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医学図書館　受入決定資料リスト（2023年3月分)
3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される方は fujisawa@ks.kyorin-u.ac.jp　までお申し込みください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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 植物の形には意味がある 角川ソ フ ィ ア文庫
K-141-1

KADOKAWA 園池公毅 248p 15cm ¥960

2 歴史から 読み解く  ワク チンのはなし  :  新
たなパンデミ ッ ク に備えて

朝倉書店 中山 哲夫 A5判 212p ¥2, 600

3 病院業界のし く みと ビジネスがこ れ1冊で
し っ かり わかる教科書

技術評論社 三森義夫著 207p 21cm ¥1, 600

4 文系のためのめっ ちゃ やさ し い筋肉 東京大学の先生伝
授文系のための
めっ ちゃ やさ し い

ニュ ート ンプ
レ ス

303p 21cm ¥1, 500

5 ネッ ト ワーク 化が医療危機を 救う  :  検証新
型コ ロナウィ ルス感染症対応の国際比較

勁草書房 松田晋哉著 316p 22cm ¥3, 500

6 実践健康食 :  安い・ 美味し い・ 簡単 光文社新書1236 光文社 岩田健太郎著 323p  18cm ¥880

7 不老不死の研究 幻冬舎 堀江貴文著 ;
予防医療普及
協会著

269p  19cm ¥1, 500

8 中世修道院の食卓 :  聖女ヒ ルデガルト に学
ぶ、 現代に活き る薬草学と レ シピ

誠文堂新光社 野田浩資,  飯
嶋慶子著

223p 21cm ¥2, 700

9 ねこ 背は治る!  :  知るだけで体が改善する
「 4つの意識」

自由国民社 小池義孝 219p  19cm ¥1, 400

10 公衆衛生の倫理学 :  国家は健康にどこ まで
介入すべき か

筑摩選書0244 筑摩書房 玉手慎太郎著 281p 19cm ¥1, 700

11 さ く さ く 読める心電図速読レ ッ スン :  4つ
のキー誘導で即! 判読

中外医学社 上嶋健治著 131p  26cm ¥3, 400

12 ナポレ オンを 咬んだパグ、 死を 嘆く 猫 :  絵
で見る人と 動物の歴史物語

原書房 ミ ミ ・ マ
シュ ーズ著 ;
川副智子訳

253p 20cm ¥2, 300

13 知識イ ンフ ラ の再設計 勉誠出版 数藤雅彦責任
編集

248p  21cm ¥3, 200

14 潮風の下で ヤマケイ 文庫 山と 溪谷社 レ イ チェ ル・
カ ーソ ン著 ;
上遠恵子訳

281p  15cm ¥1, 100

15 医事法入門 有斐閣アルマ
Advanced

有斐閣 手嶋豊著 402p 19cm ¥2, 500

16 深読みし たい人のための超訳歴史書図鑑 かんき 出版 伊藤賀一監修 271p  19cm ¥1, 600

17 調べる技術 :  国会図書館秘伝のレ フ ァ レ ン
ス・ チッ プス

皓星社 小林昌樹著 183p  21cm ¥2, 000

18 あなたも 名医!  :  救急外来での検査値の読
み方 :  ルーチンを 超えろ !

日本医事新報
社

薬師寺泰匡著 175p　 26cm ¥3, 500

19 バウムク ーヘンの文化史 :  パン・ 料理・ 菓
子、 越境する銘菓

青弓社 三浦裕子著 213p  21cm ¥2, 600

20 死体解剖有資格者 :  法人類学者が見た生と
死と の距離

草思社 スー・ ブラ ッ
ク 著 ;  横田淳
監訳 ;  倉骨彰
訳

585p  20cm ¥3, 800
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21 黒衣の外科医たち :  恐ろ し く も 驚異的な手
術の歴史

晶文社 アーノ ルド ・
フ ァ ン・ デ・
ラ ール著 ;  福
井久美子訳

400p 19cm ¥2, 200

22 看護の学びなおし バイ タ ルサイ ン 照林社 白坂友美著 121p  26cm ¥1, 700

23 急性期看護 看護判断のための
気づき と アセスメ
ント

中央法規出版 道又元裕編集 393p  26cm ¥3, 600

24 一度読んだら 絶対に忘れない化学の教科書 SBク リ エイ
ティ ブ

左巻健男著 255p 21cm ¥1, 600

25 数字でわかる人体のヒ ミ ツ 王様文庫 A102-1 三笠書房 204p 15cm ¥770

26 薬の名前には意味がある 薬事日報社 阿部和穂著 229p  21cm ¥2, 700

27 色のコ ード を 読む :  なぜ「 怒り 」 は赤で
「 憂鬱」 はブルーなのか

フ ィ ルムアー
ト 社

ポール・ シン
プソ ン著 ;  中
山ゆかり 訳

374p  21cm ¥2, 800

28 メ ディ カ ルスタ ッ フ のための内科学.   4版 医学出版社 伊東進,  森博
愛編著

348p  26cm ¥4, 500

29 日本近代医学史 :  西洋医学受容の断層像 22世紀アート 金津赫生著 166p  21cm ¥1, 500

30 楽し い絵本・ 葛飾北斎『 富嶽百景』 を 読む 目の眼 有泉豊明著 264p  26cm ¥1, 800

●基礎医学系

31 解剖学カ ラ ーアト ラ ス　 （ 第9版）  医学書院 （ Rohen JW）
横地千仭・ 著

A4判　 632頁 ¥12, 000

32 医動物学　 （ 改訂8版）  南山堂 吉田幸雄・ 他
著

四六倍判　 228
頁

¥6, 000

33 も っ と よく わかる! 腫瘍免疫学　 発がん?が
んの進展?治療 がん免疫応答の変遷がス
ト ーリ ーでわかる

実験医学別冊 も っ
と よく わかる! シ
リ ーズ

 羊土社 西川博嘉・ 編 B5判　 168頁 ¥5, 000

●臨床医学系（ 内科・ 救急医学）

34 臨床力を 評価する リ アルな内科診療の問題
集

 南江堂 村川裕二・ 編 B5判　 208頁 ¥4, 000

35 臨床推論の落と し 穴 ミ ミ ッ カ ーを 探せ!  中外医学社 志水太郎・ 監 A5判　 262頁 ¥4, 500

36 がん化学療法レ ジメ ン管理マニュ アル
（ 第4版）

 医学書院 濱　 敏弘・ 監 B6変型判　 936
頁

¥4, 500

37 も し も のと き にすぐ 動ける 応急処置52シー
ン： 事故・ 災害時、 駅、 路上、 旅行先、 イ
ベント 会場などどんな場面でも

日本看護協会
出版会

三上 剛人・ 田
口 裕紀子 編

¥1, 400

●臨床医学系（ 感染症）

38 感染対策はこ わく ない! 　 I CT初心者のため
の必携対応マニュ アル

 南江堂 中村　 造・ 著 A5判　 248頁 ¥3, 300

39 慢性活動性EBウイ ルス病と その類縁疾患の
診療ガイ ド ラ イ ン2023

 診断と 治療社 日本小児感染
症学会・ 監

B5判　 80頁 ¥3, 400

●臨床医学系（ 代謝・ アレ ルギー）

40 ニーマンピッ ク 病C型（ NPC） 診療ガイ ド ラ
イ ン2023

 診断と 治療社 日本先天代謝
異常学会・ 編

B5判　 84頁 ¥3, 200

●臨床医学系（ 循環器・ 血液）

41 造血幹細胞移植後感染症レ ク チャ ーノ ート  中外医学社 冲中敬二・ 著 A5判　 266頁 ¥4, 200

●臨床医学系（ 消化器）

3月決定リスト 2 / 5 ﾍﾟｰｼﾞ



2023/3/2

書名 シリ ーズ名 出版社 著者 版型 税抜価格

42 消化器内科診療Cont r over sy  中外医学社 竹原徹郎・ 編 B5判　 406頁 ¥9, 800

43 肝臓・ 胆のう ・ 膵臓のがんの100の疑問に答
えます： がんと 向き 合う ために知っ ておい
てほし い知識を 知恵

医学と 看護社 進藤 潤一 ¥2, 000

●臨床医学系（ 腎・ 泌尿器）

44 腎疾患・ 透析最新の治療2023-2025  南江堂 山縣邦弘・ 他
編

B5判　 400頁 ¥9, 000

45 必携!  よく わかる尿検査・ 腎機能検査  中外医学社 富野康日己・
著

A5判　 104頁 ¥2, 400

●臨床医学系（ 内分泌系）

46 こ こ が知り たい!  内分泌疾患診療ハンド
ブッ ク  Ver . 3

 中外医学社 横手幸太郎・
監

A5判　 436頁 ¥4, 400

●臨床医学系（ 神経）

47 神経内科学テキスト 　 （ 改訂第5版）  南江堂 江藤文夫・ 他
編

B5判　 416頁 ¥5, 000

●臨床医学系（ 産婦人科）

48 患者さ んのための乳がん診療ガイ ド ラ イ ン
2023年版　 （ 第7版）

 金原出版 日本乳癌学
会・ 編

B5判　 272頁 ¥2, 400

●臨床医学系（ 皮膚科）

49 皮膚疾患最新の治療2023-2024  南江堂 高橋健造・ 他
編

B5判　 318頁 ¥8, 200

●臨床医学系（ 小児科）

50 小児てんかん重積状態・ けいれん重積状態
治療ガイ ド ラ イ ン2023

 診断と 治療社 日本小児神経
学会・ 監

B5判　 220頁 ¥3, 800

●臨床医学系（ 眼科）

51 目でみる 視力・ 屈折検査の進めかた　 （ 第
2版増補版）

 金原出版 所　 敬・ 他著 B5判　 176頁 ¥4, 300

●臨床医学系（ リ ハビリ ）

52 図解 理学療法検査・ 測定ガイ ド 　 （ 第3
版）

 文光堂 内山　 靖・ 編 A5判　 1, 052頁 ¥9, 900

53 視覚障がい者の身体運動科学： 学術的研究 市村出版 ジャ スティ
ン・ A. ヘッ ゲ
ル， 中田 英雄
監訳

¥3, 600

●基礎看護

54 看護診断ハンド ブッ ク 　 （ 第12版）  医学書院 （ Car peni t o
LJ） 　 黒江ゆ
り 子・ 監訳

A5判　 944頁 ¥4, 000

55 黒田裕子の　 看護研究 St ep by St ep　 （ 第
6版）

 医学書院 黒田裕子・ 著 B5判　 412頁 ¥2, 700

56 災害看護　 看護の専門知識を 統合し て実践
につなげる　 （ 改訂第4版）

看護学テキスト
Ni CE

 南江堂 酒井明子・ 他
編

B5判　 408頁 ¥2, 700

●臨床看護

57 周術期の臨床判断を 磨く 1　 手術侵襲と 生体
反応から 導く 看護　 （ 第2版）

 医学書院 鎌倉やよい・
他著

B5判　 228頁 ¥3, 000

58 誤嚥予防， 食事のためのポジショ ニング
POTTプログラ ム[ Web動画付]

 医学書院 迫田綾子・ 他
編

B5判　 192頁 ¥2, 500
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●医学一般

59 目の前の患者から はじ まる臨床研究　 症例
報告から ステッ プアッ プする思考術

 金原出版 康永秀生・ 著 A5判　 144頁 ¥3, 200

60 医師が知っ ておき たい倫理学・ 医療倫理
その医療行為は倫理に適っ ていますか?

 中外医学社 川畑信也・ 著 A5判　 192頁 ¥3, 200

61 医療者のスラ イ ド デザイ ン　 プレ ゼンテー
ショ ンを 進化さ せる、 デザイ ンの教科書

 医学書院 小林　 啓・ 著 B5変型判　 200
頁

¥3, 400

62 ［ 医療の質］ を 測り 改善する： 聖路加国際
病院の先端的試み 2022

Qual i t y I ndi cat or イ ンタ ーメ
ディ カ

聖路加国際病
院 QI セン
タ ー・ QI 委員
会 編

¥3, 000

63 輸血・ 移植検査技術教本 第2版 JAMT 技術教本シ
リ ーズ

丸善出版 日本臨床衛生
検査技師会 監
修

¥5, 200

64 内科専門医が教えるジェ ネラ リ スト 診療
ツールキッ ト

日常診療ツール
キッ ト シリ ーズ　 4

カ イ 書林 杉本 俊郎 編 ¥2, 500

65 パッ と 引ける! 医療現場で役立つ英会話 ナツメ 社 飯田 恵子 他 ¥1, 900

●医療技術

66 最新臨床検査学講座　 公衆衛生学　 （ 2023
年版）

 医歯薬出版 照屋浩司・ 他
著

B5判　 224頁 ¥2, 900

67 最新臨床検査学講座　 病態学／臨床検査医
学総論　 （ 第3版）

 医歯薬出版 奈良信雄・ 他
編著

B5判　 448頁 ¥5, 600

68 最新臨床検査学講座　 放射性同位元素検査
技術学　 （ 第2版）

 医歯薬出版 小野口昌久・
他編

B5判　 128頁 ¥2, 200

●薬学

69 漢方薬 鑑別キーワード 大全  南山堂 太田博孝・ 著 AB判　 240頁 ¥6, 000

70 物理薬剤学・ 製剤学 基礎と 臨床をつな
ぐ

 南山堂 深水啓朗・ 編
著

B5判　 400頁 ¥5, 400

●栄養学

71 公衆栄養学 第7版 栄養科学シリ ーズ
NEXT

講談社 酒井 徹 他編 ¥2, 800

●洋書

72 DI AGNOSTI C PATHOLOGY： LYMPHOMAS,  3RD
ED.

AMI RSYS, I NC. L. J. MEDEI ROS
& R. N. MI RANDA

¥55, 120

73 GROSS ANATOMY,  10TH ED. BOARD REVI EW
SERI ES

WOLTERS
KLUWER

N. L. HALLI DAY
& H. M. CHUNG

¥8, 980

74 HI GH-YI ELD Q&A REVI EW FOR USMLE STEP
1： BI OCHEMI STRY & GENETI CS.

MCGRAW-HI LL
EDUCATI ON

M. W. KI NG ¥10, 320

75 LANGMAN' S MEDI CAL EMBRYOLOGY,  15TH ED. WOLTERS
KLUWER

T. W. SADLER ¥13, 170

76 LEVER' S DERMATOPATHOLOGY：
HI STOPATHOLOGY OF THE SKI N,  12TH ED.

WOLTERS
KLUWER

D. E. ELDER
( ED. )

¥57, 990

77 NEUROLOGI CAL CLI NI CAL EXAMI NATI ON： A
CONCI SE GUI DE,  4TH ED.

ROUTLEDGE J. MORRI S,
J. JANKOVI  &
V. FUNG

¥8, 040

78 PRE-MEDI CI NE： COMPLETE GUI DE FOR
ASPI RI NG DOCTORS.

GEORG THI EME
VERLAG

J. THOMAS,
P. WAGNER,
R. FUNAHASHI ,
ET. AL.

¥3, 490

79 ROBBI NS & KUMAR BASI C PATHOLOGY,  11TH
ED.

ELSEVI ER V. KUMAR,
A. K. ABBAS,
J. C. ASTER,  ET
AL.  ( EDS. )

¥15, 990
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●利用者推薦

80 性的マイ ノ リ ティ のための診療空間のつく
り かた

金芳堂 井戸田一朗 ¥3, 200

計 80点 ¥422, 310
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