
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
Rによるスクレイピング入門 : web
scraping

石田基広 [ほか] 著
シーアンドアール
研究所

007.58||Rn 317000549

2
未来の年表 : 人口減少日本でこれから
起きること (講談社現代新書:2431)

河合雅司著 講談社 334.31||Ka 317000586

3
教育のためのICT活用 (放送大学教
材:1570250-1-1711)

中川一史, 苑復傑編著
放送大学教育振興
会

375.199||Ky 317000561

4
理系学生が一番最初に読むべき!英語
科学論文の書き方 : IMRaDでわかる科
学論文の構造

片山晶子編集・執筆/中嶋
隆浩, 三品由紀子執筆

中山書店 407||Ri 317000430

5 ひとりでマスターする生化学 亀井碩哉著 講談社 464||Ka 317000475

6
はじめの一歩の生化学・分子生物学
第3版

前野正夫, 磯川桂太郎著 羊土社 464||Ma 317000574

7
世界は細菌にあふれ、人は細菌によっ
て生かされる

エド・ヨン著/安部恵子訳 柏書房 465||Yo 317000447

8
遺伝子発現制御機構 : クロマチン, 転
写制御, エピジェネティクス

田村隆明, 浦聖惠編著 東京化学同人 467.2||Ta 317000479

9
エピジェネティクス実験スタンダード : も
う悩まない!ゲノム機能制御の読み解き
方 (実験医学:別冊)

牛島俊和, 眞貝洋一, 塩見
春彦編集

羊土社 467.21||Ep 317000571

10
みんなの医療統計 : 12日間で基礎理
論とEZRを完全マスター! 多変量解析
編

新谷歩著 講談社 490.19||Sh 317000476

11 医育機関名簿 2016-'17(53版) 羊土社編 羊土社
490.77||Ii||'16
-'17

317000573

12
クエスチョン・バンクCBT2018 第11版
v. 1

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
8-1

317000546

13
クエスチョン・バンクCBT2018 第11版
v. 2

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
8-2

317000545

14
クエスチョン・バンクCBT2018 第11版
v. 3

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
8-3

317000547

15
クエスチョン・バンクCBT2018 第11版
v. 4

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
8-4

317000544

16
脳神経ペディア : 「解剖」と「機能」が見
える・つながる事典 : カラー図解

渡辺雅彦著 羊土社 491.17||Wa 317000572

17 生理学テキスト 第8版 大地陸男著 文光堂 491.3||Oc 317000553

18 生理学テキスト 第8版 大地陸男著 文光堂 491.3||Oc 317000554

19 唾液のチカラQA 小川郁子, 北川雅恵著
デンタルダイヤモン
ド社

491.343||Og 317000440

20
集中講義生化学 : カラーイラストで学
ぶ 改訂2版

鈴木敬一郎 [ほか] 編著 メジカルビュー社 491.4||Sh 317000539

21
がん基盤生物学 : 革新的シーズ育成
に向けて : 次世代がん戦略研究
update

清木元治総編集/秋山徹
[ほか] 編

南山堂 491.65||Ga 317000601

22
臨床医のための免疫キーワード110 4
版

矢田純一著 日本医事新報社 491.8||Ya 317000457



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
臨床推論EBMと病態生理から症例を考
える (基礎臨床技能シリーズ:4)

後藤英司編集 メジカルビュー社 492||Ki||4 317000562

24
身体診察と基本手技 (基礎臨床技能シ
リーズ:5)

倉本秋編集 メジカルビュー社 492||Ki||5 317000542

25
今日の再生医療・細胞医療の産業化
に向けて (先進医療navigator)

先進医療フォーラム編集 日本医学出版 492||Se 317000550

26 超実践マニュアルMRI 改訂版 小倉明夫 [ほか] 編集 医療科学社 492.1||Ch 317000548

27
バイタルサインからの臨床診断 : 豊富
な症例演習で、病態を見抜く力がつく!
改訂版

入江聰五郎著 羊土社 492.1||Ir 317000576

28
ナースのための早わかり検査値事典
最新版

小橋隆一郎著 主婦の友社 492.1||Na 317000456

29 You Tubeでみる身体診察 石井洋介編集/コーチレジ著 メジカルビュー社 492.11||Yo 317000411

30
心血管エコー用語・略語・数値スー
パーリファレンス (US Lab:2)

西上和宏編著/堀端洋子,
坂東美佳著

メディカ出版 492.12||Sh 317000436

31
BLS : 写真と動画でわかる一次救命処
置 改訂第3版

小林正直, 石見拓監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.29||Sh 317000469

32
写真と動画でわかる二次救命処置 改
訂第3版

小林正直, 石見拓監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.29||Sh 317000558

33
診療放射線技師ポケット・レビュー帳
第3版

福士政広編集 メジカルビュー社 492.4||Sh 317000543

34 ナースのための基本薬 木津純子編集 照林社 492.9||Ki 317000443

35
対象を理解して学ぶ領域別コミュニ
ケーション (Nursing canvas book:9)

Nursing canvas編集室編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9014||Ta 317000473

36
臨地実習の"不安"をなくす12のトレー
ニング (Nursing canvas book:7)

石川雅彦, 斉藤奈緒美編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.907||Is 317000471

37
実習記録・看護計画の解体新書
(Nursing canvas book:10)

石川ふみよ編著
学研メディカル秀
潤社

492.907||Is 317000472

38
看護学生のための臨地実習ガイド : 先
輩たちの事例から学ぶ

塚本康子, 中山和美編 桐書房 492.907||Ka 317000431

39 看護学生スタディガイド 2018 : [セット] 池西静江, 石束佳子編集 照林社 492.907||Ka 317000432

40
直前α : 看護師国試対策ブック : 公衆
衛生・関係法規・社会福祉 2018

今西春彦編著 メディカ出版
492.9079||Ch|
|'18

317000434

41
デルカン : 国試直前対策ブック : ここが
出る看護婦国家試験ポイント 2018

御供泰治編著/石原英子,
松下美惠著

メディカ出版
492.9079||De|
|'18

317000439

42
看護師のための早引きドレーン・カテー
テル管理BOOK

青山恵美編著 ナツメ社 492.911||Ka 317000466

43
看護技術“根拠"のポイント : 臨地実
習・看護師国試でよく問われる!
(Nursing canvas book:11)

尾野敏明監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.911||Ka 317000474

44
生体検査検体検査看護技術 : 臨地実
習でよく出会う!看護師国試で問われる!
(Nursing canvas book:8)

Nursing canvas編集室編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.911||Se 317000470

45
小児看護 第2版 (パーフェクト臨床実
習ガイド : ライフステージに沿った看護
技術と看護の展開)

飯村直子, 江本リナ, 西田志
穂編集

照林社 492.925||Sh 317000444



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

46
老年看護 第2版 (パーフェクト臨床実
習ガイド : ライフステージに沿った看護
技術と看護の展開)

正木治恵編集 照林社 492.929||Ro 317000433

47
早引き呼吸器看護ケア事典 (ナース3
年目からのスキルアップ!)

道又元裕監修 ナツメ社 492.933||Ha 317000465

48
糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本
糖尿病学会専門医取得のための研修
必携ガイド 改訂第7版

日本糖尿病学会編・著 診断と治療社 493.123||To 317000555

49
糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本
糖尿病学会専門医取得のための研修
必携ガイド 改訂第7版

日本糖尿病学会編・著 診断と治療社 493.123||To 317000556

50
がん研有明病院の肝臓がん・胆道が
ん・膵臓がん治療に向きあう食事 : 術
前術後の不安を解消します!

比企直樹監修/中濱孝志食
事指導/高木久美食事指導
/井上陽介医療解説

女子栄養大学出版
部

493.475||Na 317000597

51
神経内科学の講義がそのまま本になり
ました。

村川裕二監修 医学教育出版社 493.7||Sh 317000449

52 一目でわかる!脳のMRI正常解剖と機能 野崎園子, 安藤久美子編著
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

493.73||Hi 317000468

53

術前術後のハイリスク薬 : 常用薬・持
参薬・術前休止薬・術前術後使用薬 :
はや調べノート : これだけは押さえてお
きたい : 薬がわかる!ケアにいかせる!

小林求編著 メディカ出版 494.22||Ju 317000570

54 麻酔科医ハナ 6 (Action comics)
なかお白亜著/松本克平監
修

双葉社 494.24||Na||6 317000446

55
ロボット手術マニュアル : da Vinci手術
を始めるときに読む本

鳥取大学医学部附属病院
低侵襲外科センター編

メジカルビュー社 494.28||Ro 317000600

56 癌と臨床栄養 第2版 丸山道生編著 日本医事新報社 494.5||Ga 317000587

57 がん患者の輸液・栄養療法 大村健二編 南山堂 494.5||Ga 317000588

58
がん病態栄養専門管理栄養士のため
のがん栄養療法ガイドブック

日本病態栄養学会編
メディカルレビュー
社

494.5||Ga 317000602

59
NST・緩和ケアチームのためのがん栄
養管理完全ガイド : QOLを維持するた
めの栄養管理

比企直樹, 土師誠二, 向山
雄人編集

文光堂 494.5||Ns 317000596

60
やさしいがん患者の代謝と栄養管理 :
病態の変化にそった実践法

東口高志編著 医薬ジャーナル社 494.5||Ya 317000589

61
EBMがん化学療法・分子標的治療法
2016-2017

大津敦[ほか]編集 中外医学社
494.53||Eb||'1
6-'17

317000591

62
がん分子標的治療研究実践マニュア
ル

日本がん分子標的治療学
会編集

金芳堂 494.53||Ga 317000598

63
新 がん化学療法ベスト・プラクティス
第2版

佐々木常雄, 岡元るみ子編
集

照林社 494.53||Sh 317000590

64
上部消化管 (腹腔鏡下消化器外科手
術 : 標準手技シリーズ:1)

北川雄光編集 メジカルビュー社 494.65||Fu||1 317000592

65
下部消化管 (腹腔鏡下消化器外科手
術 : 標準手技シリーズ:2)

坂井義治編集 メジカルビュー社 494.65||Fu||2 317000593

66
胆道・膵臓 (腹腔鏡下消化器外科手術
: 標準手技シリーズ:3)

山下裕一編 メジカルビュー社 494.65||Fu||3 317000594

67
肝臓・脾臓 (腹腔鏡下消化器外科手術
: 標準手技シリーズ:4)

北野正剛編集主幹/若林剛
編集

メジカルビュー社 494.65||Fu||4 317000595

68 消化器ダヴィンチ手術のすべて 土田明彦, 宇山一朗編 医学図書出版 494.65||Sh 317000599



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

69
基礎からわかる透析療法パーフェクト
ガイド 改訂第2版

篠田俊雄, 萩原千鶴子監修
学研メディカル秀
潤社

494.93||Ki 317000467

70
広汎子宮全摘出術 : ハイビジョン
&DVD動画で完全理解 (産婦人科手術
スーパーレッスン)

田畑務著 メディカ出版 495.43||Ta 317000438

71

図説CTGテキストアドバンス : 助産実
践能力習熟段階(クリニカルラダー)レ
ベルIII認証必須研修アドバンス助産師
更新に必要なCTG対応テキスト

中井章人著 メジカルビュー社 495.6||Na 317000540

72
図説CTGテキスト : 助産実践能力習熟
段階(クリニカルラダー)レベルIII認証必
須研修CTG対応テキスト

中井章人著 メジカルビュー社 495.6||Na 317000541

73 眼底疾患パーフェクトアトラス
飯田知弘, 近藤峰生, 石龍
鉄樹編集

文光堂 496.3||Ga 317000448

74
目でみる耳鼻咽喉科疾患 (Visual
Series)

池田勝久編集 文光堂 496.5||Me 317000569

75 小児耳鼻咽喉科 第2版
日本小児耳鼻咽喉科学会
編

金原出版 496.5||Sh 317000452

76 SUCCESS耳鼻咽喉科 第2版
野中学, 大塚康司, 渡邊荘
編集

金原出版 496.5||Su 317000451

77
口の中がわかるビジュアル歯科口腔科
学読本

全国医学部附属病院歯科
口腔外科科長会議監修

クインテッセンス出
版

497||Ku 317000459

78
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯
科医療の統計 2017年版

口腔保健協会
497.059||Sh||'
17

317000455

79
歯科治療なんでもブック : 新しい!詳し
い!分かりやすい!! : ここまで進化した最
先端の歯科医療 : 家庭に一冊!

朝倉勉著 現代書林 497.2||As 317000453

80
今さら聞けない歯科用CBCTとCTの読
像法 : 三次元でみる顎顔面領域の正
常画像解剖と疾患

森本泰宏, 金田隆監著
クインテッセンス出
版

497.2||Im 317000461

81
若手Dr&DHのための全身疾患別で学
ぶくすりの知識

川辺良一執筆
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ka 317000442

82
歯内療法の迷信と真実 : 論文から学ぶ
成功へのヒント

牛窪敏博, 山本信一, 神戸
良著

クインテッセンス出
版

497.2||Sh 317000458

83
歯周病悪化の原因はこれだ : リスク
ファクターを知れば難症例も怖くない

稲垣幸司, 南崎信樹編・著/
今井一彰 [ほか著]

デンタルダイヤモン
ド社

497.26||Sh 317000441

84

知ってて得した!歯周治療に活かせるエ
ビデンス 増補改訂版 (歯科衛生士臨
床のためのQuint study club:知ってお
きたい知識編4)

内藤徹監修・解説/稲垣幸
司 [ほか] 解説

クインテッセンス出
版

497.26||Sh 317000462

85
顎関節症Q&A : 自分でできる予防と治
療のアドバイス (患者さんへの“ベスト
アンサー"シリーズ:8)

中沢勝宏著 医学情報社 497.3||Na 317000450

86 わかりやすいイラスト口腔外科小手術 朝波惣一郎 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.3||Wa 317000551

87
インプラントオーバーデンチャーの臨床
とエビデンスQ&A : インプラントをしてい
てよかったと思ってもらうために

前田芳信, 和田誠大著
クインテッセンス出
版

497.56||Ma 317000460

88
フッ化物局所応用実施マニュアル; う蝕
予防の実際

フッ化物応用委員会[編] 社会保険研究所 497.9||Fu 317000552

89
ハイジニストワークのクリニカルQA :
DHが知りたい“技術"と“コミュニケー
ション"の悩みに早く効く一冊です。

長谷ますみ [ほか] 執筆
デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ha 317000437

90 歯科保健指導関係資料 2017年版 口腔保健協会 497.9||Sh||'17 317000454

91
その歯みがきは万病のもと : デンタル
IQが健康寿命を決める (SB新書:387)

相馬理人著 SBクリエイティブ 497.9||So 317000463



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

92
無病長寿の秘めた力 : 次はステビア草
の野草力が面白い!

廣海輝明著/白澤卓二監修 青萠堂 498.583||Hi 317000445

93

高齢者を低栄養にしない20のアプロー
チ : 「MNA(簡易栄養状態評価表)」で早
期発見 : 70歳以上の5人に1人が低栄
養! : 事例でわかる基本と疾患別の対

吉田貞夫編著 メディカ出版 498.59||Ko 317000435

94
薬理・病態・薬物治療 2 (スタンダード
薬学シリーズII:6. 医療薬学:2-4)

日本薬学会編 東京化学同人
499||Su||6-2-
2

317000559

95
登録販売者試験対策必修ポイント450 :
イラストQ&A式 2017年版

新井佑朋著 秀和システム 499.095||Ar 317000477

96
根拠からよくわかる注射薬・輸液の配
合変化 : 基礎から学べる, 配合変化を
起こさないためのコツとポイント 第2版

赤瀬朋秀, 中村均編集 羊土社 499.1||Ko 317000563

97 薬局で使える実践薬学
山本雄一郎著/日経ドラッグ
インフォメーション編

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

499.1||Ya 317000480

98
薬効分類別服薬指導のエッセンス : 薬
剤師のための患者さんへの接し方と服
薬指導

鹿嶋直純著
東京図書出版/リフ
レ出版 (発売)

499.2||Ka 317000560

99
マンガで合格!アロマテラピー検定1級・
2級テキスト+模擬問題 : スマホ問題集
付き

ふたば著/aiko監修 インプレス (発売) 499.87||Ma 317000557

100
特許明細書の書き方 : より強い特許権
の取得と活用のために 改訂8版 (現代
産業選書. 知的財産実務シリーズ)

伊東国際特許事務所編 経済産業調査会 507.23||To 317000568

101 臨床工学技士のための電気工学 西村生哉著 コロナ社 540||Ni 317000464

102
ビジネスJ.TEST実用日本語検定練習
問題集 第1集

日本語検定協会, J.TEST事
務局[編著]

語文研究社/弘正
堂図書販売 (発売)

810.7||Bi||1 317000603

103 ニャングリッシュ : 猫のつぶやき英会話 講談社編 講談社 837.8||Ny 317000478


