
医歯薬系図書配架リスト(９月) （蔵本分館）

出版社 書 名 著者等 請求記号 資料ID
1 南山堂 放射化学・放射線化学 改訂4版 (診療放射線技術 前田米藏, 大崎431.59||Ma 309000450
2 羊土社 生命科学 改訂第3版 東京大学生命科460||Se 309000414
3 羊土社 分子生物学イラストレイテッド 改訂第3版 田村隆明, 山本464.1||Bu 309000505
4 羊土社 分子生物学超図解ノート : 重要ワードでわかる 田村隆明著 464.1||Ta 309000498
5 PHP研究所 脳死・臓器移植の本当の話 (PHP新書:299) 小松美彦著 490.154||Ko 309000507
6 シナジー 医学英単語 : リズムでしみこむ, ゴカンでひらめく ( 富田りか監修/ 490.7||Ig 309000503
7 メック ねじ子とあんしんマッチング ねじ子とゆかい490.7||Ne 309000410
8 メディックメディDr.Kのスーパーフレーズ : 内科・外科編 第5版 国試対策問題編490.79||Dr 309000476
9 メディックメディ医師国家試験のためのレビューブック・マイナー 第医療情報科学研490.79||Is 309000417

10 リブロ・サイエン呼吸器 第2版 (共用試験対策シリーズ : コア・カリキリブロ・サイエン490.79||Ky||1 309000413
11 メディックメディQuestion bank extra 必修問題 第10版 Part3 国試対策問題編490.79||Qu||3 309000506
12 平凡社 iPS細胞 : 世紀の発見が医療を変える (平凡社新書八代嘉美著 491.11||Ya 309000502
13 Medic Media 血液 (病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研491.32||Ke 309000451
14 文光堂 管理栄養士を目指す学生のための生化学テキスト毎田徹夫著 491.4||Ma 309000512
15 南江堂 シンプル薬理学 改訂第4版 野村隆英, 石川491.5||Sh 309000496
16 西村書店 カラールービン病理学 : 臨床医学への基盤 エマニュエル・ル491.6||Ka 309000467
17 羊土社 免疫学最新イラストレイテッド 改訂第2版 小安重夫編集 491.8||Me 309000421
18 メディックメディビジュアルノート 第3版 医療情報科学研492||Bi 309000504
19 Medic Media 診察と手技がみえる 第2版 Vol.1 古谷伸之編集 492||Sh 309000500
20 医学書院 臨床検査データブック 2009-2010 黒川清[ほか]編492.1||Ri||'09-'10309000478
21 メディックメディYear note 2010年版 内科・外科等編 岡庭豊, 荒瀬康492.1||Ye||'10 309000454
22 Medic Media Year note ATLAS 第3版 pt. 1 医療情報科学研492.1||Ye||1 309000471
23 Medic Media Year note ATLAS 第3版 pt. 2 医療情報科学研492.1||Ye||2 309000472
24 医療科学社 診療放射線技師国家試験問題集 2010年版 日本放射線技師492.4||Sh||'10 309000406
25 オーム社 診療放射線技師国家試験完全対策問題集 : 精選 オーム社編 492.4||Sh||'10 309000493
26 南江堂 診療放射線技術 改訂第12版 上巻 山下一也, 速水492.4||Sh||1 309000464
27 南江堂 診療放射線技術 改訂第12版 下巻 山下一也, 速水492.4||Sh||2 309000465
28 メディカル・サイ胸部・心臓・腹部・骨盤 第3版 (CT/MRI画像解剖ポTorsten B. Moe492.43||Ct||2 309000425
29 南山堂 医用画像情報学 改訂2版 (診療放射線技術選書) 桂川茂彦編集 492.43||Iy 309000468
30 オーム社 核医学検査技術学 改訂2版 (放射線技術学シリー大西英雄, 松本492.43||Ka 309000463
31 コロナ社 画像診断装置学入門 木村雄治著 492.8||Ki 309000469
32 メディックメディ看護師・看護学生のためのレビューブック 第11版 岡庭豊編集 492.9079||Ka 309000461
33 医学書院 系統別看護師国家試験問題解答と解説 2010年版『系統看護学講492.9079||Ke||'10309000499
34 メディックメディ基礎看護 第3版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生医療情報科学研492.908||Na||1 309000418
35 メディックメディ老年看護 第3版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生医療情報科学研492.908||Na||10 309000431
36 メディックメディ小児看護 第3版 1 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学医療情報科学研492.908||Na||11 309000432
37 メディックメディ小児看護 第3版 2 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学医療情報科学研492.908||Na||12 309000433
38 メディックメディ母性看護 第3版 1 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学医療情報科学研492.908||Na||13 309000434
39 メディックメディ母性看護 第3版 2 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学医療情報科学研492.908||Na||14 309000435
40 メディックメディ精神看護 第3版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生医療情報科学研492.908||Na||15 309000436
41 メディックメディ「統合分野」在宅看護 第3版 (なぜ?どうして? : 看護医療情報科学研492.908||Na||16 309000437
42 メディックメディ「成人看護」呼吸器・腎・泌尿器 第3版 (なぜ?どうし医療情報科学研492.908||Na||2 309000426
43 メディックメディ「成人看護」循環器 第3版 (なぜ?どうして? : 看護師医療情報科学研492.908||Na||3 309000427
44 メディックメディ「成人看護」内分泌・代謝 第3版 (なぜ?どうして? : 看医療情報科学研492.908||Na||4 309000428
45 メディックメディ「成人看護」消化器 第3版 (なぜ?どうして? : 看護師医療情報科学研492.908||Na||5 309000429
46 メディックメディ「成人看護」血液・アレルギー・免疫・膠原病 第3版医療情報科学研492.908||Na||6 309000430
47 メディックメディ「成人看護」脳神経・整形 第3版 (なぜ?どうして? : 看医療情報科学研492.908||Na||7 309000422
48 メディックメディ「成人看護」急性期・周手術期 第3版 (なぜ?どうして医療情報科学研492.908||Na||8 309000424
49 メディックメディ「成人看護」がんと緩和ケア 第3版 (なぜ?どうして?医療情報科学研492.908||Na||9 309000420
50 医学教育出版内分泌疾患 第2版 (新・病態生理できった内科学:4相馬正義編著 493||Sh||4 309000466
51 医学教育出版血液疾患 第2版 (新・病態生理できった内科学:5) できった編集委493||Sh||5 309000449
52 医学教育出版消化器疾患 第2版 (新・病態生理できった内科学:8矢久保修嗣編著493||Sh||8 309000411
53 海馬書房 腎・呼吸器 第2版 (Step series. 内科:4) 高橋茂樹編著 493.08||Ji 309000400
54 海馬書房 感染症・血液 第2版 (Step series. 内科:2) 高橋茂樹編著 493.08||Ka 309000475
55 羊土社 肥満・糖尿病の病態を解明するエネルギー代謝の 岡芳知, 片桐秀493.12||Hi 309000473
56 文光堂 糖尿病治療ガイド 2008-2009 日本糖尿病学会493.123||To||'08-309000477
57 文光堂 臨床に直結する血液疾患診療のエビデンス : ベッド神田善伸編集 493.17||Ri 309000492
58 医学教育出版精神科 第5版 (国試マニュアル100%シリーズ) KM100%編集委493.7||Se 309000491
59 メディカル・サイ脳脊髄のMRI 第2版 細矢貴亮 [ほか493.73||No 309000494
60 羊土社 感染症 : ウイルス・細菌・寄生虫の感染戦略 (実験光山正雄, 北潔493.8||Ji 309000416



出版社 書 名 著者等 請求記号 資料ID
61 医学書院 標準小児科学 第7版 (Standard textbook) 内山聖, 原寿郎493.9||Hy 309000423
62 医学教育出版小児科 4版 (国試マニュアル100%シリーズ) KM100%編集委493.9||Sh 309000497
63 文光堂 小児科学 改訂第9版 五十嵐隆編集 493.9||Sh 309000508
64 羊土社 麻酔科研修チェックノート : 書き込み式で研修到達讃岐美智義著 494.24||Ma 309000501
65 医学書院 標準整形外科学 第10版 (Standard textbook) 中村利孝, 松野494.7||Hy 309000419
66 南江堂 変形性股関節症診療ガイドライン 日本整形外科学494.77||He 309000401
67 医学通信社 最新検査・画像診断事典 : 保険請求・適応疾患がす猪狩淳, 伊藤機494.77||Sa||'08-' 309000402
68 Medic Media 婦人科・乳腺外科 第2版 (病気がみえる:v. 9) 医療情報科学研495||Fu 309000458
69 医学評論社 Key words CBT 第2版 1 : 基礎編 (歯科CBT対策シDES歯学教育ス497.079||Ke||1 309000456
70 医学評論社 Key words CBT 第2版 2 : 臨床篇 (歯科CBT対策シDES歯学教育ス497.079||Ke||2 309000455
71 医学評論社 Key words CBT 第2版 3 : チェックテスト篇 (歯科C DES歯学教育ス497.079||Ke||3 309000459
72 わかば出版/シカラーアトラス口腔組織発生学 第3版 磯川桂太郎, 川497.1||Ka 309000457
73 永末書店 エンドドンティクス21 改訂版 須田英明, 戸田497.22||En 309000513
74 医歯薬出版 歯学生のパーシャルデンチャー 第5版 三谷春保, 小林497.56||Sh 309000462
75 クインテッセン歯科衛生士国試対策集 2010年度対応 歯科衛生士国試497.9||Sh||'10 309000510
76 メディックメディクエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 201医療情報科学研498.079||Ku||'10 309000408
77 海馬書房 保健師国家試験のためのスキルアップ・ブック 201西基, 豊沢隆弘498.079||Ni||'10 309000490
78 日本医療情報医療情報 新版 情報処理技術編 日本医療情報学498.12||Ir 309000412
79 医学通信社 最新医事関連法の完全知識 : これだけは知ってお安藤秀雄著 498.12||Sa||'09 309000405
80 医学通信社 診療点数早見表 : 標準点数と準用点数 2008年4月 498.16||Sh||'08-' 309000438
81 医学通信社 診療報酬Q&A : 点数から保険制度まですべてがわ杉本恵申著 498.163||Sh||'09 309000470
82 医学通信社 DPC請求navi : DPCコーディング&請求の完全攻略須貝和則著 498.163||Su 309000407
83 医学通信社 すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 : 実例・図安藤秀雄著 498.163||Su||'09 309000404
84 南江堂 コンパクト栄養学 改訂第2版 脊山洋右, 廣野498.55||Ko 309000453
85 建帛社 テーラーメイド個人対応栄養学 合田敏尚, 岡崎498.58||Te 309000509
86 母子保健事業母子保健の主なる統計 平成20年(2008) 母子衛生研究会498.7||Bo||'08 309000489
87 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 1 日本医薬アカデ499.07||Ya||1 309000479
88 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 2 日本医薬アカデ499.07||Ya||2 309000480
89 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 3 日本医薬アカデ499.07||Ya||3 309000481
90 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 4 日本医薬アカデ499.07||Ya||4 309000482
91 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 5 日本医薬アカデ499.07||Ya||5 309000483
92 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 6 日本医薬アカデ499.07||Ya||6 309000484
93 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 7 日本医薬アカデ499.07||Ya||7 309000485
94 日本医薬アカデ薬学CBT対策問題集 8 日本医薬アカデ499.07||Ya||8 309000486
95 医学通信社 薬価・効能早見表 : 保険請求・レセプト点検に必須 499.093||Ya||'09 309000403
96 医学書院 治療薬マニュアル 2009年版 菊池方利 [ほか499.1||Ch||'09 309000415
97 メディカルレビ治療薬up-to-date : ポケット判 2009 松澤佑次, 永井499.1||Ch||'09 309000474
98 南江堂 今日のOTC薬 : 解説と便覧 中島恵美, 伊東499.1||Ko 309000495
99 南江堂 今日の治療薬 : 解説と便覧 2009年版(第31版) 水島裕, 宮本昭499.1||Ko||'09 309000460

100 金原出版 OTC薬とセルフメディケーション : 症状からの適剤探宮田満男, 村上499.1||Mi 309000511
101 薬業時報社 医療薬日本医薬品集 2010 日本医薬情報セ499.1||Ni||'10 309000514
102 白文社 ポケット医薬品集 2009年版 龍原徹著 499.1||Ta||'09 309000409
103 廣川書店 日本薬局方解説書 : 学生版 第15改正 通則・生薬 日本薬局方解説499.121||Ni 309000442
104 廣川書店 日本薬局方解説書 : 学生版 第15改正 医薬品各条日本薬局方解説499.121||Ni 309000443
105 廣川書店 日本薬局方解説書 : 学生版 第15改正 医薬品各条日本薬局方解説499.121||Ni 309000444
106 廣川書店 日本薬局方解説書 : 学生版 第15改正 医薬品各条日本薬局方解説499.121||Ni 309000445
107 廣川書店 日本薬局方解説書 : 学生版 第15改正 参照紫外可日本薬局方解説499.121||Ni 309000446
108 廣川書店 日本薬局方解説書 : 学生版 第15改正 第一追補解日本薬局方解説499.121||Ni 309000447
109 広川書店 薬学生のための天然物化学テキスト 高石喜久, 馬場499.39||Ya 309000452
110 廣川書店 薬学生のための薬用植物学・生薬学テキスト 高石喜久, 馬場499.8||Ya 309000448
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