
展示期間2018/2/23/～4/21

＜人気図書＞
過去3年分のデータから、研修医の貸出上位を抜き出しました。

配置場所 請求記号 書名

医9F図書 491.1038//G79//9918 グレイ解剖学アトラス / Richard L. Drake [ほか] 原著. -- エルゼビア・ジャパン, 2015.9.

医9F図書 492.1//I75//9719 卒後10年目総合内科医の診断術 / 石井義洋著. -- 中外医学社, 2015.12.

医9F図書 492.1//N93//7408
診断に自信がつく検査値の読み方教えます! : 異常値に惑わされない病態生理と検査特性の理解
/ 野口善令編. -- 羊土社, 2013.10.

医9F図書 492.12//I93//6513
そうだったのか!絶対わかる心エコー : 見てイメージできる判読・計測・評価のコツ / 岩倉克臣
著. -- 羊土社, 2012.11.

医9F図書 492.12//TA87//8185
基本をおさえる心エコー : 撮りかた、診かた、考えかた / 谷口信行編. -- 改訂版. -- 羊土社,
2014.4.

医9F図書 492.14//SO63//1297
写真とシェーマでみえる!腹部エコー : 適切な診断のための走査と描出のコツ / 住野泰清編. --
羊土社, 2007.10. -- (ビジュアル基本手技 ; 6).

医9F図書 492.28//KO25//1251
世界でいちばん愉快に人工呼吸管理がわかる本 : ナース・研修医のための / 古川力丸著. -- メ
ディカ出版, 2013.4.

医9F図書 492.43//A64//8573 これで納得レジデントのためのCT診断 : Q&Aでわかる / 荒木力著. -- 南江堂, 2004.3.

医9F図書 492.43//KU31//7938 ユキティのER画像teaching file / 熊坂由紀子編著. -- メジカルビュー社, 2014.4.

医9F図書 492.43//MO27//0141
画像診断コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 / 百島祐貴著. -- 第4版. -- 医学教育出版社,
2016.3.

医9F図書 492.43//MO27//6943 画像解剖コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 / 百島祐貴著. -- 医学教育出版社, 2013.4.

医9F図書 492.433//A64//5532 胸部CT診断90ステップ / 荒木力. -- 1,-- 中外医学社, 1998.4.

医9F図書 492.433//TA33//7942 新胸部画像診断の勘ドコロ / 高橋雅士監修・編集. -- メジカルビュー社, 2014.4.

医9F図書 492.434//A64//3446 腹部CT診断120ステップ / 荒木力著. -- 改訂2版. -- 中外医学社, 2002.4.

医9F図書 493//O38//4113
デキレジ : 聖路加チーフレジデントがあなたをデキるレジデントにします / 岡田定編集 ; 西崎
祐史 [ほか] 著. -- Step 1, -- 医学出版, 2011.9.

医9F図書 493//SE19//5247
内科レジデントの鉄則 / 聖路加国際病院内科チーフレジデント編 ; 岡田定責任編集 ; 野村章
洋, 浅野拓, 大屋敷倫代執筆. -- 第2版. -- 医学書院, 2012.3.

医9F図書 493.123//N77//1270
糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本糖尿病学会専門医取得のための研修必携ガイド / 日本糖
尿病学会編・著. -- 改訂第7版. -- 診断と治療社, 2017.5.

医9F図書 493.2//J96//9118
循環器内科ゴールデンハンドブック / 網野真理 [ほか] 著 ; 半田俊之介, 伊苅裕二監修. -- 改
訂第3版. -- 南江堂, 2013.3.

医9F図書 493.2//KO82//5410 極論で語る循環器内科 / 香坂俊編著. -- 第2版. -- 丸善出版, 2014.12.

医9F図書 493.3//KU51//8355 呼吸器の薬の考え方,使い方 / 倉原優著. -- 中外医学社, 2014.4.

医9F図書 493.3//N17//6888
レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 : ベストティーチャーに教わる全27章 / 長尾大志著.
-- 日本医事新報社, 2013.4.

医9F図書 493.38//KU11//8078
間質性肺疾患診療マニュアル = Clinical manual of interstitial lung diseases / 久保惠嗣,
藤田次郎編. -- 改訂第2版. -- 南江堂, 2014.5.

医9F図書 493.7//H69//8518
精神科レジデントハンドブック / 平安良雄編集, 横浜市立大学医学部精神医学教室編集. -- 第2
版. -- 中外医学社, 2014.6.

医9F図書 493.72//H59//8786 精神科の薬がわかる本 / 姫井昭男著. -- 第3版. -- 医学書院, 2014.12.

医9F図書 494.2//H41//9674 研修医のための見える・わかる外科手術 / 畑啓昭編集. -- 羊土社, 2015.11.

研修医・臨床実習生のための企画展示2018

「忙しくてじっくり本を選んでいられない！」そんな人のために、研修医に人気の図書をピックアップしました。
併せて臨床実習に役立つ図書も集めています。ぜひ、自分に合う図書の手がかりとしてください。



医9F図書 494.2//Z5//7193
ゾリンジャー外科手術アトラス / Robert M. Zollinger, Jr., E. Christopher Ellison [著] ;
安達洋祐訳. -- 医学書院, 2013.4.

医9F図書 494.65//A64//1862
ここまでわかる急性腹症のCT / 荒木力著. -- 第2版. -- メディカル・サイエンス・インターナ
ショナル, 2009.9.

医9F図書 494.65//SH67//4895
イラストレイテッド外科手術 : 膜の解剖からみた術式のポイント / 篠原尚, 水野惠文, 牧野尚
彦著. -- 第3版, 縮刷版. -- 医学書院, 2011.8.

医9F図書 494.7//I91//8660
整形外科サージカルアプローチ : 体位から到達術野まで = Orthopaedic surgical approaches /
井樋栄二, 野原裕, 松末吉隆編. -- メジカルビュー社, 2014.10.

医9F図書 494.8//H54//2740
1冊でわかる皮膚病理 / 木村鉄宣ゲスト編集 ; 宮地良樹, 清水宏常任編集. -- 文光堂, 2010.4.
-- (皮膚科サブスペシャリティーシリーズ).

医9F図書 494.93//KO12//8516
あらゆる診療科で役立つ!腎障害・透析患者を受けもったときに困らないためのQ&A / 小林修三
編. -- 羊土社, 2014.4.

医9F図書 495//O14//2668
腹式単純子宮全摘術 : 必須術式の完全マスター / 小西郁生担当編集委員. -- メジカルビュー
社, 2010.4. -- (OGS NOW ; 2).

医9F図書 495//O14//2669
開腹・閉腹と付属器手術 : 基本手技の完全マスター / 平松祐司担当編集委員. -- メジカル
ビュー社, 2010.2. -- (OGS NOW ; 1).

医9F図書 495//O14//2670
帝王切開術 : 基本と応用まるごとマスター / 竹田省担当編集委員. -- メジカルビュー社,
2010.8. -- (OGS NOW ; 3).

医9F図書 495//O14//4527
子宮体癌・卵巣癌の手術 : 基本術式と腫瘍進展に応じた戦略 / 小西郁生担当編集委員. -- メジ
カルビュー社, 2011.5. -- (OGS NOW ; 6).

医9F図書 495//O31//8557
産婦人科研修ハンドブック / 大井豪一編著. -- 第2版. -- 海馬書房, 2014.3. -- (Kaiba・hand
book・series).

医9F図書 495.24//F57//5694
産婦人科手術シリーズ : カラーアトラス : 臨床解剖学に基づいた / 藤井信吾総監修責任著 ;
落合和徳, 関山健太郎共著 ; 1. -- 新版. -- 診断と治療社, 2012.3.

あると安心、あって良かった、研修ノートシリーズ・レジデントマニュアルシリーズ。

＜研修ノートシリーズ（診断と治療社）＞

配置場所 請求記号 書名

医9F図書 493.123//KA14//8947
糖尿病研修ノート : diabetes and complications / 門脇孝責任編集 ; 加来浩平 [ほか] 編. --
改訂第2版. -- 診断と治療社, 2014.11. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.14//KO82//0345
膠原病・リウマチ・アレルギー研修ノート / 上阪等責任編集 ; 渥美達也 [ほか] 編. -- 診断と
治療社, 2016.4. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.17//KA51//0367
血液科研修ノート / 神田善伸責任編集. -- 診断と治療社, 2016.5. -- (研修ノートシリーズ /
永井良三総監修).

医9F図書 493.2//J96//5922
循環器研修ノート / 伊藤浩 [ほか] 編. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社, 2016.3. -- (研修
ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.3//H14//4093
呼吸器研修ノート / 萩原弘一責任編集, 芦澤和人ほか編集. -- 診断と治療社, 2011.4. -- (研
修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.4//N34//0365
消化器研修ノート / 中島淳責任編集 ; 五十嵐良典 [ほか] 編. -- 改訂第2版. -- 診断と治療
社, 2016.5. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.7//KA72//0363
精神科研修ノート / 笠井清登 [ほか] 編. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社, 2016.4. -- (研修
ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.7//SU96//9037
神経内科研修ノート : neurology / 鈴木則宏責任編集 ; 荒木信夫 [ほか] 編. -- 診断と治療
社, 2015.1. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 493.9//I23//8523
小児科研修ノート / 五十嵐隆責任編集 ; 秋山千枝子 [ほか] 編集. -- 改訂第2版. -- 診断と治
療社, 2014.7. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 494.24//I51//8222
麻酔科研修ノート : anesthesiology / 稲田英一責任編集 : 上村裕一, 土田英昭, 村川雅洋編.
-- 改訂第2版. -- 診断と治療社, 2014.5. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 494.7//SE17//5959
整形外科研修ノート / 斎藤知行, 大塚隆信, 久保俊一編. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社,
2016.4. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 494.8//SA85//0361
皮膚科研修ノート / 佐藤伸一, 藤本学編. -- 診断と治療社, 2016.4. -- (研修ノートシリーズ
/ 永井良三総監修).

医9F図書 495//A98//8142
産婦人科研修ノート / 綾部琢哉, 大須賀穣編集. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社, 2014.4. --
(研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 496.5//J46//0886
耳鼻咽喉科・頭頸部外科研修ノート / 山岨達也 [ほか] 編集. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社,
2016.12. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書 496//TS19//9347
眼科研修ノート : ophthalmology / 坪田一男 [ほか] 編. -- 改訂第2版. -- 診断と治療社,
2015.4. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).



＜レジデントマニュアルシリーズ（医学書院）＞

配置場所 請求記号 書名

医9F図書 492.29//H87//7671 救急レジデントマニュアル / 堀進悟, 藤島清太郎編集. -- 第5版. -- 医学書院, 2013.10.

医9F図書 492.29//SE19//7668
内科レジデントマニュアル / 聖路加国際病院内科レジデント編. -- 第8版. -- 医学書院,
2013.10.

医9F図書 493.15//KA37//5883 急性中毒診療レジデントマニュアル / 上條吉人執筆. -- 第2版. -- 医学書院, 2012.8.

医9F図書 493.17//KA51//8038 血液病レジデントマニュアル / 神田善伸著. -- 第2版. -- 医学書院, 2014.2.

医9F図書 493.23//KO12//5911 不整脈診療レジデントマニュアル / 小林義典, 新田隆編集. -- 医学書院, 2012.3.

医9F図書 493.23//TA48//0804 CCUレジデントマニュアル / 高尾信廣, 西裕太郎編集. -- 第2版. -- 医学書院, 2016.3.

医9F図書 493.3//TA87//9333 呼吸器病レジデントマニュアル / 谷口博之, 藤田次郎編集. -- 第5版. -- 医学書院, 2015.4.

医9F図書 493.4//TO46//2459 消化器内科レジデントマニュアル / 東京大学消化器内科編. -- 第2版. -- 医学書院, 2009.8.

医9F図書 493.47//SH18//1295 肝疾患レジデントマニュアル / 柴田実, 加藤直也編集. -- 第3版. -- 医学書院, 2017.6.

医9F図書 493.49//Y92//6058
内分泌代謝疾患レジデントマニュアル / 吉岡成人, 和田典男, 永井聡著. -- 第4版. -- 医学書
院, 2017.4.

医9F図書 493.7//MI34//6059 精神科レジデントマニュアル / 三村将編集. -- 医学書院, 2017.3.

医9F図書 493.8//F62//7856 感染症レジデントマニュアル / 藤本卓司著. -- 第2版. -- 医学書院, 2013.11.

医9F図書 493.9//A92//0805 小児科レジデントマニュアル / 安次嶺馨, 我那覇仁編集. -- 第3版. -- 医学書院, 2015.4.

医9F図書 494//MA76//1173 外科レジデントマニュアル / 松藤凡 [ほか] 編集. -- 第4版. -- 医学書院, 2017.7.

医9F図書 494.24//F95//2462
臨床麻酔レジデントマニュアル / 古家仁編集 ; 川口昌彦, 井上聡己編集協力. -- 医学書院,
2008.6.

医9F図書 494.27//TA26//0631 マイナー外科救急レジデントマニュアル / 田島康介編集. -- 医学書院, 2016.7.

医9F図書 494.5//KO49//0692
がん診療レジデントマニュアル / 国立がん研究センター内科レジデント編. -- 第7版. -- 医学
書院, 2016.10.

医9F図書 494.627//N58//0302
脳神経外科レジデントマニュアル / 若林俊彦監修 ; 夏目敦至, 泉孝嗣編集. -- 医学書院,
2016.5.

医9F図書 494.65//J47//8519 消化器外科レジデントマニュアル / 力山敏樹編. -- 第3版. -- 医学書院, 2014.7.

医9F図書 494.7//TA26//7669 救急整形外傷レジデントマニュアル / 田島康介執筆. -- 医学書院, 2013.10.

医9F図書 494.7//TA84//8303 整形外科レジデントマニュアル / 田中栄, 中村耕三編. -- 医学書院, 2014.5.

医9F図書 494.92//SA75//4117 泌尿器科レジデントマニュアル / 佐々木昌一, 戸澤啓一, 丸山哲史編集. -- 医学書院, 2011.4.

医9F図書 494.93//KO61//1498 腎臓病診療レジデントマニュアル / 小松康宏編集. -- 医学書院, 2017.10.

医9F図書 496.5//TA94//0797 耳鼻咽喉科・頭頸部外科レジデントマニュアル / 楯谷一郎編集. -- 医学書院, 2016.11.



＜コミュニケーション＞
面接やプレゼンなどのコミュニケーションの手助けになる図書です。

配置場所 請求記号 書名

医9F図書 490.14//KU82//1040 医療者の心を贈るコミュニケーション : 患者さんと一緒に歩きたい / 日下隼人著. -- 医歯薬出版, 2016.2.

医9F図書 490.14//KU82//7308 医療の場のコミュニケーション : 言葉を贈る心を贈る / 日下隼人著. -- 篠原出版新社, 2013.3.

医9F図書 490.14//ME14//3779 レジデント初期研修用資料医療とコミュニケーションについて / medtoolz著. -- オーム社, 2011.1.

医9F図書 490.14//SA25//0775 はじめての医療面接 : コミュニケーション技法とその学び方 / 斎藤清二著. -- 医学書院, 2000.8.

医9F図書 490.14//SU38//6820 医療者のためのコミュニケーション入門 / 杉本なおみ著. -- 改訂. -- 精神看護出版, 2013.3.

医9F図書 490.145//H92//7646//西田蔵書患者さんとの接し方 / 星野達夫著. -- 医学出版, 2013.9.

医9F図書 490.7//I26//9093
驚くほど相手に伝わる学会発表の技術 : わかるデザイン60のテクニック / 飯田英明著. -- 中山書店,
2015.4.

医9F図書 490.7//I97//5005
さくさく入力カルテ・オーダリング / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集. -- メジカルビュー社, 2011.3. -
- (極意を伝授 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集 ; 1).

医9F図書 490.7//I97//5006
らくらくできるレポート提出 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集. -- メジカルビュー社, 2011.3. -- (極
意を伝授 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集 ; 2).

医9F図書 490.7//I97//5007
スイスイ書ける医療文書 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集. -- メジカルビュー社, 2011.3. -- (極
意を伝授 / いわてイーハトーヴ臨床研修病院群編集 ; 3).

医9F図書 490.7//KI58//2954 米国式症例プレゼンテーションが劇的に上手くなる方法 / 岸本暢将編著. -- 羊土社, 2004.3.

医9F図書 490.7//MI96//1264
研修医のアタマと心とからだ : モヤモヤ研修生活をどう乗り切るか? / 水野篤著. -- メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル, 2017.4.

医9F図書 490.7//N28//7701 カルテはこう書け! : 目からウロコ「総合プロブレム方式」 / 内科学研鑽会編集. -- 新興医学出版社, 2013.1.

医9F図書 490.7//SA25//1308
臨床医のための症例プレゼンテーションA to Z : [英語CD付] / 斎藤中哉著 ; Alan T. Lefor編集協力. -- 医
学書院, 2008.7.

医9F図書 490.7//SA25//2956
医療者のための伝わるプレゼンテーション / 齊藤裕之, 佐藤健一編集. -- 医学書院, 2010.10. -- (JJNス
ペシャル ; no.89).

医9F図書 490.7//SA85//1202
なぜあなたの発表は伝わらないのか? : できてるつもり!?そこが危ないプレゼンテーション / 佐藤雅昭著. -- メ
ディカルレビュー社, 2017.8.

医9F図書 490.7//TE37//6586
よく出会う18症例で学ぶプレゼンテーションの具体的なポイントとコツ : 初めてだってうまくいく! / 天理よろづ相
談所病院レジデント著 : 江原淳編集. -- 三輪書店, 2013.1.

医9F図書 490.7//W46//1434
とことんシンプルに作り込むスライドテクニック / 渡部欣忍著. -- 南江堂, 2017.10. -- (あなたのプレゼン誰
も聞いてませんよ! / 渡部欣忍著 ; 続).

医9F図書 490.7//W46//7985
シンプルに伝える魔法のテクニック / 渡部欣忍著. -- 南江堂, 2014.4. -- (あなたのプレゼン誰も聞いてま
せんよ! / 渡部欣忍著 ; [正] ∥ 1).

医9F図書 492//KI58//9043
研修医になったら必ず読んでください。 : 診療の基本と必須手技、臨床的思考法からプレゼン術まで / 岸本
暢将, 岡田正人, 徳田安春著. -- 羊土社, 2014.3.

医9F図書 492//SA85//9340 「型」が身につくカルテの書き方 / 佐藤健太著. -- 医学書院, 2015.4.

医9F図書 498.14//I67//7648
医療の接遇 : 基本テキスト&演習 : 医療接遇検定3級公式テキスト / 医療タイムス社編集. -- 医療タイムス
社, 2012.7.

医9F図書 498.14//I97//3303 コンサルテーション・スキル : 他科医師支援とチーム医療 / 岩田健太郎著. -- 南江堂, 2011.1.

医9F図書 498.14//MA27//0227
医師のためのノンテク仕事術 : 研修では教えてくれない! / 前野哲博編. -- 羊土社, 2016.6. -- (Gノート別
冊).

医9F図書 498.14//MI91//5791 医療接遇スーパーバイザー実践読本 / 三好章樹著. -- 日総研出版, 2012.8.

医9F図書 498.163//H93//5428
「チーム医療」とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ / 細田満和子著. -- 日本看護協会
出版会, 2012.5.



＜ガイドライン＞

冊子体のほかにも、Webで閲覧できるものがあります。

Mindsガイドラインライブラリ http://minds.jcqhc.or.jp

東邦大学・医中誌　診療ガイドライン情報データベース http://guideline.jamas.or.jp/

配置場所 請求記号 書名

医9F図書 493.11//KO83//1320
シェーグレン症候群診療ガイドライン / 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業自己免疫
疾患に関する調査研究班編集 ; 2017年版. -- 診断と治療社, 2017.4.

医9F図書 493.123//N77//1072 高齢者糖尿病診療ガイドライン / 日本老年医学会, 日本糖尿病学会編著 ; 2017. -- 南江堂, 2017.6.

医9F図書 493.17//N77//1454
発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドライン : がん薬物療法時の感染対策 / 日本臨床腫瘍学会編集. -- 改
訂第2版. -- 南江堂, 2017.10.

医9F図書 493.24//N77//1272
日本整形外科学会症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン / 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会,
日本整形外科学会症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン策定委員会編集 ; 2017. -- 南江堂, 2017.5.

医9F図書 493.29//N77//1266
造血細胞移植学会ガイドライン / 日本造血細胞移植学会ガイドライン委員会編 ; 第4巻. -- 医薬ジャーナル
社, 2014.5-.

医9F図書 493.38//KO83//1049
特発性肺線維症の治療ガイドライン / 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「びまん性肺
疾患に関する調査研究」班特発性肺線維症の治療ガイドライン作成委員会編集 ; 2017. -- 南江堂,
2017.2.

医9F図書 493.385//N77//1032
EBMの手法による肺癌診療ガイドライン : 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む / 日本肺癌学会編 ; 2016年版.
-- 第4版. -- 金原出版, 2016.12.

医9F図書 493.46//N77//1447
慢性便秘症診療ガイドライン / 日本消化器病学会関連研究会慢性便秘の診断・治療研究会編集 ; 2017.
-- 南江堂, 2017.10.

医9F図書 493.475//N77//1455 肝癌診療ガイドライン / 日本肝臓学会編 ; 2017年版. -- 金原出版, 2017.10.

医9F図書 493.49//N77//1463 甲状腺クリーゼ診療ガイドライン / 日本甲状腺学会, 日本内分泌学会編 ; 2017. -- 南江堂, 2017.9.

医9F図書 493.6//N77//1444 線維筋痛症診療ガイドライン / 日本線維筋痛症学会編 ; 2017. -- 日本リウマチ財団, 2010.3-.

医9F図書 493.73//N77//6339
脳卒中治療ガイドライン / 篠原幸人 [ほか] 編集 ;2015 追補2017対応. -- [脳卒中合同ガイドライン委員
会], 2003.5-.

医9F図書 493.73//TA19//1080
多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン / 「多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン」作成委員
会編集 ; 2017. -- 医学書院, 2017.6.

医9F図書 493.73//TA88//1246
単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン2017 / 「単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン」作成委員会編集. -- 南江
堂, 2017.8.

医9F図書 493.758//N76//1182
認知症疾患診療ガイドライン / 「認知症疾患診療ガイドライン」作成委員会編集 ; 2017. -- 医学書院,
2017.8.

医9F図書 493.8//KO83//1006
プリオン病診療ガイドライン / 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業)プリオン病及び遅発
性ウイルス感染症に関する調査研究班・プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究班編集 ;
2017.

医9F図書 493.8//KO83//1008
進行性多巣性白質脳症(Progressive multifocal leukoencephalopathy : PML)診療ガイドライン / 厚生労働
科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業(難治性疾患克服研究事業)プリオン病及び遅発性ウイルス
感染症に関する調査研究班編集 ; 2017.

医9F図書 493.87//KO83//1007
亜急性硬化性全脳炎(subacute sclerosing panencephalitis : SSPE)診療ガイドライン / 厚生労働科学研究
費補助金難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に
関する調査研究班編集 ; 2017.

医9F図書 493.931//N77//1281 小児肥満症診療ガイドライン / 日本肥満学会編 ; 2017. -- ライフサイエンス出版, 2017.5.

医9F図書 493.932//N77//1501 先天性骨髄不全症診療ガイドライン / 日本小児血液・がん学会編集 ; 2017. -- 診断と治療社, 2017.10.

医9F図書 493.934//N77//1260 小児消化器内視鏡ガイドライン / 日本小児栄養消化器肝臓学会編集 ; 2017. -- 診断と治療社, 2017.5.

医9F図書 493.935//N77//1453 小児腎血管性高血圧診療ガイドライン / 日本小児腎臓病学会編集 ; 2017. -- 診断と治療社, 2017.9.

医9F図書 494.5//N77//1384
小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン / 日本癌治療学会編 ; 2017年版. --
金原出版, 2017.7.

医9F図書 494.53//N77//1033 がん免疫療法ガイドライン / 日本臨床腫瘍学会編集. -- 金原出版, 2016.12.

2017年度に受入したガイドラインです。このほかはOPACで検索してください。



医9F図書 494.644//N77//1327 食道癌診療ガイドライン / 日本食道学会編 ; 2017年版. -- 金原出版, 2017.6.

医9F図書 494.658//N77//1122 便失禁診療ガイドライン / 日本大腸肛門病学会編集 ; 2017年版. -- 南江堂, 2017.3.

医9F図書 494.74//N77//1265
橈骨遠位端骨折診療ガイドライン / 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 橈骨遠位端骨折診療ガイド
ライン策定委員会編集 ; 2017. -- 改訂第2版. -- 南江堂, 2017.5.

医9F図書 494.8//KY3//1165

全身性強皮症・限局性強皮症・好酸球性筋膜炎・硬化性萎縮性苔癬の診断基準・重症度分類・診療ガイド
ライン : 平成28年度厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患等政策研究事業)強皮症・皮膚線維化疾患
の診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成事業 / 強皮症・皮膚線維化疾患の診断基準・重症度分類・
診療ガイドライン作成委員会編. -- 金原出版, 2017.3.

医9F図書 494.9//N77//1280
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン / 日本泌尿器科学会編. -- リッチヒルメディカル,
2017.4.

医9F図書 494.93//A34//1034
AKI(急性腎障害)診療ガイドライン / AKI(急性腎障害)診療ガイドライン作成委員会編 ; 2016. -- 東京医学
社, 2016.12.

医9F図書 494.93//J52//1449 腎性低尿酸血症診療ガイドライン / 日本痛風・核酸代謝学会監修. -- メディカルレビュー社, 2017.4.

医9F図書 494.93//KO83//1299
エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライン / 厚生労働省難治性疾患克服研究事業進行性腎障害に対する
調査研究班編 ; 2014, 2017. -- 東京医学社, 2015.1-.

医9F図書 494.93//KO83//1300
エビデンスに基づく急速進行性腎炎症候群 (RPGN) 診療ガイドライン / 厚生労働省難治性疾患克服研究事
業進行性腎障害に関する調査研究班編 ; 2014, 2017. -- 東京医学社, 2014.12-.

医9F図書 494.93//KO83//1301
エビデンスに基づく多発性嚢胞腎(PKD)診療ガイドライン / 厚生労働省難治性疾患克服研究事業進行性腎
障害に対する調査研究班編 ; 2014, 2017. -- 東京医学社, 2014.12-.

医9F図書 494.93//KO83//1302
エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガイドライン / 厚生労働省難治性疾患克服研究事業進行性腎障
害に対する調査研究班編 ; 2014, 2017. -- 東京医学社, 2014.12-.

医9F図書 494.93//N77//1298 アルポート症候群診療ガイドライン / 日本小児腎臓病学会編集 ; 2017. -- 診断と治療社, 2017.6.

医9F図書 495.2//N77//6174
産婦人科診療ガイドライン / 日本産科婦人科学会, 日本産婦人科医会編集・監修 ; 産科編2017. -- 日本
産科婦人科学会, [2008]-.

医9F図書 495.43//N77//1386 子宮頸癌治療ガイドライン / 日本婦人科腫瘍学会編 ; 2017年版. -- 金原出版, 2007.10-.

大阪市立大学　学術情報総合センター　医学分館

上記に挙げたほかにも、視聴覚資料やWebで利用できる

資料があります。

◆『研修医のための基本技能』（DVD/イントラ版）

手技の実際の映像やコンピュータ・グラフィックスを

閲覧できます。

◆『今日の診療』（イントラ版）

◆『今日の治療指針』『治療薬マニュアル』等15冊の図書が

収録されています。

書籍内検索・書籍間検索に対応しています。

DVDは2泊3日で貸出も可能です。

イントラ版は分館HPよりご利用ください。

分館HP

TOPページ下部のリンク

バナーよりご利用くださ

＜イントラ版のご紹介＞


