
№ 書　籍　名 出　版　社　名 価　格 タイプ 診療科

1 診察エッセンシャルズ 新訂版 日経メディカル開発 4830円 マニアル 全科

2 ベイツ診察法 メディカルサイエンスインターナショナル 9450円 教科書的 全科

3 考える技術 臨床的思考を分析する 第2版 日経BP社 6300円 教科書的 全科

4 聞く技術 答えは患者の中にある 第2版 日経BP社 6300円 教科書的 全科

5 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ン術まで羊土社 3240円 読み物 全科

6 もう迷わない！抗菌薬Navi 改訂２版 南山堂 2700円 マニュアル 全科 Ｎｅｗ

7 研修医が知りたい臨床現場の疑問に答える本 日本医事新報社 3996円 読み物 全科 Ｎｅｗ

8 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 羊土社 3456円 マニュアル 全科 Ｎｅｗ

9 ＥＲ実践ハンドブック 羊土社 6372円 マニュアル 全科 Ｎｅｗ

10 カルテはこう書け！ 新興医学出版社 3024円 マニュアル 全科 Ｎｅｗ

11 人工呼吸管理に強くなる 羊土社 5076円 マニュアル 全科 Ｎｅｗ

12 レジデントのための腹部画像教室 日本医事新報社 4536円 教科書的 全科 Ｎｅｗ

13 Ｃｏｍｍｏｍ Ｄｉｓｅａｓｅの診療ガイドライン Ｇノート別冊 羊土社 4968円 マニュアル 全科 Ｎｅｗ

14 聞く技術 第２版 日経BP社 6480円 読み物 全科 Ｎｅｗ

15 考える技術 第３版 日経BP社 7560円 読み物 全科 Ｎｅｗ

16 イラストレイテッド外科手術―膜の解剖からみた術式のポイント 医学書院 10500円 教科書的 外科

17 レジデントノート増刊 Vol.14 No.17 外科の基本 羊土社 4725円 読み物 外科

18 入院から退院までの外科必修マニュアル 羊土社 3990円 マニアル 外科

19 研修医のための見える・わかる外科手術 羊土社 4536円 マニュアル 外科 Ｎｅｗ

20 闘魂外科-医学生・研修医の君が主役！ 羊土社 3240円 読み物 外科 Ｎｅｗ

21 麻酔科研修チェックノート改訂第5版 羊土社 3564円 マニュアル 麻酔科

22 ICU実践ハンドブック　病態ごとの治療・管理の進め方 羊土社 7020円 マニュアル 麻酔科

23 ICUブック　第4版 メディカルサイエンスインターナショナル 11880円 読み物 麻酔科

24 研修医のための外来必携　 kindle 99円 マニュアル 内科

25 外来必携2 kindle 99円 マニュアル 内科

26 かぜ診療マニュアル―かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方 日本医事新報社 3570円 読み物 内科

27 循環器治療薬ファイル -薬物治療のセンスを身につける- 第2版 メディカルサイエンスインターナショナル 7350円 教科書的 内科

28 腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第6版 診断と治療社 4725円 マニアル 内科

29 水・電解質と酸塩基平衡―Step by stepで考える 南江堂 2940円 マニアル 内科

30 内科レジデントの鉄則 第2版 医学書院 3780円 マニアル 内科

31 心電図の読み方パーフェクトマニュアル―理論と波形パターンで徹底トレーニング! 羊土社 6090円 読み物 内科

32 ワシントンマニュアル　第13版 メディカルサイエンスインターナショナル 9072円 マニュアル 内科

33 ステップ ビヨンド レジデント 6　救急で必ず出合う疾患編 Part3 羊土社 4517円 読み物 救急

34 ステップビヨンドレジデント 2 救急で必ず出合う疾患編 羊土社 4515円 読み物 救急

35 ステップビヨンドレジデント 4 救急で必ず出合う疾患編 Part2 羊土社 4516円 読み物 救急

36 研修医当直御法度 第6版 三輪書店 3024円 読み物 救急

37 研修医当直御法度 百例帖 第2版 三輪書店 4104円 読み物 救急

38 当直医マニュアル2017　第20版 医歯薬出版 5400円 マニアル 救急

39 レジデントのための感染症診療マニュアル 第2版 医学書院 10500円 読み物 感染症

40 感染症レジデントマニュアル第二版 医学書院 4725円 マニアル 感染症

41 抗菌薬の考え方、使い方Ver.3 中外医学社 4200円 読み物 感染症

42 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マスター羊土社 3465円 読み物 感染症

43 いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ　1~3巻 アトムス 2800円 読み物 統計

44 今日から使える医療統計 医学書院 2800円 読み物 統計

45 あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ！シンプルに伝える魔法のテクニック 南江堂 3000円 読み物 プレゼン Ｎｅｗ

46 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 羊土社 3456円 読み物 プレゼン Ｎｅｗ

47 あたらしい皮膚科学　第３版 中山書店 8424円 教科書的 皮膚 Ｎｅｗ

研修医のためのオススメ本（２０１８年３月改訂）


