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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 （小説）臨床の砦 小学館 夏川草介著 206p 20cm ¥1,500

2 マスクをするサル 新潮新書 904 新潮社 正高信男著 188p　18cm ¥720

3 隈研吾建築図鑑 日経BP 宮沢洋画・文 207p  21cm ¥2,400

4 疫学とはなにか : データと理論思考で探る
病気の原因と予防

技術評論社 中村好一著 143p 19cm ¥1,680

5 エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさ
い : 「他人の後始末」で、もうだれも苦し
まない資料作成の新常識

技術評論社 四禮静子著 237p 21cm ¥1,680

6 比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 :
国語辞書ほど面白い遊び道具はない!

河出書房新社 ながさわ著 229p 19cm ¥1,420

7 (小説)MR : Medical Representative 幻冬舎 久坂部羊著 539p 20cm ¥2,000

8 1日1ページ、365日で世界一周 : オールカ
ラー

成美堂出版 井田仁康監修 383p 22cm ¥1,800

9 実践行動変容のためのヘルスコミュニケー
ション : 人を動かす10原則

大修館書店 奥原剛著 177p 21cm ¥2,000

10 毒が変えた天平時代 : 藤原氏とかぐや姫の
謎

原書房 船山信次著 301p 20cm ¥2,000

11 数の発明 : 私たちは数をつくり、数につく
られた

みすず書房 ケイレブ・エ
ヴェレット
[著] ; 屋代通
子訳

286p 20cm ¥3,400

12 大学生のストレスマネジメント : 自助の力
と援助の力

有斐閣 齋藤憲司, 石
垣琢麿, 高野
明著

230p 19cm ¥2,000

13 「役に立たない」研究の未来 柏書房 初田哲男, 大
隅良典, 隠岐
さや香著

213p 19cm ¥1,500

14 理系研究者がハッピーな研究生活を送るに
は : 科学とは?研究室とは?そしてラボメン
タルコーチングの必要性

恒星社厚生閣 小林牧人, 藤
沼良典著

127p 19cm ¥2,000

15 司書が書く : 図書館員のおすすめ本 JLA図書館実践シ
リーズ 43

日本図書館協
会

日本図書館協
会図書紹介事
業委員会編

186p 19cm ¥1,600

16 THE創薬 : 少資源国家"にっぽん"の生きる
道

薬事日報社 日本薬学会編 381p  21cm ¥3,000

17 著作権法50周年に諸外国に学ぶデジタル時
代への対応

インプレスR&D 城所岩生編著
; 山田太郎,
福井健策ほか
著

196p  21cm ¥2,000

18 医療系データのとり方・まとめ方 : 実験計
画法と分散分析 2版

東京図書 対馬栄輝, 石
田水里著

300p 21cm ¥3,200

19 発表倫理 : 公正な社会の礎として 樹村房 山崎茂明著 206p 20cm ¥2,600

医学図書館　受入決定資料リスト（2021年7月分）
7月7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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書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

●基礎医学系

20 スポーツ医学を志す君たちへ  南江堂 武藤芳照・著 四六判　296頁 ¥2,500

21 検査値の読み方・考え方　専門医からのア
ドバイス　（第3版）

 総合医学社 西崎　統・他
編

A5判　464頁 ¥5,500

22 まんがでわかるみんなの遺伝子の謎 西村書店 山内 豊明 監
修

¥1,900

●臨床医学系（内科・救急医学）

23 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎  MEDSi 筒泉貴彦・他
編

B6変型判　528
頁

¥4,400

24 フレームワークで考える内科診断  MEDSi 田中竜馬・監
訳

A4変型判　656
頁

¥8,300

25 むかしの頭で診ていませんか？総合内科診
療をスッキリまとめました　内科外来の隙
間を埋めます！

 南江堂 髙橋重人・他
編

A5判　294頁 ¥3,800

26 ICUグリーンノート  中外医学社 志馬伸朗・編 B6変型判　536
頁

¥6,800

27 救急外来，ここだけの話  医学書院 坂本　壮・編 B5判　480頁 ¥5,200

28 東京ER総合マニュアル　（改訂2版）  中外医学社 樫山鉄矢・編
著

B6判　286頁 ¥3,800

●臨床医学系（感染症）

29 本質の感染症  中外医学社 岩田健太郎・
著

A5判　188頁 ¥2,200

30 新型コロナワクチン ： 遺伝子ワクチンに
よるパンデミックの克服

東京科学同人 杉本 正信 ¥1,400

31 新型コロナワクチン ： その実像と問題点 緑風出版 天笠 啓佑 ¥1,700

32 ねころんで読めるワクチン ： 知ってるつ
もりがくつがえる医療者のためのワクチン
学 入門書

メディカ出版 笠井 正志 ¥2,000

●臨床医学系（代謝・アレルギー）

33 みるトレ リウマチ・膠原病 [WEB版付]
（第2版）

 医学書院 松村正巳・著 B5判　190頁 ¥4,600

34 そうだったのか！ この1冊でスッキリわか
る！ リウマチ・膠原病の 薬物療法の考え
方・選び方・使い方

 金芳堂 和田　琢・著 A5判　200頁 ¥4,000

35 ゴーシェ病診療ガイドライン2021  診断と治療社 日本先天代謝
異常学会・編

B5判　144頁 ¥3,000

36 臨床免疫学 ポケットマスター
臨床検査知識の整
理

 医歯薬出版 細井英司・著 新書変型判
360頁

¥3,300

●臨床医学系（整形外科）

37 整形外科卒後研修Q&A　問題編／解説編
（改訂第8版）

 南江堂 日本整形外科
学会Q&A委員
会・編

B5判　664頁 ¥12,000

●臨床医学系（循環器・血液）

38 心音ふしぎ探検　坂本二哉の心臓病診断実
習補講

 南江堂 坂本二哉・著 A5判　224頁 ¥3,600

39 循環器病予防エビデンスブックVol.1  医歯薬出版 日本循環器病
予防学会・監

B5判　172頁 ¥4,200
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40 ポケット版不整脈非薬物治療ガイドライン
： 2018年改訂版/2021年フォーカスアップ
デート版

ライフサイエ
ンス社

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）

41 「型」が身につく 蛋白尿・血尿の診かた・
考えかた【電子版付】

 日本医事新報
社

坂井正弘・編
著

B5判　374頁 ¥5,400

42 きどにゃんとゆく！酸塩基平衡を学ぶ旅
腎生理がわかれば、酸塩基平衡もわかる！

 南山堂 杉本俊郎・著 A5判　237頁 ¥2,800

43 血液透析診療指針  東京医学社 岡田一義・監 A4変型判　384
頁

¥5,800

●臨床医学系（内分泌系）

44 糖尿病の予防・治療に携わる医師・医療ス
タッフのためのセミナー糖尿病診療アドバ
イス【電子版付】

 日本医事新報
社

田中　逸・著 A5判　144頁 ¥2,700

45 レジデントのための内分泌代謝教室　米国
専門医に教わる全13章

 日本医事新報
社

能登　洋・著 B5変型判　192
頁

¥4,000

46 糖尿病療養指導ガイドブック 2021 ： 糖尿
病療養指導士の学習目標と課題

メディカルレ
ビュー社

日本糖尿病療
養指導士認定
機構 編

¥3,000

47 とことん解説 人体と健康ビジュアル ホル
モンのはたらきパーフェクトガイド

日経BPマーケ
ティング

関谷 冬華 訳 ¥2,500

●臨床医学系（神経）

48 みんなの脳神経内科  中外医学社 山本大介・著 A5判　240頁 ¥3,600

49 順天堂大脳神経内科ではこうしている　最
新 パーキンソン病診療【電子版付】

 日本医事新報
社

服部信孝・編
著

B5判　224頁 ¥5,400

50 てんかん治療に携わるすべての人のための
抗てんかん薬の使い方

 診断と治療社 松浦雅人・編
著

B5判　176頁 ¥4,500

●臨床医学系（放射線・画像診断）

51 乳管造影アトラス  金原出版 岩田広治・監 B5判　72頁 ¥2,800

●臨床医学系（産婦人科）

52 こだわりのTLH　エキスパートのTLHを知
り，自分のTLHを作ろう

 中外医学社 磯部真倫・編
著

B5判　186頁 ¥7,200

53 妊産褥婦メンタルケアガイドブック　自殺
企図、うつ病、育児放棄を防ぐために

 へるす出版 日本臨床救急
医学会「自殺
企図者のケア
に関する検討
委員会」・監

B6判　280頁 ¥3,000

54 乳がん薬物療法 副作用マネジメント プロ
のコツ　（改訂第2版）

 メジカル
ビュー社

増田慎三・編 B6変型判　480
頁

¥4,500

●臨床医学系（皮膚科）

55 エビデンスに基づく皮膚科新薬の治療指針 エビデンスに基づ
く

 中山書店 宮地良樹・他
編

B5判　352頁 ¥8,800

56 カラーアトラス 爪の診療実践ガイド 改訂
第2版

 全日本病院出
版会

安木良博・他
編

B5判　270頁 ¥7,200

●臨床医学系（小児科）

57 日本版救急蘇生ガイドライン2020に基づく
新生児蘇生法インストラクターマニュアル
（第5版）

 メジカル
ビュー社

細野茂春・監 A4判　260頁 ¥7,000

58 これだけは知っておきたい！ よくみる小児
疾患101　ベテランに学ぶ初期対応と処方の
実際　（第2版）

 総合医学社 五十嵐　隆・
監

A5判　480頁 ¥6,000
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●臨床看護

59 緩和ケア・コミュニケーションのエビデン
ス　ああいうとこういうはなぜ違うのか？

 医学書院 森田達也・編 A5判　160頁 ¥2,000

●医学一般

60 必見！オンライン診療の実践と解説 よくわ
かる，今すぐに始められる【電子版付】

 日本医事新報
社

蝶名林直彦・
編著

B5判　208頁 ¥4,500

61 まず知っておきたい！がん治療のお金、医
療サービス事典

 全日本病院出
版会

山﨑知子・編 A5判　244頁 ¥2,000

62 基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆
（第2版）

 医学書院 中村好一・著 A5判　250頁 ¥2,800

63 医師のための節税読本【2021年度版】　院
長が知っておくべき税務対策のすべて

 日本医事新報
社

西岡篤志・著 B5判　208頁 ¥3,800

64 医療の価値と価格　決定と説明の時代へ  医学書院 田倉智之・編 A5判　280頁 ¥3,500

65 臨床論文を批判的吟味するためのMethod  MEDSi 安田英人・著 A5判　264頁 ¥3,800

66 医師と人類学者との対話　ともに地域医療
について考える

 協同医書出版
社

渥美一弥・他
編著

菊判　288頁 ¥3,500

67 ダイテルPythonプログラミング：基礎から
データ分析・機械学習まで

東京化学同人 史 蕭逸・米岡
大輔・本田 志
温 訳

¥4,800

68 マーダー 生物学 東京化学同人 藤原 晴彦 監
訳

¥4,500

●薬学

69 これからの薬剤疫学 ： リアルワールド
データからエビデンスを創る

朝倉書店 佐藤 俊哉 他
編

¥3,300

70 スタンダード薬学シリーズII 6 医療薬学
： V. 薬物治療に役立つ情報 補訂版

東京化学同人 日本薬学会 編 ¥4,200

●洋書

71 BRIGGS DRUGS IN PREGNANCY & LACTATION,
12TH ED ： A REFERENCE GUIDE TO FETAL &
NEONATAL RISK.

WOLTERS
KLUWER

G.G.BRIGGS,
C.V.TOWERS &
A.B.FORINASH
ET AL.

¥13,490

72 CECIL ESSENTIALS OF MEDICINE, 10TH ED. ELSEVIER E.J.WING &
F.J.SCHIFFMAN

¥12,320

73 CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY, 10TH
ED.

ELSEVIER A.K.ABBAS,
A.H.LICHTMAN
& S.PILLAI

¥13,040

74 IMMUNOLOGY, 6TH ED ： AN ILLUSTRATED
OUTLINE.

CRC PRESS D.MALE ¥9,860

75 LIPPINCOTT'S ILLUSTRATED REVIEWS:
IMMUNOLOGY, 3RD ED.(INT'L ED.)

WOLTERS
KLUWER

T.DOAN,
F.LIEVANO,
M.SWANSON-
MUNGERSON, ET
AL.

¥9,370

76 LIPPINCOTT'S ILLUSTRATED REVIEWS:
BIOCHEMISTRY, 8TH ED.(INT'L ED.)

WOLTERS
KLUWER

E.E.ABALI,
S.D.CLINE,
D.S.FRANKLIN,
ET AL.

¥10,240

●利用者推薦

77 婦人科美容・形成術の基本手技  克誠堂出版 佐野仁美・編
著

¥12,000

78 数理医学入門 共立出版 鈴木貴著 ; 新
井仁之 [ほか]
編

¥4,000

79 データ分析のための数理モデル入門 : 本質
をとらえた分析のために

ソシム 江崎貴裕著 ¥2,600
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80 インターネットを活用した学習評価（すぐ
にできる!双方向オンライン授業 試験・評
価編）

化学同人 福村裕史, 河
村一樹, 後藤
顕一編

¥1,900

81 脳卒中治療ガイドライン2021 協和企画 日本脳卒中学
会脳卒中ガイ
ドライン委員
会編

¥8,000

計 81点 ¥349,620
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