
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
グラフをつくる前に読む本 : 一瞬で伝
わる表現はどのように生まれたのか

松本健太郎著 技術評論社 002.7||Ma 317001700

2
ソーシャルワークの理論と方法 1
(Minerva社会福祉士養成テキストブッ
ク:3-4)

岩間伸之, 白澤政和, 福山
和女編著

ミネルヴァ書房 369.08||Mi||3 317001847

3
ソーシャルワークの理論と方法 2
(Minerva社会福祉士養成テキストブッ
ク:3-4)

岩間伸之, 白澤政和, 福山
和女編著

ミネルヴァ書房 369.08||Mi||4 317001848

4
地域福祉の理論と方法 第2版
(Minerva社会福祉士養成テキストブッ
ク:8)

市川一宏, 大橋謙策, 牧里
毎治編著

ミネルヴァ書房 369.08||Mi||8 317001849

5
福祉行財政と福祉計画 第5版 (新・社
会福祉士養成講座:10)

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||1
0

317001711

6 社会福祉士相談援助演習 第2版 長谷川匡俊[ほか]編集 中央法規出版 369.16||Sh 317001710

7
新イラストによる安全な動作介助のて
びき 第3版

飛松好子編著/岩崎洋, 吉
田由美子, 井上美紀著

医歯薬出版 369.26||Sh 317001733

8
教育心理学 : 学校での子どもの成長を
めざして (心理学の世界:基礎編:6)

新井邦二郎, 濱口佳和, 佐
藤純共著

培風館 371.4||Ar 317001770

9
たのしく学べる最新教育心理学 : 教職
に関わるすべての人に 改訂版

櫻井茂男編 図書文化社 371.4||Ta 317001791

10 公教育経営概説 改訂版 堀内孜編 学術図書出版社 373.2||Ko 317001836

11 学校保健 最新 門田新一郎, 大津一義編著 大学教育出版 374.9||Ga 317001846

12
中学校学習指導要領解説 9版 特別活
動編

文部科学省 [編] ぎょうせい 375.1||Ch 317001831

13 中学校学習指導要領解説 道徳編 文部科学省 [編] 日本文教出版 375.1||Ch 317001832

14
高等学校学習指導要領解説 特別活動
編

文部科学省 [著] 海文堂出版 375.1||Ko 317001830

15 高等学校学習指導要領 2刷 文部科学省 [編] 東山書房 375.1||Ko 317001833

16
生徒指導10の原理・100の原則 : 気に
なる子にも指導が通る110のメソッド

堀裕嗣著 学事出版 375.2||Ho 317001793

17 生徒指導提要 教育図書 375.2||Se 317001837

18
よりよく生きる力を育てる道徳読み物
資料集

楠茂宣著 東洋館出版社 375.352||Ku 317001834

19
今日からはじめる道徳教育 : let's
start!

楠茂宣著 東洋館出版社 375.352||Ku 317001835

20
統計数字を読み解くセンス : 当確はな
ぜすぐにわかるのか? (DOJIN選書:27)

青木繁伸著 化学同人 417||Ao 317001802

21 SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第6版 石村貞夫, 石村友二郎著 東京図書 417||Is 317001814

22 アトキンス物理化学 第10版 上
Peter Atkins, Julio de Paula
著/中野元裕 [ほか] 訳

東京化学同人 431||At||1 317001701



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 ボール物理化学 第2版 上
David W. Ball著/阿竹徹 [ほ
か] 訳

化学同人 431||Ba||1 317001806

24 ボール物理化学 第2版 下
David W. Ball著/阿竹徹 [ほ
か] 訳

化学同人 431||Ba||2 317001807

25
無機化学 : その現代的アプローチ 第2
版

平尾一之, 田中勝久, 中平
敦著

東京化学同人 435||Hi 317001713

26
オートファジー : 分子メカニズムの理解
から病態の解明まで (The frontiers in
life sciences)

吉森保, 水島昇, 中戸川仁
編集

南山堂 463||Ot 317001812

27 Molecular cell biology 8th ed Harvey Lodish ... [et al.] W.H. Freeman 464.1||Mo 317001799

28 基礎分子生物学 第4版 田村隆明, 村松正實著 東京化学同人 464.1||Ta 317001709

29 医療倫理 浅井篤 [ほか] 著 勁草書房 490.15||Ir 317001789

30 終末期医療のエビデンス
Stephen J. McPhee [ほか]
著/日経メディカル編

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

490.15||Sh 317001809

31
English for medical purposes : spelling
and vocabulary

by Virginia Allum [Lulu] 490.7||Al 317001798

32
三次元ティッシュエンジニアリング : 細
胞の培養・操作・組織化から品質管
理、脱細胞化まで

大政健史, 福田淳二監修 エヌ・ティー・エス 491.11||Sa 317001704

33
カラー図解人体発生学講義ノート 第2
版

塩田浩平著 金芳堂 491.2||Sh 317001813

34
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
改訂第2版 各論 (健康・栄養科学シ
リーズ)

香川靖雄 [ほか] 編集 南江堂 491.3||Ji 317001744

35
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
改訂第2版 総論 (健康・栄養科学シ
リーズ)

香川靖雄 [ほか] 編集 南江堂 491.3||Ji 317001745

36 カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
ケビン・T・パットン, ゲー
リー・A・ティボドー著/コメ
ディカルサポート研究会訳

エルゼビアジャパ
ン

491.31||Pa 317001716

37
よくわかる摂食・嚥下のメカニズム 第2
版

山田好秋著 医歯薬出版 491.343||Ya 317001731

38 脳の地図帳 : 人体スペシャル 原一之著 講談社 491.371||Ha 317001850

39
脳科学への招待 : 神経回路網の仕組
みを解き明かす (ライブラリ脳の世紀 :
心のメカニズムを探る:1)

松村道一著 サイエンス社 491.371||Ra||1 317001795

40
Goodman & Gilman's the
pharmacological basis of therapeutics
13th ed

editor-in-chief, Laurence L.
Brunton/editors, Randa
Hilal-Dandan, Björn C.

McGraw Hill
Medical

491.5||Go 317001749

41
Goodman & Gilman's the
pharmacological basis of therapeutics
13th ed

editor-in-chief, Laurence L.
Brunton/editors, Randa
Hilal-Dandan, Björn C.
Knollmann

McGraw Hill
Medical

491.5||Go 317001750

42
Goodman & Gilman's the
pharmacological basis of therapeutics
13th ed

editor-in-chief, Laurence L.
Brunton/editors, Randa
Hilal-Dandan, Björn C.

McGraw Hill
Medical

491.5||Go 317001751

43 Dr.レイの病理学講義 第3版 高橋玲編著/北澤荘平著 金芳堂 491.6||Ta 317001785



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
Thompson & Thompson genetics in
medicine 8th ed

Robert L. Nussbaum,
Roderick R. McInnes,
Huntington F. Willard

Elsevier 491.69||Nu 317001756

45 免疫学コア講義 改訂4版 熊ノ郷淳 [ほか] 編集 南山堂 491.8||Me 317001695

46
今日の治療指針 : 私はこう治療してい
る 2018年版(Vol.60)

日野原重明, 阿部正和編 医学書院 492||Ko||'18 317001725

47 新編臨床医学概論 (診療画像検査法) 金森勇雄 [ほか] 編著 医療科学社 492||Sh 317001752

48 遺伝子検査学 (標準臨床検査学)
宮地勇人, 横田浩充編集/
上野一郎 [ほか] 執筆

医学書院 492.1||Hy 317001748

49
一般検査技術教本 (JAMT技術教本シ
リーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 492.1||Ja 317001718

50
くすりでひける臨床検査 : これだけは
知っておきたい!

中村敏明編著 じほう 492.1||Na 317001722

51 血液検査学 (最新臨床検査学講座) 奈良信雄 [ほか] 著 医歯薬出版 492.1||Sa 317001746

52
臨床検査技師のための医学英語 : 実
用会話・文献の読み方

奈良信雄,西元慶治著/マー
ク・ピーターセン英文校閲

医歯薬出版 492.107||Na 317001747

53 臨床化学 新版, 第3版
片山善章, 栢森裕三, 長村
洋一編

講談社 492.17||Ri 317001827

54
Khan's the physics of radiation therapy
5th ed

Faiz M. Khan, John P.
Gibbons

Lippincott Williams
& Wilkins/Wolters
Kluwer Health

492.4||Kh 317001727

55
Perez and Brady's principles and
practice of radiation oncology 6th ed

editors, Edward C. Halperin
... [ et al.]

Wolters
Kluwer/Lippincott
Williams & Wilkins

492.4||Pe 317001726

56
Radiation physics for medical
physicists 3rd ed hbk. (Graduate texts
in physics)

Ervin B. Podgorsak Springer 492.4||Po 317001771

57
外部放射線治療装置の品質保証・品
質管理 : がん診療を支える人のために

熊谷孝三編著 PILAR PRESS 492.42||Ga 317001754

58
外部放射線治療における水吸収線量
の標準計測法 : 標準計測法12

日本医学物理学会編 通商産業研究社 492.42||Ga 317001854

59
Image-based computer-assisted
radiation therapy

Hidetaka Arimura editor Springer 492.43||Ar 317001772

60 実践核医学検査 (診療画像検査法) 金森勇雄 [ほか] 編著 医療科学社 492.43||Ji 317001753

61
ナースのための微生物学 : 感染症とそ
の対策の理解のために 改訂6版

水口康雄, 中山宏明, 南嶋
洋一著

南山堂 492.9||Mi 317001729

62
Nursing theories & nursing practice
4th ed

[edited by] Marlaine C.
Smith, Marilyn E. Parker

F.A. Davis 492.9||Nu 317001797

63 実践に生かす看護理論19 新訂版 城ケ端初子編著 サイオ出版 492.901||Ji 317001788

64 看護学のための多変量解析入門 中山和弘著 医学書院 492.9019||Na 317001811



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

65

看護の現場ですぐに役立つ看護研究
のポイント : テーマ選びから発表まで
のコツがわかる! (ナースのためのスキ
ルアップノート)

大口祐矢著 秀和システム 492.907||Og 317001714

66
Nursing research : generating and
assessing evidence for nursing
practice 10th ed : international ed

Denise F. Polit, Cheryl
Tatano Beck

Wolters Kluwer 492.907||Po 317001838

67
系統別看護師国家試験問題集 : 必修
問題・過去問題・国試でるでたBOOK
2018年版

『系統看護学講座』編集室
編集

医学書院
492.9079||Ke||
'18

317001699

68
内部環境調節機能障害/性・生殖機能
障害 第3版第2刷 (ナーシング・グラフィ
カ. 健康の回復と看護:6)

林正健二編 メディカ出版 492.908||Na 317001777

69
看護学概論 第6版 (ナーシング・グラ
フィカ. 基礎看護学:1)

志自岐康子, 松尾ミヨ子, 習
田明裕編

メディカ出版 492.908||Na 317001778

70
臨床生化学 第5版 (ナーシング・グラ
フィカ. 人体の構造と機能:2)

宮澤恵二編 メディカ出版 492.908||Na 317001780

71
基礎看護技術ビジュアルブック : 手順
と根拠がよくわかる

深井喜代子編著 照林社 492.911||Ki 317001712

72
実践!フィジカル・アセスメント : 看護者
としての基礎技術 改訂第3版

高橋照子, 芳賀佐和子, 佐
藤冨美子編集

金原出版 492.913||Ji 317001775

73
災害看護 : 看護の専門知識を統合して
実践につなげる 改訂第3版 (看護学テ
キストnice)

酒井明子, 菊池志津子編集 南江堂 492.916||Sa 317001690

74
災害看護 : 看護の専門知識を統合して
実践につなげる 改訂第3版 (看護学テ
キストnice)

酒井明子, 菊池志津子編集 南江堂 492.916||Sa 317001691

75 精神保健 : 現代の視点と展開 神郡博編著 看護の科学社 492.927||Se 317001755

76
精神科看護の理論と実践 : 卓越した看
護実践をめざして

宇佐美しおり編集 ヌーヴェルヒロカワ 492.927||Se 317001796

77 精神保健看護学
瀧川薫編/柴田恭亮 [ほか]
著

オーム社 492.927||Se 317001803

78
医療安全 : 多職種でつくる患者安全を
めざして (看護学テキストnice)

山内豊明, 荒井有美編集 南江堂 492.983||Ir 317001743

79 公衆衛生看護学 第2版 上野昌江, 和泉京子編 中央法規出版 492.99||Ko 317001708

80 循環器疾患最新の治療 2018-2019 安田寿一, 杉本恒明編集 南江堂
493.2||Ju||'18
-'19

317001761

81
ANCA関連血管炎診療ガイドライン
2017

厚生労働科学研究費補助
金難治性疾患等政策研究
事業(難治性疾患政策研究

診断と治療社
493.24||An||'1
7

317001781

82
肺癌診療ガイドライン : IV期非小細胞
肺癌薬物療法 2017年版

日本肺癌学会編 金原出版 493.385||Ha 317001783

83
慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異
常(CKD-MBD) 改訂版 (ガイドラインサ
ポートハンドブック)

横山啓太郎編 医薬ジャーナル社 493.6||Ma 317001774

84
神経症状の診かた・考えかた : General
neurologyのすすめ 第2版

福武敏夫著 医学書院 493.72||Fu 317001698

85
絵でみる脳と神経 : しくみと障害のメカ
ニズム 第4版

馬場元毅著 医学書院 493.73||Ba 317001810



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

86
知っておきたい感染症と予防接種 : 海
外に行く前に 改訂改題新版

高山直秀[ほか]著 時空出版 493.82||Sh 317001819

87 小児腎疾患の臨床 改訂第6版 五十嵐隆著 診断と治療社 493.935||Ig 317001766

88
小児の検尿マニュアル : 学校検尿・3歳
児検尿にかかわるすべての人のため
に

日本小児腎臓病学会編 診断と治療社 493.935||Sh 317001763

89 小児腎臓病学 改訂第2版 日本小児腎臓病学会編集 診断と治療社 493.935||Sh 317001765

90
腎臓病小児のマネジメント : 実践のた
めの数学的アプローチ : 臨床Clip 改訂
第2版

上村治著
ヌンク/診断と治療
社 (発売)

493.935||Ue 317001841

91
小児けいれん重積治療ガイドライン
2017

小児けいれん重積治療ガイ
ドライン策定ワーキンググ
ループ編

診断と治療社
493.937||Sh||'
17

317001784

92
母乳育児支援講座 改訂2版
(Breastfeeding for a medical
profession)

水野克己, 水野紀子著 南山堂 493.983||Mi 317001692

93
がん患者の消化器症状の緩和に関す
るガイドライン 2017年版

日本緩和医療学会緩和医
療ガイドライン作成委員会
編集

金原出版 494.5||Ga||'17 317001786

94
What's new in oncology : がん治療エッ
センシャルガイド 改訂3版

佐藤隆美 [ほか] 編集 南山堂 494.5||Wh 317001730

95 便失禁診療ガイドライン 2017年版 日本大腸肛門病学会編集 南江堂
494.658||Be||'
17

317001697

96 AKI(急性腎障害)診療ガイドライン 2016
AKI(急性腎障害)診療ガイド
ライン作成委員会編

東京医学社 494.93||Ak 317001724

97 CKD診療ガイド 2012 日本腎臓学会編 東京医学社
494.93||Ck||'1
2

317001764

98
腎疾患患者の妊娠診療ガイドライン
2017

日本腎臓学会学術委員会
腎疾患患者の妊娠:診療の
手引き改訂委員会編

診断と治療社 494.93||Ji||'17 317001782

99 腎疾患・透析最新の治療 2017-2019 飯野靖彦, 槙野博史編集 南江堂
494.93||Ji||'17
-'19

317001767

100 腎生検診断Navi 改訂第2版 片渕律子編著 メジカルビュー社 494.93||Ka 317001762

101
レジデントのための血液透析患者マネ
ジメント 第2版

門川俊明著 医学書院 494.93||Mo 317001768

102 子宮力 進純郎著 日本助産師会出版 495.6||Sh 317001734

103 助産力 進純郎, 岡本喜代子共著 日本助産師会出版 495.9||Sh 317001735

104 Newエッセンシャル眼科学 第8版 丸尾敏夫著 医歯薬出版 496||Ma 317001742

105
介護・介助の基本スキル : 高齢者の歯
科診療はじめの一歩

内藤徹 [ほか] 著 医歯薬出版 497.2||Ko 317001694

106
歯科医療における院内感染予防対策
マニュアル&研修テキスト

ICHG研究会編 医歯薬出版 497.2||Sh 317001732

107
矯正歯科治療 : この症例にこの装置
第2版

後藤滋巳 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.6||Ky 317001689

108 歯科矯正学事典 新版 亀田晃監修・編集
クインテッセンス出
版

497.6||Sh 317001816



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

109
わかるからできるまで (実践訪問口腔
ケア:上巻)

クインテッセンス出
版

497.9||Ji||1 317001719

110
こんなときどうする!? (実践訪問口腔ケ
ア:下巻)

クインテッセンス出
版

497.9||Ji||2 317001720

111
歯科矯正 (最新歯科衛生士教本. 咀嚼
障害・咬合異常:2)

氷室利彦 [ほか] 著 医歯薬出版 497.9||Sa 317001737

112 小児歯科 (最新歯科衛生士教本) 大嶋隆ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 317001738

113
保存修復・歯内療法 : 歯の硬組織・歯
髄疾患 (最新歯科衛生士教本)

千田彰, 中村洋 [ほか]著 医歯薬出版 497.9||Sa 317001739

114
微生物学 (最新歯科衛生士教本. 疾病
の成り立ち及び回復過程の促進:2)

木村重信ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 317001740

115
病理学・口腔病理学 (最新歯科衛生士
教本. 疾病の成り立ち及び回復過程の
促進:1)

仙波伊知郎, 高田隆ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 317001741

116
歯科衛生士のための地域ケア会議必
携マニュアル

秋野憲一編集主幹/武井典
子, 久保山裕子, 山口朱見
編著

医歯薬出版 497.9||Sh 317001693

117
歯科麻酔学・全身管理学 (歯科衛生士
テキスト)

佐久間泰司, 足立了平, 百
田義弘編/足立了平 [ほか]
執筆

学建書院 497.9||Sh 317001779

118
歯科衛生士のためのペリオ・インプラン
ト重要12キーワードベスト240論文 : 世
界のインパクトファクターを決めるトムソ

岩野義弘 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.9||Sh 317001815

119
小児歯科学と診療補助 (歯科臨床と診
療補助シリーズ:6)

関本恒夫著
クインテッセンス出
版

497.9||Sh||6 317001759

120
歯科矯正学と診療補助 (歯科臨床と診
療補助シリーズ:7)

遠藤敏哉著
クインテッセンス出
版

497.9||Sh||7 317001794

121
保健師国試スキルアップブックNEO 第
3版

西基著 海馬書房 498.079||Ni 317001757

122
対象別公衆衛生看護活動 第4版 (標
準保健師講座:3)

松田正己著者代表 医学書院 498.08||Hy||3 317001760

123
社会保障と経済成長 (厚生労働白書:
平成29年版)

厚生労働省編
日経印刷/全国官
報販売協同組合
(発売)

498.1||Ko||29 317001804

124 助産所開業マニュアル 2013年版 日本助産師会出版
498.16||Jo||'1
3

317001736

125
家族計画指導の実際 : 少子社会にお
ける家族形成への支援 第2版増補版

木村好秀, 齋藤益子著 医学書院 498.2||Ki 317001728

126
睡眠マネジメント : 産業衛生・疾病との
係わりから最新改善対策まで

白川修一郎, 高橋正也監修 エヌ・ティー・エス 498.36||Su 317001705

127 食品成分表 2017 : セット 香川芳子監修
女子栄養大学出版
部

498.51||Sh||'1
7

317001845

128
微生物コントロールによる食品衛生管
理 : 食の安全・危機管理から予測微生
物学の活用まで

美研クリエイティブセンター
編集

エヌ・ティー・エス 498.54||Bi 317001706

129 生食のおいしさとリスク 一色賢司監修 エヌ・ティー・エス 498.54||Na 317001707

130
調理学 第3版 (エキスパート管理栄養
士養成シリーズ:11)

青木三恵子編 化学同人 498.55||Ek||11 317001801

131 はじめての大量調理 : イラストでみる 殿塚婦美子, 山本五十六著 学建書院 498.59||To 317001776



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

132 労働衛生のしおり 平成29年度
労働省労働基準局安全衛
生部編

中央労働災害防止
協会

498.8||Ro||29 317001840

133
無機化学 (ベーシック薬学教科書シ
リーズ:4)

青木伸編 化学同人 499.07||Be||4 317001805

134
治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方
のポイント 2018

堀正二 [ほか] 編集 じほう 499.1||Ch||'18 317001758

135
いちばん適切な薬剤が選べる同効薬
比較ガイド : この患者・この症例に 第2
版 1

黒山政一編集代表 じほう 499.1||Ic||1 317001688

136 王子様のくすり図鑑 木村美紀著/松浦聖作画 じほう 499.1||Ki 317001723

137
今日の治療薬 : 解説と便覧 2018年版
(第40版)

水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 499.1||Ko||'18 317001702

138
今日の治療薬 : 解説と便覧 2018年版
(第40版)

水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 499.1||Ko||'18 317001703

139 日本薬局方要説 第7版 菊川清見[ほか]編集 廣川書店 499.121||Ni 317001721

140 わかりやすい機器分析学 第3版
片岡洋行, 四宮一総編集/
伊納義和 [ほか執筆]

廣川書店 499.33||Wa 317001792

141 調剤指針 第13改訂増補版 日本薬剤師会編 薬事日報社 499.6||Ch 317001717

142
病態からみた漢方薬物ガイドライン :
処方構成・適正使用・科学的根拠の解
説まで 第3版

岡村信幸著 京都廣川書店 499.8||Ok 317001769

143
バイオ特許実務ハンドブック (現代産業
選書. 知的財産実務シリーズ)

辻丸国際特許事務所編 経済産業調査会 507.23||Ba 317001818

144
化学・バイオ特許の出願戦略 改訂7版
(現代産業選書. 知的財産実務シリー
ズ)

細田芳徳著 経済産業調査会 507.23||Ho 317001817

145
明日の環境と人間 : 地球をまもる科学
の知恵 第3版

川合真一郎, 山本義和著 化学同人 519.8||Ka 317001800

146
バイオ知財入門 : 技術の基礎から特許
戦略まで

森康晃編著/秋元浩 [ほか]
著

三和書籍 579.9||Ba 317001787

147
新しい食品加工学 : 食品の保存・加
工・流通と栄養 改訂第2版

小川正編集 : 的場輝佳編集 南江堂 588||At 317001696

148 調理学実習 竹治栄美[ほか]共著 建帛社 596||Ch 317001790

149 広辞苑 第7版 [本体] 新村出編 岩波書店 813.1||Ko 317001828

150 広辞苑 第7版 付録 新村出編 岩波書店 813.1||Ko 317001829

151
The official guide to the TOEFL test
5th ed pbk.

McGraw-Hill 830.79||Of 317001715


