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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　
『法律英語の用法・用語 改訂版』長谷川俊明／
第一法規

『法政策学の試み 特集・独禁法と労働法』神戸
大学法政策研究会／信山社

『司法研修所論集 2018（第128号）』司法研
修所

『比較法ハンドブック 第3版』五十嵐清／勁草
書房

『法の経験的社会科学の確立に向けて 村山眞維
先生古稀記念』Foote, Daniel Harrington／
信山社

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『英国司法審査とEU法』兼平裕子／成文堂
『インドの憲法新版 「国民国家」の困難性と可
能性』孝忠延夫／関西大学出版部

『フランスの同性婚と親子関係 ジェンダー平等
と結婚・家族の変容』Théry, Irène／明石書店

『オーストラリア会社法概説 第2版』加納寛之
／信山社出版

『法律英語と紛争処理 改訂版 民事訴訟手続，
ADR，倒産手続他』長谷川俊明／第一法規

『アメリカの大都市弁護士 その社会構造』Heinz, 
John P.／現代人文社

『格付機関の役割と民事責任論 EU法・ドイツ
法の基本的視座』久保寛展／中央経済社

『米国特許クレーム例集 現場で得たノウハウを
例を用いて解説』山下弘綱／経済産業調査会

『EU経済統合における労働法の課題 国際的経
済活動の自由との相克とその調整』井川志郎／
旬報社

『アジア太平洋の労働運動 連帯と前進の記録』
鈴木則之／明石書店

『環境リスクと予防原則（アメリカ環境法入門2） 
予防原則論争』畠山武道／信山社

『転機にたつフィンランド福祉国家 高齢者福祉
の変化と地方財政調整制度の改革』横山純一
／同文舘出版

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『人権法の現代的課題 ヨーロッパとアジア』中
西優美子／法律文化社

『未来を切り拓く女性たちのNPO活動 日米の
実践から考える』金谷千慧子／明石書店

『女性に対する暴力 被害者学的視点から』秋山
千明／尚学社

『憲法の最高法規性と基本権』山崎友也／信山
社

『憲法 第7版』芦部信喜／岩波書店
『GDPR法的リスク対策と個人情報・匿名加工
情報取扱規程』渡邉雅之／日本法令

『データ保護法ガイドブック グローバル・コン
プライアンス・プログラム指針』Determann, 
Lothar／勁草書房

『実務担当者のための欧州データコンプライアン
ス GDPRからeプライバシー規則まで』岡田淳
／商事法務

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『対話型行政法の開拓線』大橋洋一／有斐閣
『行政責任を考える』新藤宗幸／東京大学出版
会

『多機関連携の行政学 事例研究によるアプロー
チ』伊藤正次／有斐閣

『行政法概説 第5版 3 行政組織法/公務員法
/公物法』宇賀克也／有斐閣

『現代日本の公務員人事 政治・行政改革は人事
システムをどう変えたか』大谷基道／第一法規

『住民訴訟の上手な活用法 第2版 監査請求か
ら訴訟までの理論と実務Q&A』井上元／民事
法研究会

『国家補償法の研究 1 その実践的理論』阿部泰
隆／信山社

『建築法規PRO 2019 図解建築申請法規マニ
ュアル』図解建築法規研究会／第一法規

『逐条解説土地収用法 第4次改訂版 上』小沢
道一／ぎょうせい

『逐条解説土地収用法 第4次改訂版 下』小沢
道一／ぎょうせい

 消 防 法　　　　　　　　　　　　　　
『火災便覧 第4版』日本火災学会／共立出版

 国 有 財 産 法　　　　　　　　　　　
『里道・水路・海浜 長狭物の所有と管理 5訂版』
宝金敏明／ぎょうせい

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際取引と海外進出の税務』仲谷栄一郎／税
務研究会出版局

『よくわかる税制改正と実務の徹底対策 平成
31年度』平川忠雄／日本法令

『Q&Aタックスヘイブン対策税制の実務と対応』
森・浜田松本法律事務所／税務経理協会

『日本の税制論』林宏昭／清文社
『不動産・非上場株式の税務上の時価の考え方
と実務への応用 4訂版 裁決・判決からみた税
務上の時価』渡邉正則／大蔵財務協会

『図解都市農地の特例活用と相続対策 4訂版』
今仲清／清文社

『ケースでわかる固定資産・リースの会計と税務』
小林正和／中央経済社

『金融・証券税制の実務 個人所得課税方式とそ
の対象範囲の判定』岸英人／第一法規

『関係会社間取引における利益移転と税務 改訂
3版』小林磨寿美／大蔵財務協会

『注解所得税法 6訂版』注解所得税法研究会
／大蔵財務協会

『上場株式等に係る利子・配当・譲渡所得等に
おける課税方式の有利選択』秋山友宏／大蔵
財務協会

『税制改正法律案新旧対照表 平成31年度』第
一法規

『Q&Aでわかる相続時精算課税制度と各贈与税
特例制度の活用 第2版』渡邉正則／税務研究
会出版局

『土地評価実務ガイド 改訂版 基本からわかる財
産評価基本通達』武田秀和／税務経理協会

『Q&Aと事例でわかりやすく解説名義財産をめ
ぐる税務 裁判例・裁決例の結論から国税のプロ
が読み解く判断要素』渡邉定義／大蔵財務協会

『小規模宅地等の特例適用可否の分岐点 改訂
版』岩下忠吾／日本法令

『雑種地の評価 裁決事例・裁判例から読み取る
雑種地評価の留意点』黒沢泰／プログレス

『相続税・贈与税のための土地評価の基礎実務』
渡邉定義／税務研究会出版局

『相続税・贈与税土地評価実務テキスト 第3版 
基礎から具体的な減価要因の見極め方まで』鎌
倉靖二／税務研究会出版局

『実務借地権課税 2訂版 実務家必携』中野欣
治／大蔵財務協会

『10%対応消費税の軽減税率と日本型インボイ

ス制度 第3版』熊王征秀／税務研究会出版局
『徹底解説！消費税軽減税率150問150答』
金井恵美子／清文社

『消費税実務問答集 平成30年12月改訂』沢
田佳宏／納税協会連合会

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　
『判断に迷ったら読む自治体の債権管理50の疑
問からわかる解決の糸口』青田悟朗／第一法規

『地方自治法概説 第8版』宇賀克也／有斐閣
『66の改革項目と事例でつかむ議会改革実践マ
ニュアル』早稲田大学マニフェスト研究所／第
一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『市民生活関係法の新たな展開 大西泰博先生古
稀記念論文集』吉田和夫／敬文堂

『民事責任法のフロンティア』瀬川信久／有斐閣
『新注釈民法 6 物権(3)』大村敦志／有斐閣
『事例にみる一般社団法人活用の実務 第2版補
訂版 法務・会計・税務・登記』後藤孝典／日
本加除出版

『公益・一般法人の法人運営Q&A実践編115』
渋谷幸夫／全国公益法人協会

『実践/一般社団法人・信託活用ハンドブック 
改訂増補 相続贈与・資産管理・事業承継対策
に役立つ！』白井一馬／清文社

『事例でみるスタンダード債権回収手続 専門家
の視点と実務対応』大西隆司／新日本法規出版

『代償請求権と履行不能』田中宏治／信山社
『保証のトラブル相談Q&A 基礎知識から具体的
解決策まで』新潟県弁護士会／民事法研究会

『保証契約の法律と実務Q&A 債権法改正対
応！』経営紛争研究会／日本加除出版

『法務担当者のための契約実務ハンドブック』辺
見紀男／商事法務

『実践！！契約書審査の実務 改訂版 修正の着眼
点から社内調整のヒントまで』出澤総合法律事
務所／学陽書房

『不当利得法理の探究』平田健治／信山社
『判例にみる損害賠償額算定の実務 第3版』升
田純／民事法研究会

『裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 名誉毀
損・プライバシー侵害編』加藤新太郎／第一法規

『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の
理論と実務 第2版』松尾剛行／勁草書房

『ねこの法律とお金』廣済堂出版
『事例解説当事者の主張にみる婚姻関係の破綻』
赤西芳文／新日本法規出版

『新・成年後見における死後の事務 円滑化法施
行後の実務の対応と課題』松川正毅／日本加除
出版

『書式成年後見の実務 第3版 申立てから終了
までの書式と理論』坂野征四郎／民事法研究会

『ケースでわかる改正相続法』東京弁護士会／
弘文堂

『概説改正相続法 平成30年民法等改正，遺言
書保管法制定』堂薗幹一郎／金融財政事情研
究会

『一問一答・新しい相続法 平成30年民法等
（相続法）改正，遺言書保管法の解説』堂薗幹
一郎／商事法務

『相続法改正と税理士業務 2019年度税制改
正対応』上西左大信／日本法令

『重要判例&事例でわかる相続の手引き 平成
30年相続法改正完全対応！』小谷健太郎／税
務経理協会
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『不動産の共有と更正の登記をめぐる理論と実
務』藤原勇喜／日本加除出版

『対抗の法理と信頼保護の法理』多田利隆／成
文堂

『不動産登記実務総覧 第4版』寺島健／金融
財政事情研究会

『所有者不明土地問題の解決に向けて 所有者不
明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法と
今後の諸課題』盛山正仁／大成出版社

『信託法をひもとく』佐久間毅／商事法務
『マンション管理組合のトラブル相談Q&A 基礎
知識から具体的解決策まで』中村宏／民事法研
究会

『当事者類型別マンション関係訴訟』鈴木隆／
日本加除出版

『交通賠償のチェックポイント』高中正彦／弘文
堂

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『商法総則・商行為法 第8版』近藤光男／有
斐閣

『会社法 第21版』神田秀樹／弘文堂
『ベンチャー経営を支える法務ハンドブック 改訂
版 スタートアップを成長させる法と契約』橘大
地／第一法規

『会社訴訟・仮処分の理論と実務 増補第3版』
新谷勝／民事法研究会

『中小企業の社内調査』弁護士法人ほくと総合
法律事務所／金融財政事情研究会

『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論』
立花宏／中央経済社

『株式会社との対比でみる合同会社の法務・登
記・税務』加藤政也／新日本法規出版

『準共有株式についての権利の行使に関する規律 
事業承継の場面を中心に』仲卓真／商事法務

『指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務 第2
版』沢口実／商事法務

『コーポレート・ガバナンス・システムに関する
実務指針 改訂版 CGSガイドライン』経済産業
省経済産業政策局／経済産業調査会

『株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成
ガイドブック 第2版補訂版』三井住友信託銀
行株式会社／商事法務

『株主総会のポイント 2019年版 株式実務』
三井住友信託銀行株式会社／財経詳報社

『株主総会判例インデックス』本村健／商事法務
『取締役の善管注意義務 コーポレートガバナン
スの法的構造論』森田章／有斐閣

『事業報告記載事項の分析 2018年6月総会
会社の事例分析』三菱UFJ信託銀行株式会社
／商事法務

『会社法決算の実務 第13版 計算書類等の作
成方法と開示例』あずさ監査法人／中央経済社

『会社法決算書の読み方・作り方 第13版 計算
書類の分析と記載例』EY新日本有限責任監査
法人／中央経済社

『会社法計算書類作成ハンドブック 第13版』
有限責任監査法人トーマツ／中央経済社

『Q&A企業再編のための合併・分割・株式交換
等の実務 平成31年3月改訂1 その法律・会計・
税務のすべて』仰星監査法人／清文社

『Q&A企業再編のための合併・分割・株式交換
等の実務 平成31年3月改訂2 その法律・会計・
税務のすべて』仰星監査法人／清文社

『株式会社・各種法人別清算手続マニュアル 手
続の選択から業種別の注意点まで』尾島史賢／
新日本法規出版

『わかりやすい共同海損』中田栄一／保険毎日
新聞社

『海上保険 グローバル・ビジネスの視点を養う』
中出哲／有斐閣

『有価証券法理の深化と進化』田辺宏康／成文
堂

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『法益論 刑法における意義と役割』嘉門優／成
文堂

『ロクシン刑法総論 第1巻（翻訳第1分冊） 基礎・
犯罪論の構造』Roxin, Claus／信山社

『刑法総論 第3版』西田典之／弘文堂
『犯罪捜査のためのテキストマイニング 文章の指
紋を探り，サイバー犯罪に挑む計量的文体分析
の手法』財津亘／共立出版

『国家が人を殺すとき 死刑を廃止すべき理由』
Ortner, Helmut／日本評論社

『受刑者の人権と人間の尊厳 世界標準と社会権
的再構成』沢登文治／日本評論社

『刑事精神鑑定ハンドブック』五十嵐禎人／中
山書店

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　
『多摩のひまわり 東京三弁護士会多摩支部設立
20周年記念誌』東京三弁護士会多摩支部／東
京弁護士会多摩支部

『縦横会創立90周年記念誌』東京弁護士会法
友会／縦横会創立90周年記念事業実行委員会

『法律事務職員研修「基礎講座」テキスト 2019
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

『法律事務職員研修「中級講座」テキスト 2019
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　　　　　　　　　　　
『コンメンタール民事訴訟法 第2版 4』菊井維
大／日本評論社

『完全講義民事裁判実務の基礎 第3版 上巻』
大島眞一／民事法研究会

『民事手続と当事者主導の情報収集』酒井博行
／信山社

『民事弁護ガイドブック 第2版 事件処理のプロ
になるための』東京弁護士会法友全期会／ぎょ
うせい

『民事訴訟法』瀬木比呂志／日本評論社
『民事証拠収集 相談から執行まで』民事証拠収
集実務研究会／勁草書房

『実例と経験談から学ぶ資料・証拠の調査と収
集 実践弁護士業務』第一東京弁護士会第一倶
楽部／第一法規

『新債権法における要件事実と訴状記載のポイ
ント』中村知己／新日本法規出版

『私的整理の理論・実務と書式 法的整理への移
行，労務，登記，税務まで』山崎良太／民事法
研究会

『破産管財人の財産換価 第2版』岡伸浩／商
事法務

『「子の利益」だけでは解決できない親権・監護
権・面会交流事例集』森公任／新日本法規出版

『裁判員裁判記録教材 第2号 法科大学院教材 
殺人未遂事件』法務省法務総合研究所／法曹
会

『井上正仁先生古稀祝賀論文集』酒巻匡／有斐
閣

『刑事弁護Beginners ver.2.1 実務で求められ

る技術と情熱を凝縮した刑事弁護の入門書』現
代人文社

『強制採尿の違憲性』小早川義則／成文堂
『取調べハンドブック』城祐一郎／立花書房
『東住吉冤罪事件 虚偽自白の心理学』村山満
明／岩波書店

『子ども・若者が変わるとき 育ち・立ち直りを
支え導く少年院・少年鑑別所の実践』法務省
矯正局／矯正協会

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　
『流通と法』野木村忠度／尚学社
『AI・IoT時代の企業法務』淵邊善彦／商事法
務

『AI・ロボットの法律実務Q&A』第二東京弁護
士会情報公開個人情報保護委員会／勁草書房

『IoT・A Iの法律と戦略 第2版』福岡真之介
／商事法務

『SNS公式アカウント運営者のための企業の信
頼失墜を防ぐ法的リスク・炎上対策』小山博章
／第一法規

『Q&Aインターネットの法的論点と実務対応 第
3版 ネットトラブルからAI・仮想通貨・裁判手
続の IT化まで』東京弁護士会インターネット法
律研究部／ぎょうせい

『データ利活用のための政策と戦略 より良きデ
ータ利活用社会のために』東京大学政策ビジョ
ン研究センター／商事法務

『独占禁止法の新たな地平 国際標準の競争法制
へ』村上政博／弘文堂

『競争法グローバルコンプライアンス 増補版』平
尾覚／第一法規

『独禁法のフロンティア 我が国が抱える実務上
の課題』上杉秋則／商事法務

『下請法ガイドブック 平成31年3月改訂版 下
請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目
的とする法律をやさしく解説した研修用テキス
ト』公正取引協会／公正取引協会

『強調表示と打消し表示に関する景品表示法上
の考え方 調査報告書の概説と関連分野からの
考察・評価』大元慎二／商事法務

『税理士のための「廃業」を告げられたときの対
応ガイド まずは「継続」から考える』杉井俊文
／清文社

『事業承継M&Aの実務 株式譲渡・事業譲渡・
会社分割に係る契約書の逐条解説付き』M&A
総合法律事務所／清文社

『原発再稼働と自治体 民意が動かす「3つの検
証」』立石雅昭／自治体研究社

『フェア・ディスクロージャー・ルールブック』
黒沼悦郎／金融財政事情研究会

『買い手の視点からみた中小企業M&Aマニュア
ルQ&A』横井伸／中央経済社

『これですべてがわかるIPOの実務 第4版 上級
IPO・内部統制実務士資格公式テキスト』山岸
洋一／中央経済社

『投資信託 15訂 基礎と実務』田村威／経済法
令研究会

『弁護士が実践する不動産投資の法的知識・戦
略とリスクマネジメント』堀鉄平／日本法令

『キャッチアップ仮想通貨の最新税務 30年分申
告・31年度改正対応』酒井克彦／ぎょうせい

『企業法制の将来展望 2019年度版 資本市場
制度の改革への提言』神田秀樹／資本市場研
究会

『先物取引裁判例集 80』先物取引被害全国研
究会／先物取引被害全国研究会
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東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
『不動産取引における傾斜地・がけ地・擁壁の
法律と実務』大川隆之／新日本法規出版

『Q&A市民のための消費者契約法』村千鶴子／
中央経済社

『特定商取引法ハンドブック 第6版』齋藤雅弘
／日本評論社

『キャッシュレス社会と通貨の未来』キャッシュ
レスの未来を考える会／民事法研究会

『金融機関の相続手続 改訂版』北川展子／金
融財政事情研究会

『金融機関行職員のための債権法改正で変わる
事務手続・規定・様式例』桜井達也／金融財
政事情研究会

『相続法改正と銀行実務Q&A 変わる相続・事
業承継の仕組みと実務』柴原多／銀行研修社

『金融情報システム白書 平成31年版』金融情
報システムセンター／財経詳報社

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　
『M&A，ベンチャー投資における知的財産デュー・
デリジェンス』崎地康文／商事法務

『実務家のための知的財産権判例70選 2018
年度版 平成29年4月12日〜平成30年3月
26日判決』弁理士クラブ知的財産実務研究所
／発明推進協会

『発明の容易想到性，進歩性の判断基準 事例研
究』深見特許事務所／経済産業調査会

『音楽はどこへ消えたか？ 2019改正著作権法
で見えたJASRACと音楽教室問題』城所岩生
／みらいパブリッシング

『権利処理と法の実務』数藤雅彦／勉誠出版

 放 送 法　　　　　　　　　　　　　　
『東京メトロポリタンテレビジョン「ニュース女
子」 沖縄基地問題の特集に関する意見と当該局
の対応』放送倫理・番組向上機構（BPO）

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『こんなところでつまずかない！労働事件21の
メソッド』東京弁護士会親和全期会／第一法規

『判例 INDEX 侵害態様別に見る労働事件300
判例の慰謝料算定』第一法規株式会社／第一
法規

『プラクティス労働法 労働時間・割増賃金・年休・
休業』梶村太市／青林書院

『戦後労働立法史』島田陽一／旬報社
『現代雇用社会における自由と平等 24のアンソ
ロジー』新田秀樹／信山社

『保険代理店の人事・労務管理と就業規則』森
慎一／日本法令

『建設業一人親方の「適正な処遇と働き方」法
律ハンドブック』木田修／労働調査会

『改正労働基準法の基本と実務』石嵜信憲／中
央経済社

『「働き方改革法」の実務 改訂版』川嶋英明／
日本法令

『人事労務担当者の疑問に答える平成30年改
正労働基準法』岩出誠／第一法規

『M&A人事デューデリジェンス標準手順書』野
中健次／日本法令

『M&A労務デューデリジェンス標準手順書』野
中健次／日本法令

『AI・HRテック対応人事労務情報管理の法律
実務』松尾剛行／弘文堂

『議員・議会関係者のためのセクハラ防止マニュ
アル』国政情報センター

『36協定締結の手引 改訂6版』労働調査会／

労働調査会
『春季労使交渉・労使協議の手引き 2019年版』
日本経済団体連合会／経団連出版

『高年齢者雇用安定法の実務解説 8訂版』労
務行政／労務行政

『シニア社員の活かし方・処遇の仕方 高年齢者
雇用の企業対策とその留意点』斉藤清一／中央
経済社

『東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 
平成30年度 改正育児・介護休業法への対応
等企業における男女雇用管理に関する調査』東
京都産業労働局／東京都産業労働局雇用就業
部労働環境課

『職場における性別ダイバーシティの心理的影
響』正木郁太郎／東京大学出版会

『男女雇用機会均等法のポイント』東京都産業
労働局／東京都産業労働局雇用就業部労働環
境課

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　
『介護事故の法律相談』平田厚／青林書院
『介護保険制度史 新装版 基本構想から法施行
まで』介護保険制度史研究会／東洋経済新報
社

『生活困窮者自立支援 支援の考え方・制度解説・
支援方法』岡部卓／中央法規出版

『虐待「親子心中」 事例から考える子ども虐待死』
川崎二三彦／福村出版

 医 事・ 薬 事 法　　　　　　　　　　
『医事刑法入門 学習と実務』Hilgendorf, Eric
／中央大学出版部

『医事法学入門』姫嶋瑞穂／成文堂
『判例 INDEX 侵害態様別に見る医療事故300
判例の慰謝料算定』第一法規株式会社／第一
法規

『薬事ハンドブック 2019 薬事行政・業界の最
新動向と展望』じほう

 衛 生・ 環 境 法　　　　　　　　　　
『食品安全法制と市民の安全・安心』高橋滋／
第一法規

『わか〜る環境法 増補改訂版』西尾哲茂／信山
社

 宗 教 法　　　　　　　　　　　　　　
『弁護士実務に効く判例にみる宗教法人の法律
問題』本間久雄／第一法規

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　
『スクールロイヤーにできること』ストップいじめ
ナビ／日本評論社

『学校トラブル法的対応Q&A 学校における法律
問題と適切な対応策』弁護士法人飛翔法律事
務所／経済産業調査会

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『国際法のダイナミズム 小寺彰先生追悼論文集』
岩沢雄司／有斐閣

『国際財産法』奥田安弘／明石書店
『英文ビジネス契約フォーム大辞典』山本孝夫
／日本経済新聞出版社

『国際取引法講義 第2版』久保田隆／中央経
済社

『国際法務をめぐる交渉・文書作成術』東京弁
護士会弁護士研修センター運営委員会／ぎょう
せい

『国際取引紛争 第3版』中村達也／成文堂
『越境の国際政治 国境を越える人々と国家間関
係』田所昌幸／有斐閣

『入管訴訟マニュアル 第2版』東京弁護士会外
国人の権利に関する委員会／現代人文社

『実務家のための100の実践事例で分かる入管
手続き』浜川恭一／労働新聞社

『難民該当性の実証的研究 オーストラリアを中
心に』浅川晃広／日本評論社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『プロメテウス解剖学コアアトラス 第3版』Gilroy, 
Anne M.／医学書院

『麻酔科研修ノート 改訂第3版』稲田英一／診
断と治療社

『感染症最新の治療 2019-2021』藤田次郎
／南江堂

『中皮腫瘍取扱い規約』石綿・中皮腫研究会／
金原出版

『標準外科学 第15版』坂井義治／医学書院
『標準眼科学 第14版』中澤満／医学書院
『標準形成外科学 第7版』鈴木茂彦／医学書院
『肺癌診療ガイドライン 2018年版 悪性胸膜中
皮腫・胸腺腫瘍含む』日本肺癌学会／金原出版

『妊娠高血圧症候群新定義・分類運用上のポイ
ント』日本妊娠高血圧学会／メジカルビュー社

『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／医学書院

『外傷外科手術治療戦略（SSTT）コース公式
テキストブック 改訂第2版』外傷外科手術治
療戦略コース運営協議会／へるす出版

『線維筋痛症 最新の基礎・臨床知見』日本臨
牀社

『整形外科手術部位感染対策マニュアル』金子
和夫／全日本病院出版会

『消化器外科SSI予防のための周術期管理ガイ
ドライン 2018』日本外科感染症学会／診断
と治療社

『ポンペ病診療ガイドライン 2018』日本先天
代謝異常学会／診断と治療社

『リハビリテーション医療における安全管理・推
進のためのガイドライン 第2版』日本リハビリ
テーション医学会／診断と治療社

『脳出血と高次脳機能障害』田川皓一／新興医
学出版社

『川崎病学』日本川崎病学会／診断と治療社
『グローバル時代のウイルス感染症』西條政幸／
日本医事新報社

『スポーツ精神医学 改訂第2版』日本スポーツ
精神医学会／診断と治療社

『行為と動作の障害』日本高次脳機能障害学会
／新興医学出版社

『高次脳機能障害のリハビリテーション Ver.3』
武田克彦／医歯薬出版

『臨床医のための！高齢者と認知症の自動車運
転』上村直人／中外医学社

『精神科臨床から何を学び，何を継承し，精神
医学を改革・改良できたか(1)』医学書院

『日本の精神科入院の歴史構造 社会防衛・治
療・社会福祉』後藤基行／東京大学出版会

『愛着障害としてのアディクション』Flores, Philip 
J.／日本評論社


