
ブックハンティング購入図書配架リスト（2012.7）

（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1 幸福論 新版 (角川文庫:17088) アラン [著]/石川湧訳

角川学芸出版/
角川グループ
パブリッシング
(発売)

135.5||Al 312000338

2 地球の歩き方 改訂 D20 シンガポール '12-'13
地球の歩き方編集室
著作編集

ダイヤモンド・
ビッグ社/ダイ
ヤモンド社 (発
売)

290.93||Ch||D
20-12/13

312000346

3
大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束 (ちくま
新書:949)

石渡嶺司著 筑摩書房 377.9||Is 312000341

4
科学英語のセンスを磨く : オリジナルペーパーに見られる表現
第2版

鈴木英次著 化学同人 407||Su 312000321

5
MS,IR,NMRの併用 第7版 (有機化合物のスペクトルによる同定
法)

Silverstein, Webster,
Kiemle著/荒木峻 [ほ
か] 訳

東京化学同人 433.9||Si 312000353

6 シュライバー・アトキンス無機化学 第4版 上
P.Atkins [ほか] 著/田
中勝久, 平尾一之, 北
川進訳

東京化学同人 435||Sh||1 312000415

7 シュライバー・アトキンス無機化学 第4版 下
P.Atkins [ほか] 著/田
中勝久, 平尾一之, 北
川進訳

東京化学同人 435||Sh||2 312000416

8 ボルハルト・ショアー現代有機化学問題の解き方 第6版
N.E.Schore [著]/大嶌
幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Sc 312000417

9 Cell biology : a laboratory handbook 3rd ed v. 1 edited by Julio E. Celis
Elsevier
Academic
Press

463||Ce||1 312000365

10 Cell biology : a laboratory handbook 3rd ed v. 2 edited by Julio E. Celis
Elsevier
Academic
Press

463||Ce||2 312000366

11 Cell biology : a laboratory handbook 3rd ed v. 3 edited by Julio E. Celis
Elsevier
Academic
Press

463||Ce||3 312000367

12 Cell biology : a laboratory handbook 3rd ed v. 4 edited by Julio E. Celis
Elsevier
Academic
Press

463||Ce||4 312000368

13 Molecular biology of the cell 5th ed : pbk
Bruce Alberts ... [et
al.]/with problems by
John Wilson, Tim Hunt

Garland
Science

463||Mo 312000394

14 これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド
武村政春編著/杉村和
人, 園田雅俊, 村雲芳
樹著

講談社 464.1||Ko 312000350

15
遺伝子工学キーワードブック : わかる、新しいキーワード辞典
改訂第2版

緒方宣邦, 野島博著 羊土社 467.2||Id 312000369

16 In situ hybridization技法 小路武彦編 学際企画 467.2||In 312000352

17
遺伝子導入なるほどQ&A : 実験のコツがつかめる基礎知識
+siRNA・タンパク質の導入もわかる!

落谷孝広, 青木一教編
集

羊土社 467.25||Id 312000395

18
マウスラボマニュアル : ポストゲノム時代の実験法 第2版
(Springer lab manual)

東京都臨床医学総合
研究所実験動物研究
部門編

シュプリンガー・
フェアラーク東
京

480.75||Ma 312000351

19 オペのイチロー、世相を斬る! 木村健著 松柏社 490.49||Ki 312000344

20 ハローマッチング : 小論文・面接対策のABC '12 石黒達昌著 医学評論社 490.7||Is||'12 312000345

21 クエスチョン・バンクCBT2013 第6版 vol.1
国試対策問題編集委
員会編

メディックメディ
ア

490.7||Qu||'13
-1

312000355

22 クエスチョン・バンクCBT2013 第6版 vol.2
国試対策問題編集委
員会編

メディックメディ
ア

490.7||Qu||'13
-2

312000356

23 クエスチョン・バンクCBT2013 第6版 vol.3
国試対策問題編集委
員会編

メディックメディ
ア

490.7||Qu||'13
-3

312000357

24 クエスチョン・バンクCBT2013 第6版 vol.4
国試対策問題編集委
員会編

メディックメディ
ア

490.7||Qu||'13
-4

312000358

25 医師のためのモバイル仕事術 : iPad/iPhoneを使い倒す! 新版
讃岐美智義, 門川俊明
著

学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング
(発売)

490.7||Sa 312000326

26
プール五肢択一形式篇 2013 エッセンス ABC (CBTこあかり:3-I,
3-II, 3-III)

『CBTこあかりプール』
編集委員会編

医学評論社
490.79||Cb||'1
3-3-1

312000427

27
プール五肢択一形式篇 2013 エッセンス EFG (CBTこあかり:3-I,
3-II, 3-III)

『CBTこあかりプール』
編集委員会編

医学評論社
490.79||Cb||'1
3-3-3

312000429

28 プール連問形式篇 2013 エッセンス (CBTこあかり:4)
『CBTこあかりプール』
編集委員会編

医学評論社
490.79||Cb||'1
3-4

312000428

29 オリエンテーション 第4版 (CBTこあかり:1)
庄司進一, 松田重三,
安田幸雄編集

医学評論社 490.79||Cb||1 312000426
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30 呼吸器 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:1) 牛木辰男, 小林弘祐著
日本医事新報
社

491.08||Ka||1 312000388

31 運動器 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:10) 坂井建雄 [ほか] 著
日本医事新報
社

491.08||Ka||10 312000386

32 循環器 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:2) 大谷修, 堀尾嘉幸著
日本医事新報
社

491.08||Ka||2 312000389

33 消化管 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:3)
河原克雅, 佐々木克典
著

日本医事新報
社

491.08||Ka||3 312000390

34 肝・胆・膵 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:4)
泉井亮, 妹尾春樹, 金
田研司著

日本医事新報
社

491.08||Ka||4 312000391

35 腎・泌尿器 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:5) 坂井建雄, 河原克雅著
日本医事新報
社

491.08||Ka||5 312000392

36 生殖器 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機能:6) 年森清隆, 川内博人著
日本医事新報
社

491.08||Ka||6 312000393

37 神経系 改訂第2版 1 (カラー図解人体の正常構造と機能:8-9) 河田光博, 稲瀬正彦著
日本医事新報
社

491.08||Ka||8 312000387

38 神経系 改訂第2版 2 (カラー図解人体の正常構造と機能:8-9) 河田光博, 稲瀬正彦著
日本医事新報
社

491.08||Ka||9 312000385

39 解剖学カラーアトラス 第7版
J.W.ローエン, 横地千
仭, E.リュッチエン-ドゥ
レコール共著

医学書院 491.1||Ro 312000424

40 組織学 改訂19版 / 阿部和厚改訂 伊藤隆著 南山堂 491.11||It 312000423

41 シグナル伝達 : 生命システムの情報ネットワーク 第2版

バスティアン D.ゴン
パーツ, イスブラント M.
クラーマー, ピーター
E.R.テイサム著/上代
淑人, 佐藤孝哉監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.31||Go 312000349

42 免疫学コア講義 改訂2版
木本雅夫, 阪口薫雄,
山下優毅編集

南山堂 491.8||Me 312000425

43 休み時間の免疫学 第2版 (休み時間シリーズ) 斎藤紀先著 講談社 491.8||Sa 312000328

44 循環器 第3版 (病気がみえる:v. 2)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 492||By||2 312000414

45 免疫・膠原病・感染症 (病気がみえる:v. 6)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 492||By||6 312000413

46
めざせ!外来診療の達人 : 外来カンファレンスで学ぶ診断推論 第
3版

生坂政臣著
日本医事新報
社

492.1||Ik 312000382

47
これだけは知っておきたい医療禁忌 : 診察・投薬・処置時の禁忌
事項の根拠と対策 改訂第2版

長田薫編 羊土社 492.1||Ko 312000384

48
そうだったのか!絶対読める心電図 : 目でみてわかる緊急度と判
読のポイント

池田隆徳著 羊土社 492.123||Ik 312000405

49
薬の処方ハンドブック : 一目でわかる処方のスタンダード 改訂第
3版

奈良信雄編集 羊土社 492.3||Ku 312000410

50 頭部・頸部 第3版 (CT/MRI画像解剖ポケットアトラス:1)
Torsten B. Moeller,
Emil Reif著/小久保宇
訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

492.4||Mo||1 312000330

51 脊椎・四肢・関節 第3版 (CT/MRI画像解剖ポケットアトラス:3)
Torsten B. Moeller,
Emil Reif著/小林有香
訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

492.4||Mo||2 312000331

52
診療放射線技師国家試験合格!Myテキスト : 過去問データベース
+模擬問題付

オーム社編 オーム社 492.4||Sh 312000329

53 診療放射線技師ブルー・ノート : 基礎編 第3版 福士政広編集
メジカルビュー
社

492.4||Sh 312000334

54 診療放射線技師イエロー・ノート : 臨床編 第3版 福士政広編集
メジカルビュー
社

492.4||Sh 312000335

55
核医学画像診断ハンドブック : 良い読影と効果的な利用のため
に 改訂版

中嶋憲一, 絹谷清剛編
エルゼビア・
ジャパン

492.43||Ka 312000333

56 X線画像解剖ポケットアトラス 第3版
トルステン B.メーラー,
エミール レイフ著/小
林有香, 小塚拓洋訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

492.43||Mo 312000332

57 頭頸部のCT・MRI 第2版 尾尻博也, 酒井修編集
メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

492.43||To 312000325

58 腹部のCT 第2版
栗林幸夫, 谷本伸弘,
陣崎雅弘編集/平松京
一監修

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

492.434||Fu 312000324

59
パーフェクトガイド呼吸管理とケア : 病態生理から学ぶ臨床のす
べて (ナーシングケアQ&A:41. Nursing care Q&A)

岡元和文, 柳下芳寛編 総合医学社 492.905||Pa 312000379

60
臨床実践フィジカルアセスメント : 急変対応力10倍アップ (ナース
ビギンズ)

佐藤憲明編 南江堂 492.913||Ri 312000401

61 ナーストリアージ 平尾明美編 中山書店 492.916||Na 312000374
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62
チームで支える!子どものプレパレーション (小児看護ベストプラク
ティス)

古橋知子, 平田美佳責
任編集

中山書店 492.925||Sh 312000377

63
一般病棟でもできる!終末期がん患者の緩和ケア : あなたの疑問
に認定看護師が答えます 第2版

ナーシング・トゥデイ編
集部編

日本看護協会
出版会

492.926||Ip 312000376

64 腎不全看護 第4版
日本腎不全看護学会
編

医学書院 492.926||Ji 312000378

65 褥瘡・嚥下・栄養ケア (スキルアップパートナーズ) 池上峰子編集 照林社 492.926||Jo 312000359

66
成人看護技術 : 生きた臨床技術を学び看護実践能力を高める
(看護学テキストnice. 成人看護学)

野崎真奈美 [ほか] 編
集

南江堂 492.926||Se 312000402

67
場面でまなぶ老年看護学 : 理論・実践統合学習 改訂2版 (G
supple)

G supple編集委員会,
関千代子, 堀内ふき編

メディカ出版 492.929||Ba 312000403

68 根拠と事故防止からみた老年看護技術 亀井智子編集 医学書院 492.929||Ko 312000397

69 家族看護学 : 理論と実践 第3版第2刷(追補版) 鈴木和子, 渡辺裕子著
日本看護協会
出版会

492.99||Su 312000373

70 やさしい血液疾患 第5版 押味和夫著
日本医事新報
社

493.17||Os 312000412

71 カテーテルアブレーション : 基本から最新治療まで 改訂2版 相沢義房, 奥村謙編集
メジカルビュー
社

493.23||Ka 312000404

72 消化器内視鏡ガイドライン 第3版
日本消化器内視鏡学
会卒後教育委員会責
任編集

医学書院 493.4||Sh 312000323

73 基礎からわかる感染症 本田順一, 操華子編著 ナツメ社 493.8||Ki 312000347

74 新しい小児の臨床検査基準値ポケットガイド 田中敏章編著 じほう 493.92||At 312000409

75
母乳育児支援ブック : すぐ使える!70の事例から学ぶ : すれ違い
コミュニケーションをなくそう! (ペリネイタルケア:2009年夏季増刊
(通巻365号))

涌谷桐子編集 メディカ出版 493.983||Bo 312000375

76
New外科学 改訂第3版 (Nankodo's essential well-advanced
series)

出月康夫, 古瀬彰, 杉
町圭蔵編集

南江堂 494||Ne 312000322

77 抗悪性腫瘍薬コンサルトブック : 薬理学的特性に基づく治療 南博信編集 南江堂 494.53||Ko 312000407

78 卒後5年でマスターする消化器標準手術 桑野博行編集
メジカルビュー
社

494.65||So 312000354

79 復帰をめざすスポーツ整形外科 宗田大編集
メジカルビュー
社

494.7||Fu 312000361

80
カラードプラーを活用したスクリーニング (動画で見る・胎児心エ
コー診断:3)

川滝元良著
メジカルビュー
社

495.2||Do||3 312000383

81 周産期超音波のみかた : ベーシック&ステップアップ講座 金井雄二著 メディカ出版 495.2||Ka 312000396

82 医者になってどうする! 小鷹昌明著 中外医学社 498.14||Od 312000362

83
実務文書で学ぶ薬学英語 (医学英語シリーズ : 英語でつなぐ世
界といのち:4)

野口ジュディー著 アルク 499.07||No 312000381

84
薬剤師国家試験問題解説書 第97回 (国試がわかる本:別冊,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

テコム薬学セミ
ナー/ティ・エ
ム・エス (発売)

499.079||Ko||1
3

312000398

85 薬剤師国家試験問題解答・解説 97回(2012) 村上泰興 [ほか] 著
評言社薬学教
育センター

499.079||Ya||'1
2

312000400

86 今日のOTC薬 : 解説と便覧 改訂第2版
中島恵美, 伊東明彦編
集

南江堂 499.1||Ko 312000406

87
薬の効き方・効かせ方 : その仕組みから先進技術DDSまで (東
京理科大学・坊っちゃん選書)

寺田弘著 オーム社 499.1||Te 312000408

88 創薬化学
長野哲雄, 夏苅英昭,
原博編

東京化学同人 499.3||So 312000327

89
生薬単 : 語源から覚える植物学・生薬学名単語集 : ギリシャ語・
ラテン語 改訂第2版

原島広至著
エヌ・ティー・エ
ス

499.8||Ha 312000380

90 パートナー生薬学 改訂第2版
竹谷孝一, 鳥居塚和生
編

南江堂 499.8||Pa 312000399

91
ジョジョの奇妙な名言集 Part1-3 (集英社新書:ヴィジュアル版 ;
025V-026V)

荒木飛呂彦著 集英社 726.1||Ar||1 312000343

92
ジョジョの奇妙な名言集 Part4-8 (集英社新書:ヴィジュアル版 ;
025V-026V)

荒木飛呂彦著 集英社 726.1||Ar||2 312000342

93
国際会議・スピーチ・研究発表の英語表現 (CD book) (Beret
books)

石井隆之著 ベレ出版 830||Is 312000320

94
古事記 (角川文庫:12586. 角川ソフィア文庫:91. ビギナーズ・クラ
シックス)

角川書店編 角川書店 913.2||Ko 312000363

95 砂の女 改版 (新潮文庫:あ-4-15) 安部公房著 新潮社 913.6||Ab 312000372

96 タイニー・タイニー・ハッピー (角川文庫:16969) 飛鳥井千砂 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||As 312000337

97 九つの、物語 (集英社文庫:は36-1) 橋本紡著 集英社 913.6||Ha 312000336

98 葡萄が目にしみる (角川文庫:緑-579-8) 林真理子 [著] 角川書店 913.6||Ha 312000339
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99 流れ星が消えないうちに (新潮文庫:は-43-1) 橋本紡著 新潮社 913.6||Ha 312000421

100 5年3組リョウタ組 (角川文庫:16294) 石田衣良 [著] 角川書店 913.6||Is 312000364

101 螢川/泥の河 改版 (新潮文庫:み-12-9) 宮本輝著 新潮社 913.6||Mi 312000418

102 夏と花火と私の死体 (集英社文庫) 乙一著 集英社 913.6||Ot 312000340

103 失はれる物語 (角川文庫:14268) 乙一 [著] 角川書店 913.6||Ot 312000371

104 平面いぬ。 (集英社文庫) 乙一著 集英社 913.6||Ot 312000420

105 ぼくは勉強ができない (新潮文庫:や-34-6) 山田詠美著 新潮社 913.6||Ya 312000348

106 恋愛中毒 (角川文庫:12503) 山本文緒[著] 角川書店 913.6||Ya 312000411

107 スローカーブを、もう一球 改版 (角川文庫:17408) 山際淳司 [著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング(発売
元)

913.6||Ya 312000419

108
沙門空海唐の国にて鬼と宴す 巻ノ1 (角川文庫:17077-17078,
17133-17134)

夢枕獏[著]

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Yu||1 312000370

109 あきらめない人生 (集英社文庫) 瀬戸内寂聴著 集英社 914.6||Se 312000422

110 罪と罰 改版 上巻 (新潮文庫:ト-1-18, ト-1-19)
ドストエフスキー [著]/
工藤精一郎訳

新潮社 983||Do||1 312000430

111 罪と罰 改版 下巻 (新潮文庫:ト-1-18, ト-1-19)
ドストエフスキー [著]/
工藤精一郎訳

新潮社 983||Do||2 312000360


