
医歯薬系図書配架リスト（4-8月）

書名 著者等 出版者 請求記号 資料ID

1 5疾病の口腔ケア : チーム医療による全身疾患対応型口腔ケアのすすめ 藤本篤士 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.9||Go 313000211

2 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 491.343||Sa 313000212

3 ナースの産科学 杉本充弘編著 中外医学社 492.923||Na 313000127

4 標準眼科学 第12版 (Standard textbook)
木下茂, 中澤満, 天野史郎編集/澤口
昭一 [ほか] 執筆

医学書院 496||Hy 313000128

5 標準法医学 第7版 (Standard textbook)
池田典昭, 鈴木廣一編集/池田典昭
[ほか] 執筆

医学書院 498.9||Hy 313000129

6 産婦人科外来処方マニュアル 第4版 青野敏博, 苛原稔編 医学書院 495.2||Sa 313000130

7 新耳鼻咽喉科学 第11版 切替一郎原著/加我君孝編 南山堂 496.5||Sh 313000131

8 研修医はじめの一歩 ドキドキの生たまご編 リブロ・サイエンス編集部編 リブロ・サイエンス 490||Ke 313000132

9 胸部X線写真の読影 : ポータブルを含む各種写真の正しい理解 櫛橋民生編著 中外医薬社 492.433||Ky 313000133

10 びまん性肺疾患の臨床 : 診断・管理・治療と症例 第4版
びまん性肺疾患研究会編集/泉孝英,
坂谷光則編集顧問/長井苑子, 北市正
則, 井上義一編集委員/冨岡洋海 [ほ

金芳堂 493.38||Bi 313000134

11 Newエッセンシャル産科学・婦人科学 第3版第6刷 池ノ上克 [ほか] 編 医歯薬出版 495||Ne 313000135

12 産科 第2版 (Step series. 産婦人科:2) 高橋茂樹編著 海馬書房 495.08||Sa 313000136

13 眼科疾患ビジュアルブック 永本敏之 [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)

496.3||Ga 313000137

14 所見から考えるぶどう膜炎 (眼科臨床エキスパート) 園田康平, 後藤浩編集 医学書院 496||Ga 313000138

15 医動物学 改訂6版 吉田幸雄, 有薗直樹著 南山堂 491.9||Yo 313000139

16 Essentials在宅看護学 木下由美子編著 医歯薬出版 492.993||Es 313000140

17
ディジタル・オシロスコープ活用ノート : 徹底図解 : トップ・エンジニアを目指してスター
トダッシュ! (トランジスタ技術Special:for フレッシャーズ ; no. 99)

トランジスタ技術Special編集部編 CQ出版社 549||Di 313000141

18 放射線防護マニュアル : 安全・安心な放射線診断・治療を求めて 第3版 草間朋子, 小野孝二著 日本医事新報社 492.4||Ku 313000142
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19 助産学概論 第4版 (助産学講座:1. 基礎助産学:1)
我部山キヨ子, 武谷雄二編集/我部山
キヨ子 [ほか] 執筆

医学書院 495.9||Jo 313000143

20 助産管理 第4版 (助産学講座:10)
我部山キヨ子, 毛利多恵子編集/佐山
静江 [ほか] 執筆

医学書院 495.9||Jo 313000144

21 進め方と方法がはっきりわかる看護のための認知行動療法 岡田佳詠著 医学書院 492.927||Ok 313000145

22
苦手克服!人工呼吸ケア : 患者さんのつらさを軽減するポイント48 第1版 (看護ワン
テーマBOOK)

廣瀬稔, 森安恵実編集 医学書院 492.916||Ni 313000146

23
心電図を見るとドキドキする人のためのモニター心電図レッスン : practical ECG
monitoring

大八木秀和著 医学書院 492.123||Oy 313000147

24 医療安全ワークブック 第3版 川村治子著 医学書院 492.983||Ka 313000148

25 フィジカルアセスメントガイドブック : 目と手と耳でここまでわかる 第2版 山内豊明著 医学書院 492.913||Ya 313000149

26 看護診断のアセスメント力をつける : 臨床判断力をみがく看護過程 岡崎美智子, 道重文子編著 メヂカルフレンド社 492.913||Ka 313000150

27 医療安全に活かすKYT : 危険予知トレーニング 兵藤好美, 細川京子著 メヂカルフレンド社 492.9||Hy 313000151

28 呼吸器 第2版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||4 313000152

29 産科 第3版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||10 313000153

30 婦人科・乳腺外科 第3版 (病気がみえる:v. 9) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||9 313000154

31 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 2014年版 オーム社編 オーム社 492.4||Sh||'14 313000155

32 呼吸器疾患 第3版 (新・病態生理できった内科学:2) できった編集委員会編著 医学教育出版社 493||Sh||2 313000156

33 内分泌疾患 第3版 (新・病態生理できった内科学:4) 相馬正義編著 医学教育出版社 493||Sh||4 313000157

34 標準精神医学 第5版 (Standard textbook)
野村総一郎 [ほか] 編/野村総一郎
[ほか] 執筆

医学書院 493.7||Hy 313000158

35 標準皮膚科学 第10版 (Standard textbook)
橋本隆, 岩月啓氏, 照井正編集/富田
靖 [ほか] 執筆

医学書院 494.8||Hy 313000159

36 ニュースタンダード脳神経外科学 第3版
生塩之敬, 種子田護, 山田和雄編集/
有田憲生 [ほか] 執筆

三輪書店 494.627||Ne 313000160
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37
ディジタル・オシロスコープ実践活用法 : しくみを知れば真の波形が見えてくる (計測
器BASIC)

天野典著 CQ出版 549.53||Am 313000161

38 よくわかるディジタル回路 春日健著 電気書院 549.3||Ka 313000162

39 光エレクトロニクス入門 新版 (光エレクトロニクス教科書シリーズ:1) 西原浩, 裏升吾共著 コロナ社 549.95||Ni 313000163

40 第1種放射線取扱主任者試験マスター・ノート 第2版 福士政広編集 メジカルビュー社 539.6||Da 313000164

41 放射線取扱の基礎 : 第1種放射線取扱主任者試験の要点 7版 日本アイソトープ協会編
日本アイソトープ協会/丸
善出版 (発売)

539.6||Ho 313000165

42 毒になる親 : 一生苦しむ子供 (講談社+アルファ文庫) スーザン・フォワード著/玉置悟訳 講談社 146.8||Fo 313000166

43 報酬告示と留意事項通知 2012年版 (障害者自立支援法事業者ハンドブック:報酬編)  中央法規出版 369.27||Sh 313000167

44 働きながら、社会を変える。 : ビジネスパーソン「子どもの貧困」に挑む 慎泰俊著 英治出版 369.43||Sh 313000168

45 公衆衛生マニュアル 31版 (2013年版)
柳川洋, 中村好一編集/柳川洋 [ほか]
執筆

南山堂 498||Ko||'13 313000169

46 クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2014(第6版) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 498.079||Ku||'14 313000170

47 クイズでわかる保健指導のエビデンス50 坂根直樹著 中央法規出版 498.81||Sa 313000171

48 シンプル衛生公衆衛生学 2013 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh 313000172

49 病態生理基礎のキソ : 絵で見てわかる病気のしくみ 第2版 竹田津文俊著
学研メディカル秀潤社/学
研マーケティング (発売)

491.6||Ta 313000173

50 脳のなかの天使 V・S・ラマチャンドラン著/山下篤子訳
角川書店/角川グループ
パブリッシング (発売)

491.371||Ra 313000174

51 ギャノング生理学
[William F. Ganong原著]/Kim E. Barrett
[ほか著]/井上真澄 [ほか訳]

丸善 491.3||Ga 313000175

52 解剖生理ポイントブック : らくらく学べて、臨床に生かせる 内田陽子著 照林社 491.31||Uc 313000176

53 入門組織学 改訂第2版 牛木辰男著 南江堂 491.11||Us 313000177

54 心が動けば医療も動く!? : 医師と患者の治療選択 山下武志著
メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

490.14||Ya 313000178



医歯薬系図書配架リスト（4-8月）

書名 著者等 出版者 請求記号 資料ID

55 歯内療法学サイドリーダー 第2版 平林正道著 学建書院 497.2||Hi 313000179

56 部分床義歯の設計と咬合 : インプラントより義歯で治す31提言 丹羽克味著 学建書院 497.56||Ni 313000180

57 歯科衛生学総論 ( 新歯科衛生士教本) 遠藤圭子 [ほか]著 医歯薬出版 497.9||Sh 313000181

58 スタンダード歯科理工学 : 生体材料と歯科材料 第5版
楳本貢三 [ほか] 編集(幹事)・執筆/石
川邦夫 [ほか] 編集・執筆/足立正徳
[ほか] 執筆

学建書院 497.8||Su 313000182

59 イラストで語る歯科医学 前線 吉江弘正監修 クインテッセンス出版 497||Ir 313000183

60 臨床根管解剖 : 基本的知識と歯種別の臨床ポイント (歯内療法成功への道) 木ノ本喜史著
ヒョーロン・パブリッシャー
ズ

497.2||Ki 313000184

61 インプラント周囲炎
Stefan Renvert, Jean-Louis Giovannoli
著

クインテッセンス出版 497.5||Re 313000185

62
セルフチェックCBT基礎編Ver.6 : 生命科学◆生体材料◆医の原則・社会と歯学 第6
版

CBT試験対策研究会編 学建書院 497.079||Se 313000186

63
ゴールを見据えたインプラント治療計画のためのCT活用術 : ステント製作・画像解析・
ガイデッドサージェリー

稲垣将文, 小川洋一, 高村宗俊著 医歯薬出版 497.5||In 313000187

64 クラウン・ブリッジ補綴学サイドリーダー 第5版 菅沼岳史著 学建書院 497.5||Su 313000188

65 動画で体感!ステップアップ歯周外科 : 診断・手順・テクニック 安東俊夫著 医歯薬出版 497.26||An 313000189

66 歯科医院でおこなう偶発症予防と救命処置 (ドクタースタッフ) 横山武志著 デンタルダイヤモンド社 497||Yo 313000190

67 削るう蝕削らないう蝕 林美加子, 伊藤中編集 クインテッセンス出版 497.24||Ke 313000191

68 Dr.Hiroの実践!歯周治療 : インスツルメンテーションマスターブック 第1版 山本浩正監著 : 足利奈々〔ほか〕著 クインテッセンス出版 497.26||Dr 313000192

69 薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2013年版
日本病院薬剤師会近畿ブロック, 日本
薬剤師会大阪・近畿ブロック編集

じほう 499.07||Ya||'13 313000193

70 薬学領域の食品衛生化学
長澤一樹, 川崎直人編集/川崎直人
[ほか] 執筆

廣川書店 498.5||Ya 313000194

71 薬事衛生六法 2013年版 厚生省薬剤師会編 薬事日報社 499.091||Ya||'13 313000195

72 ICU/CCUの薬の考え方, 使い方 大野博司著 中外医学社 492||On 313000196
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73 保険薬事典plus+ : 適応・用法付薬効別薬価基準 平成25年4月版 薬業研究会編 じほう 499.1||Ho||25-4 313000197

74 違いがわかる!同種・同効薬 続 黒山政一, 大谷道輝編集 南江堂 499.1||Ch||2 313000198

75 内服薬経管投与ハンドブック : 簡易懸濁法可能医薬品一覧 第2版 藤島一郎監修/倉田なおみ執筆 じほう 492.3||Fu 313000199

76 基本薬の選び方と使い方のコツ : 日常診療でのスタンダードを使いこなす
「臨床研修プラクティス」常任編集委員
会編集

文光堂 492.3||Ki 313000200

77 ポケット版臨床医薬品集 2013 星恵子編集責任 薬事日報社 499.1||Po||'13 313000201

78 治療薬インデックス 2013 日経ドラッグインフォメーション編集
日経BP社/日経BPマーケ
ティング (発売)

499.1||Ch 313000202

79 医薬品企業総覧 : 薬業会社録 2013  薬業時報社 499.09||Iy 313000203

80
鉄則モダン・カンポウ : モダン・カンポウのよりよい使い方の知恵を鉄則としてまとめま
した (本当に今日からわかる漢方薬シリーズ:1)

新見正則著 新興医学出版社 490.9||Ni 313000204

81 なぜ「黒岩恭子の口腔ケア&口腔リハビリ」は食べられる口になるのか 北村清一郎編著/柿木隆介 [ほか] 著 デンタルダイヤモンド社 497.9||Na 313000205

82 新薬理学
赤池昭紀, 石井邦雄編集/赤池昭紀
[ほか] 執筆

廣川書店 491.5||Sa 313000206

83 臨床看護技術 (看護技術がみえる:v. 2) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 492.911||Ka||2 313000207

84 “医療連携"に役立つ有病者歯科マニュアル
白川正順 [ほか] 編集/白川正順 [ほ
か] 執筆

医学情報社 497.2||Ir 313000208

85 オーラルヘルスケア事典 : お口の健康を守るために
松田裕子編集/麻賀多美代 [ほか] 執
筆

学建書院 497.9||Or 313000209

86 亜鉛の機能と健康 : 新たにわかった多彩な機能 駒井三千夫, 神戸大朋責任編集 建帛社 498.55||Ae 313000210


