
（蔵本分館）

書名 著者名 出版者 請求記号 資料ＩＤ

1 社会福祉用語辞典 6訂
中央法規出版編集
部編

中央法規出版 369.033||Sh 312000292

2
U-CAN (ユーキャン) の社会福祉士速習レッスン 2013年版専門
科目

ユーキャン社会福祉
士試験研究会編

ユーキャン/主
婦の友社 (発
売)

369.17||Uc||'13 312000290

3
U-CAN (ユーキャン) の社会福祉士速習レッスン 2013年版共通
科目

ユーキャン社会福祉
士試験研究会編

ユーキャン/主
婦の友社 (発
売)

369.17||Uc||'13 312000291

4 理系学生の基礎化学
姫野貞之, 内野隆司
共著

学術図書出版
社

430||Hi 312000306

5
巨大分子系の計算化学 : 超大型計算機時代の理論化学の新展
開 (CSJ Current Review:08)

日本化学会編 化学同人 431.1||Ky 312000294

6 分析化学 基礎編 (基礎教育シリーズ) 本水昌二 [ほか] 著 東京教学社 433||Ki 312000304

7 分析化学 機器分析編 (基礎教育シリーズ) 本水昌二 [ほか] 著 東京教学社 433||Ki 312000305

8 ボルハルト・ショアー現代有機化学 第6版 下
K.P.C. Vollhardt,
N.E. Schore [著]/大
嶌幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Vo||2 312000261

9 これだけは知っておきたい図解細胞生物学 江島洋介著 オーム社 463||Ej 312000293

10
目的別で選べる細胞培養プロトコール : 培養操作に磨きをかける!
: 基本の細胞株・ES・iPS細胞の知っておくべき性質から品質検査
まで (実験医学:別冊)

中村幸夫編集 羊土社 463.5||Mo 312000262

11
好きになる生化学 : 生体内で進み続ける化学反応 (好きになるシ
リーズ)

田中越郎著 講談社 464||Ta 312000265

12
基本から先端までの遺伝子工学がわかる (わかる実験医学シ
リーズ : 基本&トピックス)

山本雅編 羊土社 467.25||Ki 312000318

13 医学統計シンプルスタイル : 世界一わかりやすい。 +(プラス) 落合隆志著 SCICUS 490.19||Oc 312000316

14 現代の医学的研究方法 : 質的・量的方法、ミクストメソッド、EBP
プラニー リィアム
プットーン編/木原
雅子, 木原正博訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

490.7||Ge 312000254

15 図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す 第5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 312000015

16 診療英会話 : 耳から覚える病院ぐりっしゅ! (メディエイゴBOOKS) 野田小枝子著 シナジー 490.7||No 312000297

17 肝・胆・膵 (iMedicine:8. アイメディスン)
リブロ・サイエン
ス

490.8||Hi||8 312000433

18
血液・免疫・内分泌 改訂第2版 (カラー図解人体の正常構造と機
能:7)

山本一彦 [ほか] 著
日本医事新報
社

491.08||Ka||7 312000253

19 入門人体解剖学 改訂第5版 藤田恒夫著 南江堂 491.1||Fu 312000257

20 解剖学講義 改訂3版 / 高野廣子改訂 伊藤隆原著 南山堂 491.1||It 312000258

21
ぜんぶわかる脳の事典 : 部位別・機能別にわかりやすくビジュア
ル解説

坂井建雄, 久光正監
修

成美堂出版 491.371||Ze 312000149

22 超ビジュアル病態生理学
[Lippincott Williams
& Wilkins編]/吉岡俊
正監訳

メジカルビュー
社

491.6||Ch 312000273

23 微生物学 : 基礎から臨床へのアプローチ

アンソニー・ストレル
コースカス, ジェニ
ファー・ストレルコー
スカス, ダニエル・モ
シク-ストレスコース
カス著/神谷茂, 河

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

491.7||St 312000252

24 免疫学の入門 第7版 今西二郎著 金芳堂 491.8||Im 312000266

25 内科救急見逃し症例カンファレンス : M&Mでエラーを防ぐ
長谷川耕平, 岩田充
永著

医学書院 492.29||Ha 312000255

26 薬物治療学 (Visual core pharma)
吉尾隆, 鍋島俊隆,
渡辺泰裕 [ほか] 編

南山堂 492.3||Ya 312000276

27 基本から学ぶ看護過程と看護診断 第6版
ロザリンダ・アルファ
ロ‐ルフィーヴァ著/
江本愛子, 本郷久美

医学書院 492.9||Al 312000016

28
小児看護学概論/小児臨床看護総論 第12版 (系統看護学講座:
専門分野 2. 小児看護学:1)

奈良間美保著者代
表

医学書院 492.908||Ke 312000287

29
小児臨床看護各論 第12版 (系統看護学講座:専門分野 ; 2. 小児
看護学:2)

奈良間美保著者代
表

医学書院 492.908||Ke 312000288
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30 災害看護 (ナーシング・グラフィカイーエックス:5)
黒田裕子, 酒井明子
編

メディカ出版 492.908||Na||5 312000289

31
写真でわかる実習で使える看護技術 : 学生・指導者が、一体と
なってケアを展開するために! (写真でわかるシリーズ)

吉田みつ子, 本庄恵
子編著

インターメディカ 492.911||Sh 312000286

32 精神保健看護辞典
精神保健看護辞典
編集委員会編

オーム社 492.927||Se 312000299

33 内科ポケットレファランス
Marc S. Sabatine編
/聖路加国際病院内
科レジデント訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

493||Na 312000260

34 内科レジデントの鉄則 第2版

聖路加国際病院内
科チーフレジデント
編/岡田定責任編集
/野村章洋, 浅野拓,
大屋敷倫代執筆

医学書院 493||Na 312000274

35 Gastrointestinal and liver disease nutrition desk reference

edited by Gerard E.
Mullin, Laura E.
Matarese, Melissa
Palmer

CRC Press 493.4||Ga 312000435

36 外科研修ハンドブック 安達洋祐著 医学と看護社 494||Ad 312000264

37 外科学概論 改訂第4版 炭山嘉伸編 南江堂 494||Ge 312000317

38
内視鏡外科における縫合・結紮法 : トレーニングからアドバンス
ト・テクニックへ

安藤健二郎著 医学書院 494.28||An 312000307

39
アトラスきずのきれいな治し方 : 外傷、褥瘡、足の壊疽からレー
ザー治療まで 改訂第2版

百束比古, 小川令編
集

全日本病院出
版会

494.3||At 312000434

40 癌と臨床栄養 丸山道生編
日本医事新報
社

494.5||Ga 312000308

41 がん栄養療法ガイドブック

ローラ・エリオット,
ポーラ・デービス・マ
カラム, バーバラ・グ
ラントオリジナル英
語版編集

メディカルレ
ビュー社

494.5||Ga 312000309

42 婦人科がん化学療法ハンドブック 杉山徹編著 中外医学社 495.4||Fu 312000285

43 実戦的耳鼻咽喉科検査法 (ENT[耳鼻咽喉科]臨床フロンティア) 小林俊光専門編集 中山書店 496.5||Ji 312000284

44 現代歯科薬理学 第5版
大谷啓一, 鈴木邦明,
戸苅彰史編集

医歯薬出版 497.2||Ge 312000256

45
インプラント症例ファイル2012 : 硬・軟組織移植と上部構造の長期
観察結果

クインテッセン
ス出版

497.5||In 312000301

46 不正咬合と顎関節症 : 誰も教えなかった臨床テクニック 河口博和著 医学情報社 497.6||Ka 312000295

47 イラストと写真でわかる歯科材料の基礎 改訂版
竹澤保政監著/渡辺
美里編集

永末書店 497.8||Ir 312000300

48 スタンダード歯科理工学 : 生体材料と歯科材料 第4版

鈴木一臣 [ほか] 編
集(幹事)・執筆/荒木
吉馬 [ほか] 編集・
執筆/足立正徳 [ほ
か] 執筆

学建書院 497.8||Su 312000442

49
成人・高齢者・母子 第1版 (なぜ?どうして? : 保健師・保健師をめざ
す学生のための:2. 地域看護活動:1)

医療情報科学研究
所編

メディックメディ
ア

498.08||Ho||2 312000280

50
災害・産業・学校・感染症 (なぜ?どうして? : 保健師・保健師をめざ
す学生のための:3. 地域看護活動:2)

医療情報科学研究
所編

メディックメディ
ア

498.08||Ho||3 312000281

51
疫学・保健統計 (なぜ?どうして? : 保健師・保健師をめざす学生の
ための:4)

医療情報科学研究
所編

メディックメディ
ア

498.08||Ho||4 312000282

52
栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうして? : for dietitian &
registered dietitian 1 : 学校編 (なぜ?どうして?)

医療情報科学研究
所編集

Medic Media 498.14||Ei||1 312000279

53 保健師業務要覧 新版 第2版

日本看護協会保健
師職能委員会監修/
佐々木峯子 [ほか]
編集

日本看護協会
出版会

498.14||Ho 312000283

54 新しい薬学事典
笠原忠, 木津純子,
諏訪俊男編

朝倉書店 499.03||At 312000248

55 薬事衛生六法 2012年版 厚生省薬剤師会編 薬事日報社
499.091||Ya||'1
2

312000275

56 治療薬マニュアル 2012年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 499.1||Ch||'12 312000263
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57 治療薬Up‐to‐Date : ポケット判 2012
松沢佑次, 永井良三,
奥村勝彦編集

メディカルレ
ビュー社

499.1||Ch||'12 312000267

58 今日の治療薬 : 解説と便覧 2012年版(第34版)
水島裕, 宮本昭正
[共] 編著

南江堂 499.1||Ko||'12 312000259

59 調剤薬局アラカルト 山村憲司著 文芸社 499.6||Ya 312000302

60 調剤薬局「ひなた」 山村憲司著 文芸社 499.6||Ya 312000303


