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●一般科学・教養

1 なぜ私たちは理系を選んだのか : 未来につ
ながる<理>のチカラ

岩波ジュニアス
タートブックス

岩波書店 桝太一著 118p 19cm ¥1,450

2 ペスト 岩波文庫 赤N(37)-
518-1

岩波書店 カミュ作 ; 三
野博司訳

556p 15cm ¥1,200

3 女の子はどう生きるか : 教えて、上野先
生!

岩波ジュニア新書
929

岩波書店 上野千鶴子著 224p 18cm ¥880

4 （小説）医学のつばさ ＫＡＤＯＫＡ
ＷＡ

海堂尊 267p　19cm ¥1,600

5 くらべてわかる英単語図鑑 主婦の友イン
フォス

牧野高吉著 林
ユミ絵

191p 21cm ¥1,300

6 ケアとは何か―看護・福祉で大事なこと 中公新書 中央公論新社 村上靖彦 236p　18cm ¥840

7 読む・打つ・書く―読書・書評・執筆をめ
ぐる理系研究者の日々

東京大学出版
会

三中信宏 349p　19cm ¥2,800

8 くまの根 : 隈研吾・東大最終講義10の対話 東京大学出版
会

隈研吾編 408p 21cm ¥3,000

9 新薬という奇跡 : 成功率0.1%の探求 早川書房 ドナルド・R・
キルシュ, オ
ギ・オーガス
著 ; 寺町朋子
訳

428p 16cm ¥1,140

10 生命海流 : Galapagos 朝日出版社 福岡伸一著 253p 21cm ¥1,900

11 マンガでわかる解剖生理学 池田書店 坂井建雄監修
; つなぎ, サ
イドランチマ
ンガ

255p 21cm ¥1,600

12 ショートカットキー超(スーパー)事典 : 最
強パソコン時短術 : 365技

技術評論社 リンクアップ,
技術評論社編
集部著

223p 19cm ¥980

13 感染症文学論序説 : 文豪たちはいかに書い
たか

河出書房新社 石井正己著 194p 18cm ¥1,720

14 サバイバルする皮膚 : 思考する臓器の7億
年史

河出書房新社 傳田光洋著 249p 18cm ¥860

15 単位と法則 ニュートン式超図
解最強に面白い!!

ニュートンプ
レス

125p 21cm ¥900

16 理系研究者の「実験メシ」―科学の力で解
決！食にまつわる疑問

光文社新書 光文社 松尾佑一 271p　18cm    ¥960

17 超（スーパー）耐性菌―現代医療が生んだ
「死の変異」

光文社 マッカー
シー，マッ
ト、  久保尚
子訳

403p　19cm ¥2,300

18 深大寺の白鳳仏 : 武蔵野にもたらされた奇
跡の国宝

春秋社 貴田正子著 217p 20cm ¥1,800

19 絵本のようにめくる教会の物語 昭文社 町田俊之監修 143p　21cm ¥1,400

医学図書館　受入決定資料リスト（2021年9月分）
9月1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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20 理系の「なぜ？」がわかる本―５分でわか
るイラスト図解！

青春出版社 小谷太郎 141p　19cm ¥1,400

21 棒人間図解大全 : 仕事に使える! 自由国民社 MICANO著 226p 19cm ¥1,500

22 疫病の精神史 : ユダヤ・キリスト教の穢れ
と救い

ちくま新書 1580 筑摩書房 竹下節子著 238p 18cm ¥820

23 医療現場の外国人対応英語だけじゃない
「やさしい日本語」

南山堂 武田裕子, 岩
田一成, 新居
みどり著

119p 21cm ¥1,800

24 最後通牒ゲームの謎 : 進化心理学からみた
行動ゲーム理論入門

日本評論社 小林佳世子著 305p 19cm ¥1,900

25 図解眠れなくなるほど面白い睡眠の話 日本文芸社 西野精治監修 127p  21cm ¥850

26 図解眠れなくなるほど面白い解剖学の話 日本文芸社 坂井建雄監修 127p 21cm ¥850

27 図解眠れなくなるほど面白いストレスの話 日本文芸社 ゆうきゆう監
修

127p 21cm ¥850

28 中世の写本ができるまで 白水社 デ・ハメル，
クリスト
ファー、加藤
磨珠枝監修、
立石　光子訳

196p　22×
16cm

¥4,500

29 コーヒーのグローバル・ヒストリー : 赤い
ダイヤか、黒い悪魔か

ミネルヴァ書
房

小澤卓也 326p 20cm ¥3,000

30 バナナのグローバル・ヒストリー : いかに
してユナイテッド・フルーツは世界を席巻
したか

ミネルヴァ書
房

ピーター・
チャップマン
著

328p 20cm ¥3,500

31 医歯薬学系博物館事典 雄山閣 落合知子編 325p 22cm ¥9,000

32 小説みたいに楽しく読める生命科学講義 羊土社 石浦章一著 303p 19cm ¥1,800

33 フライトナースの秘密 : ドクターヘリで出
動する救急看護師の仕事

彩流社 菱沼秀一著 149p 21cm ¥1,800

34 一般臨床家, 口腔外科医のための口腔外科
ハンドマニュアル : 口腔外科YEAR BOOK

クインテッセ
ンス出版

日本口腔外科
学会編

221p  28cm ¥6,400

35 Dr.林の高齢者救急・急変お助け本 : 高齢
者が好きになる

日本医事新報
社

林寛之編著 279p　26cm ¥4,800

36 プリンストン大学教授が教える"数字"に強
くなるレッスン14

白揚社 ブライアン・
カーニハン著
; 西田美緒子
訳

230p 19cm ¥1,800

37 ＮＰＰＶマスクまるわかりガイド 〈２０２
１完全保存版〉 - 選び方＆フィッティング
＆スキンケアまで全部サポート

みんなの呼吸器Ｒ
ｅｓｐｉｃａ

メディカ出版 石橋一馬 B5判　 192p ¥3,200

38 マスクをしても「通る声」をつくる!声のプ
ロが教えるすっきり3分音読

旬報社 庄野俊哉著 70p 21cm ¥1,300

39 世界の美しい病院―その歴史 吉備人出版 石田純郎 146p　26cm ¥2,500

40 怒れる老人 : あなたにもある老害因子 産業編集セン
ター

安藤俊介著 204p 19cm ¥1,300

41 落語に学ぶ粗忽者の思考 : 仕事も人間関係
も生き苦しい人のための

WAVE出版 立川談慶著 211p 19cm ¥1,400

42 正しい敬語―美しい日本語を話したい人の
ために　第２版

阿部出版 末岡実 231p　20×
14cm

¥1,600

43 論語物語 興陽館 下村湖人著 323p 18cm ¥1,000

44 記憶のかなたの全共闘運動 : 総括いまだな
らず

人間と歴史社 西成田進著 198p 21cm ¥1,800

45 サリドマイド　:　復活した「悪魔の薬」 ＰＨＰエディ
ターズ・グ
ループ

栢森良二 298p ¥2,200
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46 動物意識の誕生 : 生体システム理論と学習
理論から解き明かす心の進化　（上巻・下
巻）

勁草書房 シモーナ・ギ
ンズバーグ,
エヴァ・ヤブ
ロンカ著

340p 20cm ¥7,200

47 生命の惑星 : ビッグバンから人類までの地
球の進化 （上・下）

京都大学学術
出版会

チャールズ・
H・ラング
ミューアー,
ウォリー・ブ
ロッカー著 ;
宗林由樹訳

2冊 ¥4,000

48 科学を育む査読の技法 : +リアルな例文765 羊土社 水島昇著 164p 26cm ¥4,200

49 医師の働き方改革関連法 : 医療法等改正法 重要法令シリーズ
43

信山社 192p 22cm ¥4,200

●基礎医学系

50 Essential細胞生物学　（原書第5版）  南江堂 中村桂子・他
監訳

A4変型判　880
頁

¥8,000

51 SPSSによる多変量データ解析の手順 第6版 東京図書 石村 光資郎 ¥2,800

52 基礎の生化学 第3版 東京化学同人 猪飼 篤 ¥2,200

53 JMP医学統計マニュアル Ver.15対応版 OMS 長田 理 ¥3,600

54 とことん解説人体と健康 ビジュアル 細菌
のはたらきパーフェクトガイド

日経BPマーケ
ティング

キャサリン・
ウイットロッ
ク 他

¥2,500

55 ニュートン式超図解 最強に面白い!!筋肉 ニュートンプ
レス

木村 直人 編 ¥990

56 A Guide to Genetic Counseling　Second
Edition ＜日本語版＞遺伝カウンセリング
ガイド

メディカル
ドゥ

福島 明宗 監
訳

¥10,000

57 グラント解剖学カラーリングブック 丸善出版 Nicole R
Herring，坂井
建雄 監訳

¥3,900

58 根拠がわかる注射のための解剖学 インターメ
ディカ

佐藤 達夫 ¥4,000

●臨床医学系（内科・救急医学）

59 ER診療羅針盤  中外医学社 伊藤敏孝・著 B6判　190頁 ¥3,400

60 精神症状に潜む身体疾患66 モリソン先生の
ルールアウト

 MEDSi 宋　龍平・訳 B6変型判　312
頁

¥3,600

61 希少がん・難治がん診療ハンドブック  南江堂 石岡千加史・
監

B5判　248頁 ¥8,500

62 標準的医療説明　インフォームド・コンセ
ントの最前線

 医学書院 内科系学会社
会保険連合・
編

A4判　374頁 ¥5,400

63 専門家のコンセンサスに基づくポケット漢
方薬ガイド34

 南山堂 ポケット漢方
薬ガイド編集
委員会・著

A5判　158頁 ¥2,700

64 はじめての漢方診療 十五話[WEB動画付]
（第2版）

 医学書院 三潴忠道・著 B5判　334頁 ¥5,400

65 はじめての漢方診療 ノート　（第2版）  医学書院 三潴忠道・著 B5判　162頁 ¥3,400

66 武装せよ!当直研修医のためのERのTips ：
288個のレジデントクエスチョン

三輪書店 安藤 裕貴 ¥5,400

●臨床医学系（感染症）

67 「新型コロナワクチン」とウイルス変異株 春秋社 五條堀 孝 ¥1,000

68 マンガでわかる感染症のしくみ事典 ナツメ社 忽那 賢志 監
修

¥1,400
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●臨床医学系（整形外科）

69 バスケットボールのケガ ： メカニズム・
治療・リハビリ・予防

ヴァン・メ
ディカル

服部 惣一 ¥1,200

●臨床医学系（循環器・血液）

70 ほぼ初めての心電図　最初はここからはじ
まります

 南江堂 村川裕二・著 A5判　380頁 ¥3,400

●臨床医学系（消化器）

71 十二指腸癌診療ガイドライン 2021年版  金原出版 十二指腸癌診
療ガイドライ
ン作成委員
会・編

B5判　120頁 ¥3,000

72 食道・胃静脈瘤 改訂第4版 日本メディカ
ルセンター

小原 勝敏・近
森 文夫 監修

¥9,500

73 炎症性腸疾患関連腸癌アトラス ： 小腸か
ら大腸まで、肉眼像から迫る

シービーアー
ル

松井 敏幸・岩
下 明德 監修

¥8,000

74 改訂5版 必ず役立つ!肝炎診療バイブル ：
研修医・レジデント必携 各種ガイドライン
準拠

メディカ出版 三田 英治・平
松 直樹 編

¥4,800

●臨床医学系（腎・泌尿器）

75 この局面にこの一手！ Dr.長澤直伝！ 腎臓
病薬物療法の定跡

 金芳堂 長澤　将・著 B5判　182頁 ¥3,400

76 腎臓内科グリーンノート  中外医学社 長田太助・編
著

B6変型判　480
頁

¥5,600

●臨床医学系（内分泌系）

77 【運動・からだ図解】 糖尿病・代謝・内分
泌のしくみ

マイナビ 小田原 雅人
監修

¥2,400

●臨床医学系（放射線・画像診断）

78 消化器画像診断の勘ドコロNEO 画像診断の勘ドコ
ロNEO 6

 メジカル
ビュー社

松本俊郎・編 B5変型判　304
頁

¥6,800

●臨床医学系（外科・麻酔科）

79 形成外科診療ガイドライン（1）2021年版
皮膚疾患／頭頸部・顔面疾患／体幹・四肢
疾患

 金原出版 日本形成外科
学会・他編

B5判　532頁 ¥8,500

80 麻酔科ドクターズパール【電子版付】  日本医事新報
社

稲田英一・著 A5判　272頁 ¥3,300

●臨床医学系（産婦人科）

81 CTGエボリューション　胎児生理学からコン
ピュータ判読まで

 中外医学社 池田智明・編
著

A4判　226頁 ¥7,800

82 MRIと超音波動画による胎児診断［Web動画
付］

 南江堂 増﨑英明・他
著

A4判　224頁 ¥10,000

83 国立成育医療研究センター　新産科実践ガ
イド

 診断と治療社 左合 治彦・責
任編集

B5判　240頁 ¥5,800

84 妊孕性温存のすべて  中外医学社 柴原浩章・編
著

A5判　526頁 ¥8,800

●臨床医学系（眼科）

85 角膜クリニック　（第3版）  医学書院 眞鍋禮三・他
監

B5判　400頁 ¥20,000

●臨床医学系（リハビリ）

86 誤嚥性肺炎の包括的アプローチ　診断・治
療から，栄養管理・呼吸リハ・嚥下リハ・
口腔ケアまで

 医歯薬出版 高畠英昭・編 B5判　236頁 ¥4,800
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87 摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理
栄養士のための　摂食嚥下障害者の栄養ア
セスメント実践マニュアル

 医歯薬出版 江頭文江・他
編著

B5判　176頁 ¥4,200

●医学一般

88 膨大な医学論文から最適な情報に最短でた
どり着くテクニック

 新興医学出版
社

康永秀生・監 B5判　96頁 ¥1,900

89 海馬を求めて潜水を ： 作家と神経心理学
者姉妹の記憶をめぐる冒険

みすず書房 ヒルデ・オス
トビー＆イル
ヴァ・オスト
ビー，中村 冬
美・羽根 由
訳

¥3,400

90 スポーツ現場における暑さ対策 ： スポー
ツの安全とパフォーマンス向上のために

ナップ 長谷川 博・中
村 大輔 編

¥3,000

91 代謝にターボをかける生き方 ： ヴィジ医
師のライフスタイル医学入門

シービーアー
ル

パンカジ・
ヴィジ，日本
ライフスタイ
ル医学会 訳

¥3,600

92 恥をかかない5年目までのコンサルト： こ
の一冊、10年使えます!

シービーアー
ル

中山 祐次郎 ¥3,600

93 13歳からのPython入門 ： 新時代のヒー
ロー養成塾

東京化学同人 ジェームズ・
R・ペイン，竹
内 薫 監訳

¥2,200

94 CBT・医師国家試験のためのレビューブック
内科・外科 2022-2023

メディックメ
ディア

国試対策問題
編集委員会 編

¥5,000

95 糖尿病と向き合う一筋の道 時空出版 大森 安惠 ¥2,000

96 Mapping Uncertainty in Medicine 医療に
おける不確実性をマッピングする

カイ書林 金子 惇・朴
大昊 訳

¥4,000

●社会医学系

97 菌 ： 病原体を根絶せよ。人類と薬剤耐性
菌の攻防史

ニュートンプ
レス

ムハンマド・
H・ザマン，岩
田 健太郎 監
訳

¥2,400

98 疾病捜査官 ： 感染症封じ込めエキスパー
トの事件簿

みすず書房 アリ・S・カー
ン，ウィリア
ム・パトリッ
ク，熊谷 玲美
訳

¥3,400

●薬学

99 症状と患者背景にあわせた頻用薬の使い分
け第3版

 羊土社 藤村昭夫・編 A5判　336頁 ¥3,600

100 新・違いがわかる！同種・同効薬（上巻）  南江堂 黒山政一・他
編

B5判　248頁 ¥2,800

101 新・違いがわかる！同種・同効薬（下巻）  南江堂 黒山政一・他
編

B5判　224頁 ¥2,800

102 間違いだらけの緩和薬選び Ver.4　費用対
緩和を考える

 中外医学社 大津秀一・著 A5判　260頁 ¥3,200

103 新 放射化学・放射性医薬品学　（改訂第5
版）

 南江堂 佐治英郎・他
編

B5判　376頁 ¥5,500

104 微生物学　病原微生物と治療薬　（改訂第8
版）

 南江堂 今井康之・他
編

B5判　432頁 ¥5,300

105 OTC医薬品学　薬剤師にできるプライマリ・
ケア　（改訂第2版）

 南江堂 渡辺謹三・他
編

B5判　360頁 ¥3,900

106 令和傷寒論 源草社 森　由雄 ¥3,600

107 薬剤師のための検査値判読ドリル ： 臨床
検査専門医×薬剤師の視点

じほう 上硲 俊法 監
修・編集

¥3,000

9月決定リスト 5 / 6 ﾍﾟｰｼﾞ



2021/9/1

書名 シリーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

108 【Lange Textbook シリーズ】カッツング薬
理学エッセンシャル　原著12版

丸善出版 柳澤 輝行・丸
山 敬・櫻井
隆 監訳

¥9,200

●洋書

109 ADULT ATOPIC DERMATITIS. MINERVA
MEDICA

C.PATRUNO,
M.NAPOLITANO
&

¥3,600

110 MINOR EMERGENCIES, 4TH ED. ELSEVIER P.M.BUTTARAVO
LI, S.LEFFLER
&
R.R.HERRINGTO
N

¥13,040

111 NEURO ICU PROCEDURE ATLAS. GEORG THIEME
VERLAG

J.I.JALLO &
D.F.SLOTTJE

¥9,290

112 OXFORD HANDBOOK OF RESPIRATORY
MEDICINE, 4TH ED.

OXFORD
UNIVERSITY
PRESS

S.CHAPMAN ¥7,760

113 WASHINGTON MANUAL ALLERGY, ASTHMA, &
IMMUNOLOGY  SUBSPECIALTY CONSULT 3RD
ED.

WOLTERS
KLUWER

A.L.KAU,
J.M.MONROY,
B.I.POLK, ET
AL

¥7,490

114 WEST'S PULMONARY PATHOPHYSIOLOGY, 10TH
ED ： THE ESSENTIALS.

WOLTERS
KLUWER

J.B.WEST &
A.M.LUKS

¥7,120

115 MERRITT'S NEUROLOGY, 14TH ED. WOLTERS
KLUWER

E.D.LOUIS,
S.A.MAYER &
J.M.NOBLE

¥22,490

116 ROBBINS & COTRAN REVIEW OF PATHOLOGY,
5TH ED.

ELSEVIER E.C.KLATT &
V.KUMAR

¥7,970

117 STOELTING'S PHARMACOLOGY & PHYSIOLOGY
IN ANESTHETIC PRACTICE, 6TH ED.

WOLTERS
KLUWER

P.FLOOD  &
J.P.RATHMELL

¥22,490

●利用者推薦

118 胃癌治療ガイドライン : 医師用　第6版 金原出版 日本胃癌学会
編

¥1,500

119 手づかみ離乳食 : 赤ちゃんが自分から食べ
る「離乳法」

合同出版 田角勝著 ¥1,600

120 誤嚥性肺炎の主治医力 南山堂 吉松由貴著 ¥3,200

121 世界は善に満ちている : トマス・アクィナ
ス哲学講義　（新潮選書）

新潮社 山本芳久著 ¥1,600

122 日本臨床栄養代謝学会JSPENテキストブック 南江堂 日本臨床栄養
代謝学会編集

¥5,500

計 122点 ¥502,640
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