
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
Preziで始めるズーミングプレゼンテー
ション 第2版

筏井哲治, 高橋佳祐著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

007.63||Ig 317000156

2
動きで魅せるプレゼンPowerPointテン
プレート1500 (デジタル素材BOOK)

井上香緒里著 インプレス 007.63||In 317000155

3 iPad完全マニュアル 2017最新版 スタンダーズ 007.63||Ip 317000127

4
いきなり差がつく!PowerPoint 2015年最
新版 (100%ムックシリーズ)

河合浩之著 晋遊舎 007.63||Ka 317000120

5
コピペで使える!動くPowerPoint素材集
1000

河合浩之著 翔泳社 007.63||Ka 317000175

6 Macはじめよう
Macビギナーズ研究会著/東
弘子編

マイナビ出版 007.63||Ma 317000126

7
最速で最高に魅せるPowerPointプロ
フェッショナルテクニック

望月正吾著 技術評論社 007.63||Mo 317000118

8
東大式伝わるパワーポイントスライドの
作り方

西川元一著 秀和システム 007.63||Ni 317000119

9
Preziで極めるビジュアルプレゼンテー
ション

吉藤智広著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

007.63||Yo 317000121

10
macOS Sierra (シエラ) マスターブック
(MacFan books)

小山香織著 マイナビ出版 007.634||Ma 317000125

11
Photoshopしっかり入門 : 知識ゼロから
きちんと学べる! (Design & IDEA)

まきのゆみ著 SBクリエイティブ 007.642||Ma 317000122

12
世界一わかりやすいIllustrator &
Photoshop操作とデザインの教科書

ピクセルハウス著 技術評論社 007.642||Se 317000123

13
Illustratorしっかり入門 : 知識ゼロから
きちんと学べる! (Design & IDEA)

高野雅弘著 SBクリエイティブ 007.642||Se 317000124

14
ロールシャッハテストの所見の書き方 :
臨床の要請にこたえるために

加藤志ほ子, 吉村聡編著 岩崎学術出版社 140.7||Ka 317000106

15 心理学のエッセンス
東北文教大学心理学研究
会編

日本評論社 140||Sh 317000110

16
発達心理学 改訂版 (キーワードコレク
ション)

子安増生, 二宮克美編/安
藤寿康 [ほか] 著

新曜社 143||Ha 317000197

17
臨床発達心理学の基礎 第2版 (シリー
ズ臨床発達心理学・理論と実践:1)

本郷一夫, 金谷京子編著 ミネルヴァ書房 143||Ri 317000135

18
発達心理学入門 : 精神発達の比較心
理学 (ミネルヴァ・アーカイブズ)

H.ウェルナー著/鯨岡峻, 浜
田寿美男訳

ミネルヴァ書房 143||We 317000092

19
臨床現場で役立つ質的研究法 : 臨床
心理学の卒論・修論から投稿論文まで

福島哲夫編 新曜社 146.07||Ri 317000104

20
臨床心理学 (New liberal arts
selection)

丹野義彦 [ほか] 著 有斐閣 146||Ri 317000105

21
よくわかる臨床心理学 改訂新版 (やわ
らかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

下山晴彦編 ミネルヴァ書房 146||Yo 317000134

22
感じる経済学 : コンビニでコーヒーが成
功して、ドーナツがダメな理由

加谷珪一著 SBクリエイティブ 330.4||Ka 317000199

23
シンプル・ビジュアル・プレゼンテーショ
ン

櫻田潤著
ブックウォーカー
/KADOKAWA (発
売)

336.49||Sa 317000100



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

24 「伝わる資料」デザイン・テクニック 渡辺克之著 ソーテック社 336.55||Wa 317000152

25
エピソードで学ぶ乳幼児の発達心理学
: 関係のなかでそだつ子どもたち

岡本依子, 菅野幸恵, 塚田-
城みちる著

新曜社 376.11||Ok 317000196

26
ぜったい成功する!はじめての学会発表
: たしかな研究成果をわかりやすく伝え
るために

西澤幹雄著 化学同人 407||Ni 317000201

27 パートナー分析化学 改訂第3版 1
萩中淳, 能田均, 山口政俊
編集

南江堂 433||Pa||1 317000176

28 パートナー分析化学 改訂第3版 1
萩中淳, 能田均, 山口政俊
編集

南江堂 433||Pa||1 317000177

29 パートナー分析化学 改訂第3版 2
萩中淳, 能田均, 山口政俊
編集

南江堂 433||Pa||2 317000097

30
ゲノム編集の衝撃 : 「神の領域」に迫る
テクノロジー

NHK「ゲノム編集」取材班著 NHK出版 467.25||Ge 317000095

31
ゲノム編集とは何か : 「DNAのメス」クリ
スパーの衝撃 (講談社現代新書:2384)

小林雅一著 講談社 467.25||Ko 317000094

32
医師として知らなければ恥ずかしい50
の臨床研究 神経編

デイビッド ウォン, デイビッド
グリア編 : Michael
E.Hochmanシリーズ編 : 岩

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

490.7||Is 317000101

33
図解PubMedの使い方 : インターネット
で医学文献を探す 第7版

岩下愛, 山下ユミ共著
日本医学図書館協
会/紀伊國屋書店
(発売)

490.7||Iw 317000150

34
遺伝子検査技術 : 遺伝子分析科学認
定士テキスト 改訂第2版

日本遺伝子分析科学同学
院遺伝子分析科学認定士
制度委員会編

宇宙堂八木書店/
克誠堂出版 (発売)

491.69||Id 317000179

35
あなたと私はどうして違う?体質と遺伝
子のサイエンス : 99.9%同じ設計図 (ゲ
ノム) から個性や病気が生じる秘密

中尾光善著 羊土社 491.69||Na 317000090

36 トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版

ロバート L. ナスバウム, ロデ
リック R. マキネス, ハンチン
トン F. ウィラード著/福嶋義
光監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/メディカル・サイ
エンス・インターナ
ショナル (編集・販

491.69||Nu 317000091

37
そうなんだ!遺伝子検査と病気の疑問 :
モヤモヤを解決する33

櫻井晃洋著
メディカルトリ
ビューン

491.69||Sa 317000096

38
診療・研究にダイレクトにつながる遺伝
医学

渡邉淳著 羊土社 491.69||Wa 317000089

39 遺伝子がわかれば人生が変わる。 四元淳子著 ポプラ社 491.69||Yo 317000178

40 救急用語事典 改訂第2版
坂本哲也編集 : 畑中哲生編
集

ぱーそん書房 492.29||Ky 317000102

41

Merrill's atlas of radiographic
positioning & procedures 13th ed. /
Bruce W. Long, Jeannean Hall Rollins,
Barbara J. Smith v. 1

Elsevier/Mosby 492.43||Me||1 317000115

42

Merrill's atlas of radiographic
positioning & procedures 13th ed. /
Bruce W. Long, Jeannean Hall Rollins,
Barbara J. Smith v. 2

Elsevier/Mosby 492.43||Me||2 317000116

43

Merrill's atlas of radiographic
positioning & procedures 13th ed. /
Bruce W. Long, Jeannean Hall Rollins,
Barbara J. Smith v. 3

Elsevier/Mosby 492.43||Me||3 317000117

44 腹部のCT 第3版 陣崎雅弘編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.434||Fu 317000103

45
内部障害理学療法学 (PT・OTビジュア
ルテキスト)

松尾善美編集 羊土社 492.5||Na 317000132



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

46
PT症例レポート赤ペン添削ビフォー&ア
フター : レポート用素材がダウンロード
できる!

相澤純也, 美崎定也, 石黒
幸治編集

羊土社 492.5||Pt 317000129

47
Dr.服部とNs.神山のズバッと秘訣を伝
授!!がん疼痛の治療とケア (メディカの
セミナー濃縮ライブシリーズ)

服部政治, 神山智秋著 メディカ出版 492.926||Ha 317000171

48

教えて!SGLT2阻害薬の使いかた :
Q&Aとケーススタディで学ぶ、糖尿病患
者への適切で安全な使い方とその根
拠

加来浩平編 羊土社 493.123||Os 317000108

49
糖尿病療養指導ガイドブック : 糖尿病
療養指導士の学習目標と課題 2017

日本糖尿病療養指導士認
定機構日本糖尿病療養指
導士認定ガイドブック編集委
員会編集

日本糖尿病療養指
導士認定機構/メ
ディカルレビュー社
(制作・発売)

493.123||To||'
17

317000204

50
悪性腫瘍 (呼吸器疾患 : 最新の薬物
療法:1)

江口研二, 川名明彦編集/
関順彦, 副島研造編集協力

克誠堂出版 493.3||Ko||1 317000144

51
感染症・免疫アレルギー・びまん性肺
疾患ほか (呼吸器疾患 : 最新の薬物
療法:2)

川名明彦, 江口研二編 克誠堂出版 493.3||Ko||2 317000145

52
EBMの手法による肺癌診療ガイドライ
ン : 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む
第4版 2016年版

日本肺癌学会編 金原出版
493.385||Eb||'
16

317000148

53
速習!肺がん免疫療法 : 基本理解と適
切使用のために

滝川奈義夫編著 南江堂 493.385||So 317000142

54

うまく続ける!消化器がん薬物療法の基
本とコツ : 1stライン、2ndラインのレジメ
ン選択と休薬・減量、副作用対策のポ
イント

加藤健, 森実千種編集 羊土社 493.4||Um 317000109

55
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン :
ダイジェスト版 2015年版

折茂肇監修/中村利孝, 福
永仁夫編

ライフサイエンス出
版

493.6||Ko 317000184

56
成人膠芽腫・成人転移性脳腫瘍・中枢
神経系原発悪性リンパ腫 2016年版
(脳腫瘍診療ガイドライン:1)

日本脳腫瘍学会編 金原出版 493.73||Se 317000149

57 小児臨床検査ガイド 第2版
水口雅編 : 岡明編 : 尾内一
信編

文光堂 493.92||Sh 317000113

58 小児臨床検査ガイド 第2版
水口雅編 : 岡明編 : 尾内一
信編

文光堂 493.92||Sh 317000114

59
小児科診断・治療指針 : 最新ガイドラ
イン準拠 改訂第2版

遠藤文夫総編集 中山書店 493.92||Sh 317000203

60 小児がん支持療法マニュアル
小児白血病研究会編 : 篠田
邦大編集責任

医薬ジャーナル社 493.94||Sh 317000169

61 小児がん診療ガイドライン 2016年版 日本小児がん学会編 金原出版
493.94||Sh||'1
6

317000147

62 ペインクリニック治療指針 改訂第5版
日本ペインクリニック学会治
療指針検討委員会編

日本ペインクリニッ
ク学会/真興交易
(株)医書出版部

494.24||Pe 317000143

63
がん患者に対するアピアランスケアの
手引き 2016年版

国立がん研究センター研究
開発費がん患者の外見支
援に関するガイドラインの構
築に向けた研究班編

金原出版 494.5||Ga 317000139

64
がん治療のための緩和ケアハンドブッ
ク : 症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛
薬の使い方から心のケアまで

吉田健史著 羊土社 494.5||Yo 317000136

65

がん化学療法副作用対策ハンドブック
: 副作用の予防・治療から, 抗がん剤の
減量・休薬の基準, 外来での注意点ま
で 改訂版

岡元るみ子, 佐々木常雄編 羊土社 494.53||Ga 317000133

66
がん化学療法レジメン管理マニュアル
第2版

青山剛 [ほか] 編 医学書院 494.53||Ga 317000138

67
がん薬物療法ガイド : レジメン+薬剤情
報

国立がん研究センター内科
レジデント・薬剤部レジデント
編集

医学書院 494.53||Ga 317000140



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

68
がん治療の疑問をメーリングリストで解
決した件。 : 薬剤師が知りたいがんの
疑問52件をバッチリ解説!

日本臨床腫瘍薬学会編集 南江堂 494.53||Ga 317000141

69
がん薬物療法時の腎障害診療ガイドラ
イン 2016

日本腎臓学会 [ほか] 編集
ライフサイエンス出
版

494.53||Ga||'1
6

317000170

70 経口抗がん薬ハンドブック
川尻尚子, 吉村知哲編集/
日本臨床腫瘍薬学会著

じほう 494.53||Ke 317000137

71

よくわかるWHO方式がん疼痛治療法 :
すべてのがん患者さんが痛みのない
日々を過ごすために,その後の新情報
も含めて

武田文和, 的場元弘, 鈴木
勉著

金原出版 494.53||Ta 317000146

72
「超」入門脳血管外科手術 : 先輩のノ
ウハウをまるごと直伝!

菊田健一郎著 メディカ出版 494.627||Ki 317000088

73
義肢・装具学 : 異常とその対応がわか
る動画付き (PT・OTビジュアルテキス
ト)

豊田輝, 石垣栄司編集 羊土社 494.72||Gi 317000107

74
橈骨遠位端骨折診療ガイドライン 改訂
第2版 2017

日本整形外科学会診療ガイ
ドライン委員会, 橈骨遠位端
骨折診療ガイドライン策定委
員会編集

南江堂 494.74||To 317000202

75
国際リハビリテーション学 : 国境を越え
るPT・OT・ST (PT・OTビジュアルテキス
ト)

河野眞編集 羊土社 494.78||Ko 317000130

76
食べることの障害とアプローチ (作業療
法ルネッサンス : ひとと生活障害:1)

山根寛, 加藤寿宏編集 三輪書店 494.78||Sa||1 317000157

77
移ることの障害とアプローチ (作業療法
ルネッサンス : ひとと生活障害:2)

山根寛 [ほか] 編集 三輪書店 494.78||Sa||2 317000158

78
着る・装うことの障害とアプローチ (作
業療法ルネッサンス : ひとと生活障
害:3)

山根寛, 菊池恵美子, 岩波
君代編集

三輪書店 494.78||Sa||3 317000159

79
伝えることの障害とアプローチ (作業療
法ルネッサンス : ひとと生活障害:4)

山根寛編集 三輪書店 494.78||Sa||4 317000160

80
創る・楽しむことの障害とアプローチ
(作業療法ルネッサンス : ひとと生活障
害:5)

山根寛編集 三輪書店 494.78||Sa||5 317000161

81

その患者さん、リハ必要ですよ!! : 病棟
で、外来で、今すぐ役立つ!評価・オー
ダー・運動療法、実践リハビリテーショ
ンのコツ

若林秀隆編/岡田唯男, 北
西史直編集協力

羊土社 494.78||So 317000131

82 前立腺癌診療ガイドライン 2016年版 日本泌尿器科学会編 金原出版
494.96||Ze||'1
6

317000173

83
乳癌薬物療法 改訂2版 (オンコロジー
クリニカルガイド)

木下貴之, 戸井雅和編 南山堂 495.46||Ny 317000172

84
周産期遺伝カウンセリングマニュアル
改訂2版

関沢明彦編著 : 佐村修編著
: 四元淳子編著

中外医学社 495.6||Sh 317000128

85 組織学・口腔組織学 第4版 磯川桂太郎 [ほか] 著
わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.11||So 317000198

86 口腔の発生と組織 改訂3版 田畑純編著 南山堂 497.12||Ko 317000162

87 歯周病と7つの病気 : 8つのNEWS 吉江弘正, 高柴正悟編著 永末書店 497.26||Sh 317000111

88 歯周病と7つの病気 : 8つのNEWS 吉江弘正, 高柴正悟編著 永末書店 497.26||Sh 317000112

89
チョーク文字レッスン : 黒板、看板、店
舗ボードのかわいい描き方

ヴァレリー・マッキーハン著 グラフィック社 727.8||Mc 317000174



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

90

インフォグラフィックスができるまで : デ
ザイナー73人のアイデアスケッチから
完成まで : スケッチ・作品あわせて639
図、見せます。

スティーヴン・ヘラー, リック・
ランダース [編]/中村雅子訳

パイインターナショ
ナル

727||He 317000153

91 やってはいけないデザイン 平本久美子著 翔泳社 727||Hi 317000098

92
なっとくレイアウト : 感覚やセンスに頼
らないデザインの基本を身につける

フレア著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

727||Na 317000151

93
わかりやすく情報を伝えるための図と
デザイン

PIE BOOKS編著
パイインターナショ
ナル

727||Wa 317000154

94
なるほどデザイン : 目で見て楽しむデ
ザインの本。

筒井美希著
エムディエヌコーポ
レーション/インプレ
ス (発売)

757||Ts 317000099


