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●一般科学・教養

1 透かしてみるとミルミルわかる!!解剖学 学研メディカ
ル秀潤社

金子仁久編著 265p 26cm ¥3,200

2 最新日米口語辞典 決定版 朝日出版社 エドワード・
G・サイデンス
テッカー, 松
本道弘共編

1308p 19cm ¥4,800

3 液体 : この素晴らしく、不思議で、危ない
もの

インターシフ
ト

マーク・ミー
オドヴニク著
; 松井信彦訳

283p 19cm ¥2,200

4 診断 : 謎の症状を追う医学ミステリー ゆみる出版 リサ・サン
ダース著 ; 松
村理司訳

334p 19cm ¥1,800

5 元WHO専門委員の感染症予防book 三笠書房 左門新著 287p 19cm ¥1,400

6 論文の考え方・書き方 : はじめての論文作
成術

新泉社 宅間紘一著 177p 26cm ¥2,000

7 すぐにできる!双方向オンライン授業 :
Zoom、Teams、Googleソフトを活用して、質
の高い講義と化学実験を実現

化学同人 福村裕史, 飯
箸泰宏, 後 藤
顕一編

87p　26cm ¥1,800

8 オールインワン経験症例を学会・論文発表
するTips

金芳堂 見坂恒明著 293p 21cm ¥3,600

9 臨床論文の書き方 : 英文誌のアクセプトが
ほしいなら、押さえるべきはココ!

金芳堂 河井昌彦著 87p 21cm ¥2,400

10 たこつぼ症候群 : これまでの歩みと未来へ
のメッセージ

克誠堂出版 土橋和文, 上
嶋健治編

242p 26cm ¥8,000

11 基礎から学ぶ生命倫理学 勁草書房 村上喜良著 224p 21cm ¥2,700

12 マンガでわかる薬物動態学 オーム社 大谷壽一 B5変型判
192p

¥2,400

13 医師・医学生のための人類学・社会学 : 臨
床症例/事例で学ぶ

ナカニシヤ出
版

飯田淳子, 錦
織宏編

278p  21cm ¥2,500

14 深掘り!中学数学 教科書に書かれていない
数学の話

岩波ジュニア新書 岩波書店 坂間千秋 224 ページ ¥860

15 僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方
を知らない。 : 論文をどう読んでどう考え
るか

羊土社 後藤匡啓著 309p 21cm ¥3,600

●基礎医学系

16 メタボロミクス実践ガイド　サンプル調製
からデータ解析まで、あなたに合った実験
デザインと達人テクニック

実験医学別冊  羊土社 馬場健史・編 B5判　334頁 ¥7,200

17 組織病理カラーアトラス[Web付録付]　（第
3版）

 医学書院 坂本穆彦・他
執筆

B5判　432頁 ¥12,000

18 達人に訊くバイオ画像取得と定量解析Q&A
顕微鏡の設定からImageJによる解析・自動
化まで

実験医学別冊  羊土社 加藤　輝・編 B5判　220頁 ¥5,200

医学図書館　受入決定資料リスト（2021年6月分）
6月2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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19 独習 Pythonバイオ情報解析　Jupyter、
NumPy、pandas、Matplotlibを理解し、実装
して学ぶシングルセル、RNA-Seqデータ解析

実験医学別冊  羊土社 先進ゲノム解
析研究推進プ
ラットフォー
ム・編

AB判　408頁 ¥6,000

20 マウス・ラットモデル作製・解析プロ
フェッショナル　あなたの研究をステップ
アップさせる最新・最適手技

 羊土社 先端モデル動
物支援プラッ
トフォーム
（AdAMS）・編

B5判　320頁 ¥5,600

21 Stay's Anatomy臓器編　99％が理解できた
解剖学オンライン講義

 羊土社 町田志樹・著 A5判　216頁 ¥2,700

22 Rコマンダーで簡単！ 医療系データ解析 東京図書 対馬 栄輝 ¥3,200

23 数学をつかう統計学のキホン 東京図書 石村 友二郎 ¥2,000

24 リッピンコットシリーズ イラストレイテッ
ド生理学 原著2版

丸善出版 鯉淵 典之・栗
原 敏 監訳

¥8,900

●臨床医学系（内科・救急医学）

25 ワシントンマニュアル　（14版）  MEDSi 髙久史麿・他
監訳

A5変型判
1,276頁

¥8,700

26 今日の臨床検査2021-2022  南江堂 櫻林郁之介・
監

B6判　768頁 ¥4,800

27 新臨床腫瘍学　がん薬物療法専門医のため
に　（改訂第6版）

 南江堂 日本臨床腫瘍
学会・編

B5判　792頁 ¥15,000

28 薬剤師がはじめるフィジカルアセスメント
副作用症状を見抜くためのポイント　（改
訂第2版）

 南江堂 濵田久之・他
編

B5判　232頁 ¥3,800

29 病態栄養専門医テキスト　認定専門医をめ
ざすために　（改訂第3版）

 南江堂 日本病態栄養
学会・編

B5判　344頁 ¥8,500

●臨床医学系（感染症）

30 日米で診療にあたる医師ら10人が総力回
答！ 新型コロナワクチン Q & A 100

日経メディカ
ル開発

コロワくんサ
ポーターズ

¥900

●臨床医学系（代謝・アレルギー）

31 関節リウマチ診療ガイドライン2020  診断と治療社 日本リウマチ
学会・編

B5判　256頁 ¥3,000

●臨床医学系（整形外科）

32 腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン2021
（改訂第3版）

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　104頁 ¥3,000

33 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021
（改訂第2版）

 南江堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　128頁 ¥3,200

34 ロコモティブシンドローム診療ガイド2021  文光堂 日本整形外科
学会・他監

B5判　200頁 ¥3,500

●臨床医学系（呼吸器）

35 行ったり来たりでよくわかる 機器から入る
人工呼吸器管理

 中外医学社 石橋一馬・著 B5判　260頁 ¥3,800

●臨床医学系（循環器・血液）

36 もしも心電図で循環器を語るなら　（第2
版）

 医学書院 香坂　俊・著 A5判　178頁 ¥3,200

37 心臓超音波テキスト　（第3版）  医歯薬出版 種村　正・他
編

B5判　368頁 ¥8,200

38 不整脈診療ガイド ： この症例をどうす
る？

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

¥2,400

●臨床医学系（消化器）
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39 胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン
2021　（改訂第3版）

 南江堂 日本消化器病
学会・編

B5判　184頁 ¥3,200

40 機能性消化管疾患診療ガイドライン2021－
機能性ディスペプシア（FD）　（改訂第2
版）

 南江堂 日本消化器病
学会・編

B5判　112頁 ¥3,000

41 すべての臨床医が知っておきたい腸内細菌
叢　基本知識から疾患研究、治療まで

 羊土社 内藤裕二・著 A5判　334頁 ¥4,300

42 腸内細菌を正しく理解する 入門・基礎編 日本小児医事
出版社

永田 智・野本
康二 監修

¥5,300

●臨床医学系（腎・泌尿器）

43 最新ガイドラインに基づく　腎・透析診療
指針2021-'22

 総合医学社 岡田浩一・編 B5判　300頁 ¥9,000

●臨床医学系（内分泌系）

44 糖尿病性腎臓病の病態と治療  中外医学社 富野康日己・
監

B5判　270頁 ¥6,800

●臨床医学系（神経）

45 カラーアトラス末梢神経の病理　（第2版）  中外医学社 秋口一郎・監 B5判　160頁 ¥7,600

46 最新ガイドラインに基づく　神経疾患 診療
指針2021-'22

 総合医学社 鈴木則宏・編 B5判　472頁 ¥12,000

47 脳血管内治療の進歩-ブラッシュアップセミ
ナー2020　分岐部脳動脈瘤治療のすべて／
再開通療法－複数機器時代P2R最短化の工夫
－

 診断と治療社 坂井信幸・編 B5判　200頁 ¥5,400

48 脳卒中エキスパート 神経保護・神経再生療
法　今後の展望と課題

 中外医学社 鈴木則宏・監 A5判　210頁 ¥4,400

49 パーフェクトマスター脳血管内治療　（第3
版）

 メジカル
ビュー社

滝　和郎・監 B5判　648頁 ¥15,000

50 前庭神経炎診療ガイドライン 2021年版  金原出版 日本めまい平
衡医学会・編

B5判　72頁 ¥2,600

51 BRAIN SCIENCE REVIEW 2021 アドスリー 公益財団法人
ブレインサイ
エンス振興財
団 編

¥3,000

●臨床医学系（精神科）

52 ガイドラインにないリアル精神科薬物療法
をガイドする

 新興医学出版
社

仙波純一・著 A5変型判　244
頁

¥3,900

53 発達障害の不思議な世界 ： その理解と評
価から導く最適な指導法

ヒューマン・
プレス

新田 收 ¥2,600

●臨床医学系（産婦人科）

54 助産師と研修医のための産科超音波検査
（第3版）

 診断と治療社 梁　栄治・編 B5判　120頁 ¥3,000

55 不妊治療の外科的アプローチ　妊娠を目指
して

OGS NOW basic 6  メジカル
ビュー社

竹田　省・編 A4判　212頁 ¥10,000

●臨床医学系（皮膚科）

56 あらゆる診療科で役立つ皮膚科の薬 症状か
らの治療パターン60＋3 改訂版　診断と治
療の型が身につく！　（2版）

 羊土社 梅林芳弘・著 A5判　176頁 ¥3,900

57 みき先生の皮膚病理診断ABC 　1　表皮系病
変 改訂第2版

 学研メディカ
ル秀潤社

泉　美貴・著 B5判　208頁 ¥8,500

●臨床医学系（小児科）
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58 JPLSガイドブック　小児診療初期対応コー
ス

 へるす出版 日本小児科学
会・監

B6変型判　176
頁

¥2,800

59 クリニカルガイド小児科　専門医の診断・
治療

 南山堂 水口　雅・他
編

B5判　912頁 ¥12,000

60 新版 小児がん支持療法マニュアル  診断と治療社 小児白血病研
究会
（JACLS）・編

B5判　148頁 ¥3,000

●臨床医学系（老年医学）

61 フレイル高齢者・認知機能低下高齢者の下
部尿路機能障害に対する診療ガイドライン
2021

ライフサイエ
ンス出版

日本サルコペ
ニア・フレイ
ル学会 , 国立
長寿医療研究
センター 編

¥3,200

●臨床医学系（眼科）

62 眼と全身病アトラス 眼疾患アトラスシ
リーズ 5

 総合医学社 大鹿哲郎・監 B5判　430頁 ¥18,000

●臨床医学系（リハビリ）

63 脳卒中・脳外傷者の自動車運転に関する指
導指針

 新興医学出版
社

日本リハビリ
テーション医
学会 臨床医の
ための脳卒
中・脳外傷者
の自動車運転
に関する指導
指針策定委員
会・編

B5判　152頁 ¥3,000

●医学一般

64 犬と暮らすと健康になるって本当？　先
生、その話くわしく聞かせてください

 克誠堂出版 上嶋健治・著 四六判　450頁 ¥3,600

65 英文誌のアクセプトがほしいなら、押さえ
るべきはココ！ 臨床論文の書き方

 金芳堂 河井昌彦・著 A5判　90頁 ¥2,400

66 必ず読めるようになる医学英語論文　究極
の検索術×読解術

 金原出版 康永秀生・著 A5判　160頁 ¥3,200

67 学会発表，プレゼンに自信がもてる　スラ
イド作成テクニック100

 南山堂 石木寛人・著 B5変型判　93
頁

¥2,400

68 これだけでわかる！ 医療AI  中外医学社 井川房夫・他
編著

A5判　218頁 ¥4,000

69 たったこれだけ！医療統計学　（3版）  金芳堂 （M Harris／G
Taylor）　奥
田千恵子・訳

A5判　129頁 ¥2,800

70 AIにはできない統合医療・全人医療の療養
病床治療ガイド ： 慢性期病床でも問題を
即効で解決

考古堂 山田 修 ¥3,800

71 サイエンス超簡潔講座 パンデミック ニュートンプ
レス

脇村 孝平 監
訳

¥1,800

72 診断エラー学のすすめ 日経メディカ
ル

志水 太郎 他
監修

¥5,000

73 日本の医療マンガ50年史 ： マンガの力で
日本の医療をわかりやすくする

SCICUS 日本グラ
フィックメ
ディスン協会
編

¥2,000

74 ハローマッチング 2021 ： 小論文・面接・
筆記 試験対策ABC

テコム 石黒 達昌 ¥2,700

●臨床看護

75 永寿総合病院看護部が書いた　新型コロナ
ウイルス感染症アウトブレイクの記録

 医学書院 新型コロナウ
イルス感染症
アウトブレイ
クの記録・他
著

A5判　136頁 ¥1,800
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●基礎看護

76 メディカルスタッフのための基礎からわか
る人間関係論

 南山堂 山蔦圭輔・他
著

B5判　153頁 ¥2,200

●薬学

77 血液・造血器／感染症／悪性腫瘍 臨床薬学テキスト
シリーズ

 中山書店 乾　賢一・監 B5判　320頁 ¥4,500

●栄養学

78 エビデンスに基づく競技別・対象別スポー
ツ栄養

建帛社 髙田 和子・
田口 素子 編

¥3,500

79 栄養管理と生命科学シリーズ 基礎栄養学 理工図書 小林 謙一 編 ¥3,500

●洋書

80 PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE, 6TH ED. MCGRAW-HILL
EDUCATION

E.R.KANDEL,
J.D.KOESTER,
S.H.MACK, ET
AL.(EDS.)

¥18,900

81 TNM ATLAS, 7TH ED. ： ILLUSTRATED GUIDE
TO THE TNM CLASSIFICATION OF MALIGNANT
TUMOURS.

WILEY-
BLACKWELL

C.WITTEKIND,
H.ASAMURA &
L.H.SOBIN
(EDS.)

¥14,000

●利用者推薦

82 運動負荷試験とその解釈の原理 : 病態生理
と臨床応用

ジャパンハー
トクラブ

Karlman
Wasserman [ほ
か著] ; 安達
仁 [ほか] 訳

¥18,500

83 スタンフォード大学発食物アレルギー克服
プログラム

CCCメディアハ
ウス

ケアリー・ナ
ドー, スロー
ン・バーネッ
ト著 ; 山田美
明訳

¥2,200

84 泣くな研修医 (幻冬舎文庫, [な-46-1])  幻冬舎 中山祐次郎
[著]

¥630

85 逃げるな新人外科医　（泣くな研修医2 (幻
冬舎文庫, [な-46-2])）

 幻冬舎 中山祐次郎
[著]

¥710

86 走れ外科医　（泣くな研修医3 (幻冬舎文
庫, [な-46-3])）

 幻冬舎 中山祐次郎
[著]

¥710

計 86点 ¥428,410
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