
書名 配架場所 請求記号
本当にわかる精神科の薬はじめの一歩 : 具体的な処方例で経過に応じた薬物療法の考
え方が身につく! / 稲田健編. -- 改訂版. -- 羊土社, 2018.3.

医9F図書南 493.72//I51//1771

あたらしい皮膚科学 = Textbook of modern dermatology / 清水宏著. -- 第3版. -- 中
山書店, 2018.2.

医9F図書南 494.8//SH49//1564

産婦人科手術スタンダード / 日本産婦人科手術学会編. -- 改訂第2版. -- メジカル
ビュー社, 2017.3.

医9F図書南 495.24//N77//0901

DSM-5精神疾患の分類と診断の手引 / American Psychiatric Association [編] ; 染矢
俊幸 [ほか] 訳. -- 医学書院, 2014.10.

医9F図書南 493.72//A44//1140

あてて見るだけ!劇的!救急エコー塾 : ABCDの評価から骨折、軟部組織まで、ちょ
こっとあてるだけで役立つ手技のコツ / 鈴木昭広編. -- 羊土社, 2014.3.

医9F図書南 492.29//SU94//8010

レジデントのための腹部画像教室 / 山崎道夫編. -- 日本医事新報社, 2017.9. 医9F図書南 492.14//Y43//1321

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図書南 492.12//I93//6513

MRIに絶対強くなる撮像法のキホンQ&A : 撮像法の適応や見分け方など日頃の疑問に
答えます! / 扇和之編著. -- 羊土社, 2014.4.

医9F図書南 492.43//O91//7955

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図書南 495//O31//8557

救急外来 : ただいま診断中! / 坂本壮著. -- 中外医学社, 2015.12. 医9F図書南 492.29//SA32//5429

その他のベストリーダー
書名 配架場所 請求記号

教えて!ICU : 集中治療に強くなる / 早川桂, 清水敬樹著 ; Part1. -- 羊土社, 2013.3. 医9F図書南 492//H46//7312

ねじ子のヒミツ手技 / 森皆ねじ子著 ; 1st lesson -- エス・エム・エス, 2009. 医9F図書南 492//MO54//9760

研修医に絶対必要な器具・器械がわかる本。 : 使い方と使い分けマスターガイド / 野
村悠, 田中拓, 箕輪良行編. -- 羊土社, 2015.9.

医9F図書南 492//N95//9668

ICU実践ハンドブック : 病態ごとの治療・管理の進め方 / 清水敬樹編. -- 改訂版. --
羊土社, 2019.3.

医9F図書南 492//SH49//2349

検査値を読むトレーニング : ルーチン検査でここまでわかる / 本田孝行著. -- 医学書
院, 2019.1.

医9F図書南 492.1//H84//2270

画像診断に絶対強くなるツボをおさえる! : 診断力に差がつくとっておきの知識を集
めました / 扇和之, 東條慎次郎著. -- 羊土社, 2018.4.

医9F図書南 492.1//O25//1642

画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン : 病態を見抜き、サインに気づく読影
のコツ / 扇和之編 ; 堀田昌利, 土井下怜著 ; 1-- 羊土社, 2012.4.

医9F図書南 492.1//O25//9893

MRI応用自在/高橋光幸 [ほか] 編. -- 第3版. -- メジカルビュー社, 2013.9 医9F図書南 492.1//TA33//7395

ジェネラリストのための内科診断リファレンス : エビデンスに基づく究極の診断学を
めざして / 上田剛士著. -- 医学書院, 2014.2.

医9F図書南 492.1//U32//7813

いま、読むならこの1冊！

研修医貸出回数ベスト１０!!　　＊3年連続ベスト10入りの実力の1冊

期間：2021年4月1日（木）～5月29日(土）
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書名 配架場所 請求記号
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図書南 492.12//TA87//8185

心電図ハンター : 心電図×非循環器医 / 増井伸高著 ; 1-- 中外医学社, 2016.9. 医9F図書南 492.123//MA67//5904

レジデントのためのこれだけ心電図 / 佐藤弘明著. -- 日本医事新報社, 2018.2. 医9F図書南 492.123//SA85//1674

竜馬先生の血液ガス白熱講義150分 / 田中竜馬著. -- 中外医学社, 2017.2. 医9F図書南 492.17//TA84//0841

帰ってきた竜馬先生の血液ガス白熱講義22問 / 田中竜馬著. -- 中外医学社, 2017.11. 医9F図書南 492.17//TA84//6326

輸液ができる、好きになる : 考え方がわかるQ&Aと処方計算ツールで実践力アップ /
今井裕一著. -- 羊土社, 2010.6.

医9F図書南 492.26//I43//3086

シチュエーションで学ぶ輸液レッスン / 小松康宏, 西崎祐史, 津川友介著. -- 改訂第2
版. -- メジカルビュー社, 2015.4.

医9F図書南 492.26//KO61//9160

Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 : 人工呼吸器設定の根拠を病態から理解し、
ケーススタディで実践力をアップ! / 田中竜馬著. -- 羊土社, 2014.10.

医9F図書南 492.28//TA84//6165

京都ERポケットブック / 洛和会音羽病院救命救急センター・京都ER編集 ; 荒隆紀執
筆. -- 医学書院, 2018.6.

医9F図書南 492.29//R12//6574

ビビらず当直できる内科救急のオキテ / 坂本壮著. -- 医学書院, 2017.8. 医9F図書南 492.29//SA32//1201

救急外来 : ただいま診断中! / 坂本壮著. -- 中外医学社, 2015.12. 医9F図書南 492.29//SA32//5429

集中治療, ここだけの話 / 田中竜馬編. -- 医学書院, 2018.11. 医9F図書南 492.29//TA84//2087

ICU/CCUの薬の考え方, 使い方 ver.2 / 大野博司著. -- 2版. -- 中外医学社, 2016.1. 医9F図書南 492.3//O67//5540

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図書南 492.43//A64//8573

すぐ役立つ救急のCT・MRI / 井田正博, 高木亮, 藤田安彦編著. -- 改訂第2版. -- 学研
メディカル秀潤社. -- (画像診断別冊 . Key bookシリーズ).

医9F図書南 492.43//I18//1625

CT読影レポート、この画像どう書く? : 解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患のレ
ポート記載例 / 小黒草太著. -- 羊土社, 2019.12.

医9F図書南 492.43//O26//2814

MRI自由自在 / 高原太郎著. -- メジカルビュー社, 1999.3. 医9F図書南 492.43//TA32//9020

医学生・研修医のための画像診断リファレンス / 山下康行著. -- 医学書院, 2018.3. 医9F図書南 492.43//Y44//1618

レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室 : ベストティーチャーに教わる胸部X線
の読み方考え方 / 長尾大志著. -- 第2版. -- 日本医事新報社, 2018.4.

医9F図書南 492.433//N17//1672

胸部X線・CTの読み方やさしくやさしく教えます! / 中島啓著. -- 羊土社, 2016.6. 医9F図書南 492.433//N42//0226

救急で役立つ頭部CT・MRI : 研修医必携 / 細矢貴亮, 佐々木真理編集. -- 南江堂,
2006.4.

医9F図書南 492.4371//H95//9840

ヤバレジ : だれもが最初はヤバレジだった : 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 ; 水野篤 [ほか] 著 ; Step 1 -- 医学出版, 2013.1.

医9F図書南 493//O38//3994

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図書南 493.17//KA51//0367
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書名 配架場所 請求記号
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図書南 493.2//J96//5922

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29章 /
長尾大志著. -- 第3版. -- 日本医事新報社, 2019.4.

医9F図書南 493.3//N17//2362

上部消化管 / 「胃と腸」編集委員会編集. -- 第2版. -- 医学書院, 2014.5. -- (胃と腸ア
トラス / 「胃と腸」編集委員会編集 ; 1).

医9F図書南 493.4//I89//8089

消化器内視鏡ハンドブック = Gastroenterological endoscopy handbook
日本消化器内視鏡学会卒後教育委員会責任編集. -- 改訂第2版. -- 日本メディカルセ
ンター, 2017.5.

医9F図書南 493.4//N77//1161

医学生・研修医のための神経内科学 / 神田隆著. -- 改訂3版. -- 中外医学社, 2018.4. 医9F図書南 493.7//KA51//1982

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図書南 493.7//SU96//9037

精神科の薬がわかる本 / 姫井昭男著. -- 第4版. -- 医学書院, 2019.1. 医9F図書南 493.72//H59//2239

これだけは知っておきたい精神科の診かた、考え方 : 初期対応から専門医への紹介ま
で、すべての診療科で必要な精神科診療のエッセンスが学べます / 堀川直史, 吉野相
英, 野村総一郎編集. -- 第2版. -- 羊土社, 2014.2. -- (レジデントノート別冊各科研修
シリーズ).

医9F図書南 493.72//H89//7841

ベッドサイドの神経の診かた / 田崎義昭, 斎藤佳雄著. -- 改訂18版. -- 南山堂,
2016.2.

医9F図書南 493.72//TA99//9911

神経内科疾患の画像診断 / 柳下章著. -- 第2版. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書南 493.73//Y16//2367

レジデントのための感染症診療マニュアル : principles & practice / 青木眞執筆. --
第4版. -- 医学書院, 2020.12.

医9F図書南 493.8//A53//3499

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図書南 493.9//I23//8523

小児科当直医マニュアル / 神奈川県立こども医療センター小児内科・小児外科 [編].
-- 改訂第13版. -- 診断と治療社, 2013.10.

医9F図書南 493.9//KA43//5431

Happy!こどものみかた / 笠井正志, 児玉和彦, 上村克徳編著. -- 2版. -- 日本医事新報
社, 2016.7.

医9F図書南 493.92//KA72//0325

先天代謝異常ハンドブック / 遠藤文夫総編集 ; 山口清次, 大浦敏博, 奥山虎之専門編
集. -- 中山書店, 2013.3.

医9F図書南 493.931//E59//6653

小児食物アレルギーQ&A : 保護者からの質問に自信を持って答える / 佐藤さくら, 柳
田紀之編集. -- 日本医事新報社, 2016.6.

医9F図書南 493.931//SA83//0441

新生児学入門 / 仁志田博司編集. -- 第5版. -- 医学書院, 2018.11. 医9F図書南 493.95//N81//2107

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. 医9F図書南 494.2//H41//9674

形成外科の基本手技 / 鈴木茂彦, 貴志和生編集 ; 1- 克誠堂出版, 2016.4-2017.4. -- (形
成外科治療手技全書 / 平林 慎一, 川上重彦総編集).

医9F図書南 494.288//KE27//0328

専門医取得に必要な形成外科手技36 : 口頭試問への対策 / 中塚貴志編 ; 上 -- 克誠堂
出版, 2015.12.

医9F図書南 494.288//N43//0258

専門医取得に必要な形成外科手技36 : 口頭試問への対策 / 中塚貴志編 ; 下. -- 克誠堂
出版, 2015.12.

医9F図書南 494.288//N43//0259

TEXT形成外科学 / 中塚貴志, 亀井譲編集. -- 改訂3版. -- 南山堂, 2017.3. 医9F図書南 494.288//TE93//0905
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書名 配架場所 請求記号
ダーモスコピー超簡単ガイド / 田中勝著. -- 学研メディカル秀潤社. -- (ViDミニ /
Visual Dermatology編集委員会編 ; 4).

医9F図書南 494.8//TA84//7970

皮膚科レジデントマニュアル / 鶴田大輔編集. -- 医学書院, 2018.4. 医9F図書南 494.8//TS87//2029

レジデントのための腎臓教室 : ベストティーチャーに教わる全14章 / 前嶋明人著. --
日本医事新報社, 2017.11.

医9F図書南 494.93//MA28//6334

レジデントのための血液透析患者マネジメント / 門川俊明著. -- 第2版. -- 医学書院,
2014.4.

医9F図書南 494.93//MO33//8216

産婦人科研修ノート / 綾部琢哉, 大須賀穣編集. -- 改訂第3版. -- 診断と治療社,
2019.4. -- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).

医9F図書南 495//A98//2486

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図書南 495//O14//4527

産婦人科ベッドサイドマニュアル / 青野敏博, 苛原稔編集 ; 青野敏博 [ほか] 執筆. --
第7版. -- 医学書院, 2018.7.

医9F図書南 495.2//A55//6504

女性の救急外来ただいま診断中! / 井上真智子編集 ; 柴田綾子, 水谷佳敬著. -- 中外医
学社, 2017.5.

医9F図書南 495.2//I55//0974

眼科診察クローズアップ / 山田昌和編. -- メジカルビュー社, 2014.4. 医9F図書南 496.2//Y19//8511

イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頸部外科 / 小川郁, 河田了, 岸本誠司, 春名眞
一編集 ;咽喉頭頸部編. -- 改訂第2版. -- 東京医学社, 2017.3-2017.11.

医9F図書南 496.5//I63//1502

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図書南 496.5//J46//0886

eBookで読もう。
書名 形態 提供元

Minds 診療ガイドライン作成マニュアル 2020 Ver.3.0 eBook
Minds ガイドラインライブラリ
https://minds.jcqhc.or.jp/s/
manual_2020_3_0

急性中毒診療レジデントマニュアル eBook 今日の診療Web版

小児看護ケアマニュアル eBook Maruzen eBook Library 

治療薬マニュアル eBook 今日の診療Web版

※こちらのシリーズもおすすめ！
・レジデントマニュアルシリーズ
・プラチナマニュアルシリーズ
・病気がみえるシリーズ
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