

ELSEVIER C.M.TOWNSEND,
JR.,
R D BEAUCHAMP

¥28,990

104 STROKE, 7TH ED ： PATHOPHYSIOLOGY,
DIAGNOSIS, & MANAGEMENT.

ELSEVIER J.C.GROTTA,
G.W.ALBERS,
J P BRODERICK

¥41,990

105 WILLIAMS HEMATOLOGY, 10TH ED. MCGRAW-HILL
EDUCATION

K.KAUSHANSKY,
M.A.LICHTMAN,
J T PRCHAL

¥31,500

●利用者推薦

106 ストーマ・排泄リハビリテーション学用語
集 第4版

金原出版 日本ストー
マ・排泄リハ
ビリテーショ

¥3,500

計 106点 ¥515,011
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