
（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1 ソーシャル・キャピタル入門 : 孤立から絆へ (中公新書:2138) 稲葉陽二著 中央公論新社 361.3||In 312001626

2
医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメント技術を高め
るハンドブック : ケースレポートの方法からケース検討会議の技
術まで

近藤直司著 明石書店 369.16||Ko 312001624

3
青山式楽らく・ミラクル介助術 : スーパートランスで笑顔が戻る! :
介護が楽しくなるDVDつき!

青山幸広監修 メディカ出版 369.26||Ao 312001649

4 児童虐待 : おかやまから116人の提言
おかやま児童虐待事
例研究会編

吉備人出版 369.4||Ji 312001652

5
What editors want : an author's guide to scientific journal
publishing : pbk (Chicago guides to writing, editing, and
publishing)

Philippa J. Benson &
Susan C. Silver

University of
Chicago Press

407||Be 312001664

6
日経サイエンスで鍛える科学英語 : scientific English with
Scientific American/Nikkei Science

日経サイエンス編集部
編

日経サイエンス
社/日本経済新
聞出版社 (発

407||Ni 312001653

7 シカゴ・スタイル研究論文執筆マニュアル

ケイト・L・トゥラビアン
編/ウェイン・C・ブース
[ほか] 改訂/沼口隆,
沼口好雄訳

慶應義塾大学
出版会

407||Sh 312001636

8

細胞内のリノベーション機構タンパク質分解系による生体制御 :
ユビキチン,プロテアソーム,オートファジー,調節性プロテアーゼ
による恒常性維持・刷新の新機構と,疾患への関与から創薬戦
略まで (実験医学:増刊 Vol.29 No.12 (2011))

村田茂穂, 反町洋之編
集

羊土社 464.2||Sa 312001630

9 かんたんデザイン編 (遺伝子デザイン学入門:1) 山崎健一, 伊藤健史著
北海道大学出
版会

467.2||Id||1 312001665

10
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 312001632

11 わかりやすい医学統計学 森實敏夫著
メディカルトリ
ビューン

490.19||Mo 312001641

12 先天性心疾患を理解するための臨床心臓発生学 山岸敬幸, 白石公編集
メジカルビュー
社

491.223||Se 312001643

13
食欲の科学 : 食べるだけでは満たされない絶妙で皮肉なしくみ
(ブルーバックス:B-1789)

櫻井武著 講談社 491.371||Sa 312001646

14 やさしい分子薬理学 : 分子構造から薬理活性へ 平山令明著 共立出版 491.5||Hi 312001666

15 カラー図解これならわかる薬理学 第2版
ハインツ ルールマン,
クラウス モール, ルッ
ツ ハイン著/佐藤俊明

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.5||Ko 312001635

16 はじめの一歩のイラスト病理学 深山正久編 羊土社 491.6||Ha 312001644

17 医療現場の清浄と滅菌
ヤン・ハュス著/鴻巣浩
司, 山根貫志翻訳

中山書店 491.72||Hu 312001658

18
Current medical diagnosis and treatment 2013 : 52nd ed (A
Lange medical book)

edited by Lawrence M.
Tierney, Stephen J.
McPhee, Maxine A.
Papadakis with
associate authors

McGraw-Hill,
Health
Professions
Division

492.1||Cu||'13 312001671

19
心臓超音波診断アトラス 改訂版 小児・胎児編 (Atlas series:超
音波編 ; VOL.5)

里見元義著 ベクトル・コア 492.12||Sa 312001640

20 経腸栄養100の疑問
三松謙司編集/三松謙
司 [ほか] 執筆

医歯薬出版 492.26||Ke 312001655

21
医薬品服薬指導情報集[薬効別] : standard 医師・歯科医師・薬
剤師のための 追補版2

日本薬剤師研修セン
ター編

じほう 492.3||St 312001657

22 どんな患者さんからもクレームがこない接遇のルール
浜川博招監修 : 島川
久美子監修

エクスナレッジ 492.983||Do 312001645

23
アートにあふれる看護のリーダー湿布 : みんなの仕事をめちゃ
×2楽しくする看護経営学

松村啓史著 メディカ出版 492.984||Ma 312001651

24
肥満・糖尿病の病態を解明するエネルギー代謝の最前線 : ミト
コンドリア・脂肪細胞の機能理解から臓器間神経ネットワークに
よる代謝調節まで (実験医学:増刊 vol.27, no.7 (2009))

岡芳知, 片桐秀樹編集 羊土社 493.12||Hi 312001633

25
カラーイラストでみる先天性心疾患の血行動態 : 治療へのアプ
ローチ

金子幸裕 [ほか] 著 文光堂 493.23||Ka 312001642

26 第二の認知症 : 増えるレビー小体型認知症の今 小阪憲司著 紀伊国屋書店 493.758||Ko 312001625

27 糖尿病性腎症の病態に基づいた栄養管理・指導のコツ
宇都宮一典, 蒲池桂子
編集

診断と治療社 494.93||To 312001634

28 新人歯科衛生士・デンタルスタッフポケットマニュアル 江沢庸博著 医歯薬出版 497||Ez 312001667

29
丸ごと覚える歯科臨床英会話フレーズ集 : 治療内容別フレーズ
670と基本用語280

川口陽子監修・著
クインテッセン
ス出版

497.07||Ma 312001639

30
歯科でよく使う鎮痛薬と抗菌薬の安心・安全レシピ : 有病者・高
齢者・妊婦・授乳婦・小児の患者さんのための薬剤処方集 : 一
目で判断!

佐藤豊, 佐藤文枝著 砂書房 497.2||Sa 312001668

31 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 312001656

32 症状からみた歯科エックス線写真読影のポイント
有地榮一郎 [ほか] 編
集

クインテッセン
ス出版

497.2||Sh 312001669
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33 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 312001638

34 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 312001637

35 歯科衛生士のためのホワイトニング 新版
近藤隆一編著/加藤久
子著

医歯薬出版 497.69||Ka 312001693

36
コミュニティのちから : "遠慮がちな"ソーシャル・キャピタルの発
見

今村晴彦, 園田紫乃,
金子郁容著

慶應義塾大学
出版会

498||Im 312001627

37 図説国民衛生の動向 2012/2013 厚生統計協会
498||Ko||'12-
'13

312001628

38 保健師国試スキルアップブックNEO 西基著 海馬書房 498.079||Ni 312001629

39 事例で学ぶ禁煙治療のためのカウンセリングテクニック [正]
谷口千枝著/田中英夫
編集

看護の科学社 498.32||Ta 312001650

40 初めての栄養学研究論文 : 人には聞けない要点とコツ
栄養学雑誌編集委員
会編集/赤松利恵 [ほ
か] 著

第一出版 498.55||Ha 312001654

41
チーム医療に必要な人間栄養の取り組み : 臨床栄養管理のす
べて

中村丁次編 第一出版 498.58||Ch 312001659

42 栄養ケア・マネジメント論 : 経済学からみた栄養管理 福井富穂編著 化学同人 498.58||Ei 312001648

43
サルコペニアの摂食・嚥下障害 : リハビリテーション栄養の可能
性と実践

若林秀隆, 藤本篤士編
著

医歯薬出版 498.58||Sa 312001663

44 新臨床栄養学 第2版
馬場忠雄, 山城雄一郎
編集

医学書院 498.58||Sh 312001647

45
いっしょに食べよ! : 病院の栄養士が考えたおいしい嚥下食レシ
ピ

あかいわチームクッキ
ング作

ライフサイエン
ス出版

498.59||Is 312001660

46 ママとパパと先生のための子育てハート・ホッとメッセージ50! 佐藤慎二著
日本文化科学
社

599||Sa 312001662

47 僕の好きな人が、よく眠れますように (角川文庫:な51-2) 中村航 [著]
角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発

913.6||Na 312001631

48 Holes Louis Sachar Bloomsbury 933.7||Sa 312001670


