
（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1 タオ : 老子
老子 [原著]/加島
祥造 [訳] 著

筑摩書房 124.22||Ka 312000172

2 ウィリアム・オスラー : ある臨床医の生涯
Michael Bliss著/三
枝小夜子訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

289.3||Os 312000003

3 持続可能なまちは小さく、美しい : 上勝町の挑戦
笠松和市, 佐藤由
美 [著]

学芸出版社 318.281||Ka 312000178

4 面接の達人 : バイブル版 2013 中谷彰宏著 ダイヤモンド社 377.9||Na||'13 312000205

5 面接の達人 : 面接・エントリーシート問題集 2013 中谷彰宏著 ダイヤモンド社 377.9||Na||'13 312000247

6 酵母のすべて : 系統, 細胞から分子まで 大隅良典, 下田親 丸善出版 465.8||Ko 312000246

7 医学統計のためのGraphPad Prismハンドブック 祝部大輔著 日本評論社 490.19||Ho 312000136

8 ねじ子とあんしんマッチング 改訂第2版 森皆ねじ子編著 メック 490.7||Ne 312000017

9 カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版, 改訂第2版
坂井建雄, 河原克
雅総編集

日本医事新報
社

491||Ka 312000146

10
Endocrine FGFs and klothos : hardback (Advances in experimental
medicine and biology:v. 728)

edited by Makoto
Kuro-o

Springer
Science+Busin
ess
Media/Landes
Bioscience

491.31||En 312000313

11 ロバートソン自律神経学

David Robertson原
著/高橋昭, 間野忠
明監訳/菅屋潤壹,
長谷川康博, 岩瀬
敏編集

エルゼビア・
ジャパン

491.373||Ro 312000173

12 新薬理学 改訂第5版 : フルカラー新装版 (Qシリーズ) 安原一監修 日本医事新報 491.5||Sh 312000138
13 新薬理学 改訂第5版 : フルカラー新装版 (Qシリーズ) 安原一監修 日本医事新報 491.5||Sh 312000140
14 Newエッセンシャル病理学 第6版 長村義之 [ほか] 医歯薬出版 491.6||Ne 312000144

15 ルービンカラー病理学Q&A

Bruce A.
Fenderson, Raphael
Rubin, Emanuel
Rubin [著]/井野辺

丸善 491.6||Ru 312000202

16
Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine 6th ed :
international edition

editors, Raphael
Rubin, David S.
Strayer/founder
and consulting
editor, Emanuel

Wolters Kluwer
Health/Lippinc
ott Williams &
Wilkins

491.6||Ru 312000245

17 標準微生物学 第11版 (Standard textbook)
平松啓一監修/中
込治 神谷茂編集

医学書院 491.7||Hy 312000142

18 腎・泌尿器 (病気がみえる:v. 8)
医療情報科学研究
所編

Medic Media 492||By||8 312000438

19 初期診療アプローチ : step by step! 第6巻 : 著作権処理済 企画・制作ケアネッ ケアネット 492||DVD||6 312000193
20 初期診療アプローチ : step by step! 第7巻 : 著作権処理済 企画・制作ケアネッ ケアネット 492||DVD||7 312000194

21 研修医とっておきの話 : 大切なことはすべてこの時季に学んだ 岡田定編集 三輪書店 492||Ke 312000145

22 読んで上達!病気がわかる検査値ガイド 改訂第2版
斉藤嘉禎, 岡本英
子著

金原出版 492.1||Sa 312000314

23 わかりやすい心電図の読み方
Ken Grauer著/高
橋長裕訳

メジカルビュー
社/グロビュー
社 (発売)

492.123||Gr 312000139

24 循環器病学 : 基礎と臨床 : カラー版 川名正敏 [ほか] 西村書店 493.2||Ju 312000198

25 臨床心臓病学
松崎益徳, 吉川純
一編集

文光堂 493.23||Ri 312000195

26 心臓病の病態生理 : ハーバード大学テキスト 第3版
レオナルド S. リ
リー [編]/川名正

メディカル・サイ
エンス・インター

493.23||Sh 312000135

27 所見からせまる脳MRI 新版
土屋一洋 [ほか]
編著

秀潤社 493.73||Sh 312000174

28
私は誰になっていくの? : アルツハイマー病者からみた世界 初版第12
刷

クリスティーン・ボー
デン著/桧垣陽子
訳

クリエイツかも
がわ/かもがわ
出版 (発売)

493.758||Bo 312000201

29 標準小児外科学 第6版 (Standard textbook)
高松英夫, 福澤正
洋, 上野滋編集

医学書院 493.94||Hy 312000199

30 アトラス形成外科手術手技 : 患者の疑問に答えるQ&A付き
百束比古編集/水
野博司, 青木律編
集協力

中外医学社 494.288||At 312000196

31 標準形成外科学 第6版 (Standard textbook)
平林慎一, 鈴木茂
彦編集

医学書院 494.288||Hy 312000197

32 Enzinger and Weiss's soft tissue tumors 5th ed
Sharon W. Weiss,
John R. Goldblum

Mosby 494.5||En 312000251

33 Imaging of soft tissue tumors 2nd ed
Mark J. Kransdorf,
Mark D. Murphey

Lippincott
Williams &
Wilkins

494.5||Im 312000319
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34 臨床緩和ケア 第2版
大学病院の緩和ケ
アを考える会編

青海社 494.5||Ri 312000436

35
がん治療と化学療法 : がんチーム医療スタッフのための : Cancer
treatments notes for professionals 第3版

奥村学, 岩切智美
編著

じほう 494.53||Ok 312000315

36 臨床緩和医療薬学
日本緩和医療薬学
会企画委員会編集

真興交易(株)医
書出版部

494.53||Ri 312000437

37 NEW皮膚科学 改訂第2版 (Nankodo's essential well-advanced series)
飯塚一, 大塚藤男,
宮地良樹編集

南江堂 494.8||Ne 312000200

38 Brenner & Rector's the kidney 9th ed 1
[edited by] Maarten
W. Taal ... [et al.]

ElsevierSaunde
rs

494.93||Ba||1 312000147

39 Brenner & Rector's the kidney 9th ed 2
[edited by] Maarten
W Taal [et al ]

ElsevierSaunde
rs

494.93||Ba||2 312000148

40
スーパー図解乳がん : 不安が解消する情報と最新知識 (トップ専門医
の「家庭の医学」シリーズ)

齊藤光江監修 法研 495.46||Su 312000443

41 現代の眼科学 改訂第11版
吉田晃敏, 谷原秀
信編集

金原出版 496||Ge 312000175

42 眼科診療学ABC
下村嘉一 [ほか] 編
集

メジカルビュー
社

496.2||Ga 312000177

43 実践咬合調整テクニック (歯界展望:別冊)
桑田正博, 茂野啓
示編

医歯薬出版 497.6||Ji 312000018

44 口腔の病気と全身の健康
本田武司 [ほか] 執
筆/大道学館出版
部編

福岡歯科大学 497.9||Ko 312000203

45 新簡明衛生公衆衛生 改訂6版 丸井英二編 南山堂 498||Sh 312000143

46 裸のお医者さまたち : 名医と迷医の見分け方 桑間雄一郎著 ビジネス社 498.021||Ku 312000004

47 なにを食べたらいいの? 安部司 [著] 新潮社 498.519||Ab 312000141

48 産業保健マニュアル 改訂5版
和田攻編集/鈴木
庄亮 [ほか] 執筆

南山堂 498.8||Wa 312000176

49 難水溶性薬物の物性評価と製剤設計の新展開 川上亘作監修
シーエムシー出
版

499.6||Na 312000001

50
心地よいカフェのインテリア : 部屋のようにくつろげるカフェ造り、カフェ
みたいにわくわくする部屋造り (旭屋出版MOOK)

渡部和泉著 旭屋出版 526.67||Wa 312000431

51
これだけは知っておきたい「名画の常識」 (小学館101ビジュアル新
書:V019. Art:4)

中村麗著 小学館 723||Na 312000444

52 パーフェクト攻略IELTS 改訂版 宮前一広著 テイエス企画 830.79||Mi 312000002

53 犠牲 (サクリファイス) : わが息子・脳死の11日 (文春文庫) 柳田邦男著 文藝春秋 916||Ya 312000204

54 七つの夜 (岩波文庫:赤(32)-792-4)
J.L.ボルヘス著/野
谷文昭訳

岩波書店 964||Bo 312000137


