
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
高齢者に対する支援と介護保険制度
第5版 (新・社会福祉士養成講座:13)

社会福祉士養成講座編集
委員会編集

中央法規出版 369.08||Sh||13 317000054

2
統計検定2級公式問題集 : 日本統計学
会公式認定 2014-2016年

日本統計学会出版企画委
員会編/統計質保証推進協
会統計検定センター著

実務教育出版
417||To||'14-
'16

317000056

3 クリスチャン分析化学 1. 基礎編
Gary D. Christian, Purnendu
K. Dasgupta, Kevin A. Schug
[著]/壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||1 317000047

4 クリスチャン分析化学 1. 基礎編
Gary D. Christian, Purnendu
K. Dasgupta, Kevin A. Schug
[著]/壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||1 317000048

5 クリスチャン分析化学 2. 機器分析編
Gary D. Christian, Purnendu
K. Dasgupta, Kevin A. Schug
[著]/壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||2 317000049

6 クリスチャン分析化学 2. 機器分析編
Gary D. Christian, Purnendu
K. Dasgupta, Kevin A. Schug
[著]/壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||2 317000050

7 基礎有機化学演習 齋藤勝裕, 中村修一著 東京化学同人 437||Ki 317000058

8 基礎から学ぶ有機化学 伊與田正彦 [ほか] 著 朝倉書店 437||Ki 317000059

9 ワトソン遺伝子の分子生物学 第7版
James D. Watson [ほか] 著
/滋賀陽子 [ほか] 訳

東京電機大学出版
局

467.21||Wa 317000005

10 ワトソン遺伝子の分子生物学 第7版
James D. Watson [ほか] 著
/滋賀陽子 [ほか] 訳

東京電機大学出版
局

467.21||Wa 317000006

11
次世代シークエンサーDRY解析教本
(細胞工学:別冊)

清水厚志, 坊農秀雅監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

467.3||Ji 317000057

12 入門・医療倫理 改訂版 1
赤林朗編/稲葉一人 [ほか
著]

勁草書房 490.15||Ny||1 317000060

13 入門・医療倫理 改訂版 1
赤林朗編/稲葉一人 [ほか
著]

勁草書房 490.15||Ny||1 317000083

14 本当にあった医学論文 2 倉原優著 中外医学社 490.7||Ku||2 317000024

15
内科系専門医試験Quick check
[2018](第15版) (Year note 内科・外科
等編:[別冊])

医療情報科学研究所編 Medic Media 490.79||Na 317000018

16
Year note ATLAS 第6版 (Year note 内
科・外科等編:[別冊])

医療情報科学研究所編 Medic Media 490||Ye 317000017

17
Quick reference for resident [2017](第
4版) (Year note 内科・外科等編:[別
冊])

医療情報科学研究所編集 Medic Media 490||Ye||'17 317000016

18

Year note TOPICS : 内科・外科疾患 :
研修医・非専門医でも知っておくべき近
年と今後の主な動向 2017-2018(第7
版) (Year note 内科・外科等編:[別冊])

医療情報科学研究所編集 Medic Media
490||Ye||'17-
'18

317000015

19
Year note 内科・外科等編 2018(第27
版)

国試対策問題編集委員会
編

Medic Media 490||Ye||'18 317000019

20 イラスト解剖学 第9版 松村讓兒著 中外医学社 491.1||Ma 317000023

21 標準解剖学 (Standard textbook) 坂井建雄執筆 医学書院 491.1||Sa 317000022

22 トートラ人体解剖生理学

Gerard J. Tortora, Bryan
Derrickson [著]/佐伯由香
[ほか] 編訳/石橋隆治 [ほ
か訳]

丸善出版 491.31||To 317000008



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
神経とシナプスの科学 : 現代脳研究の
源流 (ブルーバックス:B-1943)

杉晴夫著 講談社 491.317||Su 317000081

24
Lehninger principles of biochemistry
7th ed : international ed

David L. Nelson, Michael M.
Cox

W.H. Freeman 491.4||Le 317000065

25 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一, 成
宮周編集

南江堂 491.5||Ne 317000037

26 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一, 成
宮周編集

南江堂 491.5||Ne 317000038

27 一般検査学 (最新臨床検査学講座) 三村邦裕, 宿谷賢一編集 医歯薬出版 492.1||Sa 317000073

28
医療安全管理学 (最新臨床検査学講
座)

諏訪部章, 高木康, 松本哲
哉編集

医歯薬出版 492.1||Sa 317000074

29
検査総合管理学 (最新臨床検査学講
座)

高木康, 三村邦裕編集 医歯薬出版 492.1||Sa 317000075

30 JRC蘇生ガイドライン2015 日本蘇生協議会監修 医学書院 492.29||Jr 317000026

31
放射線安全管理学 改訂2版 (放射線
技術学シリーズ)

西谷源展, 鈴木昇一共編 オーム社 492.43||Ho 317000085

32
病期・病態・重症度からみた疾患別看
護過程+病態関連図 第3版

井上智子, 窪田哲朗編 医学書院 492.914||By 317000039

33 疾患別看護過程の展開 第5版 山口瑞穂子, 関口恵子監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.914||Sh 317000055

34
ICU看護パーフェクト (納得!実践シリー
ズ)

清水敬樹, 村木京子編 羊土社 492.916||Ic 317000067

35
看護と放射線 : 放射線を怖がらない看
護職であるために : 放射線を正しく理
解する

日本アイソトープ協会編集
日本アイソトープ協
会/丸善出版 (発
売)

492.9169||Ka 317000052

36
写真でわかる母性看護技術 : 褥婦・新
生児の観察とケア、母乳育児を理解し
よう! (写真でわかるシリーズ)

平澤美惠子, 村上睦子監修 インターメディカ 492.924||Sh 317000046

37
発達段階からみた小児看護過程+病態
関連図 第3版

浅野みどり, 杉浦太一, 山田
知子編集

医学書院 492.925||Ha 317000021

38
老年看護学 : 概論と看護の実践 第5
版

奥野茂代, 大西和子編 ヌーヴェルヒロカワ 492.929||Ro 317000045

39
BLS一次救命処置 : AHAガイドライン
2015準拠

American Heart Association
著

American Heart
Association/シナ
ジー (発売)

492||DVD 317000061

40 新膵臓病学 下瀬川徹編集 南江堂 493.47||Sh 317000007

41
脳腫瘍治療学 : 腫瘍自然史と治療成
績の分析から

松谷雅生著 金芳堂 493.73||Ma 317000041

42 脳卒中治療ガイドライン 2015 篠原幸人 [ほか] 編集
[脳卒中合同ガイド
ライン委員会]

493.73||No||'1
5

317000044

43
脳波判読の基礎と手術への応用 : 脳
波ギライを克服しよう! (新 NS
NOW:No.7)

三國信啓担当編集委員 メジカルビュー社 493.73||Ns||7 317000040

44 小児科 第3版 (Step series)
畑江芳郎, 小林良二, 西基
監修

海馬書房 493.9||Sh 317000043

45 ハリソン内科学 第5版 : セット
デニス L. カスパー [ほか]
編

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493||Ha 317000009



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

46
内科學 分冊版 第11版 1.内科学総論
老年医学 心身医学 症候学 治療学 感
染症

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||1 317000010

47
内科學 分冊版 第11版 2.循環器系 血
圧 呼吸器系

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||2 317000011

48
内科學 分冊版 第11版 3.消化管・腹膜
肝・胆道・膵 リウマチ・アレルギー

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||3 317000012

49
内科學 分冊版 第11版 4.腎・尿路系
内分泌系 代謝・栄養

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||4 317000013

50
内科學 分冊版 第11版 5.血液・造血器
神経系 環境要因・中毒

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||5 317000014

51 麻酔科 第4版 (Step series) 高野義人監修 海馬書房 494.24||Ma 317000042

52
標準脳神経外科学 第14版 (Standard
textbook)

新井一 [ほか] 編集/新井一
[ほか] 執筆

医学書院 494.627||Hy 317000077

53
標準脳神経外科学 第14版 (Standard
textbook)

新井一 [ほか] 編集/新井一
[ほか] 執筆

医学書院 494.627||Hy 317000078

54
0からの脳神経外科学 : Question &
Answer 第1版

窪田惺著 ぱーそん書房 494.627||Ku 317000069

55
脳神経外科臨床マニュアル 改訂第4版
1

端和夫編 丸善出版 494.627||No||1 317000070

56
脳神経外科臨床マニュアル 改訂第4版
2

端和夫編 丸善出版 494.627||No||2 317000071

57
脳神経外科臨床マニュアル 改訂第4版
3

端和夫編 丸善出版 494.627||No||3 317000072

58
脳神経外科医が知っておきたい薬物治
療の考え方と実際 (脳神経外科診療プ
ラクティス:8)

清水宏明編集 文光堂 494.627||No||8 317000068

59 定位脳手術入門 板倉徹編 医学書院 494.627||Te 317000025

60 歯科生理学実習
岩田幸一 [ほか] 編集/井上
富雄 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.13||Sh 317000076

61 新編口腔外科病理診断アトラス 安彦善裕 [ほか] 編集・執筆 医歯薬出版 497.3||Sh 317000020

62 よくわかる口腔インプラント学 第3版 赤川安正 [ほか] 編 医歯薬出版 497.56||Yo 317000035

63 よくわかる口腔インプラント学 第3版 赤川安正 [ほか] 編 医歯薬出版 497.56||Yo 317000036

64
スペシャルニーズデンティストリー : 障
害者歯科 第2版

日本障害者歯科学会編 医歯薬出版 497||Su 317000033

65
スペシャルニーズデンティストリー : 障
害者歯科 第2版

日本障害者歯科学会編 医歯薬出版 497||Su 317000034

66 必携・衛生試験法 第2版 日本薬学会編 金原出版 498.15||Hi 317000031

67 必携・衛生試験法 第2版 日本薬学会編 金原出版 498.15||Hi 317000032

68 医療リスクマネジメント心得帳 真野俊樹編集 日本医学出版 498.163||Ir 317000066



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

69 衛生薬学 : 健康と環境 第5版
永沼章, 姫野誠一郎, 平塚
明編

丸善出版 498||Ei 317000030

70
コンパス衛生薬学 : 健康と環境 改訂
第2版

鍜冶利幸, 佐藤雅彦編集 南江堂 498||Ko 317000028

71
コンパス衛生薬学 : 健康と環境 改訂
第2版

鍜冶利幸, 佐藤雅彦編集 南江堂 498||Ko 317000029

72 新衛生化学・公衆衛生学
大沢基保, 福井哲也, 永沼
章編集

南江堂 498||Sh 317000027

73 シンプル衛生公衆衛生学 2017 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'17 317000063

74 シンプル衛生公衆衛生学 2017 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'17 317000064

75 スタンダード衛生・公衆衛生 第15版
安井利一, 神原正樹, 荒川
浩久編 : 荒川浩久 [ほか]
執筆

学建書院 498||Su 317000079

76 スタンダード衛生・公衆衛生 第15版
安井利一, 神原正樹, 荒川
浩久編 : 荒川浩久 [ほか]
執筆

学建書院 498||Su 317000080

77 やさしい放射線とアイソトープ 5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||Ya 317000051

78
基礎調理実習 : 食品・栄養・大量調理
へのアプローチ

小川宣子編 化学同人 596||Ki 317000053


