
医歯薬系図書配架リスト（9月）

（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1
ディジタル画像処理の基礎と応用 : 基本概念から顔画像認識まで
: Visual C# .NET & Visual Basic .NETによる 改訂版

酒井幸市著
CQ出版

007.1||Sa 312000992

2
ディジタル画像処理の基礎と応用 : 基本概念から顔画像認識まで
: Visual C# .NET & Visual Basic .NETによる 改訂版

酒井幸市著 CQ出版 007.1||Sa 312001040

3
Excel VBAのプログラミングのツボとコツがゼッタイにわかる本 :
Excel2007/2003対応 [正]

立山秀利著 秀和システム 007.64||Ta 312001075

4 Excel VBA逆引き辞典パーフェクト 田中亨著 翔泳社 007.64||Ta 312000680

5 その論文は著作権侵害? : 基礎知識からQ&A 服部誠著 中山書店 021.2||Ha 312000939

6 APA論文作成マニュアル 第2版

アメリカ心理学会
(APA)著/前田樹海,
江藤裕之, 田中建彦
訳

医学書院 140.7||Ap 312000594

7 生涯人間発達論 : 人間への深い理解と愛情を育むために 第2版 服部祥子著 医学書院 143||Ha 312000762

8 「できる人」の聞き方&質問テクニック 箱田忠昭著 フォレスト出版 336.49||Ha 312000719

9
社会福祉士スピードマスター : 過去問一問一答式でファイナル
チェック 2013年版

川村匡由, TAC福祉
士受験対策チーム
編著

TAC株式会社
出版事業部

369.17||Sh||'13 312001003

10 あたらしい学校保健皮膚科マニュアル 馬場直子編集 診断と治療社 374.9||At 312000761

11 学校保健マニュアル 改訂8版
衛藤隆, 岡田加奈子
編集/衛藤隆 [ほか]
執筆

南山堂 374.9||Ga 312000768

12 保健室経営マニュアル : その基本と実際 改訂
三木とみ子編集代
表

ぎょうせい 374.9||Ho 312000868

13
NHK食べてニッコリふるさと給食 : 全国スローフード給食レシピ付
き

NHK BS「食べてニッ
コリふるさと給食」制
作班編

東京書籍 374.94||Nh 312000711

14 Q&A学校災害対応ハンドブック
学校災害対応ハンド
ブック編集委員会編

ぎょうせい 374||Qa 312001028

15 日本人研究者のための絶対できる英語プレゼンテーション
Philip Hawke,
Robert F. Whittier著
/福田忍訳

羊土社 407||Ha 312000778

16 日本人研究者のための絶対できる英語プレゼンテーション
Philip Hawke,
Robert F. Whittier著
/福田忍訳

羊土社 407||Ha 312000779

17 マンガ統計手法入門
石村貞夫作/高橋達
央画

シーエムシー 417||Is 312001004

18
マンガ必殺!統計攻略法 : どうしても有意差を出したいあなたに
(CMC books)

鍵和田京子, 石村貞
夫作/さいとうはるき
画

シーエムシー出
版

417||Ka 312001033

19
アイスクリームで味わう、"関係"の統計学 (ファーストブック. 統計
学がわかる:回帰分析・因子分析編)

向後千春, 冨永敦子
著

技術評論社 417||Ko 312001037

20
ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさしく楽しい統計学
(ファーストブック. 統計学がわかる)

向後千春, 冨永敦子
著

技術評論社 417||Ko 312001036

21 完全独習統計学入門 小島寛之著 ダイヤモンド社 417||Ko 312001044

22
Scilab入門 : フリーソフトで始める数値シミュレーション (計測・制
御シリーズ)

大野修一著 CQ出版 418.1||Oh 312001010

23 カラー図解物理学事典

Hans Breuer著
/Rosemarie Breuer
図作/杉原亮 [ほか]
訳

共立出版 420||Ka 312000840

24 直観でわかるシュレーディンガー方程式 岸野正剛著 丸善出版 421.3||Ki 312001030

25 音の物理 (音響入門シリーズ:A-2) 東山三樹夫著 コロナ社 424||To 312001009

26 医療・薬学系のための基礎化学
津田孝雄, 荒木修
喜, 廣浦学編

朝倉書店 430||Ir 312000974

27 現代界面コロイド科学の事典 日本化学会編 丸善 431.8||Ge 312000707

28 基礎高分子科学 [正編] 高分子学会編 東京化学同人 431.9||Ki 312000696

29 実験データを正しく扱うために 化学同人編集部編 化学同人 432||Ji 312001027

30 分析化学用語辞典 日本分析化学会編 オーム社 433.033||Bu 312000907

31 分析化学用語辞典 日本分析化学会編 オーム社 433.033||Bu 312000838

32 よくある質問NMRの基本 (よくある質問シリーズ)
竹内敬人, 加藤敏代
著/講談社サイエン
ティフィク編集

講談社 433.57||Ta 312001081

33 ベーシック機器分析化学
日本分析化学会近
畿支部編

化学同人 433||Be 312000710

34 演習を中心とした薬学生の分析化学 第5版
嶋田健次編集/神崎
愷 [ほか執筆]

廣川書店 433||En 312000976
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35 分析化学 基礎編 (基礎教育シリーズ) 本水昌二 [ほか] 著 東京教学社 433||Ki 312001071

36 分析化学 機器分析編 (基礎教育シリーズ) 本水昌二 [ほか] 著 東京教学社 433||Ki 312000914

37 なっとくする機器分析 (なっとくシリーズ) 中田宗隆著 講談社 433||Na 312000704

38 なっとくする分析化学 (なっとくシリーズ)
斎藤恭一著/武曽宏
幸絵

講談社 433||Sa 312000699

39 若手研究者のための機器分析ラボガイド 澤田清編 講談社 433||Wa 312000794

40 有機合成化学
檜山為次郎, 大嶌幸
一郎編著/丸岡啓二
[ほか] 著

東京化学同人 434||Yu 312000687

41 炭素学 : 基礎物性から応用展開まで (Dojin academic series:1)
田中一義, 東原秀和,
篠原久典編

化学同人 435.6||Ta 312000902

42
不活性結合・不活性分子の活性化 : 革新的な分子変換反応の開
拓 (CSJ Current Review:05)

日本化学会編著 化学同人 437.01||Fu 312000681

43
研究室で役立つ有機化学反応の実験テクニック : 実験の基本から
不活性ガス下での反応操作まで

J.Leonard, B.Lygo,
G.Procter [著]/田川
義展訳

丸善出版 437.075||Le 312000663

44
研究室で役立つ有機化学反応の実験テクニック : 実験の基本から
不活性ガス下での反応操作まで

J.Leonard, B.Lygo,
G.Procter [著]/田川
義展訳

丸善出版 437.075||Le 312000664

45 若手研究者のための有機実験ラボガイド 山岸敬道, 佐藤潔著 講談社 437.075||Ya 312000792

46
Boronic acids : preparation and applications in organic synthesis,
medicine and materials 2nd completely rev. ed v. 1

edited by Dennis G.
Hall

Wiley-VCH 437||Bo||1 312000583

47
Boronic acids : preparation and applications in organic synthesis,
medicine and materials 2nd completely rev. ed v. 2

edited by Dennis G.
Hall

Wiley-VCH 437||Bo||2 312000584

48 Organic chemistry 2nd ed
Jonathan Clayden,
Nick Greeves, Stuart
Warren

Oxford
University
Press

437||Cl 312001096

49 薬学・生命科学のための有機化学・天然物化学
Satyajit D.Sarker,
Lutfun Nahar著/伊
藤喬, 鳥居塚和生訳

東京化学同人 437||Sa 312000973

50 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 312000665

51 有機化合物結晶作製ハンドブック : 原理とノウハウ 平山令明編著 丸善 459.96||Yu 312000912

52
理系総合のための生命科学 : 分子・細胞・個体から知る"生命"の
しくみ 第2版

東京大学生命科学
教科書編集委員会
編

羊土社 460||Ri 312001093

53
理系総合のための生命科学 : 分子・細胞・個体から知る"生命"の
しくみ 第2版

東京大学生命科学
教科書編集委員会
編

羊土社 460||Ri 312001094

54
医学・医療系のための生物学の基礎知識 : 生命の誕生・くすり・再
生医療まで

都河明子著 丸善 460||Ts 312000818

55
生と死を握るミトコンドリアの謎 : 健康と長寿を支配するミクロな器
官 (知りたいサイエンス:114)

米川博通著 技術評論社 463.3||Yo 312000972

56 イラストレイテッド細胞分子生物学 (リッピンコットシリーズ)
Nalini Chandar,
Susan Viselli [著]/
伊藤俊樹 [ほか訳]

丸善出版 463||Ch 312000808

57 バイオ実験の知恵袋 : 効率アップとピンチ脱出のワザ350+ 小笠原道生著 羊土社 464.1||Og 312000780

58 構造生物学
A. Liljas [ほか] 著/
田中勲, 三木邦夫訳

化学同人 464.2||Ko 312000943

59
Protein-ligand interactions : hardback (Methods and principles in
medicinal chemistry:v. 53)

edited by Holger
Gohlke

Wiley-VCH 464.2||Pr 312000585

60
タンパク質の立体構造入門 : 基礎から構造バイオインフォマティク
スへ

藤博幸編 講談社 464.2||Ta 312000781

61 タンパク質計算科学 : 基礎と創薬への応用 神谷成敏 [ほか] 著 共立出版 464.2||Ta 312000690

62 機能性RNAの分子生物学
河合剛太, 清澤秀孔
編

クバプロ 464.27||Ki 312000952

63
DNAを操る分子たち : エピジェネティクスという不思議な世界 (知り
たいサイエンス:109)

武村政春著 技術評論社 464.27||Ta 312001069

64 イラストレイテッドハーパー・生化学

ハーパー [原
著]/R.K. Murray [ほ
か著]/飯塚哲太郎
[ほか訳]

丸善 464||Ir 312000810

65 基礎ケミカルバイオロジー 杉山弘, 板東俊和著 化学同人 464||Su 312000701

66
転写制御とエピジェネティクス : ゲノムデコードに向けて (The
frontiers in medical sciences)

加藤茂明編 南山堂 467.2||Te 312000731

67 遺伝情報の発現制御 : 転写機構からエピジェネティクスまで

デイビッド S. ラッチ
マン著/五十嵐和彦,
深水昭吉, 山本雅之
監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

467.21||La 312000864

68 ヒトの分子遺伝学 第4版

トム・ストラッチャン,
アンドリュー・リード
著/村松正實 [ほか]
監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

467.21||St 312000844

69
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 312000643
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70
バイオデータベースとウェブツールの手とり足とり活用法 : 遺伝子
の配列・機能解析, タンパク質解析, プロテオミクス, 文献検索, 検
索エンジン...etc. 真に役立つサイトを使い倒す! 改訂第2版

中村保一 [ほか] 編
集

羊土社 467.3||Ba 312000777

71
ゲノム情報はこう活かせ! : 比較ゲノム学を遺伝子・タンパク質の機
能解析や疾患遺伝子探索に活用する方法がわかる

岡崎康司, 坊農秀雅
編

羊土社 467.3||Ge 312000769

72 はじめてのバイオインフォマティクス 藤博幸編 講談社 467.3||Ha 312000793

73 バイオインフォマティクス : ゲノム配列から機能解析へ 第2版
David W. Mount著/
香月祥太郎 [ほか]
訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

467.3||Mo 312000845

74 オープンソースで学ぶバイオインフォマティクス
オープンバイオ研究
会編

東京電機大学
出版局

467.3||Op 312000688

75 Molecular cloning : a laboratory manual 4th ed v. 1 : cloth
Michael R. Green,
Joseph Sambrook

Cold Spring
Harbor
Laboratory

467.3||Sa||1 312000651

76 Molecular cloning : a laboratory manual 4th ed v. 1 : pbk
Michael R. Green,
Joseph Sambrook

Cold Spring
Harbor
Laboratory

467.3||Sa||1 312000654

77 Molecular cloning : a laboratory manual 4th ed v. 2 : cloth
Michael R. Green,
Joseph Sambrook

Cold Spring
Harbor
Laboratory

467.3||Sa||2 312000652

78 Molecular cloning : a laboratory manual 4th ed v. 2 : pbk
Michael R. Green,
Joseph Sambrook

Cold Spring
Harbor
Laboratory

467.3||Sa||2 312000655

79 Molecular cloning : a laboratory manual 4th ed v. 3 : cloth
Michael R. Green,
Joseph Sambrook

Cold Spring
Harbor
Laboratory

467.3||Sa||3 312000653

80 Molecular cloning : a laboratory manual 4th ed v. 3 : pbk
Michael R. Green,
Joseph Sambrook

Cold Spring
Harbor
Laboratory

467.3||Sa||3 312000656

81 生態学のレッスン : 身近な言葉から学ぶ 渡辺守著
東京大学出版
会

468||Wa 312000975

82 生態進化発生学 : エコ--エボ--デボの夜明け

スコット F.ギルバー
ト, デイビッド イーペ
ル著/正木進三, 竹
田真木生, 田中誠二
訳

東海大学出版
会

481.2||Gi 312000689

83 生物から見た世界 (岩波文庫:青(33)-943-1)
ユクスキュル, クリ
サート著/日高敏隆,
羽田節子訳

岩波書店 481||Ue 312001024

84 ヘルス・コミュニケーション : これからの医療者の必須技術 改訂版

ピーター・G. ノートハ
ウス, ローレル・L.
ノートハウス著/萩原
明人訳

九州大学出版
会

490.14||No 312000820

85 基礎医学統計学 改訂第6版
加納克己, 高橋秀人
共著

南江堂 490.19||Ka 312000812

86
わかりやすい医学統計の報告 : 医学論文作成のためのガイドライ
ン

Thomas A.Lang,
Michelle Secic著/大
橋靖雄, 林健一監訳

中山書店 490.19||La 312000970

87
わかりやすい医学統計の報告 : 医学論文作成のためのガイドライ
ン

Thomas A.Lang,
Michelle Secic著/大
橋靖雄, 林健一監訳

中山書店 490.19||La 312000938

88 数学いらずの医科統計学 第2版
ハーベイ・モトルス
キー著/津崎晃一訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

490.19||Mo 312000899

89 医薬研究者のためのケース別統計手法の学び方 奥田千恵子著 金芳堂 490.19||Ok 312001026

90 医学冠名用語辞典 普及版
Lisa Marcucci [著]/
羽白清訳

朝倉書店 490.33||Ma 312000826

91
医学文献ユーザーズガイド : 根拠に基づく診療のマニュアル 第2
版

Gordon Guyatt [ほ
か編]

凸版メディア 490.7||Ig 312001048

92 医療現場iPad実践ガイド
エクスナレッジ医学
編集部編著

エクスナレッジ 490.7||Ir 312001083

93
トム・ラングの医学論文「執筆 (ライティング)・出版・発表」実践ガイ
ド

Thomas A.Lang著/
宮崎貴久子, 中山健
夫監訳

シナジー 490.7||La 312000929

94 臨床研究と疫学研究のための国際ルール集
中山健夫, 津谷喜一
郎編著

ライフサイエン
ス出版

490.7||Ri 312000703

95 シミュレーション医学教育入門
日本医学教育学会
教材開発・SP小委員
会編集

篠原出版新社 490.7||Si 312001079

96 医学英語communication & writing能力アップ!
土居治著, 西村真澄,
David Chart著/茨木
保イラスト

金芳堂 490.7||Ts 312000969

97 マウスカラーアトラスと写真で見る脳実験マニュアル 黒川衛編集 羊土社 490.75||Ma 312000775

98 世にも奇妙な人体実験の歴史
トレヴァー・ノートン
著/赤根洋子訳

文藝春秋 490.75||No 312001023

99 First aid for the USMLE step 2 CK 8th ed Tao Le ... [et al.]
McGraw-Hill
Medical

490.79||Fi 312001097

100 First aid for the USMLE step 2 CS 4th ed Tao Le ... [et al.]
McGraw-Hill
Medical

490.79||Fi 312001014

101 First Aid Q&A for the USMLE Step 1 3rd ed.
[edited by] Tao Le,
James A. Feinstein

McGraw-Hill
[distributor]

490.79||Fi 312001015

102
医学と仮説 : 原因と結果の科学を考える (岩波科学ライブラ
リー:184)

津田敏秀著 岩波書店 490||Ts 312000968
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103 リハビリテーション解剖アトラス
佐藤達夫, 坂本裕和
著

医歯薬出版 491.1||Sa 312000722

104 リハビリテーション解剖アトラス
佐藤達夫, 坂本裕和
著

医歯薬出版 491.1||Sa 312000723

105 トートラ解剖学 第2版
Gerard J.Tortora,
Mark T. Nielsen [著]

丸善 491.1||To 312000811

106 新骨の科学
須田立雄 [ほか] 編
著

医歯薬出版 491.16||Sh 312000879

107 ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス
Neil S. Norton著/前
田健康監訳

医歯薬出版 491.192||No 312000831

108 管理栄養士を目指す学生のための解剖生理学テキスト 第3版 岩堀修明著 文光堂 491.3||Iw 312000807

109
The ABC transporters of human physiology and disease : genetics
and biochemistry of ATP binding cassette transporters

edited by Kenneth J.
Linton, I. Barry
Holland

World Scientific 491.3||Th 312001077

110 症状と薬からひも解く生理学 當瀬規嗣著 南山堂 491.3||To 312000967

111 血管生物医学事典
日本血管生物医学
会編集

朝倉書店 491.324||Ke 312000824

112 訪問で行う摂食・嚥下リハビリテーションのチームアプローチ 戸原玄編集
全日本病院出
版会

491.343||Ho 312000608

113 臨床の口腔生理学に基づく摂食・嚥下障害のキュアとケア 舘村卓著 医歯薬出版 491.343||Ta 312000858

114 よくわかる摂食・嚥下のメカニズム 山田好秋著 医歯薬出版 491.343||Ya 312000870

115 From neuron to brain 5th ed
John G. Nicholls ...
[et al.]

Sinauer
Associates

491.37||Fr 312001006

116 標準生化学 (Standard textbook) 藤田道也執筆 医学書院 491.4||Fu 312000940

117 カッツング薬理学 : エッセンシャル
Anthony J. Trevor,
Bertram G. Katzung,
Susan B Masters

丸善出版 491.5||Ka 312000809

118 リベンジ薬理学 第2版 (図解入門. メディカルサイエンスシリーズ)
中原保裕, 中原さと
み著

秀和システム 491.5||Na 312000806

119 処方がわかる医療薬理学 第7版 2012-2013 中原保裕著
学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング

491.5||Na||'12-
'13

312000839

120 臨床薬理学 第3版
日本臨床薬理学会
編/中野重行 [ほか]
責任編集

医学書院 491.5||Ri 312000634

121 症例から学ぶTDM実践アプローチ
佐々木忠徳 [ほか]
著

南山堂 491.5||Sh 312000610

122
薬理学がわかる : 薬の仕組みが基礎からしっかり理解できる!
(ファーストブック)

鈴木正彦著 技術評論社 491.5||Su 312001078

123 Robbins basic pathology 9th ed : hardcover

Vinay Kumar, Abul K.
Abbas, Jon C.
Aster/artist, James
A. Perkins

Elsevier/Saund
ers

491.6||Ro 312000823

124 病理学概論 改訂第3版 関根一郎著 医歯薬出版 491.6||Se 312000836

125 新病理学 第5版 : 新装版 (Qシリーズ)
桜井勇監修/山本雅
博, 坂田一美執筆

日本医事新報
社

491.6||Ya 312000804

126 疾病論 : 人間が病気になるということ 第2版 井上泰著 医学書院 491.61||In 312000827

127 微生物学 : 基礎から臨床へのアプローチ

アンソニー・ストレル
コースカス, ジェニ
ファー・ストレルコー
スカス, ダニエル・モ
シク-ストレスコース
カス著/神谷茂, 河
野茂監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.7||St 312000878

128 Critical care medicine : the essentials 4th ed
John J. Marini,
Arthur P. Wheeler

Wollters Kluwer
Lippincott
Williams &
Wilkins

491.79||Cr 312000586

129
バイオ実験で失敗しない!免疫染色・イメージングのコツ : サンプル
調製から抗体の選択, 染色法の手技, 顕微鏡観察までの実践的ノ
ウハウ (実験医学:別冊)

井関祥子, 太田正人
編集

羊土社 491.8||Ba 312000599

130 免疫の事典 桂義元 [ほか] 編集 朝倉書店 491.8||Me 312000825

131 ロアットカラー基本免疫学
ピーター・J・デルヴ
ス [ほか] 著/宮坂昌
之監訳

西村書店 491.8||Ro 312001007

132
病院の検査数値早わかりハンドブック : 新決定版 (主婦の友ポ
ケットbooks)

小橋隆一郎著 主婦の友社 492.1||Ko 312001002

133 The臨床推論 : 研修医よ,診断のプロを目指そう! 大西弘高編 南山堂 492.1||Oh 312000999

134
薬剤師のトリアージ実践ガイド : 視診・バイタルサイン・問診による
病態の捉え方

佐仲雅樹著 丸善出版 492.1||Sa 312000673

135
スタートアップ・心エコーマニュアル : 考える心エコー実践のために
改訂2版

増山理著 南江堂 492.12||Ma 312000750

136
初心者から研修医のための経食道心エコー : 部長も科長もみんな
初心者 2

国沢卓之編集
真興交易医書
出版部

492.12||Sh||2 312001000
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137 デジタル心音図との対比で学ぶ心臓の聴診 : DVDでトレーニング
山崎直仁, 土居義典
著

金芳堂 492.12||Ya 312000674

138 心エコーポケットノート 改訂第4版 山田博胤著 アスリード 492.12||Ya 312000947

139 スタンダード輸血検査テキスト 第2版
認定輸血検査技師
制度協議会カリキュ
ラム委員会編集

医歯薬出版 492.26||Su 312000758

140 スタンダード輸血検査テキスト 第2版
認定輸血検査技師
制度協議会カリキュ
ラム委員会編集

医歯薬出版 492.26||Su 312000759

141 スタンダード輸血検査テキスト 第2版
認定輸血検査技師
制度協議会カリキュ
ラム委員会編集

医歯薬出版 492.26||Su 312000760

142 輸血学 改訂第3版
遠山博編集者代表/
遠山博 [ほか] 編著

中外医学社 492.26||Yu 312000842

143 救急薬物療法ワークシート
中馬真幸, 今井徹編
著

じほう 492.29||Ky 312000897

144
類似薬の使い分け : 症状に合った薬の選び方とその根拠がわか
る

藤村昭夫編集 羊土社 492.3||Ru 312000622

145
精神・脳神経系疾患/消化器疾患 (薬剤師のための疾患別薬物療
法 : 病態を理解して組み立てる:2)

[山田清文, 村山純
一郎担当編集]

南江堂 492.3||Sh||2 312001061

146
心臓・血管系疾患/腎疾患/泌尿・生殖器疾患 (薬剤師のための疾
患別薬物療法 : 病態を理解して組み立てる:3)

[高橋晴美, 二神幸
次郎, 中澤一純担当
編集]

南江堂 492.3||Sh||3 312000624

147
免疫疾患/骨・関節疾患/血液・造血器疾患/内分泌・代謝疾患 (薬
剤師のための疾患別薬物療法 : 病態を理解して組み立てる:4)

[望月眞弓, 林昌洋,
青山隆夫担当編集]

南江堂 492.3||Sh||4 312000625

148
感染症/呼吸器疾患/皮膚疾患/感覚器疾患 (薬剤師のための疾
患別薬物療法 : 病態を理解して組み立てる:5)

[太田伸, 中澤一純,
青山隆夫担当編集]

南江堂 492.3||Sh||5 312000626

149 スタートアップ服薬指導
大井一弥編著/高村
徳人 [ほか] 著

講談社 492.3||Su 312001080

150 薬効別服薬指導マニュアル 第7版
田中良子監修・編集
/政田啓子, 妻谷多
美代, 木村健編集

じほう 492.3||Ya 312000901

151 抗菌薬の考え方, 使い方 Ver. 3
岩田健太郎, 宮入烈
著

中外医学社 492.31||Iw 312000942

152 Radiobiology for the radiologist 7th ed : hardback
Eric J. Hall, Amato
J. Giaccia

Wolters Kluwer
Health,
Lippincott

492.4||Ha 312000587

153
Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures 12th ed. /
Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith v. 1 : hardcover

Elsevier/Mosby 492.4||Me||1 312000658

154
Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures 12th ed. /
Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith v. 2 : hardcover

Elsevier/Mosby 492.4||Me||2 312000659

155
Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures 12th ed. /
Eugene D. Frank, Bruce W. Long, Barbara J. Smith v. 3 : hardcover

Elsevier/Mosby 492.4||Me||3 312000660

156 放射線医学物理学 第3版増補 西臺武弘著 文光堂 492.4||Ni 312000882

157 放射線医学物理学 第3版増補 西臺武弘著 文光堂 492.4||Ni 312000883

158
Physics for diagnostic radiology 3rd ed : hbk (Series in medical
physics and biomedical engineering)

P. P. Dendy, B.
Heaton/with
contributions by O.
W. E. Morrish ... [et
al.]

CRC Press 492.4||Ph 312001013

159 医療放射線技術学概論講義 : 放射線医療を学ぶ道標 山下一也著
日本放射線技
師会出版会

492.4||Ya 312001087

160 医用画像工学 (新・医用放射線科学講座)
岡部哲夫, 藤田広志
編集/石田隆行 [ほ
か] 執筆

医歯薬出版 492.42||Iy 312000852

161 よくわかる医用画像工学
石田隆行編/石田隆
行 [ほか] 共著

オーム社 492.42||Yo 312000716

162 CT・MRI実践の達人

聖路加国際病院放
射線科レジデント編/
齋田幸久責任編集/
石山光富執筆/槇殿
文香理 [ほか] 執筆
協力

医学書院 492.43||Ct 312001001

163 標準X線CT画像計測
市川勝弘, 村松禎久
共編

オーム社 492.43||Hy 312000675

164 Essentials of radiographic physics and imaging
James N. Johnston,
Terri L. Fauber

Elsevier/Mosby 492.43||Jo 312000657

165 放射線受光系の特性曲線 小寺吉衞編著 医療科学社 492.43||Ko 312000717

166 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 312000889

167 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 312000890

168 鍼灸師・柔道整復師のための局所解剖カラーアトラス 改訂第2版
北村清一郎, 熊本賢
三編集

南江堂 492.75||Ky 312000766
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169 鍼灸師・柔道整復師のための局所解剖カラーアトラス 改訂第2版
北村清一郎, 熊本賢
三編集

南江堂 492.75||Ky 312000767

170 バイオメディカルフォトニクス : 生体医用光学の基礎と応用

電気学会次世代バ
イオメディカル・レー
ザ応用技術調査専
門委員会編

電気学会/オー
ム社 (発売)

492.8||Ba 312000705

171 医薬理工の異分野融合研究から見えたナノバイオの未来
東京大学ナノバイ
オ・インテグレーショ
ン研究拠点編

エクスナレッジ 492.8||Iy 312001092

172 医用材料工学 (臨床工学シリーズ:12) 堀内孝, 村林俊共著 コロナ社 492.8||Ri||12 312000913

173 医用画像解析アプリOsiriXパーフェクトガイド 杉本真樹著 エクスナレッジ 492.8||Su 312001084

174 生体材料 (環境調和型新材料シリーズ)
日本セラミックス協
会編

日刊工業新聞
社

492.89||Se 312000706

175
看護のエビデンス : “いま"“むかし" (EB nursing:第10巻増刊2号.
イー・ビー・ナーシング)

[EB nursing編集委
員・同編集部企画・
編集]

中山書店 492.9||Ka 312000724

176
看護のエビデンス : “いま"“むかし" (EB nursing:第10巻増刊2号.
イー・ビー・ナーシング)

[EB nursing編集委
員・同編集部企画・
編集]

中山書店 492.9||Ka 312000725

177
看護のエビデンス : “いま"“むかし" (EB nursing:第10巻増刊2号.
イー・ビー・ナーシング)

[EB nursing編集委
員・同編集部企画・
編集]

中山書店 492.9||Ka 312000726

178 看護の約束 : 命を守り、暮らしを支える 秋元典子著
ライフサポート
社

492.901||Ak 312000874

179 現代看護の探究者たち : 人と思想 増補第2版
小林富美栄, 樋口康
子, 小玉香津子他著

日本看護協会
出版会

492.901||Ge 312001045

180 看護技術の基礎理論 川島みどり著
ライフサポート
社

492.901||Ka 312000886

181
徹底ガイド口腔ケアQ&A : すべての医療従事者・介護者のために
(ナーシングケアQ&A:30. Nursing care Q&A)

吉田和市編 総合医学社 492.905||Te 312000604

182 ベナーナースを育てる
パトリシア・ベナー
[ほか] 著/早野Zito
真佐子訳

医学書院 492.907||Be 312000595

183 ベナーナースを育てる
パトリシア・ベナー
[ほか] 著/早野Zito
真佐子訳

医学書院 492.907||Be 312000729

184 看護研究のための文献レビュー : マトリックス方式
ジュディス・ガラード
著/安部陽子訳

医学書院 492.907||Ga 312000593

185 これからの看護研究 : 基礎と応用 第3版
小笠原知枝, 松木光
子編

ヌーヴェルヒロ
カワ

492.907||Ko 312000875

186 臨床看護英語 : Let's listen, speak and learn 第5版
仁木久恵, Nancy
Sharts-Hopko, 助川
尚子著

医学書院 492.907||Ni 312000988

187 看護教育における授業設計 第4版
佐藤みつ子, 宇佐美
千恵子, 青木康子著

医学書院 492.907||Sa 312000776

188 看護教育学 第5版
杉森みど里, 舟島な
をみ著

医学書院 492.907||Su 312000615

189 看護学の概念と理論的基盤 (看護学基礎テキスト:第1巻) 野嶋佐由美編集
日本看護協会
出版会

492.908||Ka||1 312001073

190 看護の対象 (看護学基礎テキスト:第2巻) 小山眞理子編集
日本看護協会
出版会

492.908||Ka||2 312000822

191 社会の中の看護 (看護学基礎テキスト:第3巻) 田村やよひ編集
日本看護協会
出版会

492.908||Ka||3 312001055

192 看護の機能と方法 (看護学基礎テキスト:第4巻) 小山眞理子編集
日本看護協会
出版会

492.908||Ka||4 312001043

193 看護技術・ケアの疑問解決Q&A (Nursing mook:69)
尾野敏明ほか著/増
田和也 [ほか] 編集

学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング
(発売)

492.911||Ka 312000989

194 急性期・周手術期 1 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 富田幾枝編集 中央法規出版 492.913||Sh 312000990

195 急性期・周手術期 2 (新看護観察のキーポイントシリーズ) 富田幾枝編集 中央法規出版 492.913||Sh 312000991

196 看護過程に沿った対症看護 : 病態生理と看護のポイント 第4版
市村久美子 [ほか]
執筆

学研メディカル
秀潤社/学研
マーケティング
(発売)

492.914||Ka 312000609

197 はじめてのICU看護 : カラービジュアルで見てわかる! 石井はるみ編著 メディカ出版 492.916||Ha 312000618

198 ナースのためのやさしくわかる人工呼吸ケア
樫山鉄矢, 山本むつ
み著

ナツメ社 492.916||Ka 312000953

199
Theリハビリテーション看護 : この1冊で「なぜ?」と「どうする?」がす
ぐわかる! (リハビリナース:2009年秋季増刊(通巻12号).
Rehabilitation nurse)

リハビリナース編集
部編

メディカ出版 492.9179||Ri 312000950

200 ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 第2版
佐世正勝, 石村由利
子編

医学書院 492.924||Ue 312000944

201
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 312000732
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202
疾患別小児看護 : 基礎知識・関連図と実践事例 (シリーズナーシ
ング・ロードマップ)

本間昭子編集 中央法規出版 492.925||Sh 312000955

203
写真でわかる小児看護技術 : 小児看護に必要な臨床技術を中心
に 改訂第2版 (写真でわかるシリーズ)

山元恵子監修 インターメディカ 492.925||Sh 312000613

204 小児クリティカルケア看護 : 基本と実践 中田諭編 南江堂 492.925||Sh 312000620

205 小児のメンタルヘルス (小児看護ベストプラクティス) 草場ヒフミ責任編集 中山書店 492.925||Sh 312000733

206 ビジュアル整形外科看護
JA長野厚生連佐久
総合病院整形外科
編著

照林社 492.926||Bi 312000611

207 がん看護の実践 (スキルアップパートナーズ) 池上峰子編 照林社 492.926||Ga 312000987

208 皮膚科ナーシングプラクティス
橋本公二 [ほか] 編
集

文光堂 492.926||Hi 312000863

209
脳神経血管内治療と看護のすべて : これからのニューロナース必
携バイブル

坂井信幸監修 メディカ出版 492.926||No 312000612

210
整形外科看護の知識と実際 (臨床ナースのためのBasic &
Standard)

富士武史編 メディカ出版 492.926||Se 312000635

211
訴訟事例から学ぶ看護業務のリスクマネジメント : フレッシュナー
スなす子とベテランナースお松のホンネトーク付き

日山亨, 楠見朗子,
倉本富美編著

新興医学出版
社

492.983||Hi 312000922

212 地域看護診断 第2版
金川克子, 田高悦子
編

東京大学出版
会

492.99||Ch 312000672

213
写真でわかる訪問看護 : 訪問看護の世界を写真で学ぶ! 改訂第2
版 (写真でわかるシリーズ)

押川眞喜子監修 インターメディカ 492.993||Sh 312000600

214 糖尿病・代謝・内分泌 第3版 (病気がみえる:v. 3)
医療情報科学研究
所編

Medic Media 492||By||3 312000596

215 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 312000597

216
ここから始まるディジタルファントムの作り方 : 60分ですべてがわか
る!基礎を覚えたその次に! (Pilar DVD)

船水憲一 [講演] ピラールプレス 492||DVD 312000960

217 血圧、脈拍、心拍 (山内豊明教授のバイタルサインの測定) 山内豊明監修・指導
ビデオ・パック・
ニッポン/京都
科学 (発売)

492||DVD 312000589

218 呼吸、SpO[2] (山内豊明教授のバイタルサインの測定) 山内豊明監修・指導
ビデオ・パック・
ニッポン/京都
科学 (発売)

492||DVD 312000588

219 尿量、体温、意識レベル (山内豊明教授のバイタルサインの測定) 山内豊明監修・指導
ビデオ・パック・
ニッポン/京都
科学 (発売)

492||DVD 312001102

220 クロニックイルネス : 人と病いの新たなかかわり

アイリーン・モロフ・ラ
ブキン, パマラ D.
ラーセン著/黒江ゆ
り子監訳

医学書院 493.1||Lu 312000728

221 免疫の反逆 : 自己免疫疾患はなぜ急増しているか
ドナ・ジャクソン・ナカ
ザワ著/石山鈴子訳

ダイヤモンド社 493.1||Na 312001022

222 症候群ハンドブック
井村裕夫総編集/福
井次矢, 辻省次編集

中山書店 493.1||Sh 312000937

223 Inborn metabolic diseases : diagnosis and treatment 5th ed

Jean-Marie
Saudubray, Georges
van den Berghe,
John H. Walter,
editors

Springer 493.12||In 312000661

224 スキルアップのための糖尿病の服薬指導 改訂2版 厚田幸一郎編 南山堂 493.123||Su 312001035

225 糖尿病と酸化ストレス 山岸昌一編集
メディカルレ
ビュー社

493.123||To 312000956

226 糖尿病と酸化ストレス 山岸昌一編集
メディカルレ
ビュー社

493.123||To 312000957

227
糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本糖尿病学会専門医取得のた
めの研修必携ガイド 改訂第5版

日本糖尿病学会編 診断と治療社 493.123||To 312000630

228 薬剤師のための糖尿病療養指導ガイド
日本くすりと糖尿病
学会編集

じほう 493.123||To 312001072

229
糖尿病療養指導ガイドブック : 糖尿病療養指導士の学習目標と課
題 2012

日本糖尿病療養指
導士認定機構日本
糖尿病療養指導士
認定ガイドブック編
集委員会編集

日本糖尿病療
養指導士認定
機構/メディカル
レビュー社 (制
作・発売)

493.123||To||'1
2

312000631

230 糖尿病治療ガイド 2012-2013 日本糖尿病学会編 文光堂
493.123||To||'1
2-'13

312000906

231 ビジュアル臨床血液形態学 改訂第3版
勝田逸郎 [ほか] 共
著

南江堂 493.17||Bi 312000764

232 血液専門医テキスト 日本血液学会編集 南江堂 493.17||Ke 312000627

233 わかりやすい血栓と止血の臨床
日本血栓止血学会
編集

南江堂 493.17||Wa 312001064

234
難治性貧血の診療ガイド : 特発性造血障害の病態・診断・治療の

新動向

「難治性貧血の診療
ガイド」編集委員会
編集

南江堂 493.175||Na 312000623

235 循環器フィジカル・イグザミネーションの実際
吉川純一編著/室生
卓 [ほか著]

文光堂 493.2||Ju 312000861
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236 NIPPON DATAからみた循環器疾患のエビデンス 上島弘嗣編著
日本医事新報
社

493.2||Ni 312000678

237 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]/川名正敏, 川名
陽子訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493.23||Sh 312000887

238 みんなに役立つ造血幹細胞移植の基礎と臨床 改訂版 神田善伸編
医薬ジャーナル
社

493.29||Mi 312000837

239 睡眠呼吸障害(いびきと睡眠時無呼吸症候群)診療の手引き 西村忠郎編集 金原出版 493.3||Su 312001047

240 バセドウ病治療ガイドライン 2011
日本甲状腺学会編
集

南江堂 493.49||Ba||'11 312000757

241 講義録内分泌・代謝学
寺本民生, 片山茂裕
編集

メジカルビュー
社

493.49||Ko 312001088

242
新内分泌代謝学ハンドブック : from bedside to bench and from

classical endocrinopathy to common disease 第3版
越山裕行著 三原医学社 493.49||Ko 312000951

243 甲状腺腫瘍診療ガイドライン 2010年度版
日本内分泌外科学
会, 日本甲状腺外科
学会編

金原出版 493.49||Ko||'10 312001067

244 内分泌画像検査・診断マニュアル (診断と治療社 内分泌シリーズ)
成瀬光栄, 織内昇,
平田結喜緒編集

診断と治療社 493.49||Na 312000616

245 内分泌代謝専門医ガイドブック 改訂第2版
成瀬光栄, 平田結喜
緒, 島津章編

診断と治療社 493.49||Na 312000744

246 代謝・内分泌疾患診療 新ガイドライン
門脇孝, 下村伊一郎
編著

総合医学社 493.49||Ta 312000966

247 高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第2版
日本痛風・核酸代謝
学会ガイドライン改
訂委員会編集

メディカルレ
ビュー社

493.6||Ko 312000629

248 ベッドサイドの神経の診かた 改訂17版 / 坂井文彦改訂
田崎義昭, 斎藤佳雄
著

南山堂 493.72||Be 312000621

249 Groher&Craryの嚥下障害の臨床マネジメント
Michael E. Groher,
Michael A. Crary原
著/高橋浩二監訳

医歯薬出版 493.73||Gr 312000735

250 高次脳機能障害ハンドブック : 診断・評価から自立支援まで
中島八十一, 寺島彰
編集/中島八十一
[ほか] 執筆

医学書院 493.73||Ko 312000753

251 よくわかる失語症セラピーと認知リハビリテーション
鹿島晴雄, 大東祥孝,
種村純編

永井書店 493.73||Yo 312000871

252
ノロウイルス現場対策 : その感染症と食中毒 : つけない・うつさな
い・持ち込まない 改訂第2刷

井上栄 [ほか] 著 幸書房 493.87||No 312000849

253 ここまでわかった小児の発達 (小児科臨床ピクシス:19)
久保田雅也専門編
集

中山書店 493.92||Sh||19 312000605

254
「母乳育児成功のための10カ条」の推進 (UNICEF/WHO赤ちゃんと
お母さんにやさしい母乳育児支援ガイド:アドバンス・コース)

医学書院 493.983||Bo 312000592

255
母乳育児支援コミュニケーション術 : お母さんも支援者も自信がつ
く (Breastfeeding for a medical profession)

本郷寛子, 新井基子,
五十嵐祐子著

南山堂 493.983||Ho 312000641

256 母乳育児支援講座 (Breastfeeding for a medical profession)
水野克己, 水野紀子
著

南山堂 493.983||Mi 312000614

257 Goldman's Cecil medicine 24th ed
[edited by] Lee
Goldman, Andrew I.
Schafer

Elsevier/Saund
ers

493||Go 312000662

258
Harrison's principles of internal medicine 18th ed. / editors, Dan L.
Longo ... [et al.] v. 1

McGraw-Hill
Medical

493||Ha||1 312000648

259
Harrison's principles of internal medicine 18th ed. / editors, Dan L.
Longo ... [et al.] v. 2

McGraw-Hill
Medical

493||Ha||2 312000649

260
呼吸器疾患,循環器疾患 (人体の構造と機能からみた病態生理ビ
ジュアルマップ:1)

佐藤千史, 井上智子
編集/[青沼和隆ほ
か執筆]

医学書院 493||Ji||1 312000636

261
消化器疾患 (人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマッ
プ:2)

佐藤千史, 井上智子
編集/[有井滋樹ほ
か執筆]

医学書院 493||Ji||2 312000637

262
代謝疾患,内分泌疾患,血液・造血器疾患,腎・泌尿器疾患 (人体の
構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ:3)

佐藤千史, 井上智子
編集/[秋澤忠男ほ
か執筆]

医学書院 493||Ji||3 312000638

263
膠原病・自己免疫疾患,感染症,神経・筋疾患,精神疾患 (人体の構
造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ:4)

佐藤千史, 井上智子
編集/[青柳傑ほか
執筆]

医学書院 493||Ji||4 312000639

264
運動器疾患,皮膚疾患,女性生殖器疾患,眼疾患,耳鼻咽喉疾患 (人
体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ:5)

佐藤千史, 井上智子
編集/[大川淳ほか
執筆]

医学書院 493||Ji||5 312000640

265 ワシントンマニュアル外来編

トマス M.ドゥ フェル,
メレディス A.ブリス
コ, ラシュミ S.マラー
編/清水郁夫, 金児
泰明, 降旗兼行監訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493||Wa 312000816

266 頭頸部癌取扱い規約 第5版
日本頭頸部癌学会
編

金原出版 494.5||To 312000632

267 頭頸部癌診療ガイドライン 2009年版
日本頭頸部癌学会
編

金原出版 494.5||To||'09 312001066

268 がん化学療法ワークシート 第4版
大石了三, 池末裕明,
伊藤善規編集

じほう 494.53||Ga 312000891
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269
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 312000850

270 臨床試験実施ガイドライン : 第III相試験を中心として 第2版
日本癌治療学会臨
床試験委員会編

金原出版 494.53||Ri 312001063

271 制吐薬適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 金原出版 494.53||Se 312001062

272 脳神経外科学 改訂11版 1
太田富雄総編集/川
原信隆 [ほか] 編集

金芳堂 494.627||No||1 312000924

273 脳神経外科学 改訂11版 2
太田富雄総編集/川
原信隆 [ほか] 編集

金芳堂 494.627||No||2 312001106

274
3D画像で手にとるようにわかる脳神経外科手術テクニック : 立体
視で学ぶ厳選14症例 : 血流や奥行きがリアルにみえる!

秋元治朗編 メディカ出版 494.627||Su 312000941

275 心臓手術の周術期管理
ロバート・M・ボー
ジャー著/天野篤監
訳/明石浩和[ほか]

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

494.643||Bo 312000900

276 新心臓血管外科管理ハンドブック
国立循環器病セン
ター心臓血管部門編

南江堂 494.643||Sh 312000742

277 標準整形外科学 第11版 (Standard textbook)
中村利孝 [ほか] 編
集/中村利孝 [ほか]
執筆

医学書院 494.7||Hy 312000590

278 標準整形外科学 第11版 (Standard textbook)
中村利孝 [ほか] 編
集/中村利孝 [ほか]
執筆

医学書院 494.7||Hy 312000591

279 Newエッセンシャル整形外科学
星野雄一, 吉川秀樹,
齋藤知行編

医歯薬出版 494.7||Ne 312000880

280
正常像とくらべてナットク!整形外科疾患別画像の見かた読みかた
(整形外科看護:2011秋季増刊(通巻200号))

飯田寛和監修 メディカ出版 494.72||Se 312000964

281 1冊でわかる性感染症 (皮膚科サブスペシャリティーシリーズ)
本田まりこゲスト編
集/宮地良樹, 清水
宏常任編集

文光堂 494.8||Hi 312000915

282 スキンケア 前線 (皮膚科診療 前線シリーズ) 宮地良樹編集
メディカルレ
ビュー社

494.8||Hi 312000606

283 フットケア 前線 (皮膚科診療 前線シリーズ)
河野茂夫, 宮地良樹
編集

メディカルレ
ビュー社

494.8||Hi 312000601

284 皮膚科カラーアトラス : 臨床像と組織像 第2版
石川治, 田村敦志編
著

中外医学社 494.8||Hi 312000884

285 皮膚科基本手技・小手術ハンドブック 立花隆夫編著 中外医学社 494.8||Hi 312000919

286 標準皮膚科学 第9版 (Standard textbook)
富田靖, 橋本隆, 岩
月啓氏編集

医学書院 494.8||Hy 312000751

287
軟膏・クリーム配合変化ハンドブック : 処方・調剤の適正使用ガイド
改訂版

江藤隆史[ほか]監修
/大谷道輝, 松元美
香編集

じほう 494.8||Na 312000892

288 あたらしい皮膚科学 第2版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 312000617

289 皮膚科学 第9版
上野賢一原著/大塚
藤男著・編

金芳堂 494.8||Ue 312000893

290
腎臓・透析療法・透析患者の体のすべて : イラスト図解 (透析ケ
ア:2012年夏季増刊(通巻236号))

中井洋編 メディカ出版 494.93||Ji 312000962

291 透析用語百科事典 北岡建樹著 永井書店 494.93||Ki 312000935

292
透析患者のからだのしくみ : 教えて!ナカイ先生 : 楽しくわかりやす
い生理学レッスン

中井洋著 メディカ出版 494.93||Na 312000961

293 不妊を語る : 19人のライフストーリー 白井千晶 [著] 海鳴社 495.48||Sh 312000712

294 新産科学 改訂第22版 正常編 荒木勤著 文光堂 495.5||Ar 312000985

295 新米ママの妊娠・出産の?疑問に答える本 : 妊婦診療ガイダンス 松田義雄執筆
メジカルビュー
社

495.6||Ma 312001090

296
産後メンタルヘルス援助の考え方と実践 : 地域で支える子育ての
スタート

西園マーハ文著
岩崎学術出版
社

495.8||Ni 312000881

297 フローチャート産婦人科 研修・救急対応マニュアル 竹田省編集 総合医学社 495||Fu 312000986

298 眼のサイエンス : 視覚の不思議 根木昭 [ほか] 編集 文光堂 496.1||Me 312000983

299
眼科検査ナビゲーションブック : 機器・検査方法から結果の見かた
まで先輩と一緒に楽しく学べる! (眼科ケア:2012年夏季増刊(通巻
169号))

眼科ケア編集委員
会編

メディカ出版 496.2||Ga 312000954

300 めざせ!眼科検査の達人 改訂2版 八木幸子著 メディカ出版 496.2||Ya 312000963

301 味覚障害診療の手引き 池田稔編 金原出版 496.5||Mi 312001050

302 イラスト耳鼻咽喉科 第4版 (Bunkodo illustrated basic series) 森満保著 文光堂 496.5||Mo 312000984

303 小児耳鼻咽喉科診療指針
日本小児耳鼻咽喉
科学会編

金原出版 496.5||Sh 312000628

304 メニエール病診療ガイドライン 2011年版

厚生労働省難治性
疾患克服研究事業
前庭機能異常に関
する調査研究班
(2008～2010年度)編

金原出版 496.6||Me||'11 312001034
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305 小児急性中耳炎診療ガイドライン 2009年版

日本耳科学会, 日本
小児耳鼻咽喉科学
会, 日本耳鼻咽喉科
感染症研究会編

金原出版 496.6||Sh||'09 312001065

306 副鼻腔炎診療の手引き 日本鼻科学会編 金原出版 496.7||Fu 312000633

307
鼻アレルギー診療ガイドライン : 通年性鼻炎と花粉症 2009年版(改
訂第6版)

鼻アレルギー診療ガ
イドライン作成委員
会作成

ライフ・サイエン
ス

496.7||Ha 312001095

308
嚥下障害診療ガイドライン : 耳鼻咽喉科外来における対応 第2版
(2012年版) 2012年版

日本耳鼻咽喉科学
会編集

金原出版 496.8||En 312000682

309 口蓋帆・咽頭閉鎖不全 : その病理・診断・治療 舘村卓著 医歯薬出版 496.8||Ta 312000856

310 口蓋帆・咽頭閉鎖不全 : その病理・診断・治療 舘村卓著 医歯薬出版 496.8||Ta 312000857

311
眼科の患者説明BOOK : 198の質問と回答例で説明力がぐぐんと
UP! (眼科ケア:2011年冬季増刊(通巻162号))

宮田和典編 メディカ出版 496||Ga 312000598

312 研究社歯学英和辞典 渡邉誠監修 研究社 497.033||Ke 312000925

313 歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯科医療の統計 2012年版 口腔保健協会
497.059||Sh||'1
2

312000927

314
歯科診療に基づく研究・英語論文執筆ガイド : 世界へ向けてエビデ
ンスを発信

角舘直樹著 医歯薬出版 497.07||Ka 312000830

315 病理学 (新・歯科衛生士教育マニュアル)
田中昭男 [ほか] 編
集

クインテッセン
ス出版

497.1||By 312000993

316 口腔生化学 第5版
畑隆一郎 [ほか] 編
著

医歯薬出版 497.1||Ko 312000888

317 在宅歯科診療実践マニュアル : 必修 : 診療内容から保険請求まで 菊谷武, 贄川勝吉著 厚有出版 497.2||Ki 312001032

318 高齢者歯科診療ガイドブック
下山和弘 [ほか]編
集

口腔保健協会 497.2||Ko 312000853

319 歯周病学 (新・歯科衛生士教育マニュアル)
上田雅俊 [ほか] 編
集

クインテッセン
ス出版

497.2||Sh 312000994

320 歯内治療 (新・歯科衛生士教育マニュアル)
笠原悦男, 林宏行,
吉田隆一編集

クインテッセン
ス出版

497.2||Sh 312000995

321 1時間で読めて30年使える歯科臨床の7つのツボ : 100選 続 上田秀朗著
クインテッセン
ス出版

497.2||Ue||2 312000876

322
再根管治療を極める : 根管治療の精度を向上させる専門医からの
アドバイス

牛窪敏博編著
クインテッセン
ス出版

497.2||Us 312000671

323 ビジュアル歯周病を科学する
天野敦雄, 岡賢二,
村上伸也監修

クインテッセン
ス出版

497.26||Bi 312000851

324
スーパーベーシックペリオドントロジー : 歯肉剥離掻爬術と遊離歯
肉移植術までを完全マスター (Quint kick-off library)

木村英隆著
クインテッセン
ス出版

497.26||Ki 312000917

325 口腔顎顔面外科学専門用語集
日本口腔外科学会
編

医歯薬出版 497.3||Ko 312000832

326 これで解決!局所麻酔 (Dental Start Book) 牧宏佳著 医歯薬出版 497.3||Ma 312001085

327 臨床歯科麻酔学 第4版 丹羽均 [ほか] 編著 永末書店 497.3||Ri 312000894

328 臨床歯科麻酔学 第4版 丹羽均 [ほか] 編著 永末書店 497.3||Ri 312000895

329 臨床歯科麻酔学 第4版 丹羽均 [ほか] 編著 永末書店 497.3||Ri 312000896

330 保存修復 (新・歯科衛生士教育マニュアル)
片山直/小松正志/
松尾敬志編集

クインテッセン
ス出版

497.4||Sh 312000998

331 クラウンブリッジの臨床 4th ed

Stephen
F.Rosenstiei, Martin
F.Land, Junhei
Fujimoto [著]/岡野
昌治, 菅野英也, 千
ケ崎乙文訳

医歯薬出版 497.5||Ro 312000755

332 歯科補綴学 (新・歯科衛生士教育マニュアル) 佐藤亨 [ほか] 編集
クインテッセン
ス出版

497.5||Sh 312000997

333 これで解決!欠損歯列の臨床診断 (Dental Start Book) 鈴木尚著 医歯薬出版 497.5||Su 312001086

334 よくわかる口腔インプラント学 2版 赤川安正 [ほか] 編 医歯薬出版 497.5||Yo 312000885

335 コンプリートデンチャーテクニック 第6版 細井紀雄 [ほか] 編 医歯薬出版 497.56||Ko 312000866

336 目で見る総義歯臨床
桜井薫企画編集・執
筆

永末書店 497.56||Me 312000921

337
よい義歯だめな義歯 : 鈴木哲也のコンプリートデンチャー17のルー
ル

鈴木哲也著
クインテッセン
ス出版

497.56||Su 312000686

338 これで解決!チャレンジ総義歯 (Dental Start Book) 横倉正典著 医歯薬出版 497.56||Yo 312000945

339 咬合学と歯科臨床 : よく噛めて,噛み心地の良い咬合を目指して
中野雅徳, 坂東永一
編

医歯薬出版 497.6||Ko 312000754

340 CAD/CAMデンタルテクノロジー 末瀬一彦, 宮崎隆編 医歯薬出版 497.8||Ca 312000916
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341 ハンディ歯科理工学 第2版 中村正明編著 学建書院 497.8||Ha 312000718

342 歯科理工学サイドリーダー 第6版 日比野靖著 学建書院 497.8||Hi 312000903

343
地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管理の実際 : 全身疾
患に対応した口腔機能の維持・管理法と歯科治療

菊谷武, 阪口英夫編
著/大田洋二郎 [ほ
か] 著

ヒョーロン・パブ
リッシャーズ

497.9||Ch 312000860

344 フッ化物応用の科学
日本口腔衛生学会
フッ化物応用委員会
編

口腔保健協会 497.9||Fu 312000708

345 フッ化物応用の科学
日本口腔衛生学会
フッ化物応用委員会
編

口腔保健協会 497.9||Fu 312000709

346 高齢者の口腔機能評価Navi
菊谷武編著/田村文
誉, 西脇恵子著

医歯薬出版 497.9||Ki 312000859

347 図解介護のための口腔ケア (介護Library) 菊谷武著 講談社 497.9||Ki 312001031

348
日本におけるフッ化物製剤 : フッ化物応用の過去・現在・未来 :
List of Fluoride Products in Japan 第8版

日本むし歯予防フッ
素推進会議編

口腔保健協会 497.9||Ni 312001016

349
日本におけるフッ化物製剤 : フッ化物応用の過去・現在・未来 :
List of Fluoride Products in Japan 第8版

日本むし歯予防フッ
素推進会議編

口腔保健協会 497.9||Ni 312001017

350
日本におけるフッ化物製剤 : フッ化物応用の過去・現在・未来 :
List of Fluoride Products in Japan 第8版

日本むし歯予防フッ
素推進会議編

口腔保健協会 497.9||Ni 312001018

351
日本におけるフッ化物製剤 : フッ化物応用の過去・現在・未来 :
List of Fluoride Products in Japan 第8版

日本むし歯予防フッ
素推進会議編

口腔保健協会 497.9||Ni 312001019

352
日本におけるフッ化物製剤 : フッ化物応用の過去・現在・未来 :
List of Fluoride Products in Japan 第8版

日本むし歯予防フッ
素推進会議編

口腔保健協会 497.9||Ni 312001020

353 では,予防歯科の話をしようか : マーロウ先生の北欧流レッスン 大野純一著 医歯薬出版 497.9||On 312000843

354 オーラルヘルスアトラス : 世界の口腔健康関連地図

Roby Beaglehole [ほ
か] 著/神原正樹, 井
上孝監訳/日本歯科
医師会国際学術交
流委員会訳

口腔保健協会 497.9||Or 312000700

355 オーラルヘルスアトラス : 世界の口腔健康関連地図

Roby Beaglehole [ほ
か] 著/神原正樹, 井
上孝監訳/日本歯科
医師会国際学術交
流委員会訳

口腔保健協会 497.9||Or 312000854

356 オーラルヘルスアトラス : 世界の口腔健康関連地図

Roby Beaglehole [ほ
か] 著/神原正樹, 井
上孝監訳/日本歯科
医師会国際学術交
流委員会訳

口腔保健協会 497.9||Or 312000855

357
保健情報統計学 ( 新歯科衛生士教本. 歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕組み:3)

眞木吉信ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 312000745

358
保健情報統計学 ( 新歯科衛生士教本. 歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕組み:3)

眞木吉信ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 312000746

359
保健情報統計学 ( 新歯科衛生士教本. 歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕組み:3)

眞木吉信ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 312000747

360
保健情報統計学 ( 新歯科衛生士教本. 歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕組み:3)

眞木吉信ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 312000748

361
保健情報統計学 ( 新歯科衛生士教本. 歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕組み:3)

眞木吉信ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 312000749

362
歯科医師・歯科衛生士のための専門的な口腔ケア : 超高齢社会で
求められる全身と口腔への視点・知識

角保徳著 医歯薬出版 497.9||Su 312000668

363
歯科医師・歯科衛生士のための専門的な口腔ケア : 超高齢社会で
求められる全身と口腔への視点・知識

角保徳著 医歯薬出版 497.9||Su 312000669

364 微生物学 (新・歯科衛生士教育マニュアル)
上西秀則, 井上博雅,
山中武志編集

クインテッセン
ス出版

497||Bi 312000996

365 患者ニーズにマッチした歯科医療面接の実際
伊藤孝訓, 寺中敏夫
編著

クインテッセン
ス出版

497||Ka 312000846

366 病院の世紀の理論 猪飼周平著 有斐閣 498.021||Ik 312000898

367 健康行動と健康教育 : 理論, 研究, 実践

Karen Glanz,
Barbara K.Rimer,
Frances Marcus
Lewis編/曽根智史
[ほか] 訳

医学書院 498.07||Ke 312000727

368 看護法令要覧 平成24年版 井上幸子 [ほか] 編
日本看護協会
出版会

498.12||Ka||24 312000805

369 看護六法 平成24年版
厚生問題研究会編
集

新日本法規出
版

498.12||Ka||24 312000931

370 集中講義医事法学・法医学 : カラーイラストで学ぶ
寺野彰, 一杉正仁編
集

メジカルビュー
社

498.12||Sh 312000676

371
ニュートリションコーチング : 自ら考え,決断し,行動を促すコミュニ
ケーションスキル (臨床栄養:別冊)

柳澤厚生編著/鱸伸
子, 平野美由紀著

医歯薬出版 498.14||Ny 312001074

372
「チーム医療」とは何か : 医療とケアに生かす社会学からのアプ
ローチ

細田満和子著
日本看護協会
出版会

498.163||Ho 312000977
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373 医療安全とリスクマネジメント
嶋森好子, 任和子編
集

ヌーヴェルヒロ
カワ

498.163||Ir 312001057

374
実践チーム医療論 : 実際と教育プログラム : インタープロフェッショ
ナル・ヘルスケア

水本清久 [ほか] 編
著

医歯薬出版 498.163||Ji 312000978

375 ナイチンゲールに学ぶときめきの経営学 松村啓史著 メディカ出版 498.163||Ma 312000958

376
激務は人生を幸せにする : ナイチンゲール病院経営学 : ハーレー
街病院のレポートより

松村啓史著 メディカ出版 498.163||Ma 312000959

377
歯科医院での話し方80の法則 (歯科医院経営実践マニュア
ル:[vol.39])

山岸弘子著
クインテッセン
ス出版

498.163||Ya 312000869

378
医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎 : 生活習慣病を
中心に

松本千明著 医歯薬出版 498.3||Ma 312001046

379 食生活データ総合統計年報 2012年版
食品流通情報セン
ター編集

食品流通情報
センター

498.5||Sh||'12 312000928

380 早わかり栄養表示基準 : 解説とQ&A 4訂 中央法規出版 498.51||Ha 312000932

381 食品安全性辞典 第2版 小野宏 [ほか] 監修 共立出版 498.54||Sh 312000841

382
Nutrition education : linking research, theory, and practice 2nd ed :
pbk

Isobel R. Contento
Jones and
Bartlett

498.55||Co 312000948

383 栄養関係法規集 第6版
栄養関係法規集編
集委員会編

建帛社 498.55||Ei 312001008

384 栄養生化学 : 人体の構造と機能 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 中坊幸弘,
宮本賢一編

講談社 498.55||Ei 312000782

385 栄養生化学 : 人体の構造と機能 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 中坊幸弘,
宮本賢一編

講談社 498.55||Ei 312000783

386 栄養生化学 : 人体の構造と機能 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 中坊幸弘,
宮本賢一編

講談社 498.55||Ei 312000784

387 栄養生化学 : 人体の構造と機能 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 中坊幸弘,
宮本賢一編

講談社 498.55||Ei 312000785

388 栄養生化学 : 人体の構造と機能 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 中坊幸弘,
宮本賢一編

講談社 498.55||Ei 312000786

389 栄養生理学・生化学実験 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 木戸康博,
桑波田雅士編

講談社 498.55||Ei 312000787

390 栄養生理学・生化学実験 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 木戸康博,
桑波田雅士編

講談社 498.55||Ei 312000788

391 栄養生理学・生化学実験 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 木戸康博,
桑波田雅士編

講談社 498.55||Ei 312000789

392 栄養生理学・生化学実験 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 木戸康博,
桑波田雅士編

講談社 498.55||Ei 312000790

393 栄養生理学・生化学実験 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 木戸康博,
桑波田雅士編

講談社 498.55||Ei 312000791

394 公衆衛生学 第3版 (エキスパート管理栄養士養成シリーズ:1)
木村美恵子, 徳留信
寛, 圓藤吟史編

化学同人 498.55||Ek||1 312000714

395 食事摂取基準値早わかり : 性・年齢・身体活動レベル別 改訂新版
川端輝江, 山中由紀
子著

女子栄養大学
出版部

498.55||Ka 312000930

396
導入教育 : 信頼される専門職となるために (管理栄養士養成課程
におけるモデルコアカリキュラム準拠:第0巻)

伊達ちぐさ, 徳留裕
子, 岡純編

医歯薬出版 498.55||Ka 312000979

397
栄養ケア・マネジメント : 基礎と概念 (管理栄養士養成課程におけ
るモデルコアカリキュラム準拠:第1巻)

木戸康博, 小倉嘉夫,
真鍋祐之編

医歯薬出版 498.55||Ka||1 312000980

398 管理栄養士国家試験データ・資料おさえておきたい 新情報 2012
女子栄養大学管理
栄養士国家試験対
策委員会監修

女子栄養大学
出版部

498.55||Ka||'12 312000582

399
食事摂取基準 : 理論と活用 (管理栄養士養成課程におけるモデル
コアカリキュラム準拠:第2巻)

鈴木公, 木戸康博編 医歯薬出版 498.55||Ka||2 312000981

400
応用栄養学 : ライフステージ別・環境別 (管理栄養士養成課程に
おけるモデルコアカリキュラム準拠:第3巻)

木戸康博, 真鍋祐之
編

医歯薬出版 498.55||Ka||3 312000982

401 公衆栄養マニュアル 2版
中原澄男, 梶本雅俊
編集/梶本雅俊 [ほ
か] 執筆

南山堂 498.55||Ko 312000619

402 公衆栄養学 4訂版 (Nブックス)
八倉巻和子, 井上浩
一編著/井上栄 [ほ
か] 共著

建帛社 498.55||Ko 312000926

403 公衆栄養学 改訂第3版 (健康・栄養科学シリーズ)
田中平三 [ほか] 編
集

南江堂 498.55||Ta 312001056

404 ウエルネス公衆栄養学 第9版
前大道教子, 松原知
子編集

医歯薬出版 498.55||Ue 312000835

405 エッセンシャル臨床栄養学 第6版
佐藤和人, 本間健,
小松龍史編

医歯薬出版 498.58||Es 312000834

406 新しい臨床栄養学 改訂第5版
後藤昌義, 瀧下修一
共著

南江堂 498.58||Go 312000819

407
目でみる臨床栄養学UPDATE : カラー版 : 疾病の成り立ちと栄養
ケア

医歯薬出版編 医歯薬出版 498.58||Me 312000829

408 新臨床栄養学 : 栄養ケアマネジメント 本田佳子編 医歯薬出版 498.58||Sh 312000828

409
ビジュアル治療食300 : 栄養成分別・病態別栄養食事療法 : カラー
版

宗像伸子, 宮本佳代
子, 横山淳一編集

医歯薬出版 498.583||Bi 312000795

410
ホテルシェフと大学病院の管理栄養士が考えたおいしくやせる
480kcalのレシピ

愛媛大学医学部附
属病院栄養部編

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所

498.583||Ho 312000666

411 一品料理献立集 : 基本献立と治療食・軟菜食・行事食 第2版
医歯薬出版株式会
社編集

医歯薬出版 498.583||Ip 312000847
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412
健康食品・サプリメント「成分」のすべて : ナチュラルメディシン・
データベース

日本医師会, 日本薬
剤師会, 日本歯科医
師会総監修/田中平
三 [ほか] 監訳

日本健康食品・
サプリメント情
報センター/同
文書院 (発売)

498.583||Ke 312000905

413 機能性食品の作用と安全性百科
上野川修一 [ほか]
編

丸善出版 498.583||Ki 312000877

414 おいしい+予算内の病院食レシピと治療食ヘの展開
武蔵裕子, 宮本佳世
子著

瀬谷出版 498.583||Mu 312000910

415 一品料理500選 : 治療食への展開 第2版第12刷 (補訂) 宗像伸子編著 医歯薬出版 498.583||Mu 312000873

416
アセスメントに基づいた被災地における栄養支援 : サプリメントの
活用を含めて

足立香代子, 寺本房
子監修

第一出版 498.59||As 312001082

417 新調理システムクックチルの実際 廣瀬喜久子監修 幸書房 498.59||Sh 312001076

418 大量調理 : 品質管理と調理の実際 改訂新版第4版 殿塚婦美子編集 学建書院 498.59||Ta 312000946

419 臨床疫学 : 臨床研究の原理・方法・応用

Diederick E.
Grobbee, Arno W.
Hoes著/福井次矢監
訳

インターメディカ 498.6||Gr 312000602

420 はじめて学ぶやさしい疫学 : 疫学への招待 改訂第2版
田中平三, 秋葉澄伯
総編集

南江堂 498.6||Ha 312000756

421 院内感染防止手順 : すぐ実践できる 第3版
切替照雄 [ほか] 編
集

メヂカルフレン
ド社

498.6||In 312000815

422 基礎から学ぶ楽しい疫学 第2版 中村好一著 医学書院 498.6||Na 312000752

423 母子保健マニュアル 改訂7版
高野陽 [ほか] 編
集・執筆

南山堂 498.7||Bo 312000741

424 災害時の公衆衛生 : 私たちにできること 國井修編 南山堂 498.89||Sa 312000734

425 Newエッセンシャル法医学 第5版
長尾正崇, 中園一郎,
山内春夫編

医歯薬出版 498.9||Es 312000736

426 Newエッセンシャル法医学 第5版
長尾正崇, 中園一郎,
山内春夫編

医歯薬出版 498.9||Es 312000737

427 Newエッセンシャル法医学 第5版
長尾正崇, 中園一郎,
山内春夫編

医歯薬出版 498.9||Es 312000738

428 Newエッセンシャル法医学 第5版
長尾正崇, 中園一郎,
山内春夫編

医歯薬出版 498.9||Es 312000739

429 Newエッセンシャル法医学 第5版
長尾正崇, 中園一郎,
山内春夫編

医歯薬出版 498.9||Es 312000740

430 Newエッセンシャル法医学 第5版
長尾正崇, 中園一郎,
山内春夫編

医歯薬出版 498.9||Es 312000833

431 臨床法医学テキスト 第2版 佐藤喜宣編著 中外医学社 498.9||Ri 312000936

432 衛生薬学新論 改訂2版
新井洋由, 成松鎭雄,
山田英之編

南山堂 498||Ei 312000971

433 衛生薬学新論 改訂2版
新井洋由, 成松鎭雄,
山田英之編

南山堂 498||Ei 312000814

434 ヘルスコミュニケーション実践ガイド
米国立がん研究所
編/赤松利恵 [ほか]
訳

日本評論社 498||He 312000713

435 標準公衆衛生・社会医学 第2版 (Standard textbook)
岡崎勲, 豊嶋英明,
小林廉毅編集/岡崎
勲 [ほか] 執筆

医学書院 498||Hy 312000730

436 公衆衛生マニュアル 30版 (2012年版)
柳川洋, 中村好一編
集/柳川洋 [ほか]
執筆

南山堂 498||Ko||'12 312000813

437 公衆衛生学 : 社会・環境と健康 第5版 2012年版
柳川洋, 簔輪眞澄編
著/萱場一則, 黒沢
洋一, 中村好一著

医歯薬出版 498||Ko||'12 312000918

438
New予防医学・公衆衛生学 改訂第3版 (Nankodo's essential well-
advanced series)

岸玲子 [ほか] 編 南江堂 498||Ne 312000603

439
New予防医学・公衆衛生学 改訂第3版 (Nankodo's essential well-
advanced series)

岸玲子 [ほか] 編 南江堂 498||Ne 312000765

440
New予防医学・公衆衛生学 改訂第3版 (Nankodo's essential well-
advanced series)

岸玲子 [ほか] 編 南江堂 498||Ne 312000803

441 21世紀の予防医学・公衆衛生 第2版
町田和彦, 岩井秀明
編著

杏林書院 498||Ni 312000923

442 シンプル衛生公衆衛生学 2012
鈴木庄亮, 久道茂編
集

南江堂 498||Sh||'12 312001053

443 シンプル衛生公衆衛生学 2012
鈴木庄亮, 久道茂編
集

南江堂 498||Sh||'12 312001054

444 薬学用語辞典 日本薬学会編 東京化学同人 499.033||Ya 312000684

445 薬学用語辞典 日本薬学会編 東京化学同人 499.033||Ya 312000933

446
薬学と社会 : 「法規・制度」「コミュニティーファーマシー」及び「医薬
品の開発と生産」 2013 (薬学必修講座)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'1
2

312000642

447 薬剤師が知っておきたい法律・制度 : キャリアデザインを考えて 白神誠編集 じほう 499.09||Ya 312001068
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448 薬事法規・制度・倫理解説 2012-13年版
薬事衛生研究会編
集

薬事日報社
499.091||Ya||'1
2-13

312000817

449
本当に困った時役に立つ保険薬局コミュニケーション事例集 : 患者
さん・医師からの質問・クレームあなたならどうする

保険薬局薬剤師
OJT研究会企画・編
集

じほう 499.095||Ho 312001070

450 保険薬局業務指針 2012年版(第22版) 日本薬剤師会編 薬事日報社 499.095||Ni||'12 312000909

451 実践治療薬 (実験薬理学)
日本薬理学会編集/
奥山茂, 斉藤亜紀良,
山田久陽編集責任

金芳堂 499.1||Ji 312000679

452
くすりの安全性を科学する : リスクを見極めるために,データをどう
分析し,まとめ,解釈するか

Michael J. Klepper,
Barton Cobert著/く
すりの安全性を科学

サイエンティスト
社

499.1||Kl 312000949

453 OTC薬とセルフメディケーション : 症状からの適剤探し 改訂第2版
宮田満男, 村上泰興,
渡辺和夫編著

金原出版 499.1||Mi 312000607

454 知っておきたい薬害の教訓 : 再発防止を願う被害者からの声
医薬品医療機器レ
ギュラトリーサイエン
ス財団企画・編集

薬事日報社 499.1||Sh 312001025

455 必携日本薬局方試験法ガイド : 日局16対応
医薬品医療機器レ
ギュラトリーサイエン
ス財団編

じほう 499.121||Hi 312000848

456 トップドラッグから学ぶ創薬化学
有機合成化学協会
編

東京化学同人 499.3||To 312000715

457
創薬の分析化学 : 開発タイムラインにそった全過程 (試料分析講
座)

日本分析化学会編 丸善出版 499.33||So 312000683

458 医薬品のプロセス化学 第2版
日本プロセス化学会
編

化学同人 499.34||Iy 312001059

459 実用SAS生物統計ハンドブック
臨床評価研究会
(ACE)基礎解析分科
会執筆

サイエンティスト
社

499.4||Ji 312000965

460 ナースのための臨床試験入門
新美三由紀 [ほか]
著

医学書院 499.4||Na 312000743

461
ハードからみたGMP : 医薬品ビジネスにかかわる人が知っておき
たいこと 第2版

中尾明夫 [ほか] 著 じほう 499.5||Ha 312001051

462 図解で学ぶGMP : 原薬GMPガイドライン(Q7)を中心として 第3版 榊原敏之著 じほう 499.5||Sa 312000867

463 調剤指針 第13改訂 日本薬剤師会編 薬事日報社 499.6||Ch 312000908

464 ドラッグデリバリーシステム ( 先端材料システムOne Point:9) 高分子学会編集 共立出版 499.6||Do 312001038

465 新薬剤学 改訂第3版 原島秀吉編集 南江堂 499.6||Sh 312000770

466 新薬剤学 改訂第3版 原島秀吉編集 南江堂 499.6||Sh 312000771

467 新薬剤学 改訂第3版 原島秀吉編集 南江堂 499.6||Sh 312000772

468 新薬剤学 改訂第3版 原島秀吉編集 南江堂 499.6||Sh 312000773

469 新薬剤学 改訂第3版 原島秀吉編集 南江堂 499.6||Sh 312000774

470 生薬学・天然物化学 第2版 (ベーシック薬学教科書シリーズ:7) 吉川雅之編 化学同人 499.8||Sh 312000670

471
薬学生・薬剤師のための知っておきたい生薬100 : 含漢方処方 第
2版

日本薬学会編 東京化学同人 499.8||Sh 312000934

472 これからの社会薬学 : 社会の変化と、対応する薬剤師への期待
福島紀子, 早瀬幸俊,
宮本法子編集

南江堂 499||Ko 312000763

473
「センサ」のキホン : 安全、安心と快適さを生むセンサ技術のすべ
て (イチバンやさしい理工系:SBE-021)

都甲潔 [ほか] 著
ソフトバンククリ
エイティブ

501.22||Se 312000581

474 材料科学 : 基礎と応用
戒能俊邦, 菅野了次
著

東京化学同人 501.4||Ka 312000694

475 材料の科学と工学 (新教科書シリーズ) 北條英光編著 裳華房 501.4||Za 312000691

476 統計的官能検査法 佐藤信著
日科技連出版
社

509.66||Sa 312000698

477 国際放射線防護委員会の2007年勧告 (ICRP publication:103)
日本アイソトープ協
会訳

日本アイソトー
プ協会/丸善
(発売)

539.68||Ko 312000904

478 メタノールエコノミー : Co[2]をエネルギーに変える逆転の発想

G.A. オラー, A. ゲッ
ペールト, G.K.S.プラ
カーシュ著/小林四
郎, 齋藤彰久, 西村
晃尚訳

化学同人 574.83||Ol 312000693

479 大量調理における食用油の使い方 鈴木修武著 幸書房 576.16||Su 312000920

480 新香料の事典 普及版
荒井綜一 [ほか] 編
集

朝倉書店 576.6||Sa 312000865

481 調味料・香辛料の事典 普及版
福場博保,小林彰夫
編集

朝倉書店 588.6||Ch 312000911

482 熊本県立大学食育レシピ
熊本県立大学地域
連携センター食環境
研究情報室食育プ

トライ 596.21||Ku 312000695
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483 おうちでおいしい乾物・豆・ごはんの給食レシピ 奥瑞恵著
農山漁村文化
協会

596.3||Ok 312000667

484 すうぷ屋のすうぷ
すうぷ屋著/中島久
枝編

PARCO 596.3||Su 312001021

485 東京農業大学の野菜レシピ PHP研究所編 PHP研究所 596.37||To 312001058

486
せんぽ東京高輪病院500kcal台のけんこう定食 : 日本一おいしい
病院ごはんを目指す!

足立香代子著 ワニブックス 596||Ad 312000702

487 超人シェフの給食室 : おいしくて健康になれる三つ星ごはん 超人シェフ倶楽部著

アース・スター
エンターテイメ
ント/泰文堂 (発
売)

596||Ch 312001052

488 早稲田大学競走部のおいしい寮めし
福本健一栄養指導・
料理レシピ

主婦の友イン
フォス情報社/
主婦の友社(発
売)

596||Fu 312000685

489
北海道日本ハムファイターズの寮ごはん : おいしくて元気になる!
(TJ mook)

日本ハム株式会社
中央研究所著

宝島社 596||Ho 312000692

490 女子栄養大学の500kcal定番ごはん : 毎日食べたい
松田早苗, 豊満美峰
子著

女子栄養大学
出版部

596||Jo 312000677

491 女子栄養大学の学生食堂 : 500kcalからの好バランス定食 PHP研究所編 PHP研究所 596||Jo 312001041

492 女子栄養大学の毎日おかず : 食材からひける、献立もついてる
女子栄養大学
出版部

596||Jo 312001089

493 Jリーグの技あり寮ごはん : パワー&健康のサポートキッチン 村野明子著
メディアファクト
リー

596||Mu 312001049

494 日本マイクロソフトの社員食堂 キラジェンヌ編 キラジェンヌ 596||Ni 312001060

495
女子栄養大学のカフェテリア : カンタン今日のごはんはこれで決ま
り

小笠原章子著
幻冬舎エデュ
ケーション/幻
冬舎 (発売)

596||Og 312001042

496 POLAの美肌食堂 : 体の中から美しくなるアンチエイジングレシピ ポーラ[編] ワニブックス 596||Po 312001029

497
再春館製薬所ニッポンいちの社員食堂 : 女性社員800人の健康・
美・やる気を引き出す

主婦の友社編 : 再
春館製薬所監修

主婦の友社 596||Sa 312001039

498 聖路加国際病院の愛情健康レシピ 聖路加国際病院著 永岡書店 596||Se 312001091

499 新調理学実習 : 一般調理から大量調理その基礎と展開

宮下朋子編著/菊池
節子, 金子みどり, 津
田和加子, 村元美代,
新海シズ著

同文書院 596||Sh 312000862

500 スープ : 和・洋・中・エスニックスープいろいろ164 柴田書店編 柴田書店 596||Su 312000872

501
酸化ストレス : 関連抗酸化物質・薬剤の治療効果 (サンダースベテ
リナリークリニクスシリーズ:vol.4 no.1)

Lester Mandelker著
/金山喜一, 藏内勇
夫監訳

インターズー/
エルゼビア・
ジャパン/イン
ターズー(販売)

649||Ma 312000821

502
新運動生理科学実験法 : 分子・細胞・組織レベルからのアプ

ローチ
今泉和彦, 石原昭彦
編

大修館書店 780.193||Sa 312000697

503 古事記考・日本語考 : 縄文かあちゃんと弥生とうちゃんの日本 中堀豊著 遊友出版 810.23||Na 312001005


