
（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1 10分でできる保健室わくわくグッズ : CD-ROM付 中山ゆかり著
たんぽぽ出版

374.97||Na 312001152

2
理科系のための英語論文表現文例集 : ヘルプ・シートでかならず
見つかる

藤野輝雄著 研究社 407||Fu 312001157

3 わかりやすい薬学系の数学入門
都築稔編/安西和紀
[ほか] 著

講談社 410||Wa 312001292

4 サンプルサイズの決め方 (統計ライブラリー) 永田靖著 朝倉書店 417.6||Na 312001128

5
化学のブレークスルー : 革新論文から見たこの10年の進歩と未
来

化学同人編集部編 化学同人 430.2||Ka 312001180

6 有機反応論 (朝倉化学大系:7) 奥山格, 山高博著 朝倉書店 430.8||As||7 312001129

7 エピソード物理化学
後藤了, 小暮健太朗
編著

京都廣川書店 431||Ep 312001134

8
The fragment molecular orbital method : practical applications to
large molecular systems : hardcover : alk.

editors, Dmitri
Fedorov, Kazuo
Kitaura

Taylor &
Francis

431||Fr 312001115

9
分析化学における測定値の正しい取り扱い方 : “測定値"を“分析
値"にするために

上本道久著
日刊工業新聞
社

433||Ue 312001143

10 Organo main group chemistry : pbk. Kin-ya Akiba Wiley 433.9||Ak 312001113

11 ボルハルト・ショアー現代有機化学 第6版 下
K.P.C. Vollhardt,
N.E. Schore [著]/大
嶌幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Vo||2 312001125

12
Effects of ionizing radiation on DNA : physical, chemical and
biological aspects : gw (Molecular biology, biochemistry and
biophysics)

edited by J. Hü
ttermann, W. Kö
hnlein, R. Té
oule/coordinating
editor, A.J.
Bertinchamps/with
contributions by G.
Ahnström ... [et al.]

Springer-
Verlag

460.8||Mo||27 312001285

13 キーワードで理解するシグナル伝達イラストマップ
山本雅, 仙波憲太郎
編集

羊土社 463.6||Ki 312001361

14 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

丸善 464||Ir 312001327

15 マッキー生化学 : 分子から解き明かす生命 [改訂]
Trudy McKee,
James R. McKee著/
福岡伸一監訳

化学同人 464||Mc 312001324

16
好きになる生化学 : 生体内で進み続ける化学反応 (好きになるシ
リーズ)

田中越郎著 講談社 464||Ta 312001291

17 放射線生物学 改訂2版 (放射線技術学シリーズ)
江島洋介, 木村博共
編

オーム社 464.1||Ho 312001171

18 放射線生物学 改訂2版 (放射線技術学シリーズ)
江島洋介, 木村博共
編

オーム社 464.1||Ho 312001172

19
バイオ実験に絶対使える統計の基本Q&A : 論文が書ける読める
データが見える!

井元清哉, 河府和
義, 藤渕航編集

羊土社 490.19||Ba 312001362

20 Medicine : 医学を変えた70の発見
William & Helen
Bynum[編]/鈴木晃
仁, 鈴木実佳訳

医学書院 490.2||Me 312001308

21 医学・看護用語便利辞書 : スマートディク
山勢博彰, 野垣宏監
修

照林社 490.33||Ig 312001338

22 やさしい英語で外来診療 : 聞きもらしのない問診のコツ 安藤克利著 羊土社 490.7||An 312001364

23
医学図形データ1000+PowerPointによる学会発表パーフェクトマ
ニュアル (エクスナレッジムック)

水島洋, 山野辺裕二
著

エクスナレッジ 490.7||Mi 312001299

24 マウス実験の基礎知識 小出剛編 オーム社 490.769||Ma 312001175

25
プール五肢択一形式篇 2013 エッセンス D (CBTこあかり:3, 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||'13
-2

312001280

26 プール連問形式篇 2013 パーフェクト (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||'13
-4

312001281

27 医師国家試験問題解説 第106回[セット]
国試対策問題編集
委員会編集

MEDIC MEDIA 490.79||Is||106 312001304

28 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 312001147

29 入門人体解剖学 改訂第5版 藤田恒夫著 南江堂 491.1||Fu 312001343

医歯薬系図書配架リスト（10月）
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30 口腔・頭頸部 (プロメテウス : 解剖学アトラス)

Michael Schünke,
Erik Schulte, Udo
Schumacher
[著]/Eric W. Baker
[編]/天野修 [ほか]
訳

医学書院 491.1||Pu 312001309

31 集中講義解剖学 : カラーイラストで学ぶ 坂井建雄編集
メジカルビュー
社

491.1||Sh 312001368

32 Ross組織学

Michael H. Ross,
Wojciech Pawlina著
/内山安男, 相磯貞
和監訳

南江堂 491.11||Ro 312001342

33 ムーア人体発生学

Keith L. Moore,
T.V.N. Persaud原著
/瀬口春道, 小林俊
博, Eva Garcia del

医歯薬出版 491.2||Mo 312001319

34
はじめの一歩のイラスト生理学 : はじめて学ぶ人のための目で見
る教科書 改訂第2版

照井直人編 羊土社 491.3||Ha 312001363

35 生理学の基本がわかる事典 : カラー図解 石川隆監修 西東社 491.3||Se 312001341

36 トートラ人体解剖生理学
Gerard J. Tortora,
Bryan Derrickson
[著]/佐伯由香 [ほ

丸善出版 491.31||To 312001328

37 摂食・嚥下リハビリテーション 第2版
鎌倉やよい [ほか]
編集

医歯薬出版 491.343||Se 312001136

38 Guide to research techniques in neuroscience : pbk
Matt Carter,
Jennifer C. Shieh

Academic
Press, an
imprint of

491.37||Ca 312001121

39 Guide to research techniques in neuroscience : pbk
Matt Carter,
Jennifer C. Shieh

Academic
Press, an
imprint of

491.37||Ca 312001122

40 Neuroscience 5th ed : [looseleaf textbook]
editors, Dale Purves
... [et al.]

Sinauer
Associates

491.37||Ne 312001112

41 Dendrites 2nd ed : hbk
edited by Greg
Stuart, Nelson
Spruston, Michael H

Oxford
University
Press

491.371||De 312001117

42 Dendritic spines Rafael Yuste MIT Press 491.371||Yu 312001118

43 集中講義生化学 : カラーイラストで学ぶ
鈴木敬一郎 [ほか]
編著

メジカルビュー
社

491.4||Sh 312001367

44 テーラーメイド医療 : 薬物治療の個別化
古田隆, 柴崎浩美,
横川彰朋共著

京都廣川書店 491.5||Fu 312001133

45 臨床病態学 : 看護のための
浅野嘉延, 吉山直樹
編

南山堂 491.6||Ri 312001345

46 がん生物学イラストレイテッド
渋谷正史, 湯浅保仁
編集

羊土社 491.65||Ga 312001360

47 シンプル免疫学 改訂第4版
中島泉, 高橋利忠,
吉開泰信共著

南江堂 491.8||Na 312001344

48 ビジュアルノート 第4版
医療情報科学研究
所編/茨木保イラスト

メディックメディ
ア

492||Bi 312001303

49 診察と手技がみえる 第2版 Vol.1 古谷伸之編集 Medic Media 492||Sh 312001306

50 SCIENTIFIC : 疾患分解解析 松山賢治編著 京都廣川書店 492.3||Sc 312001141

51 症例まるごと基礎から解析 : 臨床薬学総論 糖尿病・肺炎 早勢伸正編集 京都廣川書店 492.3||Sh 312001145

52
症例まるごと基礎から解析 : 臨床薬学総論,患者ケアへのアプロー
チ 第2版

大和田榮治監修/早
川達, 渡辺泰裕編

京都廣川書店 492.3||Sh 312001146

53 症例検討入門 : 薬物治療に最適なプロセスとは 大澤友二編 京都廣川書店 492.3||Sh 312001150

54 症例検討入門 : 薬物治療に最適なプロセスとは 大澤友二編 京都廣川書店 492.3||Sh 312001151

55
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

矢野晴美著 羊土社 492.31||Ya 312001365

56
Optimization in Medicine : pbk (Springer optimization and its
applications:v. 12)

Carlos J. S. Alves,
Panos M. Pardalos,

Springer 492.4||Op 312001286

57 バイオマテリアルの基礎
石原一彦, 塙隆夫,
前田瑞夫編集

日本医学館 492.89||Ba 312001144

58 なぜ?どうして?チェキラ : 看護師国家試験のための 第4版
医療情報科学研究
所編集

メディックメディ
ア

492.907||Ch||'1
2

312001305

59 系統別看護師国家試験問題解答と解説 2013年版
『系統看護学講座』
編集室編

医学書院
492.9079||Ke||'
13

312001310

60 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 第2版
井上智子, 佐藤千史
編集

医学書院 492.914||By 312001316

61 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第2版
石黒彩子, 浅野みど
り編集

医学書院 492.925||Ha 312001315
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62 根拠と事故防止からみた小児看護技術 浅野みどり編集 医学書院 492.925||Ko 312001314

63
がん性疼痛ケア完全ガイド (エキスパートナース・ガイド : 看護のす
べてがわかる!)

林章敏, 中村めぐみ,
高橋美賀子編集

照林社 492.926||Ga 312001337

64 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 312001312

65 生活機能からみた老年看護過程 : +病態・生活機能関連図 第2版
山田律子, 萩野悦子,
井出訓編集

医学書院 492.929||Se 312001302

66 根拠がわかる在宅看護技術 第2版
岡崎美智子, 正野逸
子編集

メヂカルフレン
ド社

492.993||Ko 312001130

67 内科学 : カラー版
門脇孝, 永井良三総
編集/赤林朗 [ほか]
編集委員

西村書店 493||Na 312001340

68 血液疾患 第3版 (新・病態生理できった内科学:5)
できった編集委員会
編著

医学教育出版
社

493||Sh||5 312001307

69 腎・呼吸器 第3版 (Step series. 内科:4) 高橋茂樹著 海馬書房 493.08||St||4 312001282

70 Biochemistry of lipids, lipoproteins and membranes 5th ed
edited by Dennis E.
Vance and Jean E.
Vance

Elsevier 493.12||Va 312001123

71 骨髄疾患診断アトラス : 血球形態と骨髄病理
宮内潤, 泉二登志子
編集

中外医学社 493.29||Ko 312001132

72
Ventilatory failure : pbk (Update in intensive care and emergency
medicine:15)

edited by J.J. Marini
and C. Roussos

Springer-Verlag 493.3||Ve 312001288

73 今日の消化器疾患治療指針 第3版
幕内雅敏, 菅野健太
郎, 工藤正俊編集

医学書院 493.4||Ko 312001311

74 脳と精神疾患 (脳科学ライブラリー:1) 加藤忠史著 朝倉書店 493.7||No||1 312001131

75 脳の発生・発達 : 神経発生学入門 (脳科学ライブラリー:2) 大隅典子著 朝倉書店 493.7||No||2 312001148

76 脳と情動 : ニューロンから行動まで (脳科学ライブラリー:3) 小野武年著 朝倉書店 493.7||No||3 312001139

77 精神医学・心理学・精神看護学辞典
南光進一郎 [ほか]
編集

照林社 493.7||Se 312001339

78 高次脳機能障害者に対する医療・福祉連携モデルに関する研究 白山靖彦著 風間書房 493.73||Sh 312001155

79 疾患別に診る嚥下障害 片桐伯真 [ほか] 編 医歯薬出版 493.73||Sh 312001322

80 よくわかる子どものための形成外科 中島龍夫編 永井書店 493.94||Yo 312001156

81 イラストで見る診る学ぶ新生児内分泌 河井昌彦著 メディカ出版 493.95||Ka 312001301

82
前頭葉・頭頂葉 (ビジュアル脳神経外科 : Anatomy & surgical
approach:1)

片山容一担当編集
メジカルビュー
社

494.627||Bi||1 312001373

83
側頭葉・後頭葉 (ビジュアル脳神経外科 : Anatomy & surgical
approach:2)

斉藤延人担当編集
メジカルビュー
社

494.627||Bi||2 312001370

84
脳幹・基底核・小脳 (ビジュアル脳神経外科 : Anatomy & surgical
approach:3)

片山容一担当編集
メジカルビュー
社

494.627||Bi||3 312001372

85
脳室・松果体 (ビジュアル脳神経外科 : Anatomy & surgical
approach:4)

富永悌二担当編集
メジカルビュー
社

494.627||Bi||4 312001371

86 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 312001317

87 産婦人科ベッドサイドマニュアル 第6版
青野敏博, 苛原稔編
集/青野敏博 [ほか]
執筆

医学書院 495.2||Sa 312001313

88 頭頸部腫瘍 (新図説耳鼻咽喉科・頭頸部外科講座:5)
古川仭本巻担当編
集委員

メジカルビュー
社

496.5||Sh||5 312001369

89
患者の診かたと歯科診療 (イラストレイテッド・クリニカルデンティス
トリー:1)

黒崎紀正編者代表 医歯薬出版 497||Ir||1 312001135

90 新口腔内写真の撮り方 第2版
熊谷崇, 熊谷ふじ子,
鈴木昇一著

医歯薬出版 497||Ku 312001323

91 基礎 2013上 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:2, 1)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-1 312001348

92 小児歯科学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:10)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||'13-
10

312001355

93 歯科矯正学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:11)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||'13-
11

312001356

94
先天異常/顎関節疾患/損傷/炎症・アレルギー 2013 (歯科医師国
家試験過去問題集 : 実践:13. 口腔外科学各論:上)

麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||'13-
13

312001357

95
嚢胞・腫瘍/症候性疾患/唾液腺疾患/神経疾患/血液疾患 2013
(歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:14. 口腔外科学各論:下)

麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||'13-
14

312001358

96 歯科放射線学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:15)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||'13-
15

312001359
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97 基礎 2013下 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:2, 1)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-2 312001349

98 衛生 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:3)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-3 312001350

99 歯内療法学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:5)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-5 312001351

100 歯周病学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:6)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-6 312001352

101 部分床義歯学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:8)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-8 312001353

102 冠橋義歯学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:9)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス 497.079||'13-9 312001354

103
セルフチェックCBT基礎編Ver.5 : 生命科学・生体材料・医の原則・
社会と歯学 第5版

CBT試験対策研究
会編

学建書院 497.079||Se 312001325

104 セルフチェックCBT臨床編Ver.3 : 臨床歯学教育 第3版
CBT試験対策研究
会編

学建書院 497.079||Se 312001326

105 必修 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:1, 0)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||Sh||'1
3-0

312001347

106 Oral microbiology at a glance : pbk (At a glance series)
Richard J. Lamont,
Howard F. Jenkinson

Wiley-Blackwell 497.1||La 312001120

107 現代歯科薬理学 第5版
大谷啓一, 鈴木邦明,
戸苅彰史編集

医歯薬出版 497.2||Ge 312001320

108 ハンドブック歯科診療と全身管理 : よりよいケアのために
Crispian Scully, Joel
Epstein, David
Wiesenfeld著

医歯薬出版 497.2||Sc 312001169

109
歯科医師とスタッフのための臨床検査 : 安全な口腔保健・医療に
向けて

井上孝編著/石和久
[ほか] 著

医歯薬出版 497.2||Sh 312001321

110 イラストでみる口腔外科手術 第2巻
日本口腔外科学会
編

クインテッセン
ス出版

497.3||Ir||2 312001300

111 新編歯科理工学 第5版
小田豊編集/小田豊
[ほか] 執筆

学建書院 497.8||Sh 312001176

112 公衆衛生 第12版 (Step series) 高橋茂樹, 西基著 海馬書房 498||Ta 312001283

113 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 312001366

114
Organic bromine and iodine compounds : pbk. (The handbook of
environmental chemistry:v. 3. Anthropogenic compounds:pt. R)

volume editor,
Alasdair H. Neilson :
with contributions
by  A.-S. Allard ...

Springer 498.4||Ha||3R 312001287

115 食品衛生学 第3版
山中英明, 藤井建夫,
塩見一雄著

恒星社厚生閣 498.54||Ya 312001158

116 運動生理学 : 人体の構造と機能 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)
岸恭一, 上田伸男,
塚原丘美編

講談社 498.55||Ei 312001290

117 栄養教育論 第3版 (栄養科学シリーズNEXT) 笠原賀子, 川野因編 講談社 498.55||Ei 312001293

118 栄養薬学・薬理学入門 (栄養科学シリーズNEXT)
川添禎浩, 古賀信幸
編

講談社 498.55||Ei 312001294

119 応用栄養学 第3版 (栄養科学シリーズNEXT)
中坊幸弘, 木戸康博
編

講談社 498.55||Ei 312001295

120 給食経営管理論 第3版 (栄養科学シリーズNEXT) 外山健二 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 312001296

121 食育・食生活論 (栄養科学シリーズNEXT. 社会・環境と健康)
山本茂, 奥田豊子,
濵口郁枝編

講談社 498.55||Ei 312001297

122 食品衛生学 : 食べ物と健康 第3版 (栄養科学シリーズNEXT)
増田邦義, 植木幸英,
野村秀一編

講談社 498.55||Ei 312001298

123 感染と生体防御 第2版 (管理栄養士講座)
酒井徹, 森口覚, 山
本茂編著

建帛社 498.55||Ka 312001330

124 環境・スポーツ栄養学 改訂 (管理栄養士講座)
金子佳代子, 高田和
子編著

建帛社 498.55||Ka 312001331

125
健康・調理の科学 : おいしさから健康へ 改訂第2版 (管理栄養士
講座)

和田淑子, 大越ひろ
編著

建帛社 498.55||Ka 312001332

126 人体栄養学の基礎 第2版 (管理栄養士講座)
小林修平, 山本茂編
著

建帛社 498.55||Ka 312001333

127 臨床医学概論 第3版 (管理栄養士講座)
福井次矢, 小林修平
編著

建帛社 498.55||Ka 312001334

128 臨床栄養学 改訂版 1 (管理栄養士講座)
鈴木博, 中村丁次編
著

建帛社 498.55||Ka 312001335

129 臨床栄養学 改訂版 2 (管理栄養士講座)
鈴木博, 中村丁次編
著

建帛社 498.55||Ka 312001336

130
目で見る食品カロリー辞典 : ヘルシー&肥満解消 2012～13年版
(Gakken hit mook)

上村泰子, 片山隆司
監修

学研パブリッシ
ング/学研マー
ケティング (発

498.55||Me 312001289

131
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 312001318
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132 こんなときどうする!?実践感染管理
浅利誠志, 木下承晧,
山中喜代治編集

金原出版 498.6||Ko 312001374

133 Color atlas of forensic medicine and pathology
edited by Charles A.
Catanese

Taylor &
Francis

498.91||Co 312001177

134 Essential forensic pathology : core studies and exercises by Gilbert Corrigan CRC 498.91||Co 312001284

135 Atlas of forensic histopathology hbk.
by Peter Cummings,
Darin P. Trelka,
Kimberley M.

Cambridge
University
Press

498.91||Cu 312001114

136 法医組織病理学
Werner Janssen著/
澤口聡子訳

丸善出版 498.91||Ja 312001329

137 Forensic neuropathology 2nd ed : hbk Jan E. Leestma CRC Press 498.91||Le 312001116

138 地域医療薬学
大和田榮治監修/早
瀬幸俊, 古田精一編
著

京都廣川書店 499||Ch 312001149

139 Practical 薬学統計解析 : 現場で必要に迫られて… 松野純男著 京都廣川書店 499.019||Ma 312001142

140
知っておきたい医薬品開発-承認申請-市販後業務のための英単
語・英語表現

内田たけみ著 じほう 499.07||Uc 312001153

141
Drug design of zinc-enzyme inhibitors : functional, structural, and
disease applications

edited by Claudiu T.
Supuran, Jean-Yves
Winum

John Wiley &
Sons

499.2||Dr 312001119

142 創薬科学入門 : 薬はどのようにつくられる? 佐藤健太郎著 オーム社 499.3||Sa 312001173

143 創薬科学入門 : 薬はどのようにつくられる? 佐藤健太郎著 オーム社 499.3||Sa 312001174

144 アートオブプロセスケミストリー : メルク社プロセス研究所での実例
N.Yasuda編/安田修
祥訳

化学同人 499.34||At 312001126

145 アートオブプロセスケミストリー : メルク社プロセス研究所での実例
N.Yasuda編/安田修
祥訳

化学同人 499.34||At 312001127

146 有機医薬分子論 : 化学構造,薬理活性そして創薬へ 周東智著 京都廣川書店 499.37||Sh 312001138

147 製剤への物理化学 第2版
斎藤博幸, 田中秀治
編/岡村恵美子 [ほ
か執筆]

廣川書店 499.6||Se 312001137

148 図解薬剤学 : みてわかる薬学 改訂5版 森本雍憲 [ほか] 著 南山堂 499.6||Zu 312001346

149 天然食品・薬品・香粧品の事典 普及版
Albert Y. Leung,
Steven Foster [著]/
小林彰夫, 齋藤洋監

朝倉書店 499.87||Te 312001140

150 学生から家族に贈る健康レシピ33 (天使大学のレシピBOOK:vol.1) 天使大学 596||Ga 312001181

151
ミツカン社員のお酢レシピ : 毎日大さじ1杯のお酢で、おいしく健康
生活

ミツカン監修 幻冬舎 596||Mi 312001124

152 総合調理科学事典 新版 日本調理科学会編 光生館 596.033||So 312001154

153 現役助産師がすすめる母と子のアロマセラピー&ベビーマッサージ カーティー菅田倫子
ガイアブックス/
産調出版(発売)

598.3||Ca 312001170


