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著者(編者)名 書名 出版者

伊藤 健太, 笠井 正志 小児感染症のトリセツＲＥＭＡＫＥ 金原出版

牛島 俊和, 眞貝 洋一 イラストで徹底理解するエピジェネティクスキーワード事典 - 分子機構から疾患・解析技術まで 羊土社

山本 雅, 仙波 憲太郎, 山梨 裕司 イラストで徹底理解するシグナル伝達キーワード事典 羊土社

石井 一夫 Ｒとグラフで実感する生命科学のための統計入門 羊土社

五十嵐 隆 小児腎疾患の臨床 診断と治療社
アルバート・Ｊ・ポマラン, スバプナ・サブニス, 上村 克徳(監訳), 笠井 正志(監訳) 小児症候学８９ エルゼビア・ジャパン

田村 隆明 バイオ試薬調製ポケットマニュアル―欲しい試薬がすぐにつくれる基本操作と注意・ポイント 羊土社

田淵 アントニオ トシ、１日１分でいいからフクシマ英語に触れてみて。それだけできっと世界は変わる。 ＳＣＩＣＵＳ

田淵 アントニオ 『トシ、１週間であなたの医療英単語を１００倍にしなさい。できなければ解雇よ。』 ＳＣＩＣＵＳ

田淵 アントニオ 『トシ、聴くだけであなたの医療英単語が１００倍になるＣＤブックよ。』 ＳＣＩＣＵＳ

神田 英一郎 医学論文執筆のための臨床研究と医療統計 - まずはここからはじめよう！ メジカルビュー社

Ｌａｎｇｈａｍ，Ｃ．Ｓ． 国際論文Ｅｎｇｌｉｓｈ投稿ハンドブック―カバーレター作成・査読コメントへの返答 医歯薬出版

Ｌａｎｇｈａｍ，Ｃ．Ｓ． 国際学会Ｅｎｇｌｉｓｈスピーキング・エクササイズ口演・発表・応答 医歯薬出版

「臨床泌尿器科」編集委員会 泌尿器科外来マスターバイブル 医学書院

Ｌａｎｇｈａｍ，Ｃ．Ｓ． 国際論文Ｅｎｇｌｉｓｈ査読・執筆ハンドブック 医歯薬出版

北野 正剛【監修】 消化器外科専門医へのｍｉｎｉｍａｌ　ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ―知識の整理と合格へのチェック （改訂第２版） メジカルビュー社

北野 正剛【監修】/白石 憲男/二宮 繁生【編】/藤島 紀【編集協力】 外科専門医への検査・処置手技のｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ メジカルビュー社

昭和大学消化器・一般外科学教室【編】 胸腔鏡・腹腔鏡併用食道癌根治手術―手術から周術期管理まで メジカルビュー社

杉山裕章 心電図の読み“型”教えます！ 〈Ｓｅａｓｏｎ１〉 中外医学社

中原 保裕 薬が効くしくみ―薬理学の基本がわかる ナツメ社

松井 晃 おもしろくてよくわかる単位と計算―看護・医療の基本が１から学べる！ 学研メディカル秀潤社

中村 充浩 プチナースＢＯＯＫＳ わかる！使える！バイタルサイン・フィジカルアセスメント 照林社

医療情報科学研究所【編】 クエスチョン・バンク　保健師国家試験問題解説〈２０２０〉 （第１２版） メディックメディア

池西 静江/石束 佳子【編】 看護学生スタディガイド〈２０２０〉 照林社

木村美紀/ハマハウス 王様のくすり図鑑 じほう

木村 美紀【著】/松浦 聖【作画】/石川 洋一【臨床アドバイザー】 王子様のくすり図鑑 じほう

岡田 英吉 図解ワンポイント　病理学―疾病の成り立ちと回復の促進 （新訂版） サイオ出版

池田隆徳 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 羊土社

渡辺 皓 図解ワンポイント解剖学 （新訂版） サイオ出版

黒山政一/香取祐介 初めの一歩は絵で学ぶ薬理学 - 疾患と薬の作用がひと目でわかる （第２版） じほう

縣俊彦 やさしい保健統計学 （改訂第５版増補） 南江堂

新東京病院看護部【編著】 本当に大切なことが１冊でわかる　循環器 照林社

木田 圭亮 ナースが知りたい心不全のキホン―病態と治療を説明できる！ケアに活かせる！ メディカ出版

吉沢豊予子/鈴木幸子 マタニティアセスメントガイド （新訂第４版） 真興交易医書出版部

医療情報科学研究所【編】 クエスチョン・バンク　看護師国家試験問題解説〈２０２０〉 （第２０版） メディックメディア

矢田 昭子/秦 美恵子【編】/島根大学医学部附属病院看護部【編著】 基準看護計画―臨床でよく出合う看護診断と潜在的合併症 （第３版） 照林社

マージョリ・ゴードン/看護アセスメント研究会 看護診断マニュアル - 機能的健康パターンに基づく看護診断 医学書院

医療情報科学研究所【編】 Ｓｅｌｅｃｔ必修　看護師国家試験問題集〈２０２０〉 （第１５版） メディックメディア

道又元裕 臨床で実際に役立つ疾患別看護過程 〈Ｐａｒｔ　１〉 循環器疾患 総合医学社

犬塚久美子 ひとりで学べる基礎看護技術Ｑ＆Ａ （新装版） 看護の科学社

山内豊明 まるごと図解心電図の見かた - オールカラー 照林社
加藤 恵里子【監修】/宗廣 妙子/片岡 美樹/杉浦 なおみ【編】/慶應義塾大学病院看護部【執筆】 新　周手術期看護ガイドブック―退院後の生活につなげる術前・術後ケア 中央法規出版

工藤 綾子/島田 広美【編著】 実習に役立つ！国家試験に使える！中項目別に総まとめ　老年看護学―看護師国家試験出題基準（平成３０年版）準拠 ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ

北原 茂実 あなたの仕事は「誰を」幸せにするか？―社会を良くする唯一の方法は「ビジネス」である ダイヤモンド社

自由気ままな整形外科医 医師の経済的自由―豊かな人生と理想の医療を両立できる第３のキャリアパス 中外医学社

徳田安春 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 羊土社

木下 順二 医療系のための物理学入門 講談社

市原 真 いち病理医の「リアル」 丸善出版

Ｄｒ．Ｋ 医学生・若手医師のための誰も教えてくれなかったおカネの話 金芳堂

江藤文夫 医師がひもとく日本の近世医療と日本人 医歯薬出版

水野篤 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？ メディカル・サイエンス・インターナショナル

 丸山 美帆子/長濱 祐美【編】/大隅 典子【アドバイザー】 理系女性のライフプラン―あんな生き方・こんな生き方　研究・結婚・子育てみんなどうしてる？ メディカル・サイエンス・インターナショナル

東京慈恵会医科大学 スマホで始まる未来の医療 - 医療＋ＩＣＴの最前線 日経ＢＰ社

山下 康行 ドクターがやさしく教える！医療ＡＩ入門 金原出版

山岸 敬和  南山大学学術叢書アメリカ医療制度の政治史―２０世紀の経験とオバマケア 名古屋大学出版会

二木 良夫 Ｄｒ．ＹＯＳＨＩ☆アメリカ開業医はつらいよ！―留学から１５年、私が見た本当のアメリカ医療 克誠堂出版

夏目徹  実験医学別冊あなたのラボにＡＩ（人工知能）×ロボットがやってくる - 研究に生産性と創造性をもたらすテクノロジー 羊土社

山鳥崇 ものがたりの解剖学 金原出版

室伊三男 絵でみてわかるフーリエ変換 - 数学が苦手なあなたへたちまち理解！！ＭＲＩ・画像工 ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ

山下康行 ＭＲＩに強くなるための原理の基本やさしく、深く教えます - 物理オンチでも大丈夫。撮像・読影の基本から最新技術 羊土社

扇和之/東條慎次郎 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 羊土社

倉島 保美  ブルーバックス論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」―一生モノの「説得技法」 講談社



著者(編者)名 書名 出版者

里見 清一  新潮新書医者と患者のコミュニケーション論 新潮社

廣田 弘毅  Ｄｏｊｉｎ選書麻酔をめぐるミステリー―手術室の「魔法」を解き明かす 化学同人

越智 啓太  Ｄｏｊｉｎ選書つくられる偽りの記憶―あなたの思い出は本物か？ 化学同人

颯田 葉子  Ｄｏｊｉｎ選書肥満は進化の産物か？―遺伝子進化が病気を生み出すメカニズム 化学同人

山田 憲政  Ｄｏｊｉｎ選書トップアスリートの動きは何が違うのか―スポーツ科学でわかる一流選手の秘密 化学同人

辻 聖郎 いつか貴い陽のしたで 幻冬舎メディアコンサルティング

大川淳 整形外科看護　１５年春季増刊 - 美しい解剖図あらゆる脊椎疾患豊富な手術動画 決定版！もう苦手とは言わせないまるごと脊椎これ１冊 メディカ出版

天沢ヒロ  シリーズまとめてみたまとめてみたマッチング対策 医学書院

讃岐 美智義 やさしくわかる！麻酔科研修 学研メディカル秀潤社

畑啓昭 研修医のための見える・わかる外科手術 - 「どんな手術？何をするの？」基本と手順がイラスト３ 羊土社
上阪 等【責任編集】/渥美 達也/亀田 秀人/中島 裕史/藤本 学/山口 正雄【編】  研修ノートシリーズ膠原病・リウマチ・アレルギー研修ノート 診断と治療社

宮嶋 裕明 むかしの頭で診ていませんか？神経診療をスッキリまとめました 南江堂

荒井陽一 Ｕｒｏｌｏｇｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｎｅｘｔ 腹腔鏡手術 メジカルビュー社

土谷順彦 Ｕｒｏｌｏｇｉｃ　Ｓｕｒｇｅｒｙ　Ｎｅｘt ロボット支援手術 メジカルビュー社

森皆 ねじ子  ナース専科ＢＯＯＫＳねじ子のヒミツ手技＃ エス・エム・エス
ヤング，ポール・Ａ．〈Ｙｏｕｎｇ，Ｐａｕｌ　Ａ．〉/ヤング，ポール・Ｈ．〈Ｙｏｕｎｇ，Ｐａｕｌ　Ｈ．〉/トルバート，ダニエル・Ｌ．【著】〈Ｔｏｌｂｅｒｔ，Ｄａｎｉｅｌ　Ｌ．〉/村上 徹/櫻井 武【監訳】/松〓 利行【訳】 臨床のための脳と神経の解剖学 メディカル・サイエンス・インターナショナル

服部 成介, 水島－菅野 純子 よくわかるゲノム医学 - ヒトゲノムの基本から個別化医療まで 羊土社
ストラッチャン，トム〈Ｓｔｒａｃｈａｎ，Ｔｏｍ〉/グッドシップ，ジュディス〈Ｇｏｏｄｓｈｉｐ，Ｊｕｄｉｔｈ〉/チネリー，パトリック【著】〈Ｃｈｉｎｎｅｒｙ，Ｐａｔｒｉｃｋ〉/菅野 純夫/福嶋 義光【監訳】 ゲノム医学―ゲノム情報を活かす医療のために メディカル・サイエンス・インターナショナル


