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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『The Japanese Legal System』Ginsburg, 
Tom ／ Robbins Collection, University of 
California at Berkeley

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『「憲法改正論」を論ずる』日本評論社
『憲法の円環』長谷部恭男／岩波書店
『改憲の何が問題か』奥平康弘／岩波書店

 財政法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『補助金適正化法解説 全訂新版 増補版』小滝
敏之／全国会計職員協会

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『行政救済制度3論点に関するアメリカ調査報
告書』日本弁護士連合会行政訴訟センター

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『民法概説 新訂4訂版』司法協会
『民・商法の溝をよむ』潮見佳男／日本評論社

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『会社法コンメンタール 機関（1）7』岩原紳作
／商事法務

『COSO内部統制報告書改訂版がわが国に及ぼ
す影響』日本内部統制研究学会／日本内部統
制研究学会

『海外事業の監査実務』長谷川俊明／中央経済社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『生命保険支払専門士テキスト 平成25年度』
生命保険協会

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『理論刑法学の探究 6』川端博／成文堂
『「心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った
者の医療及び観察等に関する法律」及び「心神
喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律による審判の手続
等に関する規則」の解説』法曹会

『臨床医のための司法精神医学入門』日本精神
神経学会／新興医学出版社

『不正薬物・銃砲の密輸入の動向 2012年版』
財務省関税局／財務省関税局調査課総括係

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　  
『弁護士研修講座 平成25年度秋季』東京弁護
士会弁護士研修センター運営委員会／東京弁護
士会弁護士研修センター運営委員会

『法律事務職員研修「中級講座」資料 2013
年度』東京弁護士会弁護士業務改革委員会／
東京弁護士会弁護士業務改革委員会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　 
『書式意思表示の公示送達・公示催告・証拠保
全の実務 第6版』園部厚／民事法研究会

『仮差押え・仮処分の法律相談 新版』羽成守／
青林書院

『破産手続実務ハンドブック』古川和典／ぎょう
せい

『刑事訴訟法 第2版』後藤昭／日本評論社
『大コンメンタール刑事訴訟法 第2版 第10巻 
第435条〜第507条』河上和雄／青林書院

『国選弁護活動の手引き 上訴審編』第一東京弁
護士会刑事弁護委員会／第一東京弁護士会

『判例から学ぶ捜査手続の実務 4 現行犯（準現
行犯）逮捕・最新重要判例・国家賠償請求事
件編』実務判例研究会／東京法令出版

『重大触法事件に関する実証的研究』若穂井透
／日本社会事業大学専門職大学院

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　 
『逐条解説消費者安全法 第2版』消費者庁消
費者政策課／商事法務

『経済社会と法の役割』伊藤真／商事法務
『証券取引被害判例セレクト45』全国証券問題
研究会／全国証券問題研究会

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　　 
『知的財産法概説 第5版』相沢英孝／弘文堂
『著作権法逐条講義 6訂新版』加戸守行／著作
権情報センター

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『Q&A現代型労働紛争の法律と実務』光前幸
一／日本加除出版

『雇用機会均等法・育児介護休業法 第2版』ロ
ア・ユナイテッド法律事務所／中央経済社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　 
『触法・被疑者となった高齢・障害者への支援
の研究 平成21-23年度』田島良昭

『知的障がい者の「取り調べ」に求められている
もの』南高愛隣会コロニー雲仙／南高愛隣会コ
ロニー雲仙

『こんなときどうする？福祉的支援を要する人が
被疑者・被告人になったら（長崎・滋賀・宮城
における先駆的取り組み） 平成24年度厚生労
働省社会福祉推進事業「罪に問われた高齢・障
害者等の社会内処遇を支える支援体制の構築に
ついて」』南高愛隣会

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『救命救急リーガル・セミナー』平沼直人／荘道社
『臨床医のための医療訴訟を回避するケーススタ
ディ40』白崎修一／中山書店

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『標準免疫学 第3版』宮坂昌之／医学書院
『医動物学 改訂6版』吉田幸雄／南山堂
『健診・人間ドックハンドブック 改訂5版』小
川哲平／中外医学社

『検査診断学への展望 臨床検査指針：測定とデ
ータ判読のポイント』野村努／南江堂

『日本急性血液浄化学会標準マニュアル』日本
急性血液浄化学会／医学図書出版

『心停止における心拍再開後ケア』野々木宏／へ
るす出版

『内科医のための薬の禁忌100 第2版』富野康
日己／医学書院

『単純X線写真の読み方・使い方』黒崎喜久／
医学書院

『胸部画像解剖徹頭徹尾』松永尚文／メジカル
ビュー社

『頭部画像解剖徹頭徹尾』蓮尾金博／メジカル
ビュー社

『科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 
2013』日本糖尿病学会／南江堂

『糖尿病性神経障害』中村二郎／中山書店
『膠原病・リウマチ診療 第3版』東京女子医科
大学附属膠原病リウマチ痛風センター／メジカ
ルビュー社

『アレルギー病学 普及版』山本一彦／朝倉書店
『不整脈概論』池田隆徳／メジカルビュー社
『不整脈学』井上博／南江堂
『大腸がん検診マニュアル』日本消化器がん検診
学会／日本消化器がん検診学会

『急性胆管炎・胆囊炎診療ガイドライン 第2版 
2013』急性胆管炎・胆囊炎診療ガイドライン
改訂出版委員会／医学図書出版

『慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド 2013』日本
肝臓学会／文光堂

『多発性内分泌腫瘍症診療ガイドブック』多発
性内分泌腫瘍症診療ガイドブック編集委員会／
金原出版

『副甲状腺・骨代謝疾患診療マニュアル』平田
結喜緒／診断と治療社

『リウマチ病診療ビジュアルテキスト 第2版』上
野征夫／医学書院

『リウマチ病学テキスト』日本リウマチ学会／診
断と治療社

『自殺を防ぐ診療のポイント』高橋祥友／中外医
学社

『今日の神経疾患治療指針 第2版』水澤英洋／
医学書院

『ICD-10精神科診断ガイドブック』岡崎祐士
／中山書店

『脳画像でみる精神疾患』松田博史／新興医学
出版社

『あらゆる診療科でよく出会う精神疾患を見極
め，対応する』堀川直史／羊土社

『ギラン・バレー症候群，フィッシャー症候群診
療ガイドライン 2013』「ギラン・バレー症候群，
フィッシャー症候群診療ガイドライン」作成委
員会／南江堂

『慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー，多巣
性運動ニューロパチー診療ガイドライン 2013』

「慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー，多巣
性運動ニューロパチー診療ガイドライン」作成委
員会／南江堂

『 T I A（一過性脳虚血発作）急性期医療の実際』
峰松一夫／診断と治療社

『失語症Q&A』種村純／新興医学出版社
『小脳と運動失調』西沢正豊／中山書店
『Q&Aでひも解く高次脳機能障害』廣實真弓／
医歯薬出版

『実践臨床麻酔マニュアル』竹内護／中外医学社
『慢性頭痛の診療ガイドライン 2013』日本神
経学会／医学書院

『不安障害診療のすべて』塩入俊樹／医学書院
『小児頭部外傷』栗原まな／医歯薬出版
『誤診症例から学ぶ認知症とその他の疾患の鑑
別』朝田隆／医学書院

『実践・認知症診療 第1巻 認知症の人と家族・
介護者を支える説明』繁田雅弘／医薬ジャーナ
ル社

『統合失調症』福田正人／医学書院
『心電図のみかた，考えかた 基礎編』杉山裕章／
中外医学社

『大うつ病性障害・双極性障害治療ガイドライン』
日本うつ病学会／医学書院

『あなたも名医！「うつ状態」を知る・診る』五
十嵐良雄／日本医事新報社

『重症新型インフルエンザ診断と治療の手引』厚
生労働省／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル

『こども×くすりの盲点 小児医療現場で起こっ
ている薬の危険』小嶋純／南山堂

『食物アレルギー診療ガイドライン 2012』日
本小児アレルギー学会／協和企画

『こどものアレルギー診療のポイント』近藤直実
／診断と治療社

『保護者と学校の先生に伝えたい食物アレルギー
の基礎知識 改訂第2版』兵庫食物アレルギー
研究会／診断と治療社

『小児アレルギー疾患総合ガイドライン 2011』
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日本小児アレルギー学会／協和企画
『予防接種マネジメント』田原卓浩／中山書店
『臨床小児麻酔ハンドブック 改訂第3版』香川
哲郎／診断と治療社

『新麻酔科ガイドブック 改訂第2版』斎藤繁／
真興交易医書出版部

『頭頸部癌診療ガイドライン 2013年版』日本
頭頸部癌学会／金原出版

『門脈圧亢進症取扱い規約 第3版』日本門脈圧
亢進症学会／金原出版

『重症頭部外傷治療・管理のガイドライン 第3
版』重症頭部外傷治療・管理のガイドライン作
成委員会／医学書院

『脳動脈瘤とくも膜下出血』山浦晶／医学書院
『泌尿器科癌取扱い規約』日本泌尿器科学会／
金原出版

『側弯症治療の最前線 基礎編』日本側彎症学会
／医薬ジャーナル社

『CKDブック 慢性腎臓病管理の手引』Daugirdas 
John T.／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル

『臨床腎臓内科学』安田隆／南山堂
『糖尿病腎症のすべて』古家大祐／中山書店
『CKD診療テキスト かかりつけ医と専門医の連
携のために』富野康日己／中外医学社

『CKD早期発見・治療ベストガイド 寛解につな
がる慢性腎臓病へのアプローチ』佐中孜／医学
書院

『前立腺癌診療ガイドライン2012年版』医学
図書出版

『この組み合わせに注意! 日常診療で陥りやすい
pitfall』医学書院

『科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 第
2版 治療編 2013年版 1』日本乳癌学会／金
原出版

『科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 第
2版 疫学・診断編 2013年版 2』日本乳癌学
会／金原出版

『山王病院不妊診療メソッド』藤原敏博／金原
出版

『科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン 
2013年版』日本口腔腫瘍学会／金原出版

『職場結合性うつ病』加藤敏／金原出版
『がん薬物療法の支持療法マニュアル』鈴木賢
一／南江堂

『これからの乳癌診療 2013-2014』福田護／
金原出版

『食物アレルギーマニュアル』相原道子／全日本
病院出版会

『感染予防，そしてコントロールのマニュアル』
Damani，Nizam／メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル

『肝臓専門医テキスト』南江堂
『稀少難治てんかん診療マニュアル』大槻泰介／
診断と治療社

『研修医のための臨床検査・病理超マニュアル』
小倉加奈子／羊土社

『行って見て聞いた精神科病院の保護室』三宅
薫／医学書院

『神中整形外科学 改訂23版 上巻 総論/全身性
疾患』岩本幸英／南山堂

『神中整形外科学 改訂23版 下巻 部位別疾患』
岩本幸英／南山堂

『EBM婦人科疾患の治療 2013-2014』杉山

徹／中外医学社
『一目でわかる水電解質 第3版』飯野靖彦／メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル

『一目でわかる輸液 第3版』飯野靖彦／メディカ
ル・サイエンス・インターナショナル

『神経内科検査のみかた』新興医学出版
『 今 日の診 療プレミアム 23 DVD-ROM for 
Windows』医学書院

『タンデムマス・スクリーニングガイドブック』
山口清次／診断と治療社

『ビジュアル脳神経外科 6 間脳・下垂体・傍鞍
部』片山容一／メジカルビュー社

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『相続税法規通達集 平成25年』日本税理士会
連合会／中央経済社

『関税関係基本通達集 平成25年度版上巻』日
本関税協会

『関税関係基本通達集 平成25年度版下巻』日
本関税協会

『関税関係個別通達集 平成25年度版』日本関
税協会

 判例集等　　　　　　　　　　　　　　　　 
『交通事故民事裁判例集 45-4』不法行為法研
究会／ぎょうせい

『地方公務員人事判定集 第59集（平成23年
版）』全国人事委員会連合会／ぎょうせい

『不当労働行為事件命令集 152-1』中央労働
委員会／労委協会

『不当労働行為事件命令集 152-2』中央労働
委員会／労委協会


