
医歯薬系図書購入リスト （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 化学便覧 第7版 応用化学編 1 日本化学会編 丸善出版 430.36||Ka||1 316001725

2 化学便覧 第7版 応用化学編 2 日本化学会編 丸善出版 430.36||Ka||2 316001726

3
活性酸素・フリーラジカルの科学 : 計測
技術の新展開と広がる応用 (CSJ
Current Review:21)

日本化学会編 化学同人 435.43||Ka 316001656

4
Harper's illustrated biochemistry 30th
ed : international ed (A Lange medical
book)

Victor W. Rodwell ... [et al.]
McGraw-Hill
Education

464||Ha 316001661

5 福祉医療用語辞典 第2版 宮原伸二監修 創元社 490.33||Mi 316001645

6 プラクティカル医学略語辞典 第7版 後藤幸生著 南山堂 490.33||Pu 316001651

7 Gray's anatomy for students 3rd ed

Richard L. Drake, A. Wayne
Vogl, Adam W.M.
Mitchell/illustrations by
Richard Tibbitts and Paul
Richardson/photographs by
Ansell Horn

Churchill
Livingstone/Elsevie
r

491.1||Gr 316001660

8 からだの地図帳解剖学用語 佐藤達夫監修 講談社 491.1||Ka 316001716

9 人体生理学の基礎 改訂第2版
池原敏孝, 勢井宏義, 田中
弘之編著

医学出版社 491.3||Ji 316001694

10 人体生理学の基礎 改訂第2版
池原敏孝, 勢井宏義, 田中
弘之編著

医学出版社 491.3||Ji 316001695

11
生理学の基本 : オールカラー (運動・
からだ図解)

中島雅美監修 マイナビ 491.3||Se 316001657

12
使えるバイオメカニクス : 解いてなっと
く

前田哲男, 木山良二, 大渡
昭彦著

医学書院 491.36||Ma 316001679

13
Neuroscience : exploring the brain 4th
ed., intrernational ed : hard

Mark F. Bear, Barry W.
Connors, Michael A.
Paradiso

Wolters Kluwer 491.37||Be 316001662

14
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 316001719

15 徹底攻略!病理解剖カラー図解 清水道生編著 金芳堂 491.6||Te 316001649

16
がんと免疫 : がん免疫療法のメカニズ
ム解明と臨床への展開 (The frontiers
in life sciences)

坂口志文, 西川博嘉編集 南山堂 491.65||Ga 316001646

17 コルフ臨床遺伝医学
Bruce R. Korf, Mira B. Irons
[著]/櫻井晃洋監訳/赤木究
[ほか訳]

丸善出版 491.69||Ko 316001654

18

Bates' guide to physical examination
and history taking 12th ed. / Lynn S.
Bickley, Peter G. Szilagyi ; guest
editor, Richard M. Hoffman

Wolters Kluwer 492.11||Bi 316001658

19 医用放射線辞典 第5版
医用放射線辞典編集委員
会編

共立出版 492.4||Iy 316001693

20
Felson's principles of chest
roentgenology : a programmed text 4h
ed. / Lawrence R. Goodman

Elsevier/Saunders 492.43||Go 316001659

21
動作分析臨床活用講座 : バイオメカニ
クスに基づく臨床推論の実践

石井慎一郎編著 メジカルビュー社 492.5||Do 316001647



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
イメージできる生化学・栄養学 (ナーシ
ング・サプリ. 自学自習用)

ナーシング・サプリ編集委員
会, 赤尾正編集

メディカ出版 492.9||Na 316001648

23
現代の看護におけるケアリングとして
の技術力 : 実践のためのモデル 第3
版

Rozzano C. Locsin原著/谷
岡哲也 [ほか] 監訳

ふくろう出版 492.901||Lo 316001715

24
「尺度」を使った看護研究のキホンとコ
ツ : 看護研究の精度向上・時間短縮の
ために

鳩野洋子, 長聡子, 前野有
佳里執筆/川本利恵子総監
修・執筆

日本看護協会出版
会

492.907||Sh 316001696

25
からだの仕組みと働きを知る (基本を
学ぶ看護シリーズ:2)

高野海哉, 川岸久太郎, 草
間朋子著

東京化学同人 492.91||Ki||2 316001655

26

看護の現場ですぐに役立つ「輸液」の
キホン : 患者さんを不安にさせない投
与法が身に付く! (ナースのためのスキ
ルアップノート)

佐藤弘明著 秀和システム 492.911||Sa 316001652

27

看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸
ケアのキホン : 患者さんのための適切
な操作法をマスター! (ナースのための
スキルアップノート)

レアネットドライブナースハッ
ピーライフ編集グループ著

秀和システム 492.916||Ka 316001653

28

在宅・施設での看取りのケア : 自宅、
看多機、ホームホスピス、グループ
ホーム、特養で最期まで本人・家族を
支えるために

宮崎和加子, 竹森志穂, 伊
藤智恵子, 樋川牧著

日本看護協会出版
会

492.918||Za 316001697

29
根拠と事故防止からみた母性看護技
術 第2版

石村由利子編集/佐世正勝
編集協力

医学書院 492.923||Ko 316001711

30
フォレンジック看護 : 性暴力被害者支
援の基本から実践まで

加納尚美, 李節子, 家吉望
み編集/日本フォレンジック
看護学会執筆

医歯薬出版 492.928||Fo 316001668

31
ミッションマネジメント : 対話と信頼によ
る価値共創型の組織づくり

武村雪絵著 医学書院 492.983||Ta 316001667

32 現場で使える訪問看護便利帖 介護と医療研究会著 翔泳社 492.993||Ge 316001642

33
「看護の力」でここまでできる!“小児在
宅ケア"を始めよう (コミュニティケア:第
18巻第7号)

日本看護協会出版
会

492.993||Ka 316001698

34
糖尿病患者の食事と運動 : 考え方と進
め方 (ヴィジュアル糖尿病臨床のすべ
て)

山田祐一郎専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001682

35
糖尿病性神経障害 : 基礎から臨床の
すべて (ヴィジュアル糖尿病臨床のす
べて)

中村二郎専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001683

36
最新インスリン療法 改訂第2版 (ヴィ
ジュアル糖尿病臨床のすべて)

綿田裕孝専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001684

37
糖尿病治療薬の最前線 改訂第2版
(ヴィジュアル糖尿病臨床のすべて)

稲垣暢也専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001685

38
糖尿病予防と治療のエビデンス (ヴィ
ジュアル糖尿病臨床のすべて)

植木浩二郎専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001686

39
小児・思春期糖尿病の対応マニュアル
(ヴィジュアル糖尿病臨床のすべて)

池上博司専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001687

40
糖尿病腎症のすべて (ヴィジュアル糖
尿病臨床のすべて)

古家大祐専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001688

41
糖尿病合併症 : 鑑別ポイントとベスト管
理法 (ヴィジュアル糖尿病臨床のすべ
て)

西川武志専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001689

42
スマートな糖尿病診断と治療の進め方
(ヴィジュアル糖尿病臨床のすべて)

谷澤幸生専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001690

43
糖尿病網膜症のすべて (ヴィジュアル
糖尿病臨床のすべて)

前川聡専門編集 中山書店 493.123||Vi 316001691



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
胃がん・大腸がん薬物療法ハンドブッ
ク

室圭編集 南江堂 493.455||Ig 316001669

45
内分泌代謝臨床研究マニュアル (診断
と治療社 内分泌シリーズ)

新保卓郎, 川村孝, 成瀬光
栄編集

診断と治療社 493.49||Sh 316001643

46
標準精神医学 第6版 (Standard
textbook)

尾崎紀夫, 朝田隆, 村井俊
哉編/野村総一郎 [ほか] 執
筆

医学書院 493.7||Hy 316001709

47
がん診療に携わる人のための静がん
感染症治療戦略

伊東直哉, 倉井華子編著 日本医事新報社 493.8||Ga 316001671

48 感染症プラチナマニュアル2016 第2版 岡秀昭著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.8||Ok||'16 316001699

49 帰してはいけない小児外来患者 崎山弘, 本田雅敬編集 医学書院 493.92||Ka 316001675

50
やさしくわかる子どもの起立性調節障
害

田中大介著 洋泉社 493.937||Ta 316001692

51
The Washington manual of medical
therapeutics 35th ed : pbk (A
Lippincott manual)

editors, Pavan Bhat ... [et
al.]

Wolters Kluwer 493||Wa 316001663

52 外科周術期マニュアル 岩井直躬, 大辻英吾編集 金芳堂 494.22||Ge 316001733

53
標準形成外科学 第6版 (Standard
textbook)

平林慎一, 鈴木茂彦編集 医学書院 494.288||Hy 316001704

54
胸腔鏡・腹腔鏡併用食道癌根治手術 :
手術から周術期管理まで

昭和大学消化器・一般外科
学教室編集

メジカルビュー社 494.644||Ky 316001650

55
胸腔鏡拡大視でみる縦隔解剖と剥離
手技 : 食道癌手術を安全に行うために

大杉治司著 南江堂 494.644||Os 316001672

56
標準整形外科学 第13版 (Standard
textbook)

井樋栄二 [ほか] 編集/中村
利孝 [ほか] 執筆

医学書院 494.7||Hy 316001708

57
全部見えるスーパービジュアル整形外
科疾患

高井信朗監修 成美堂出版 494.7||Ze 316001644

58
変形性股関節症診療ガイドライン 改訂
第2版 2016

日本整形外科学会診療ガイ
ドライン委員会, 変形性股関
節症診療ガイドライン策定委
員会編

南江堂
494.77||He||'1
6

316001678

59
治療を支える疾患別リハビリテーション
栄養 : リハと栄養はベストカップル

森脇久隆, 大村健二, 若林
秀隆編集

南江堂 494.78||Ch 316001681

60
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 316001705

61 あたらしい皮膚科学 第2版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 316001718

62
標準泌尿器科学 第9版 (Standard
textbook)

並木幹夫, 堀江重郎編集/
本間之夫 [ほか] 執筆

医学書院 494.9||Hy 316001707

63 透析療法事典 第2版
中本雅彦, 佐中孜, 秋澤忠
男編集

医学書院 494.93||To 316001673

64
標準産科婦人科学 第4版 (Standard
textbook)

岡井崇, 綾部琢哉編 医学書院 495||Hy 316001706

65
標準眼科学 第13版 (Standard
textbook)

中澤満, 村上晶編集/澤口
昭一 [ほか] 執筆

医学書院 496||Hy 316001710

66 ザ・ペリオドントロジー 第2版 和泉雄一 [ほか] 編著 永末書店 497.26||Za 316001734



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67
絶対知りたい義歯のこと : 診療室・病
院・訪問・介護の現場すべてに対応

藤本篤士 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.56||Ze 316001670

68 歯科矯正学 第5版
相馬邦道 [ほか] 編集/相馬
邦道 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.6||Sh 316001712

69 小児歯科学 第4版
高木裕三, 田村康夫, 井上
美津子, 白川哲夫編/高木
裕三 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 316001713

70 基礎から学ぶ楽しい保健統計 中村好一著 医学書院 498.019||Na 316001677

71
メッセンジャーナース : 看護の本質に
迫る

甲州優, 武田美和, 川口奏
子編

看護の科学社 498.14||Me 316001680

72 感染対策40の鉄則 坂本史衣著 医学書院 498.6||Sa 316001676

73
JAPIC医療用医薬品集 2017[別冊付
録]

日本医薬情報センター編集
日本医薬情報セン
ター/丸善株式会
社出版事業部 (発

499.1||Ja||'17 316001732

74 JAPIC医療用医薬品集 2017 1巻 日本医薬情報センター編集
日本医薬情報セン
ター/丸善株式会
社出版事業部 (発

499.1||Ja||'17
-1

316001730

75 JAPIC医療用医薬品集 2017 2巻 日本医薬情報センター編集
日本医薬情報セン
ター/丸善株式会
社出版事業部 (発

499.1||Ja||'17
-2

316001731

76
神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と
薬/腎・泌尿器系の疾患と薬 (薬がみえ
る:v. 1)

医療情報科学研究所編 Medic Media 499.1||Ku||1 316001720

77 薬剤識別コード事典 平成29年改訂版 医薬ジャーナル社編集部編 医薬ジャーナル社 499.1||Ya 316001674

78 化学工学の基礎 新版 上ノ山周 [ほか] 著 朝倉書店 571||Ka 316001717

79 入らずの森 (祥伝社文庫:う6-1) 宇佐美まこと著 祥伝社 913.6||Us 316001723


