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書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1
クリックとワトソン : 生命の宇宙への船出 (オックスフォード科学の
肖像)

エドワード・イーデル
ソン著/西田美緒子
訳

大月書店
289.3||Ok 312001416

2
ルイ・パスツール : 無限に小さい生命の秘境へ (オックスフォード
科学の肖像)

ルイーズ・E・ロビン
ズ著/西田美緒子訳

大月書店 289.3||Ok 312001417

3 福祉専門職のための権利擁護支援ハンドブック 改訂版 PASネット編著 ミネルヴァ書房 369||Fu 312001392

4
蛍光分光とイメージングの手法 (日本分光学会測定法シリー
ズ:42)

御橋廣眞編
学会出版セン
ター

425.5||Ke 312001525

5 螢光測定 : 生物科学への応用 (日本分光学会測定法シリーズ:3)
木下一彦, 御橋廣眞
編

学会出版セン
ター

425.5||Ke 312001526

6
Heterocycles from transition metal catalysis : formation and
functionalization : pbk (Catalysis by metal complexes:v. 28)

by András Kotschy
and Géza Timári

Springer 438.9||Ko 312001497

7 ヘンダーソン生物学用語辞典
Eleanor Lawrence編
/生物学用語辞典編

オーム社 460.33||He 312001509

8
初めてでもできる共焦点顕微鏡活用プロトコール : 観察の基本か
らサンプル調製法,学会・論文発表のための画像処理まで (実験
医学:別冊. 注目のバイオ実験シリーズ)

高田邦昭編 羊土社 460.75||Ha 312001516

9 分子細胞生物学 第6版
H. Lodish [ほか著]/
石浦章一 [ほか] 訳

東京化学同人 463||Bu 312001489

10 イラスト基礎からわかる生化学 : 構造・酵素・代謝 坂本順司著 裳華房 464||Sa 312001495

11 細菌が世界を支配する : バクテリアは敵か?味方か?
アン・マクズラック著
/西田美緒子訳

白揚社 465.8||Ma 312001424

12 医学生のための生命倫理
盛永審一郎, 松島哲
久編

丸善出版 490.15||Ig 312001446

13
博士号を取る時に考えること取った後できること : 生命科学を学
んだ人の人生設計

三浦有紀子, 仙石慎
太郎著

羊土社 490.7||Mi 312001427

14
絶対使える医療系iPadアプリ300 : 診療、研究、国試対策、看護か
ら介護、歯科、獣医学まで

大澤いづみ, 堀永弘
義著

エクスナレッジ 490.7||Os 312001461

15 実験動物としてのマウス・ラットの感染症対策と予防
日本実験動物学会,
マウス・ラット感染症
対策委員会編集

アドスリー/丸
善出版 (発売)

490.769||Ji 312001387

16 論文ができてしまう! : 疾患モデルマウス表現型解析指南
山村研一, 若菜茂晴
編集

中山書店 490.769||Ro 312001466

17
Dr. 一茶の医師国家試験出題基準ガイドライン活用術 : 医学生の
ための国試対策必携

塩沢昌英編著 中山書店 490.79||Sh 312001463

18 解剖学アトラス
Werner Platzer [ほ
か著]/平田幸男訳

文光堂 491.1||Ka 312001490

19 イラスト解剖学 第7版 松村譲兒著 中外医学社 491.1||Ma 312001486

20
ぜんぶわかる骨の名前としくみ事典 : 部位別にわかりやすくビ
ジュアル解説

山田敬喜, 肥田岳彦
監修

成美堂出版 491.16||Ze 312001447

21 カラー図解神経解剖学講義ノート 寺島俊雄著 金芳堂 491.17||Te 312001409

22 Annual Review 血液 2012
高久史麿[ほか]編
集

中外医学社
491.321||An||'1
2

312001479

23 トコトンわかる図解基礎神経科学 池田和正著 オーム社 491.37||Ik 312001508

24
臨床薬物動態学 : 臨床薬理学・薬物療法の基礎として 改訂第4
版

加藤隆一著 南江堂 491.5||Ka 312001456

25 コンパス薬物速度論演習 岩城正宏編集 南江堂 491.5||Ko 312001449

26 生物薬剤学 : 薬の生体内運命
山本昌編著/水間俊
[ほか] 著

朝倉書店 491.5||Se 312001488

27 カラールービン病理学 : 臨床医学への基盤
エマニュエル・ルー
ビン編/鈴木利光
[ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 312001383

28 ペコリーノがんの分子生物学 : メカニズム・分子標的・治療
ローレン ペコリーノ
著

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.65||Pe 312001394

29 エッセンシャル免疫学 第2版
ピーター・パーラム
著

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.8||Es 312001473

30 もっとよくわかる!免疫学 (実験医学:別冊) 河本宏著 羊土社 491.8||Ka 312001515

31 Janeway's免疫生物学
Kenneth Murphy,
Paul Travers, Mark
Walport著

南江堂 491.8||Mu 312001454

32 サイトカイン・増殖因子 : 用語ライブラリー 菅村和夫 [ほか] 編 羊土社 491.8||Sa 312001514

33 医系免疫学 改訂12版 矢田純一著 中外医学社 491.8||Ya 312001418

34 薬系免疫学 改訂第2版
植田正, 前仲勝実編
集

南江堂 491.8||Ya 312001455

35 ねじ子のヒミツ手技 1st lesson 森皆ねじ子著 エス・エム・エス 492||Mo||1 312001388
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36 ねじ子のヒミツ手技 2nd lesson 森皆ねじ子著 エス・エム・エス 492||Mo||2 312001389

37 日本プライマリ・ケア連合学会基本研修ハンドブック
日本プライマリ・ケア
連合学会編

南山堂 492||Ni 312001458

38
初心者のためのモニター心電図 (ナース専科ポケットブックシリー
ズ:1)

森皆ねじ子絵/大上
丈彦編集協力/ナー
ス専科編集部編

エス・エム・エス 492.123||Sh 312001390

39 亀田総合病院KAMEDA-ERマニュアル 改訂第2版 葛西猛監修 診断と治療社 492.29||Ka 312001462

40 目でみる救命救急処置 新訂第5版 杉本侃編著 日本臨牀社 492.29||Me 312001460

41 医用画像工学ハンドブック
医用画像工学ハンド
ブック編集委員会編

日本医用画像
工学会

492.4||Iy 312001527

42
診療放射線技師国家試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年別
2013年版

オーム社編 オーム社 492.4||Sh||'13 312001510

43 胸部・心臓・腹部・骨盤 第3版 (CT/MRI画像解剖ポケットアトラス:2)
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

492.43||Ct||2 312001393

44 ポケットCT解剖アトラス 新版 河野敦編著 中外医学社 492.43||Po 312001487

45 Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2013(第8版)
医療情報科学研究
所編集

Medic Media
492.907||Qu||'1
3

312001396

46 みんなのゴロ : 看護師国家試験のためのゴロ本
山越麻生著 : テコム
編集委員会編

医学評論社 492.9079||Ya 312001399

47
基礎看護 第4版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:1.
専門:1)

医療情報科学研究
所編

メディックメディ
ア

492.908||Na||1 312001397

48
ナースのための聴診器の聴き方・使い方 : 血圧・肺音・腹音のCD
付き

村田朗著 総合医学社 492.911||Mu 312001448

49 見てわかる看護記録 : アセスメント,監査でも困らない! 清水佐智子著 日総研出版 492.912||Sh 312001421

50 疾患別看護過程の展開 第3版
山口瑞穂子, 関口恵
子監修

学習研究社 492.914||Sh 312001445

51 カラー写真で学ぶ子どもの看護技術 伊藤龍子編著 医歯薬出版 492.925||Ka 312001401

52 すぐに役立つ小児&周産期の疾患とケア : 成育看護の基準として
国立成育医療セン
ター看護基準手順委
員会編

中山書店 492.925||Su 312001464

53 がん疼痛ケアガイド (ベスト・プラクティスコレクション)
角田直枝, 濵本千春
編

中山書店 492.926||Ga 312001419

54
放射線治療を受けるがん患者の看護ケア : 看護の力でQOLを向
上させる!

藤本美生編/菱川良
夫監修

日本看護協会
出版会

492.926||Ho 312001423

55
ナースによるナースのためのがん患者のペインマネジメント :
Evidence-based nursingの探求 新版

高橋美賀子, 梅田恵,
熊谷靖代編集・執筆

日本看護協会
出版会

492.926||Na 312001513

56 カラー写真で学ぶ高齢者の看護技術 大塚眞理子編著 医歯薬出版 492.929||Ka 312001400

57
バーンスタイン医師の糖尿病の解決 : 正常血糖値を得るための完
全ガイド 第2版

リチャード・K.バーン
スタイン著/太田喜
義訳

メディカルトリ
ビューン/金芳
堂(発売)

493.123||Be 312001395

58 科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2010
日本糖尿病学会編
集

南江堂
493.123||Ka||'1
0

312001451

59 エッセンシャル血液病学 第5版第3刷(補訂) 柴田昭 [ほか] 編 医歯薬出版 493.17||Sh 312001439

60 Annual review循環器 2012
杉本恒明 [ほか] 編
集

中外医学社 493.2||An||'12 312001481

61 Annual Review 呼吸器 2012
太田保世 [ほか] 編
集

中外医学社 493.3||An||'12 312001480

62 Annual Review 消化器 2012 岡博 [ほか] 編集 中外医学社 493.4||An||'12 312001482

63
消化管・肝胆膵ベッドサイドイメージング : フリーソフトウェアOsiriX
でつくる3Dナビゲーション

杉本真樹著 へるす出版 493.4||Su 312001428

64 Annual review糖尿病・代謝・内分泌 2012
金澤康徳 [ほか] 編
集

中外医学社 493.49||An||'12 312001485

65 Annual Review 神経 2012 後藤文男 [ほか] 編 中外医学社 493.7||An||'12 312001483

66 麻酔科 第4版 (Step series) 高野義人監修 海馬書房 494.24||Ma 312001444

67 薬学生・薬剤師のためのがんの薬物治療学 第2版 山田安彦編著 化学同人 494.53||Ya 312001404

68 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 312001476

69 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 312001477

70 標準リハビリテーション医学 第3版 (Standard textbook)
伊藤利之 [ほか] 編
集

医学書院 494.78||Hy 312001432
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71 Annual review 腎臓 2012
越川昭三 [ほか] 編
集

中外医学社 494.93||An||'12 312001484

72 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2012年版 日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ka||'12 312001408

73 乳腺外科の要点と盲点 第2版 (Knack & pitfalls) 霞富士雄編集 文光堂 495.46||Ny 312001491

74 眼科 第6版 (国試マニュアル100%シリーズ)
KM100%編集委員会
編著

医学教育出版
社

496||Ko 312001398

75 新編治癒の病理 : 臨床の疑問に基礎が答える 下野正基著 医歯薬出版 497||Sh 312001441

76 Key words CBT 第3版 1 : 基礎篇 (歯科CBT対策シリーズ)
Key words CBT 編
集委員会編

医学評論社 497.079||Ke||1 312001433

77 Key words CBT 第3版 2 : 臨床篇 (歯科CBT対策シリーズ)
Key words CBT 編
集委員会編

医学評論社 497.079||Ke||2 312001434

78
Key words CBT 第3版 3 : チェックテスト 基礎篇 (歯科CBT対策シ
リーズ)

Key words CBT 編
集委員会編

医学評論社 497.079||Ke||3 312001435

79
Key words CBT 第3版 3-2(F-1,2) : チェックテスト 臨床篇 (歯科
CBT対策シリーズ)

Key words CBT 編
集委員会編

医学評論社
497.079||Ke||3-
2

312001436

80
Key words CBT 第3版 3-2(F-3,4) : チェックテスト 臨床篇 (歯科
CBT対策シリーズ)

Key words CBT 編
集委員会編

医学評論社
497.079||Ke||3-
2

312001437

81
Key words CBT 第3版 3-2(写真集) : チェックテスト 臨床篇 (歯科
CBT対策シリーズ)

Key words CBT 編
集委員会編

医学評論社
497.079||Ke||3-
2

312001438

82
口腔外科学総論・麻酔学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 :
実践:12)

麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||Sh||'1
3-12

312001494

83 保存修復学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:4)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||Sh||'1
3-4

312001492

84 全部床義歯学 2013 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:7)
麻布デンタルアカデ
ミー編

麻布プレス
497.079||Sh||'1
3-7

312001493

85 骨学 3版 基礎編 (図説口腔解剖学:1) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||1 312001468

86 骨学 3版 臨床編 (図説口腔解剖学:1) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||1 312001469

87 筋学 第3版 基礎編 (図説口腔解剖学:2) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||2 312001470

88 筋学 第3版 臨床編 (図説口腔解剖学:2) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||2 312001471

89 脈管学 3版 基礎編 (図説口腔解剖学:3) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||3 312001472

90 脈管学 3版 臨床編 (図説口腔解剖学:3) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||3 312001544

91 神経学 第3版 基礎編 (図説口腔解剖学:4) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||4 312001545

92 神経学 第3版 臨床編 (図説口腔解剖学:4) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||4 312001546

93 内臓学 第3版 基礎編 (図説口腔解剖学:5) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||5 312001547

94 内臓学 第3版 臨床編 (図説口腔解剖学:5) 上條雍彦著 アナトーム社 497.1||Ko||5 312001548

95 クリニカル カリオロジー 普及版 熊谷崇 [ほか]著 医歯薬出版 497.2||Cl 312001442

96 歯内治療学 第4版
中村洋 [ほか] 編/
中村洋 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.2||Sh 312001440

97 保存修復学21 第4版
田上順次 [ほか] 監
修/赤峰昭文 [ほか]
編集

永末書店 497.4||Ho 312001474

98 歯内療法の臨床 飯塚哲夫著 永末書店 497.4||Iz 312001403

99 標準パーシャルデンチャー (Standard textbook of dentistry)
松尾悦郎,大木一三
編集

医学書院 497.52||Ma 312001431

100 歯科衛生士のための看護学大意 第3版

全国私立歯科大学・
歯学部附属病院看
護部長会編/柴原孝
彦 [ほか] 著

医歯薬出版 497.9||Sh 312001402

101 歯科保健指導関係資料 2012年版 口腔保健協会 497.9||Sh||'12 312001413

102 国民衛生の動向 2012/2013年 (厚生の指標臨時増刊) 厚生統計協会編 厚生統計協会 498||Ko||'12-13 312001412

103 新IT医療革命 : スマホ、タブレットが変える (アスキー新書:207) Team医療3.0著

アスキー・メディ
アワークス/角
川グループパブ
リッシング (発

498||Sh 312001386

104 公衆衛生 第3版 (よくわかる専門基礎講座) 松木秀明編 金原出版 498||Yo 312001407

105 プライマリ・ケア : 地域医療の方法 松岡史彦, 小林只著
メディカルサイ
エンス社

498.021||Ma 312001429
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106 裁判例から読み解く看護師の法的責任 荒井俊行 [ほか] 著
日本看護協会
出版会

498.12||Sa 312001422

107 関係法規 第4版 (よくわかる専門基礎講座) 春日斉編 金原出版 498.12||Yo 312001406

108 基礎生物学 (栄養科学シリーズNEXT)
岸本妙子, 木戸康博
編

講談社 498.55||Ei 312001414

109 スポーツ・運動栄養学 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)
加藤秀夫, 中坊幸弘,
中村亜紀編

講談社 498.55||Ei 312001511

110 公衆栄養学実習 (栄養科学シリーズNEXT) 金田雅代 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 312001512

111 食品学 新版 (管理栄養士講座)
辻英明, 五十嵐脩編
著

建帛社 498.55||Ka 312001411

112 応用栄養学 改訂第4版 (健康・栄養科学シリーズ)
戸谷誠之, 伊藤節子,
渡邊令子編集

南江堂 498.55||Ou 312001450

113 ライフステージ栄養学 改訂 (管理栄養士講座)
藤田美明, 池本真二
編著

建帛社 498.55||Ra 312001496

114 脳からストレスを消す食事 (ちくま新書:919) 武田英二著 筑摩書房 498.58||Ta 312001478

115 嚥下食をおいしくする101のソース
東京湾岸リハビリ
テーション病院栄養
科編集/中込弘美

中山書店 498.59||En 312001467

116 看護学生のための疫学・保健統計 : 楽しく学べる! 浅野嘉延著 南山堂 498.6||As 312001457

117 子どもの保健 改訂第2版 渡辺博編著 中山書店 498.7||Wa 312001465

118 実践創薬薬理学 (実験薬理学)
日本薬理学会編集/
奥山茂 [ほか] 編集
責任

金芳堂 499.1||Ji 312001410

119 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 312001475

120
薬学生・薬剤師のための知っておきたい医薬品選600 [2009] 増補
版

日本薬学会編 じほう 499.1||Sh 312001391

121
最新疾患モデルと病態解明, 創薬応用研究, 細胞医薬創製研究の
最前線 : 最新疾患モデル動物, ヒト化マウス, モデル細胞, ES・iPS
細胞を利用した病態解明から創薬まで (遺伝子医学MOOK:22)

戸口田淳也, 池谷真
編集

メディカルドゥ 499.3||Sa 312001430

122 治験薬学 : 治験のプロセスとスタッフの役割と責任 亀井淳三編集 南江堂 499.4||Ch 312001452

123 self-learning物理薬剤学 第2版 古閑健二郎著 京都広川書店 499.6||Ko 312001405

124 製剤学 改訂第6版
四ツ柳智久, 檀上和
美, 山本昌編集

南江堂 499.6||Se 312001453

125 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 312001443

126 初めてのiPad活用バイブル! (日経BPパソコンベストムック) 日経PC21編
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

548.29||Ha 312001459

127 必ずできる!iPadプレゼンテーション 松茂幹著
日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

548.29||Ma 312001420

128
よくわかる最新LED照明の基本と仕組み : LED照明の最新技術を
基礎から学ぶ : 新しい光源を理解する! (How-nual図解入門)

中島龍興, 福多佳子
著

秀和システム 549.81||Na 312001415

129 Soup Stock Tokyoのスープの作り方
スープストックトー
キョー著

文芸春秋 596||So 312001517

130 スポーツ医学研修ハンドブック 第2版 応用科目

日本体育協会指導
者育成専門委員会
スポーツドクター部
会監修

文光堂 780.19||Su 312001425

131 スポーツ医学研修ハンドブック 第2版 基礎科目

日本体育協会指導
者育成専門委員会
スポーツドクター部
会監修

文光堂 780.19||Su 312001426


