研修医・臨床実習生の
Ｂｅｓｔ Ｂｏｏｋ
2019年2月12日（火）～4月27日（土）
【先輩たちも読んでる人気の1冊】
書名

配置場所

請求記号

医者になったらすぐ読む本 : 医療コミュニケーションの常識とセルフコーチング / 奥田弘美
著. -- 日本医事新報社, 2011.4.

医9F図書南 490.14//O54//4743

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図書南 491.1038//G79//9918

ジェネシャリスト宣言 / 岩田健太郎著. -- 中外医学社, 2018.12.

医9F図書南 492//I97//2096

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
医9F図書南 492//KI58//9043
ン術まで / 岸本暢将, 岡田正人, 徳田安春著. -- 羊土社, 2014.3.
研修医はじめの一歩 / リブロ・サイエンス編集部編. -- ドキドキの生たまご編, -- リブロ・サ
医9F図書南 492//L61//7755
イエンス, 2013.3ー.
研修医はじめの一歩 / リブロ・サイエンス編集部編. -- ハラハラの半熟たまご編. -- リブロ・
医9F図書南 492//L61//7754
サイエンス, 2013.3ー.
当直医マニュアル : ER / 池田美佳 [ほか] 編著 ; 2018(21版). -- 医歯薬出版, 2006.1-.

医9F図書南 492//TO16//6281

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図書南 492.1//N93//7408

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//9804

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 ; 2. -- 羊土社, 2012.4-.

医9F図書南 492.1//O25//9893

闘魂外来 : 医学生・研修医の君が主役! : 病歴・フィジカルから情報検索まで臨床実践力の
鍛え方を伝授します / 徳田安春編. -- 羊土社, 2018.2.

医9F図書南 492.1//TO35//6369

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

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

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

パワーアップいまさら聞けない腹部エコーの基礎 : DVDで学ぶ超音波検査 / 東義孝著. -第2版. -- 学研メディカル秀潤社.

医9F図書南 492.14//H55//4368

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.
医9F図書南 492.14//SO63//1297
-- 羊土社, 2007.10. -- (ビジュアル基本手技 ; 6).
基本をおさえる腹部エコー : 撮りかた、診かた、考えかた / 谷口信行編. -- 改訂版. -- 羊土
医9F図書南 492.14//TA87//8196
社, 2014.4.
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. -医9F図書南 492.26//KO61//9160
メジカルビュー社, 2015.4.
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.
医9F図書南 492.28//KO25//1251
-- メディカ出版, 2013.4.
Dr.林の当直裏御法度 : ER問題解決の極上Tips90 / 林寛之著. -- 第2版. -- 三輪書店,
2018.11.

医9F図書南 492.29//H48//2094

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

書名

配置場所

請求記号

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

話すことあり、聞くことあり : 研修医当直御法度外伝 / 寺澤秀一著. -- シービーアール,
2018.6.

医9F図書南 492.29//TE62//2097

研修医当直御法度百例帖 / 寺沢秀一著. -- 第2版. -- 三輪書店, 2013.1.

医9F図書南 492.29//TE62//4161

研修医当直御法度 : ピットフォールとエッセンシャルズ / 寺沢秀一, 島田耕文, 林寛之著. -医9F図書南 492.29//TE62//5808
第6版. -- 三輪書店, 2016.6.
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

抗菌薬の考え方、使い方 : 魔弾よ、ふたたび…
岩田健太郎著. -- Ver. 4. -- 中外医学社, 2018.11.

医9F図書南 492.31//I97//5249

絶対わかる抗菌薬はじめの一歩 : 一目でわかる重要ポイントと演習問題で使い方の基本を
医9F図書南 492.31//Y58//2469
マスター / 矢野晴美著. -- 羊土社, 2010.4.
研修医のためのステロイドの使い方のコツ / 川合眞一編. -- 文光堂, 2009.4.

医9F図書南 492.38//KA93//8797

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

若葉マークの画像解剖学 / 磯辺智範編集. -- 改訂第2版. -- メジカルビュー社, 2014.3.

医9F図書南 492.43//I85//7855

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図書南 492.43//KU31//7938

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.（ebookあり）

医9F図書南 492.43//MO27//0141

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図書南 492.43//MO27//6943

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
医9F図書南 492.43//O91//7955
ます! / 扇和之編著. -- 羊土社, 2014.4.
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
医9F図書南 492.433//N17//1672
考え方 / 長尾大志著. -- 第2版. -- 日本医事新報社, 2014.4.
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

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図書南 492.433//TA33//7942

新頭部画像診断の勘ドコロ / 前田正幸編. -- メジカルビュー社, 2014.4.

医9F図書南 492.4371//MA26//7941

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//3993

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 2. -- 医学出版, 2013.1.

医9F図書南 493//O38//3994

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図書南 493//O38//4113

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 ; 森信好責任編集 ; 池田
医9F図書南 493//SE19//1775
行彦, 孫楽, 羽田佑執筆. -- 第3版. -- 医学書院, 2018.4.
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. -医9F図書南 493.123//KA14//8947
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).
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呼吸器診療マニュアル / 河野茂, 早田宏編集. -- 第2版. -- 医学書院,
2014.1.

医9F図書南 493.3//KO76//7858

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図書南 493.3//KU51//8355

書名
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.

配置場所

請求記号

医9F図書南 493.3//N17//6888

カラー写真で必ずわかる!消化器内視鏡 : 適切な検査・治療のための手技とコツ / 中島寛隆
医9F図書南 493.4//N42//3741
[ほか] 著. -- 改訂版. -- 羊土社, 2010.5. -- (ビジュアル基本手技 ; 3).
レジデントのための消化器内科ハンドブック = Handbook of Gastrointestinal Medicine for
Residents / 東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科内視鏡科編. -- ナツメ社, 2013.6.

医9F図書南 493.4//TO46//6970

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. -医9F図書南 493.7//H69//8518
第2版. -- 中外医学社, 2014.6.
精神科研修ノート / 笠井清登[ほか]編集. -- 診断と治療社, 2011.6. -- (研修ノートシリーズ
医9F図書南 493.7//KA72//4166
/ 永井良三総監修).
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

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図書南 493.72//H59//8786

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 医9F図書南 493.72//H89//7841
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).
レジデントのための感染症診療マニュアル : principles & practice / 青木眞著. -- 第3版. -医9F図書南 493.8//A53//9060
医学書院, 2015.3.
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
医9F図書南 493.9//KA43//5431
訂第13版. -- 診断と治療社, 2013.10.
研修医のための外科の周術期管理ズバリおまかせ! / 森田孝夫, 東条尚編. -- 羊土社,
2015.7.

医9F図書南 494.07//MO66//9362

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 ; 1).

医9F図書南 494.288//KE27//0328

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図書南 494.8//H54//2740

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図書南 494.93//KO12//8516

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. 医9F図書南 495//A98//8142
- (研修ノートシリーズ / 永井良三総監修).
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
医9F図書南 495//O31//8557
book・series).
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6
版. -- 医学書院, 2012.1.

医9F図書南 495.2//A55//4872

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
医9F図書南 495.24//F57//5694
; 落合和徳, 関山健太郎共著 ; 1. -- 新版. -- 診断と治療社, 2012.3.
誰も教えてくれなかった婦人科がん薬物療法 / 勝俣範之編. -- メジカルビュー社, 2015.8.

医9F図書南 495.4//KA88//9583

【おさえておきたい！画像診断】
書名
画像診断を考える : よりよい診断のために 西村一雅, 南学, 下野太郎編著. -- 第2版. -秀潤社, 2014.4

配置場所

請求記号

医9F図書南 492.1//N84//7984

診断に直結する検査の選び方、活かし方 : 無意味な検査をなくし,的確に患者の状態を見抜
医9F図書南 492.1//N93//3490
く! / 野口善令編. -- 羊土社, 2011.1. -- (レジデントノート ; Vol.12-No.14 ; 増刊).
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

書名

配置場所

請求記号

そうだったのか!絶対読める心電図 : 目でみてわかる緊急度と判読のポイント / 池田隆徳著.
医9F図書南 492.123//I32//4509
-- 羊土社, 2011.8.
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

心電図ハンター : 失神・動悸/不整脈編 / 増井伸高著 ; 2 -- 中外医学社, 2016.9-.

医9F図書南 492.123//MA67//1780

3秒で心電図を読む本 : Safety driving on 12-lead electrocardiogram / 山下武志著. -- メ
ディカルサイエンス社, 2010.3.

医9F図書南 492.123//Y44//3885

救急診療のキホン編 林寛之著 ; Part1. -- 改訂版. -- 羊土社, 2018.1. -- (ステップビヨンド
医9F図書南 492.29//H48//1589
レジデント = Step beyond resident ; 1).
脳・脊髄の連想画像診断 : 画像に見えないものを診る / 森墾編著. -- メジカルビュー社,
2013.4.

医9F図書南 492.43//MO45//6661

ビギナーのための胸部画像診断 : Q&Aアプローチ / 高橋雅士編著. -- 学研メディカル秀潤
医9F図書南 492.43//TA33//0131
社.
臨床実習のための画像診断入門 / 渡部健二, 和佐勝史編集. -- 大阪大学出版会, 2013.8. 医9F図書南 492.43//W45//7349
フェルソン読める!胸部X線写真 : 楽しく覚える基礎と実践 / Lawrence R.Goodman著 ; 大西
裕満, 粟井和夫訳. -- 改訂第3版. -- エルゼビア・ジャパン.

医9F図書南 492.433//G65//0644

新腹部画像診断の勘ドコロ / 兼松雅之編. -- メジカルビュー社, 2014.10.

医9F図書南 492.434//KA53//8616

【余裕があればもう1冊】
書名
世界はシステムで動く : いま起きていることの本質をつかむ考え方 / ドネラ・H・メドウズ著 ;
枝廣淳子訳. -- 英治出版, 2015.1.

配架場所

請求記号

医9F図書北 141.5//ME11//0249

チームが機能するとはどういうことか : 「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ / エイ
医9F図書北 336.3//E22//0247
ミー・C・エドモンドソン著 ; 野津智子訳. -- 英治出版, 2014.5.
問いかける技術 : 確かな人間関係と優れた組織をつくる / エドガー・H・シャイン著 ; 原賀真
医9F図書北 361.454//SC2//1318
紀子訳. -- 英治出版, 2014.12.
平静の心 : オスラー博士講演集 / オスラー [述] ; 日野原重明, 仁木久恵訳. -- 新訂増補
版. -- 医学書院, 2003.9.

医9F図書南 490.4//O78//6553

代替医療のトリック / サイモン・シン, エツァート・エルンスト [著] ; 青木薫訳. -- 新潮社,
2010.1.

医9F図書南 492.79//SI8//6991

医師の感情 : 「平静の心」がゆれるとき / ダニエル・オーフリ著 ; 堀内志奈訳. -- 医学書院,
医9F図書南 498.14//O19//0303
2016.6.
クラッシャー上司 : 平気で部下を追い詰める人たち / 松崎一葉著. -- PHP研究所, 2017.1. 医9F図書南 498.8//MA92//1352
- (PHP新書 ; 1080).
超・反知性主義入門 / 小田嶋隆著. -- 日経BP社.

医9F図書北 914.6//O17//1351

【レジデントマニュアルシリーズ】
書名

配置場所

請求記号

救急レジデントマニュアル / 佐々木淳一編集. -- 第6版. -- 医学書院, 2018.5.

医9F図書南 492.29//SA75//1825

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図書南 492.29//SE19//7668

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図書南 493.15//KA37//5883

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図書南 493.17//KA51//8038

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図書南 493.23//KO12//5911

書名
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.

配置場所

請求記号

医9F図書南 493.23//TA48//0804

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図書南 493.3//TA87//9333
消化器内科診療レジデントマニュアル / 工藤正俊編集. -- 医学書院, 2018.11.

医9F図書南 493.4//KU17//2091

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図書南 493.4//TO46//2459

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図書南 493.47//SH18//1295

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
医9F図書南 493.49//Y92//6058
書院, 2017.4.
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図書南 493.7//MI34//6059

神経病レジデントマニュアル / 栗原照幸, 木下和夫著. -- 第2版. -- 医学書院, 1997.7.

医9F図書南 493.72//KU61//6014

脳卒中レジデントマニュアル / 峰松一夫監修 ; 横田千晶編集. -- 第2版. -- 中外医学社,
2013.3.

医9F図書南 493.73//Y78//7209

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図書南 493.8//F62//7856

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図書南 493.9//A92//0805

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図書南 494//MA76//1173

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,
医9F図書南 494.24//F95//2462
2008.6.
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図書南 494.27//TA26//0631

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図書南 494.5//KO49//0692

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図書南 494.627//N58//0302

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図書南 494.65//J47//8519

救急整形外傷レジデントマニュアル / 田島康介著. -- 第2版. -- 医学書院, 2018.11.

医9F図書南 494.7//TA26//2083

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図書南 494.7//TA84//8303

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//1688

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図書南 494.92//SA75//4117

腎臓内科レジデントマニュアル / 今井圓裕編著. -- 改訂第7版. -- 診断と治療社, 2015.4.

医9F図書南 494.93//I43//9343

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図書南 494.93//KO61//1498

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.

医9F図書南 496.5//TA94//0797

【ゴールデンハンドブックシリーズ】
書名

配置場所

請求記号

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. -医9F図書南 493.2//J96//9118
改訂第3版. -- 南江堂, 2013.3.

書名

配置場所

請求記号

肝臓病診療ゴールデンハンドブック = Golden handbook of hepatology / 泉並木編集. -- 改
医9F図書南 493.47//I99//6111
訂第2版. -- 南江堂, 2012.10.
内分泌・代謝ゴールデンハンドブック = Golden handbook of endocrinology and metabolism /
医9F図書南 493.49//TA17//9971
田上哲也編. -- 南江堂, 2015.12.
感染症診療ゴールデンハンドブック = Golden handbook of infectious diseases / 椎木創一,
仲松正司編集. -- 改訂第2版. -- 南江堂, 2018.6.

医9F図書南 493.8//SH32//1824

緩和ケアゴールデンハンドブック / 堀夏樹編著. -- 改訂第2版. -- 南江堂, 2015.6.

医9F図書南 494.5//H87//9360

【プラチナマニュアルシリーズ】
書名

配置場所

請求記号

精神診療プラチナマニュアル / 松崎朝樹著. -- 第1版. -- メディカル・サイエンス・インターナ
医9F図書南 493.72//MA92//1785
ショナル, 2018.3.
感染症プラチナマニュアル2018 / 岡秀昭著. -- 第4版. -- メディカル・サイエンス・インターナ
医9F図書南 493.8//O36//1779
ショナル, 2018.3.

【臨床実習前に読んでおきたい１冊】
書名

配置場所

請求記号

しぐさのマナーとコツ / 井垣利英監修 ; 伊藤美樹絵. -- 学習研究社, 2006.9. -- (暮らしの絵
医9F図書北 385.9//I89//1405
本).
診療場面のコミュニケーション : 会話分析からわかること / ジョン・ヘリテッジ, ダグラス・メイ
医9F図書南 490.14//H53//9959
ナード編著 ; 川島理恵, 樫田美雄, 岡田光弘, 黒嶋智美訳. -- 勁草書房, 2015.9.
戦略としての医療面接術 : こうすればコミュニケーション能力は確実に向上する / 児玉知之
医9F図書南 490.14//KO18//9777
著. -- 医学書院, 2015.11.
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
医9F図書南 490.14//KU82//1040
出版, 2016.2.
『通じる力』医師のためのコミュニケーションスキル入門 / 村田敬著. -- 金芳堂, 2017.6.

医9F図書南 490.14//MU59//6215

医師のためのパフォーマンス学入門 : 患者の信頼を得るコミュニケーションの極意 / 佐藤綾
医9F図書南 490.14//SA85//1839
子著. -- 新版. -- 日経メディカル開発.
医者と患者のコミュニケーション論 / 里見清一著. -- 新潮社, 2015.10. -- (新潮新書 ; 638). 医9F図書南 490.14//SA86//9930
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図書南 490.7//I97//5005

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,
医9F図書南 490.7//I97//5006
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).
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図書南 490.7//I97//5007

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図書南 490.7//KI58//2954

医療福祉をつなぐ関連職種連携 : 講義と実習にもとづく学習のすべて / 北島政樹総編集 ;
丸山仁司 [ほか] 編集. -- 南江堂, 2013.4.

医9F図書南 490.7//KI65//6870

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
医9F図書南 490.7//MI96//1264
ル・サイエンス・インターナショナル, 2017.4.
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
医9F図書南 490.7//N28//7701
出版社, 2013.1.
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図書南 490.7//SA25//2956

ポートフォリオ評価とコーチング手法 : 臨床研修・臨床実習の成功戦略! / 鈴木敏恵著. -医学書院, 2006.4.

医9F図書南 490.7//SU96//0944

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図書南 490.7//W46//1434

書名

配置場所

請求記号

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
医9F図書南 490.7//W46//7985
誰も聞いてませんよ! / 渡部欣忍著 ; [正] ∥ 1).
USMLEから学ぶOSCE・臨床実習診療テクニック / Tao Le, Vikas Bhushan, Mae Sheikh‐Ali,
医9F図書南 492//L46//1287
Fadi Abu Shahin著 ; 佐地勉訳. -- メジカルビュー社, 2008.4.
USMLEから学ぶOSCE・臨床実習セルフチェック / Jennifer K. Rooney著 ; 佐地勉訳. -- メジ
医9F図書南 492//R67//1288
カルビュー社, 2008.4.
セイントとフランシスの病棟実習・研修ガイド : 診察の仕方から業務のコツまで / Jeffrey G
Wiese, Stephen Bent, Sanjay Saint [著] ; 大西弘高訳. -- 丸善, 2009.11.

医9F図書南 492//W72//2261

医学生のための基本的臨床手技 : OSCE/Post-CC OSCEに役立つ / 山田高嗣, 友田恒一
医9F図書南 492//Y19//1607
編集. -- 診断と治療社, 2018.2.
臨床実習・内科研修のための診察の仕方と問題解決ハンドブック / 蓮村靖著. -- 改訂第4
版. -- 南江堂, 2005.9.

医9F図書南 492.1//H39//9697

臨床実習へのステップアップ : 臨床症例から基礎を学ぶ / サミール・メータ[ほか]編. -- メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル, 2004.4.

医9F図書南 492.1//ME21//7703

臨床実習のための画像診断入門 / 渡部健二, 和佐勝史編集. -- 大阪大学出版会, 2013.8. 医9F図書南 492.43//W45//7349
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

学部講義から臨床実習・初期研修までこれ一冊でOK!循環器内科学テキスト:医学生必
携:WEBでエコーや造影の動画が見られる 模擬心音が聞ける/松下毅彦著:鄭忠和監修. -第1版. -- メディカ出版, 2012.6.

医9F図書南 493.2//MA88//5532

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

小児プライマリ・ケア虎の巻 : 医学生・研修医実習のために / 日本外来小児科学会編集 ;
武谷茂〔ほか〕執筆. -- 医学書院, 2001.9.

医9F図書南 493.92//N77//5068

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9F図書南 498.14//I67//7648
- 医療タイムス社, 2012.7.
患者接遇パーフェクト・レッスン : ケーススタディで学ぶ : 患者応対マナーのランクアップ教本
医9F図書南 498.14//KO97//7149
/ 小山美智子著. -- 医学通信社, 2012.11.
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図書南 498.14//MA27//0227

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図書南 498.14//MI91//5791

患者接遇マナー基本テキスト : 医療に従事する人のための / 田中千惠子編. -- 改訂版. -医9F図書南 498.14//TA84//1059
日本能率協会マネジメントセンター, 2017.2.
「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. -医9F図書南 498.163//H93//5428
日本看護協会出版会, 2012.5.

【最新版ガイドライン】 ＊ガイドラインは書架に並んでいます。
書名

配置場所

請求記号

ガイドライン外来診療 : 今日の診療のために / 泉孝英編集主幹 ;2017(第17版). -- 日経メ
ディカル開発.

医9F図書南 492//I99//1103

救急・集中治療最新ガイドライン / 岡元和文編著 ; 2018-'19. -- 総合医学社, 2012.2-.

医9F図書南 492//O42//1677

Common Diseaseの診療ガイドライン : 総合診療における診断・治療の要点と現場での実際
医9F図書南 492.1//Y75//1100
の考え方 / 横林賢一, 渡邉隆将, 斎木啓子編集. -- 羊土社, 2017.4. -- (Gノート別冊).
免疫抑制薬TDM標準化ガイドライン : 2018 / 日本TDM学会, 臓器移植編. -- 金原出版,
2018.10.

医9F図書南 492.3//N77//2080

自己炎症性疾患診療ガイドライン / 日本小児リウマチ学会編集 ; 2017. -- 診断と治療社,
2017.12.

医9F図書南 493.1//N77//6377

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
医9F図書南 493.11//KO83//1320
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.

書名

配置場所

請求記号

成人スチル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等政策研究事業
医9F図書南 493.11//KO83//6378
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, 2017.11.
最新アミロイドーシスのすべて : 診療ガイドライン2017とQ&A / 植田光晴編集. -- 医歯薬出
医9F図書南 493.12//A47//0868
版, 2017.3.
シスチノーシス(シスチン蓄積症)診療ガイドライン / シスチノーシス(シスチン蓄積症)診療ガ
イドライン作成委員会編集 ; 2018. -- 診断と治療社, 2018.3.

医9F図書南 493.12//C99//1744

ムコ多糖症(MPS)II型診療ガイドライン / ムコ多糖症(MPS)II型診療ガイドライン作成委員会
編集 ; 2017. -- 診断と治療社, 2017.3.

医9F図書南 493.12//MU13//1658

ポンペ病診療ガイドライン / ポンペ病診療ガイドライン作成委員会編集 ; 2017. -- 診断と治
医9F図書南 493.12//P78//1656
療社, 2017.3.
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図書南 493.123//N77//1072

ラテックスアレルギー安全対策ガイドライン / 日本ラテックスアレルギー研究会作成 ; 2018.
-- [日本ラテックスアレルギー研究会], 2006.7-.

医9F図書南 493.14//N77//2104

食物アレルギー診療ガイドライン / 日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会作成 ;
2016(2018年改訂版). -- 協和企画 (発売), 2005.11-.

医9F図書南 493.14//N77//2131

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図書南 493.17//N77//1454

サルコペニア診療ガイドライン / サルコペニア診療ガイドライン作成委員会編 ; 2017年版. 医9F図書南 493.185//SA69//6390
- 日本サルコペニア・フレイル学会.
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 / 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 医9F図書南 493.24//N77//1272
集 ; 2017. -- 南江堂, 2017.5.
動脈硬化性疾患予防ガイドライン / 日本動脈硬化学会編集 ; 2017年版. -- 日本動脈硬化
学会, 2007.4-.

医9F図書南 493.24//N77//1811

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図書南 493.29//N77//1266

リンパ浮腫診療ガイドライン / リンパ浮腫診療ガイドライン作成委員会編 ; 2018年版. -- 金
医9F図書南 493.29//N77//1675
原出版, 2009.1-.
造血器腫瘍診療ガイドライン / 日本血液学会編 ; 2018年版. -- 金原出版, 2013.10-.

医9F図書南 493.29//N77//1950

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン / 日本小児アレルギー学会作成 ; 2017. -- 協和企
医9F図書南 493.36//N77//6388
画, 2000.4-.
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 医9F図書南 493.38//KO83//1049
編集 ; 2017. -- 南江堂, 2017.2.
肺癌診療ガイドライン : IV期非小細胞肺癌薬物療法 / 日本肺癌学会編 ; 2017年版. -- 金
原出版, 2017.12.

医9F図書南 493.385//N77//6391

胃癌治療ガイドライン : 医師用 / 日本胃癌学会編. -- 第5版. -- 金原出版, 2018.1.

医9F図書南 493.455//N77//1676

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図書南 493.46//N77//1447

急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2018 : TG18新基準掲載 / 高田忠敬編. -- 第3版. -医学図書出版, 2018.9.

医9F図書南 493.47//TA28//2009

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図書南 493.475//N77//1455

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,
医9F図書南 493.49//N77//1463
2017.9.
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図書南 493.6//N77//1444

書名

配置場所

請求記号

副腎白質ジストロフィー(ALD)診療ガイドライン = Practical guidline for the management of
adrenoleukodystrophy(ALD) / 副腎白質ジストロフィー(ALD)診療ガイドライン作成委員会編 医9F図書南 493.73//F76//1657
集 ; 2017. -- 診断と治療社, 2017.3.
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図書南 493.73//N77//6339

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン / 「脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療
ガイドライン」作成委員会編集 ; 2018. -- 南江堂, 2018.6.

医9F図書南 493.73//SE44//1830

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
医9F図書南 493.73//TA19//1080
ライン」作成委員会編集 ; 2017. -- 医学書院, 2017.6.
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図書南 493.73//TA88//1246

ジストニア診療ガイドライン / 「ジストニア診療ガイドライン」作成委員会編集 ; 2018. -- 南江
医9F図書南 493.74//D99//6495
堂, 2018.6.
パーキンソン病診療ガイドライン / 「パーキンソン病診療ガイドライン」作成委員会編集 ;
2018. -- 医学書院, 2018.5.

医9F図書南 493.74//P24//6491

てんかん診療ガイドライン : 2018 / 「てんかん診療ガイドライン」作成委員会編集. -- 医学書
医9F図書南 493.74//TE36//6468
院, 2018.3.
アメリカ精神医学会BPSDに対する抗精神病薬治療ガイドライン : 認知症の焦燥や精神病症
状に対して / American Psychiatric Association著 ; 新井平伊監訳. -- ワールドプランニン 医9F図書南 493.758//A44//6386
グ, 2017.11.
BPSD初期対応ガイドライン : 介護施設,一般病院での認知症対応に明日から役立つ / 服部
英幸編集 ; 精神症状・行動異常(BPSD)を示す認知症患者の初期対応の指針作成研究班 医9F図書南 493.758//H44//1862
著. -- 改訂版. -- ライフ・サイエンス, 2018.6.
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図書南 493.758//N76//1182

MRSA感染症の治療ガイドライン / MRSA感染症の治療ガイドライン作成委員会編 ; 2014. 医9F図書南 493.83//MR//1653
- 改訂版. -- 日本化学療法学会, 2014.8.
結核診療ガイド = Guide for tuberculosis / 日本結核病学会編集. -- 南江堂, 2018.6.

医9F図書南 493.89//N77//1841

小児アレルギー疾患総合ガイドライン / 日本小児アレルギー学会作成 ; 協和企画編集 ;
2011. -- 協和企画, 2011.5.

医9F図書南 493.931//N 77//1714

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図書南 493.931//N77//1281

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
医9F図書南 493.932//N77//1501
社, 2017.10.
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図書南 493.934//N77//1260

小児内分泌学会ガイドライン集 / 日本小児内分泌学会編. -- 中山書店, 2018.2.

医9F図書南 493.934//N77//1606

小児急性胃腸炎診療ガイドライン / 日本小児救急医学会診療ガイドライン作成委員会編集
医9F図書南 493.934//N77//1717
; 2017年版. -- [日本小児救急医学会], 2017.
胆道閉鎖症診療ガイドライン / 日本胆道閉鎖症研究会編. -- へるす出版, 2018.10.

医9F図書南 493.934//N77//6642

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図書南 493.935//N77//1453

児童・青年期精神疾患の薬物治療ガイドライン / 中村和彦編集. -- じほう, 2018.11.

医9F図書南 493.937//N37//2108

創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン / 日本皮膚科学会創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン策定委員会編
医9F図書南 494.33//N77//6493
; 2018. -- 第2版. -- 金原出版, 2018.6.
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 ;
医9F図書南 494.5//N77//1384
2017年版. -- 金原出版, 2017.7.

書名
原発不明がん診療ガイドライン / 日本臨床腫瘍学会編集. -- 改訂第2版. -- 南江堂,
2018.7.

配置場所

請求記号

医9F図書南 494.5//N77//1949

がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン / 日本緩和医療学会緩和医療ガイドラ
医9F図書南 494.5//N77//6399
イン作成委員会編集 ; 2017年版. -- 金原出版, 2011.7-.
褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン / 日本内分泌学会「悪性褐色細胞腫の実
医9F図書南 494.5//N77//6560
態調査と診療指針の作成」委員会編集 ; 2018. -- 診断と治療社, 2018.8.
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.

医9F図書南 494.53//N77//1033

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図書南 494.644//N77//1327

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図書南 494.658//N77//1122

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図書南 494.74//N77//1265

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・ 医9F図書南 494.8//KY3//1165
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.
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
医9F図書南 494.9//N77//1280
ディカル, 2017.4.
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.
医9F図書南 494.93//A34//1034
-- 東京医学社, 2016.12.
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,
医9F図書南 494.93//J52//1449
2017.4.
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
医9F図書南 494.93//KO83//1299
腎障害に対する調査研究班編 ; 2017. -- 東京医学社, 2015.1-.
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 ; 2017. -- 東京医学社, 2014.12-. 医9F図書南 494.93//KO83//1300
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 ; 2017. -- 東京医学社, 2014.12-.

医9F図書南 494.93//KO83//1301

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 ; 2017. -- 東京医学社, 2014.12-.

医9F図書南 494.93//KO83//1302

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図書南 494.93//N77//1298

エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン / 日本腎臓学会編集 ; 2018. -- 東京医学社,
2009.3-.

医9F図書南 494.93//N77//1834

腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン / 日本腎臓学会, 日本医学放
射線学会, 日本循環器学会共同編集 ; 2018. -- 東京医学社, 2012.4-.

医9F図書南 494.93//N77//1955

腎癌診療ガイドライン / 日本泌尿器科学会編 ; 2017年版. -- 金原出版, 2007.10-.

医9F図書南 494.93//N77//2062

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
医9F図書南 495.2//N77//6174
2017 -- 日本産科婦人科学会, [2008]-.
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 ; 婦人科
医9F図書南 495.2//N77//6417
外来編2011. -- 日本産科婦人科学会, [2008]-.
稀少部位子宮内膜症診療ガイドライン / 「難治性稀少部位子宮内膜症の集学的治療のた
めの分類・診断・治療ガイドライン作成」研究班編集. -- 診断と治療社, 2018.10.

医9F図書南 495.43//N48//6641

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-.

医9F図書南 495.43//N77//1386

子宮体がん治療ガイドライン / 日本婦人科腫瘍学会編 ; 2018年版. -- 金原出版, 2009.11-. 医9F図書南 495.43//N77//1959
治療編 / 日本乳癌学会編 ; 2018年版. -- 金原出版, 2018.5. -- (乳癌診療ガイドライン / 日
医9F図書南 495.46//N77//1794
本乳癌学会編 ; 1).

配置場所

書名
疫学・診断編 / 日本乳癌学会編 ; 2018年版. -- 金原出版, 2018.5. -- (乳癌診療ガイドライ
ン / 日本乳癌学会編 ; 2).

請求記号

医9F図書南 495.46//N77//1822

小児急性中耳炎診療ガイドライン / 日本耳科学会, 日本小児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽
医9F図書南 496.6//N77//6492
喉科感染症研究会編 ; 2018年版. -- 金原出版, 2006.11-.
嚥下障害診療ガイドライン / 日本耳鼻咽喉科学会編 ; 2018年版. -- 第3版(2018年版). -金原出版, 2018.9.

医9F図書南 496.8//N77//1958

頭頸部癌診療ガイドライン / 日本頭頸部癌学会編 ; 2018年版. -- 金原出版, 2009.3-.

医9F図書南 496.8//N77//6398

音声障害診療ガイドライン / 日本音声言語医学会, 日本喉頭科学会編 ; 2018年版. -- 金原
医9F図書南 496.9//N77//6466
出版, 2018.3.
病院感染対策ガイドライン / 国公立大学附属病院感染対策協議会編集 ; 2018年版. -- じ
ほう, 2018.8.

医9F図書南 498.6//KO49//2022

医学分館のページには、便利なデータベース・電子Bookの情報も満載です。
ぜひ、活用してください。
ガイドラン最新版は、図書館で!!
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