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新連載

 図書館学　　　　　　　　　　　　　　　　     
『専門図書館と著作権Q＆A』専門図書館協議会
／専門図書館協議会

 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　     
『法の理論』竹下賢／成文堂
『ソフトローによる社会改革』遠藤直哉／幻冬舎
メディアコンサルティング

 憲法・行政法　　　　　　　　　　　　　　     
『外国籍DV被害者相談のためのシート』東京都
生活文化局／東京都生活文化局都民生活部

『行政判例百選 第6版』有斐閣
『サービス付き高齢者向け住宅 法令通知ハンドブ
ック』厚生行政出版会

 民法　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
『すぐに役立つ最新これだけは知っておきたい実践
契約書式フォーマット71』三修社

『夫婦の財産的独立と平等』坂本圭右／成文堂
『設題解説戸籍実務の処理 改訂』日本加除出版
『交通事故の法律相談 新版』羽成守／青林書院

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる
実務一切』東京弁護士会親和全期会／自由国民
社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『生命保険事業概況』生命保険協会／生命保険協
会

 刑事特別法　　　　　　　　　　　　　　　   
『シンポジウムあなたも「秘密保全法」にねらわれ
る』広島弁護士会／広島弁護士会

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　   
『法律家の国際協力』日本弁護士連合会／現代人
文社

『シンポジウム「法科大学院制度の現状と課題」』
札幌弁護士会／札幌弁護士会

『第55回人権擁護大会決議案』日本弁護士連合
会／日本弁護士連合会

『日本弁護士連合会の人権擁護活動』日本弁護士
連合会／日本弁護士連合会

『あなたのそばに弁護士はいますか』長崎県弁護
士会／長崎県弁護士会

『Q＆Aで分かる法律事務職員実践ガイド』第二
東京弁護士会弁護士業務センター／第一法規

 民事訴訟法　　　　　　　　　　　　　　　        
『重点講義民事訴訟法』高橋宏志／有斐閣

 破産法　　　　　　　　　　　　　　　　　        
『過払金請求訴訟の現状と判例』（DVD）東京弁
護士会／東京弁護士会

『自己破産 ・個人再生（中級）』（DVD）東京弁
護士会／東京弁護士会

『新人研修（総論／任意破産，自己破産，個人再
生）』（DVD）東京弁護士会／東京弁護士会

『リレー研修』（DVD）東京弁護士会／東京弁護
士会

『ロールプレイ債務整理事件処理の流れ』（DVD）
東京弁護士会／東京弁護士会

『改正貸金業法について』（DVD）東京弁護士会
／東京弁護士会

『労働 生活保護 セーフティネット』（DVD）東京
弁護士会／東京弁護士会

『やみ金対策の基本と応用』（DVD）東京弁護士
会／東京弁護士会

『過払金の徹底回収の方策』（DVD）東京弁護士
会／東京弁護士会

『破産 ・個人再生手続事件の処理』（DVD）東京
弁護士会／東京弁護士会

『過払金訴訟の諸問題』（DVD）東京弁護士会／
東京弁護士会

『知っておきたいクレジット・サラ金事件処理の最
新論点』全国クレジット・サラ金問題対策協議会
／全国クレジット・サラ金問題対策協議会出版部

 刑事訴訟法　　　　　　　　　　　　　　  　
『大コンメンタール刑事訴訟法 第2版』河上和雄
／青林書院

『冤罪と闘った44年』日本弁護士連合会人権擁
護委員会／日本弁護士連合会人権擁護委員会布
川事件委員会

 経済産業法　　　　　　　　　  　　　　　　   
『逐条解説東京都消費生活条例』東京都生活文
化局／東京都生活文化局消費生活部企画調整課

『クラウドビジネスと法』ソフトウェア情報センタ
ー／第一法規

『原発民衆法廷』原発を問う民衆法廷実行委員会
／三一書房

『建設関連業のためのわかりやすい下請法遵守の
手引 新版』建設業適正取引推進機構／建設業適
正取引推進機構

『金商法大系』証券法研究会／商事法務
『先物取引裁判例集』先物取引被害全国研究会／
先物取引被害全国研究会

 無体財産法　　　　　　　　　　  　　　　　   
『民法でみる知的財産法 第2版』金井高志／日
本評論社

『発明／共同発明の成立と共同発明者の認定から
評価・処遇へ』影山光太郎／経済産業調査会

『著作権法と不正競争防止法の交錯問題に関する
研究』著作権情報センター／著作権情報センター

 交通法・通信法　　　　　　　　　　　　　   
『旅館・ホテルの法律相談』本多藤男／創英社
『放送倫理検証委員会』放送倫理検証委員会／
放送倫理・番組向上機構（BPO）放送倫理検証
委員会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『企業買収と労働者保護法理』金久保茂／信山社
『労働者派遣の実務Q＆A 改訂版』外井浩志／
三協法規出版

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　　       
『シンポジウム「危機に立つ社会保障−社会保障・
税一体改革を考える」』愛知県弁護士会／愛知県
弁護士会

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　　      
『医療事件の実務』藤田陽子／東京法律相談運営
連絡協議会

『患者の権利オンブズマン青書』患者の権利オン
ブズマン／九州リーガルサービス出版部リーガルブ
ックス

『あぶないハーブ』小森栄／三一書房

 衛生・環境公害法　　　　　　　　　　　　        
『強いられた死のない社会をめざして』日本弁護士
連合会第55回人権擁護大会シンポジウム第2分
科会実行委員会／日本弁護士連合会第55回人
権擁護大会シンポジウム第2分科会実行委員会

『廃棄物処理法重点整理』佐藤泉／オフィスTM
『豊かな海をとり戻すために』日本弁護士連合会
第55回人権擁護大会シンポジウム第3分科会実
行委員会／日本弁護士連合会第55回人権擁護
大会シンポジウム第3分科会実行委員会

『汚染リスク不動産取引の法務・会計・税務』太
田秀夫／中央経済社

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　　        
『どうなるどうする日本の教育』日本弁護士連合
会第55回人権擁護大会シンポジウム第1分科会
実行委員会／日本弁護士連合会第55回人権擁
護大会シンポジウム第1分科会実行委員会

『アカデミック・ハラスメント対策の本格展開』井
口博／地域科学研究会

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　        
『海外子会社の契約書管理』長谷川俊明／中央経
済社

 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『簡易生命表』厚生労働省大臣官房統計情報部
／厚生労働統計協会

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『多剤耐性菌の検査と臨床』医学書院
『賠償科学からみたCRPS』金原出版
『放射線の子どもへの健康影響』診断と治療社
『「指標」・「基準」の使い方とエビデンス』へるす
出版

『高齢者の摂食・嚥下最前線』へるす出版
『大震災と循環器・呼吸器疾患』医学書院
『今日のコンタクトレンズ診療』沢充／金原出版
『脳室と髄液腔の最新情報』中央医学社
『震災後の痛み患者への対応』真興交易医書出版
部

『精神障がい者のための就労支援』米川和雄／へ
るす出版

『冠動脈外科の要点と盲点 第2版』坂田隆造／
文光堂

『正しいステロイドの使い方 改訂3版』宮坂信之
／医薬ジャーナル社

『多発性骨髄腫Updating』清水一之／医薬ジャ
ーナル社

『災害時における循環器診療』メジカルビュー社
『これでわかる認知症診療 改訂第2版』浦上克哉
／南江堂

『疾患別に診る嚥下障害』片桐伯真／医歯薬出版
『臨床工学関連法規集』医薬ジャーナル社
『創傷・熱傷ガイドライン』日本皮膚科学会創傷・
熱傷ガイドライン策定委員会／金原出版

『肺癌・頭頸部癌・甲状腺癌取扱い規約抜粋 4版』
金原出版編集部／金原出版

『作業療法学ゴールド・マスター・テキスト』鈴木
孝治／メジカルビュー社

『脳波と精神神経症状』細川清／中山書店
『解剖学アトラス 原著第10版』Platzer, Werner
／文光堂

『新たな神経障害性痛の治療戦略』真興交易医書
出版部

『標準生化学』藤田道也／医学書院
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『薬の処方の新常識』仲里信彦／羊土社
『急性中毒診療レジデントマニュアル 第2版』上
條吉人／医学書院

『磁気共鳴画像学』中田力／日本医事新報社
『神経伝導検査テキスト』栢森良二／医歯薬出版
『わかりやすい輸液管理Q＆A 第2版』岡元和文
／総合医学社

『実践・輸血マニュアル』脇本信博／医薬ジャー
ナル社

『はじめての人工呼吸管理』岡元和文／中外医学
社

『カラー写真で学ぶ高齢者の看護技術』大塚真理
子／医歯薬出版

『CRPSの診断・治療ガイド』浜田良機／全日本
病院出版会

『糖尿病学』門脇孝／診断と治療社
『糖尿病専門医研修ガイドブック 改訂第5版』日
本糖尿病学会／診断と治療社

『血液疾患の病態生理』Bunn，H．Franklin／メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル

『発熱性好中球減少症（FN）診療ガイドライン』
日本臨床腫瘍学会／南江堂

『みんなに役立つ血友病の基礎と臨床 改訂版』白
幡聡／医薬ジャーナル社

『熱中症Review』三宅康史／中外医学社
『みんなに役立つ造血幹細胞移植の基礎と臨床 改
訂版』神田善伸／医薬ジャーナル社

『消化器外科・内科医のための食道癌診療マニュ
アル』河野辰幸／診断と治療社

『大腸内視鏡挿入の基本とトラブルシューティン

グ』樫田博史／羊土社
『遺伝性大腸癌診療ガイドライン』大腸癌研究会
／金原出版

『大腸癌 改訂4版』杉原健一／医薬ジャーナル社
『B型肝炎』医歯薬出版
『肝炎ウイルス−B型・C型』熊田博光／医薬ジ
ャーナル社

『多発性硬化症（MS）と視神経脊髄炎（NMO）
の基礎と臨床』藤原一男／医薬ジャーナル社

『脳梗塞の予防と再発防止 改訂3版』山口武典
／医薬ジャーナル社

『てんかん学の新展開』金芳堂
『認知症の診断と治療』医薬ジャーナル社
『大人の発達障害』南山堂
『日常診療におけるうつ病治療指針』中尾睦宏／
医薬ジャーナル社

『ウイルス感染症』金原出版
『インフルエンザの最新知識Q＆A』鈴木宏／医
薬ジャーナル社

『小児科診断・治療指針』遠藤文夫／中山書店
『小児ICUマニュアル 改訂6版』志馬伸朗／永井
書店

『発達障害医学の進歩』本城秀次／診断と治療社
『麻酔への知的アプローチ 第8版』稲田英一／日
本医事新報社

『脳神経外科学 改訂第11版』太田富雄／金芳堂
『イラストで見る食道・大腸EMRと胃ESD』松
橋信行／メジカルビュー社

『脊椎脊髄手術の医療安全』医学書院
『脊椎脊髄外科サージカル・テクニック』今栄信

治／メジカルビュー社
『急性腎不全・AKI診療Q＆A』野入英世／中外
医学社

『女性を診る際に役立つ知識』武谷雄二／新興医
学出版社

『乳腺腫瘍学』日本乳癌学会／金原出版
『これからの乳癌診療』福田護／金原出版
『乳がん薬物療法 改訂版』戸井雅和／医薬ジャー
ナル社

『症例から学ぶ周産期診療ワークブック』日本周
産期・新生児医学会／メジカルビュー社

『医療事故の舞台裏』長野展久／医学書院
『スポーツ医学研修ハンドブック 第2版』文光堂

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『東京都消費生活条例関係規程集』東京都生活
文化局／東京都生活文化局消費生活部企画調整
課

『COPYRIGHT LAW OF JAPAN』大山幸房／
著作権情報センター

 判例集・裁決例集・命令集　　　　　　　　　
『交通事故民事裁判例集』不法行為法研究会／ぎ
ょうせい

『海難審判庁・海難審判所裁決例集』海難審判
協会／海難審判協会

『土地収用裁決例集』全国収用委員会連絡協議
会／ぎょうせい

『不当労働行為事件命令集』中央労働委員会事
務局／労委協会
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