
新規受入図書（2月分）

書名 著者名 出版社 請求記号

1 緊急ACP  悪い知らせの伝え方、大切なことの決め方 伊藤 香 医学書院 M0.145||I.89

2 人間の許容・適応限界事典 村木 里志 朝倉書店 M0.36||Y43||'22

3 組織細胞生物学 Kierszenbaum Abraham L. エルゼビア・ジャパン M1.11||Ki.14||'22

4 生理学テキスト 第9版 大地 陸男 文光堂 M1.3||O.69||'22

5 Newton大図鑑シリーズ  人体大図鑑プレミアム 坂井 建雄 ニュートンプレス M1.3||Sa29

6 老化研究をはじめる前に読む本  450本の必読論文のエッセンス 高杉 征樹 羊土社 M1.358||Ta54

7 カールソン神経科学テキスト 脳と行動 Carlson Neil R. 丸善出版 M1.371||Ta23||'22

8 骨転移診療ガイドライン 改訂第2版 日本臨床腫瘍学会 南江堂 M1.65||N77||'22

9 実験医学別冊  もっとよくわかる!腸内細菌叢 改訂版 福田 真嗣 羊土社 M1.74||F74||'22

10 分子細胞免疫学 アバス-リックマン-ピレ Abbas Abul K. エルゼビア・ジャパン M1.8||A11||'23

11 「調べ方も分からない」臨床の疑問にあの先生はこう答えた! アンター 日経BP M2||A49

12 心電図ドリル 土居 忠文 総合医学社 M2.123||D83

13 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 上嶋 健治 中外医学社 M2.123||U47

14 読み方だけは確実に身につく心電図 米山 喜平 羊土社 M2.123||Y84

15 イラストレイテッド脳波1・2・3 : 波形の診かた、考え方 飛松 省三 金芳堂 M2.16||To.14

16 当直医マニュアル 2023 第26版 井上 賀元 医歯薬出版 M2.2||I.57||'23

17 脳神経画像解剖ナビゲーション  正常・変異・異常との比較で読影に役立つ! 岡本 浩一郎 Gakken M2.437||O.42

18 領域別ファイリングノート 国試出題基準3  基礎看護学のノート 杉本 由香 Gakken M2.907||Su38

19 看護栄養学 第5版 尾岸 恵三子 医歯薬出版 M2.91||O.25||'22

20 看護のための検査値の見かたポケットガイド
東京女子医科大学
附属足立医療センター看護部

中央法規出版 M2.911||To.46

21 メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ  Dr.讃岐のサラサラ明解!手術室モニタリングの極意 讃岐 美智義 メディカ出版 M2.9163||Sa67

22 がん薬物療法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン 2023年版 日本がん看護学会 金原出版 M2.92645||N77||'22

23 はじめてのヘンダーソンモデルにもとづく精神科看護過程 第3版 焼山 和憲 医歯薬出版 M2.927||Y16

24 肥満症診療ガイドライン 日本肥満学会 ライフサイエンス出版 M3.125||N77||'22

25 最新ガイドラインに基づく呼吸器疾患診療指針  2023-'24 弦間 昭彦 総合医学社 M3.3||G34

26 肺癌診療ガイドライン 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む  2022年版 第7版 日本肺癌学会 金原出版 M3.385||N77||'22

27 消化器疾患最新の治療 2023-2024 山本 博徳 南江堂 M3.4||O.36||'22

28 超音波・細胞・組織からみた甲状腺疾患診断アトラス 広川 満良 医学書院 M3.493||H71

29 成人スチル病診療ガイドライン 2017年版<2023年Update> 厚生労働省 診断と治療社 M3.6||Ko.83||'23

30 認知症原因診断のための脳画像  こう読む 内科系と脳外科の診断流儀  改訂第2版 松田 博史 ぱーそん書房 M3.758||Ma74

31 認知症plusシリーズ20   認知症plus緩和ケア 症状緩和とスピリチュアルペインへの対応 認知症の緩和ケアに関する研究会 日本看護協会出版会 M3.758||N76

32 認知症と軽度認知障害の人および家族介護者への支援・非薬物的介入ガイドライン 2022 認知症と軽度認知障害の人および家族介護者への支援
・非薬物的介入ガイドライン2022作成委員会 新興医学出版社 M3.758||N76||'22

33 「うつ」について  現代の世界における薬物,診断,そして絶望 Ghaemi S. Nassir 星和書店 M3.764||G39

34 インフルエンザ/新型コロナウイルス感染症診療ガイド 2022-23 菅谷 憲夫 日本医事新報社 M3.87||Su29||'22

35 基礎からわかる結核診療ハンドブック 御手洗 聡 中外医学社 M3.89||Mi.59

36 小児急性脳症診療ガイドライン 2023 日本小児神経学会 診断と治療社 M3.937||N77

37 熱性けいれん<熱性発作>診療ガイドライン 2023 日本小児神経学会 診断と治療社 M3.937||N77

38 最新NICUマニュアル 改訂第7版 長谷川 龍志 診断と治療社 M3.95||Ky6||'22

39 イラストでわかる外科手術基本テクニック Kirk R. M.  エルゼビア・ジャパン M4.2||Ki.54

40 骨系統疾患マニュアル 改訂第3版 日本整形外科学会小児整形外科委員会
骨系統疾患マニュアル改訂ワーキンググループ 南江堂 M4.77||N77||'22

41 LOH症候群(加齢男性・性腺機能低下症)診療の手引き 日本泌尿器科学会 医学図書出版 M4.96||N77

42 Methods in molecular biology 2542   Candida species : methods and protocols  Second edition. Calderone Richard A. Springer M4.99||C13

43 卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取扱い規約  病理編 第2版 日本産科婦人科学会 金原出版 M5.43||N77

44 子宮頸癌取扱い規約  病理編 第5版 日本産科婦人科学会 金原出版 M5.43||N77||1 '22

45 子宮体癌取扱い規約  病理編 第5版 日本産科婦人科学会 金原出版 M5.43||N77||'22

46 生殖医療フロントラインMOOK1  EBMから考える生殖医療 柴原 浩章 中外医学社 M5.48||Sh16

47 神経眼科診療のてびき 病歴と診察から導く鑑別疾患 第3版 石川 弘 金原出版 M6.3||I.76||'22
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48 神経眼科診療のてびき  病歴と診察から導く鑑別疾患 第3版 石川 弘 金原出版 M6.3||I.76||'22

49 SPSS超入門 インストールからはじめるデータ分析 第3版 畠 慎一郎 東京図書 M8.059||H41

50 レジデントのための医療統計のポイント  臨床研究からEZR実践まで 梶原 浩太郎 東京図書 M8.059||Ka23

51 日本の住民ベースがん登録に基づく希少がんデータブック 日本がん登録協議会 日本がん登録協議会 M8.059||Ma73

52 医療六法 令和5年版 中央法規出版 中央法規出版 M8.12||Ko.83||'22

53 浜松医科大学医学部附属病院最新医療のいま 浜松医科大学医学部附属病院 バリューメディカル M8.16||H24

書名 著者名 出版社 請求記号

54 調べる技術  国会図書館秘伝のレファレンス・チップス 小林 昌樹 皓星社 002.7||Ko.12

55
ニュートン別冊Newtonムック
論理的思考力を高める パラドックス大事典 : 哲学者、科学者、数学者も夢中にさせた50のパラドックス

高橋 昌一郎 ニュートンプレス 116||Ta33

56 注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第5版 ADHDの診断・治療指針に関する研究会 じほう 378.8||A16

57 千客万来  知の旅人たちとの巡り会い 岸本 忠三 千里ライフサイエンス振興財団 460.4||Ki.58

58 実験医学 別冊最強のステップUPシリーズ  空間オミクス解析スタートアップ実践ガイド 鈴木 穣 羊土社 467.3||Su96

書名 著者名 出版社 請求記号

59 パワーアップ問題演習薬理学  パワーアップ問題演習薬理学 新訂版 第3版 鈴木 正彦 サイオ出版 M1.5||Su96

＜一般書＞　＊配架場所：新刊コーナー

＜国試関連図書＞　＊配架場所：2階エレベータ横　→現在 １階 『新刊コーナー』 に展示しています。


