
（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1 コンセプトをもった予知性の高い歯周外科処置 改訂第2版 小野善弘 [ほか] 著 クインテッセンス出版 497.26||Ko 314001550

2
歯科矯正用アンカースクリューの基礎と実践 : 安全な植立と臨床応用
例

本吉満著 クインテッセンス出版 497.6||Mo 314001551

3 GPのための咬合誘導 : 効果的な歯列拡大と床矯正の限界 関崎和夫著 クインテッセンス出版 497.7||Se 314001552

4 イラストで見る天然歯のための審美形成外科
Giovanni Zucchelli著/Guido Goriイラ
スト/鈴木真名, 瀧野裕行, 中田光太
郎訳

クインテッセンス出版 497.69||Zu 314001553

5 第107回歯科医師国試解説(Complete+ : 歯科医師国家試験対策:EX) 日本医歯薬研修協会編 滋慶出版 : 土屋書店 497.079||Da 314001554

6 歯科医師国家試験問題解説 第107回 麻布デンタルアカデミー編 千乃コーポレーション
497.079||Sh||10
7

314001555

7 歯科医師国家試験問題解説書 : [セット] : 第107回
歯科医師国家試験解説書編集委員
会編

DES歯学教育スクール/医学評論社(発売)
497.079||Sh||10
7

314001556

8 歯科医師国家試験問題解説書 : [セット] : 第106回
歯科医師国家試験解説書編集委員
会編

DES歯学教育スクール/医学評論社(発売)
497.079||Sh||10
6

314001557

9 「Q&A」で学ぶ歯科放射線学 : SBOs講義 金田隆編集/奥村泰彦 [ほか] 執筆 学建書院 497.2||Qa 314001558

10 切開と縫合の基本と臨床 杉崎正志編著 ヒョーロン・パブリッシャーズ 497.3||Se 314001559

11 歯科放射線マニュアル 第4版増補(Manual of dentistry) 佐野司編集 南山堂 497.2||Sh 314001560

12
画像撮影・診断の新たな展開 : デジタルエックス線・CTのたしかな画像
を得るための撮影法と診断のポイント(日本歯科評論:増刊2013)

佐野司編著 ヒョーロン・パブリッシャーズ 497.2||Ga 314001561

13
インプラント歯周炎の科学と臨床 : オッセオインテグレイション・スタディ
クラブ・オブ・ジャパン12thミーティング抄録集(Quintessence DENTAL
Implantology別冊)

小川勝久 [ほか] 編/和泉雄一 [ほ
か] 著

クインテッセンス出版 497.5||In 314001562

14
歯の長期保存の臨床 : 私はこうして歯を守る!(デンタルダイヤモンド:第
38巻第6号, 通巻552号, 増刊号)

下地勲, 千葉英史編集委員 デンタルダイヤモンド社 497.4||Ha 314001563

15
臨床力アップにつながる歯の破折の診断と処置(デンタルダイヤモンド:
第39巻第14号, 通巻576号, 増刊号)

北村和夫, 貞光謙一郎編集委員 デンタルダイヤモンド社 497.5||Ri 314001564

16
一般臨床家, 口腔外科医のための口腔外科ハンドマニュアル : 口腔外
科YEAR BOOK '14(別冊the Quintessence)

瀬戸晥一 [ほか] 編集委員 クインテッセンス出版 497.3||Ip 314001565

17 歯内療法における臨床思考の技術 高橋慶壮著 デンタルダイヤモンド社 497.2||Ta 314001566

18 ペリオドンタルメディスンに基づいた抗菌療法の臨床 三辺正人, 吉野敏明, 田中真喜編 医学情報社 497.26||Pe 314001567

19
基礎から臨床がわかる再生歯科 : 成功率と効果を高めるためのテク
ニックとバイオロジー

水上哲也 [ほか] 著/小林敏編集協
力

クインテッセンス出版 497||Ki 314001568

20 よくわかる母乳育児 改訂第2版 水野克己, 水野紀子, 瀬尾智子 [著] へるす出版 493.983||Mi 314001569

21
ベテラン助産師から学ぶ!3大助産業務のコツと技 : 保健指導 : 分娩介
助 : おっぱいケア(ペリネイタルケア:2013年 夏季増刊(通巻421号))

山本詩子, 宮下美代子編著 メディカ出版 495.9||Be 314001570

22
産科の臨床検査ディクショナリー : 読み方がわかる!説明できる! : これさ
えあれば妊婦健診で困らない!エコーもCTGも(ペリネイタルケア:2014年
新春増刊(通巻429号))

関沢明彦編著 メディカ出版 495.5||Sa 314001571

23
助産ケア実践能力向上をめざす : ハイリスク妊娠のマタニティケアプラ
ン : オールカラー(ペリネイタルケア:2014年夏季増刊(通巻435号))

砥石和子編 メディカ出版 495.5||Jo 314001572

24
母と子と家族のためのいのちの授業 : 助産師からの贈りもの : 「生まれ
てきてくれて、ありがとう」を伝える子育て

寺田恵子著 ライフサポート社 598.2||Te 314001573

25 遺伝性乳がん・卵巣がんの基礎と臨床 中村清吾編著 篠原出版新社 495.46||Id 314001574

26 NICUナースのための必修知識 改訂3版 河井昌彦著 金芳堂 492.925||Ka 314001575

27 目でみる妊娠と出産(Visual Series) 馬場一憲編 文光堂 495.6||Me 314001576

28
周産期手術 : イラストでよくわかる(産婦人科手技シリーズ : Color
atlas:2)

岩下光利編 診断と治療社 495.24||Sa||2 314001577

29 妊産婦と歯科治療(Dd隣接医学シリーズ) 滝川雅之編・著 デンタルダイヤモンド社 497.2||Ni 314001578

30
これだけは知っておきたい代表的疾患と症状・所見 早産・ハイリスク編
(Neonatal Care : The Japanese journal of neonatal care:2014年春季増
刊(通巻359号)  新生児の診療・ケアQ&A)

内山温編 メディカ出版 493.95||Ko 314001579

31
新生児感染管理なるほどQ&A : 基礎から実践までわかる!できる!自信
がつく!(Neonatal Care : The Japanese journal of neonatal care:2014年
秋季増刊(通巻366号))

大城誠編著 メディカ出版 493.95||Sh 314001580

32 パソコンで進めるやさしい看護研究 第2版 富田真佐子著 オーム社 492.907||To 314001581

33 看護師のためのweb検索・文献検索入門(JJNスペシャル:no. 95) 佐藤淑子, 和田佳代子編著 医学書院 492.907||Ka 314001582

34
新生児の皮膚ケアハンドブック : アセスメントのポイントとスキントラブル
への対応がわかる!

八田恵利編著 メディカ出版 492.925||Sh 314001583

35
よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 : 看護研究のエキスパートをめ
ざして

グレッグ美鈴, 麻原きよみ, 横山美江
編著

医歯薬出版 492.907||Yo 314001584

36 周産期ケアマニュアル 新訂版 第2版 立岡弓子編著 サイオ出版 492.923||Sh 314001585

37 実践マタニティ診断 第3版
青木康子編集/青木康子 [ほか] 執
筆

医学書院 495.9||Ji 314001586

38 妊婦健診に一歩差がつく産科超音波検査 谷垣伸治執筆 医学書院 495.5||Ta 314001587

39
お産でいちばん大切なこととは何か : プラスチック時代の出産と愛情ホ
ルモンの未来

ミシェル・オダン著 : 大田康江訳 メディカ出版 495.7||Od 314001588

40 カラー写真で学ぶ妊産褥婦のケア 第2版 櫛引美代子著 医歯薬出版 492.923||Ku 314001589

41 対人関係療法で改善する夫婦・パートナー関係 水島広子著 創元社 146.8||Mi 314001590

42
社交不安障害 : 自分の中の「社会恐怖」とどう向き合うか(対人関係療
法でなおす : IPT : interpersonal psychotherapy)

水島広子著 創元社 493.74||Mi 314001591

43 看護師に役立つレポート・論文の書き方 改訂3版 高谷修著 金芳堂 492.907||Ta 314001592

44
チームワークと連携強化でいのちをまもる産婦人科必修母体急変時の
初期対応 : シミュレーションで分娩前後の母体安全を徹底理解!

京都産婦人科救急診療研究会編著 メディカ出版 495.7||Ch 314001593

ブックハンティング購入図書配架リスト（2014.10 久米書店
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45 乳房ケアのエビデンス : 母乳哺育と乳房トラブル予防対処法 立岡弓子著 日総研出版 492.923||Ta 314001594

46
母乳育児感染 : 赤ちゃんとお母さんのために 改訂2版(Breastfeeding
for a medical profession)

水野克己著 南山堂 493.98||Mi 314001595

47 論文作成から投稿へ(看護実践研究・学会発表のポイントQ&A:下巻) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 492.907||Ro 314001596

48
ヤバレジ : だれもが最初はヤバレジだった : 聖路加チーフレジデントが
あなたをデキるレジデントにします! Step 1

岡田定編/水野篤 [ほか] 著 医学出版 493||Ya||1 314001597

49
ヤバレジ : だれもが最初はヤバレジだった : 聖路加チーフレジデントが
あなたをデキるレジデントにします! Step 2

岡田定編/水野篤 [ほか] 著 医学出版 493||Ya||2 314001598

50
デキレジ : 聖路加チーフレジデントがあなたをデキるレジデントにします
Step 1

岡田定編集/西崎祐史 [ほか] 著 医学出版 493||De||1 314001599

51
デキレジ : 聖路加チーフレジデントがあなたをデキるレジデントにします
Step 2

岡田定編集/西崎祐史 [ほか] 著 医学出版 493||De||2 314001600

52 診断のゲシュタルトとデギュスタシオン 2 岩田健太郎編集 金芳堂 492.1||Sh||2 314001601

53 セレクト部分床義歯 第2版第2刷 歯科医師国家試験対策研究会編 学建書院 497.56||Se 314001602

54
やさしい診査・診断学 : 痛みの特徴から主訴を解決する(エンド・ペリオ
日常臨床のレベルアップコース:1)

宮下裕志著 クインテッセンス出版 497.2||En||1 314001603

55 最新歯科用マテリアル120%活用法 : もっと使えて、もっと活かせる! 須崎明著 クインテッセンス出版 497.8||Su 314001604

56 ザ・クリニカルデンティストリー : 成功に導くためのエッセンス 佐々木猛 [ほか] 編集 クインテッセンス出版 497.2||Za 314001605

57 歯科臨床イヤーノート 2014〜
住友雅人 [ほか] 編集委員/河野文
昭 [ほか] 編集

クインテッセンス出版 497||Sh 314001606

58 歯科医師国家試験問題解説書 : [セット] : 第102回
歯科医師国家試験解説書編集委員
会編

DES歯学教育スクール/医学評論社(発売)
497.079||Sh||10
2

314001607

59 歯科医師国家試験問題解説書 : [セット] : 第103回
歯科医師国家試験解説書編集委員
会編

DES歯学教育スクール/医学評論社(発売)
497.079||Sh||10
3

314001608

60 ビビッと心電図 : 波に乗ったお笑い芸人 モニター心電図編 リブロ・サイエンス編集部編集 リブロ・サイエンス 492.123||Bi 314001609

61 パーキンソン病とともに楽しく生きる 水野美邦著 中外医学社 493.74||Mi 314001610

62 神経症状の診かた・考えかた : General neurologyのすすめ 福武敏夫著 医学書院 493.72||Fu 314001611

63 図解心電図テキスト : Dr.Dubin式はやわかり心電図読解メソッド デイル デュービン著/村川裕二訳 文光堂 492.123||Du 314001612

64 心電図ドリル
杉浦哲朗監修/土居忠文, 宮尾恵示
著

ベクトル・コア 492.123||Do 314001613

65 3分間神経診察法 : 最も簡単で効率のよい考え方・進め方 中嶋秀人著 総合医学社 493.72||Na 314001614

66 CT・MRI解体新書 : 正常解剖 似鳥俊明, 佐々木康夫編著 リブロ・サイエンス 492.43||Ct 314001615

67 シーン別神経診察 : こんなときに診る・使う 塩尻俊明著 日本医事新報社 493.72||Sh 314001616

68 災害時の栄養・食糧問題
板倉弘重, 渡邊昌, 近藤和雄責任編
集

建帛社 498.59||Sa 314001617

69 本当の自分がわかる6眼心理テスト 林吉郎, 八木龍平著 創元社 141.939||Ha 314001618

70 自分でできる対人関係療法 水島広子著 創元社 146.8||Mi 314001619

71
自信がもてないあなたのための8つの認知行動療法レッスン : 自尊心を
高めるために。ひとりでできるワークブック

中島美鈴著 星和書店 146.8||Na 314001620

72 武田建のコーチングの心理学 武田建著 創元社 780.7||Ta 314001621

73 脂肪の功罪と健康(人と食と自然シリーズ:3)
河田照雄編著/井上和生 [ほか] 共
著

建帛社 491.44||Sh 314001622

74 食品微生物学の基礎 藤井建夫編著/石田真巳 [ほか] 著 講談社 588.51||Sh 314001623

75 小児歯科学基礎・臨床実習 第2版
前田隆秀 [ほか] 編/朝田芳信 [ほ
か] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 314001624

76 なぜ?からはじまる床矯正治療のQ&A 1st step
鈴木設矢監著/大河内淑子 [ほか]
著

デンタルダイヤモンド社 497.6||Na 314001625

77 小児歯科マニュアル 4版(Manual of dentistry) 前田隆秀編集 南山堂 497.7||Sh 314001626

78
"誤差"を埋めるクラウンブリッジの臨床・技工 : 生体と模型に生じる
ギャップの要因と解消法を理解するために(歯科技工別冊)

大山儀三, 玉置博規編 医歯薬出版 497.5||Go 314001627

79 卒後5年までに身につけたいブリッジ技工力(The basics:2) 岡野京二著 医歯薬出版 497.5||Ok 314001628

80 必修問題 2015(第16版) 1(Question bank医師国家試験問題解説:v. 7Z) 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア
490.79||Qu||'15
-Z-1

314001629

81 必修問題 2015(第16版) 2(Question bank医師国家試験問題解説:v. 7Z) 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア
490.79||Qu||'15
-Z-2

314001630

82 必修問題 2015(第16版) 3(Question bank医師国家試験問題解説:v. 7Z) 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア
490.79||Qu||'15
-Z-3

314001631

83 薬が効くしくみ : 薬理学の基本がわかる 中原保裕著 ナツメ社 491.5||Na 314001632

84 毛髪の科学と診断 第4版 八木原陽一著 薬事日報社 494.8||Ya 314001633

85 3D anatomy : 腹部エコー・CTを立体的に読む 第2版 新装版 加藤高明著 日本医事新報社 492.14||Ka 314001634

86
MDCTの基本パワーテキスト : CTの基礎からデュアルソース・320列CT
まで

マハデバッパ・マヘシュ著/陣崎雅弘
監訳/百島祐貴訳

メディカル・サイエンス・インターナショナル 492.43||Ma 314001635

87 超実践マニュアル心臓CT 山口隆義, 井田義宏, 石風呂実編集 医療科学社 492.4323||Ch 314001636

88 画像診断を考える : よりよい診断のために 第2版 西村一雅, 南学, 下野太郎編著 秀潤社 492.1||Ga 314001637

89
医用画像情報学 2015年度版(診療放射線技師国家試験過去問題集 :
要点編付)

診療放射線技師国家試験問題対策
教育研究会編

PILAR PRESS
492.4079||Sh||'1
5

314001638
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90
基礎医学大要 2015年度版(診療放射線技師国家試験過去問題集 : 要
点編付)

診療放射線技師国家試験問題対策
教育研究会編

PILAR PRESS
492.4079||Sh||'1
5

314001639

91
診療画像検査学 : 第46回〜第66回診療放射線技師国家試験過去問題
収録 2015年度版(診療放射線技師国家試験過去問題集)

診療放射線技師国家試験問題対策
教育研究会編

PILAR PRESS
492.4079||Sh||'1
5

314001640

92
核医学検査技術学 : 第46回〜第66回診療放射線技師国家試験過去問
題収録 2015年度版(診療放射線技師国家試験過去問題集)

診療放射線技師国家試験問題対策
教育研究会編

PILAR PRESS
492.4079||Sh||'1
5

314001641

93
放射線治療技術学 2015年度版(診療放射線技師国家試験過去問題集
: 要点編付)

診療放射線技師国家試験問題対策
教育研究会編

PILAR PRESS
492.4079||Sh||'1
5

314001642

94
X線撮影技術学 : 第46回〜第66回診療放射線技師国家試験過去問題
収録 2015年度版(診療放射線技師国家試験過去問題集)

診療放射線技師国家試験問題対策
教育研究会編

PILAR PRESS
492.4079||Sh||'1
5

314001643

95 医学生・研修医のための神経内科学 改訂2版 神田隆 [著] 中外医学社 493.7||Ka 314001644

96 ハリソン内科学問題集 : 日本語版第4版完全準拠
チャールズ M. ウィーナー, シンシア
D. ブラウン, アナ R. ヘムネス編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 493||Ha 314001645

97
腹部超音波テキスト : 上・下腹部 改訂第3版(Atlas series:超音波
編:Vol.7)

辻本文雄編著/松原馨, 井田正博著 ベクトル・コア 492.14||Ts 314001646

98
絶対わかる抗菌薬はじめの一歩 : 一目でわかる重要ポイントと演習問
題で使い方の基本をマスター

矢野晴美著 羊土社 492.31||Ya 314001647

99 100問ノススメ必修・禁忌 臨床問題(医師国試問題集) KM100%編集委員会編著 医学教育出版社 490.79||Hy 314001648

100 楽しく学べる血液ガスと呼吸生理 滝澤始著 文光堂 492.17||Ta 314001649

101 やさしい皮弁 : 皮弁手術のベーシックテクニック 平瀬雄一著 克誠堂出版 494.288||Hi 314001650

102
Dr.大塚の血液ガスのなぜ?がわかる : 基礎から学ぶ酸塩基平衡と酸素
化の評価

大塚将秀著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売) 491.321||Ot 314001651

103 研修医当直御法度 : ピットフォールとエッセンシャルズ 第5版第4刷 寺沢秀一 [ほか] 著 三輪書店 492.29||Te 314001652

104 サンフォード感染症治療ガイド : 日本語版 2014
David N. Gilbert, Robert C. Moellering, Jr., Merle A.
Sande編集/桑田成雄 [ほか] 日本語版翻訳 ライフサイエンス出版 493.8||Sa||'14 314001653

105 ICD-10精神科診断ガイドブック
中根允文, 山内俊雄監修/岡崎祐士
総編集

中山書店 493.72||Ic 314001654

106
外来診療コミュニケーションが劇的に上手くなる方法 : クレームから学
ぶ患者満足度を高める接し方・話し方

岸本暢将, 篠浦丞著 羊土社 492||Ki 314001655

107 真っ赤なニシン : アメリカ医療からのデタッチメント 岩田健太郎著 克誠堂出版 498.0253||Iw 314001656

108 ひとりで学べる調剤報酬事務&レセプト作例集 '14-'15年版 青山美智子著 ナツメ社
364.4||Ao||'14-
'15

314001657

109 国際人になるためのInsight Track : モーゼの十戒に学べ : 英訳文付 小林利彦著 日本医療企画 159||Ko 314001658

110 がんばろう薬剤師 : 医療貢献のための道を探る 高村徳人著 講談社 499.09||Ta 314001659

111 CBT : ナビ・データ 2015 テコム薬学/ティ・エム・エス(発売) 499.07||Cb 314001660

112 薬学のための分子生物学
金田典雄, 伊東進編集/伊東進 [ほか
執筆]

廣川書店 464.1||Ya 314001661

113 薬学と社会 : これからの薬剤師像を求めて
Kevin Taylor, Sarah Nettleton,
Geoffrey Harding著/渡辺義嗣訳

共立出版 499||Ta 314001662

114 絶対使える!臨床検査値 : 薬剤師のための地域医療連携スタートBOOK 菅野彊, 井上映子著 南山堂 492.1||Ka 314001663


	Sheet1

