
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
論理が伝わる世界標準の「書く技術」 :
「パラグラフ・ライティング」入門 (ブルー
バックス:B-1793)

倉島保美著 講談社 336.55||Ku 316000321

2
一生使える見やすい資料のデザイン入
門 : プレゼン資料が劇的改善

森重湧太著 インプレス 336.55||Mo 316000278

3

臨床手技の完全解説 : 診療報酬点数
表 : 処置・リハビリ・生体検査・注射・麻
酔・放射線治療・精神科専門療法/適
応疾患と手技 2016-17年版

寺島裕夫監修 医学通信社
364.4||Ri||'16
-'17

316000254

4 目で見てわかる最新介護術 北田信一著 成美堂出版 369||Ki 316000322

5
介護のためのボディメカニクス : 力学
原理を応用した身体負担の軽減

小川鉱一共著 : 北村京子共
著

東京電機大学出版
局

369||Og 316000281

6 社会福祉の基本と課題 井村圭壯, 相澤譲治編著 勁草書房 369||Sh 316000319

7
科研費採択される3要素 : アイデア・業
績・見栄え

郡健二郎著 医学書院 377.7||Ko 316000234

8
自然・社会科学者のための英文Eメー
ルの書き方

坂和正敏, 坂和秀晃, Marc
Bremer著

朝倉書店 407||Sa 316000352

9 医歯系学生のための物理学入門 豊田紘一著 永末書店 420||To 316000343

10 薬学生のための基礎物理 中山尋量編集 廣川書店 420||Ya 316000341

11 大学生の一般化学 久保園芳博, 山崎岳共編著 培風館 430||Da 316000301

12 医療のための化学 堀内孝, 村林俊共著 コロナ社 430||Ho 316000296

13
メディカル化学 : 医歯薬系のための基
礎化学

齋藤勝裕 [ほか] 共著 裳華房 430||Me 316000232

14
物理化学 (化学はじめの一歩シリー
ズ:2)

真船文隆, 渡辺正著 化学同人 431||Ma 316000286

15
基礎化学結合論 第2版 (基幹教育シ
リーズ:化学)

中野晴之 [ほか] 共著 学術図書出版社 431.12||Ki 316000231

16
現代界面コロイド化学の基礎 : 原理・
応用・測定ソリューション 第3版

日本化学会編 丸善 431.8||Ge 316000297

17
無機化合物の構造を決める : X線回折
の原理を理解する (化学の要点シリー
ズ:15)

井本英夫著/日本化学会編 共立出版 433.57||Im 316000267

18 NMR分光法 (分光法シリーズ:3) 阿久津秀雄 [ほか] 編著 講談社 433.57||Nm 316000327

19
世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽
系から宇宙の果てまで

ホヴァート・スヒリング著/武
井摩利訳

創元社 440||Sc 316000350

20 ImageJではじめる生物画像解析 三浦耕太, 塚田祐基編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

460.7||Mi 316000264

21 カープ分子細胞生物学
Gerald C. Karp著/山本正幸
[ほか] 訳

東京化学同人 463||Ka 316000280

22 分子細胞生物学 第2版 多賀谷光男著 朝倉書店 463||Ta 316000353



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 Essentialタンパク質科学
Mike Williamson著/津本浩
平, 植田正, 前仲勝実監訳

南江堂 464.2||Wi 316000226

24
驚異のバクテリア : バクテリア=細菌の
生態と可能性 (NEWTONムック)

ニュートンプレス 465.8||Ky 316000217

25

遺伝とゲノム : 「個性」は遺伝でどこま
で決まるのか?遺伝の基本から, オー
ダーメイド医療, ゲノム編集まで 増補
第2版 (NEWTONムック)

ニュートンプレス 467||Id 316000218

26

ビックリするほど遺伝子工学がわかる
本 : 遺伝子診断から難病の治療薬、ク
ローン、出生前診断、再生医療の可能
性まで (サイエンス・アイ新書:SIS-337)

生田哲著 SBクリエイティブ 467.25||Ik 316000312

27
ジャンクDNA : ヒトゲノムの98%はガラク
タなのか?

ネッサ・キャリー著/中山潤
一訳

丸善出版 467.3||Ca 316000288

28
生命のビッグデータ利用の最前線
(CMC books)

植田充美監修 シーエムシー出版 467.3||Se 316000298

29 世界一うつくしい植物園 木谷美咲文 エクスナレッジ 470.76||Ki 316000215

30
雑誌編集長が欲しがる!! 医学論文の書
き方 : どう研究して、どう書くのか?
(こっそりマスターシリーズ)

浅井隆著
イムジック出版/ア
トムス (発売)

490.7||As 316000339

31
読む技術 : 論文の価値を見抜くための
基礎知識

トリーシャ・グリーンハーフ著
/日経メディカル編

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

490.7||Gr 316000282

32
医療従事者のためのプレゼンテーショ
ン成功マニュアル

伊藤誠一郎著 篠原出版新社 490.7||It 316000347

33
時間がなくても、お金がなくても、英語
が苦手でも、論文を書く技法 : 臨床医
による臨床医のための3step論文作成

木下晃吉著 中外医学社 490.7||Ki 316000342

34
なぜあなたの研究は進まないのか? :
理由がわかれば見えてくる,研究を生き
抜くための処方箋

佐藤雅昭著
メディカルレビュー
社

490.7||Sa 316000223

35
なぜあなたは論文が書けないのか? :
理由がわかれば見えてくる,論文を書き
きるための処方箋

佐藤雅昭著
メディカルレビュー
社

490.7||Sa 316000299

36
必ずアクセプトされる医学英語論文 :
完全攻略50の鉄則

康永秀生著 金原出版 490.7||Ya 316000268

37 やさしい解剖学 : 国家試験完全クリア
小室正人, 菊田彰夫, 中村
陽市, 野田亨著

医歯薬出版 491.1||Ya 316000260

38 シンプル生理学 改訂第7版 貴邑冨久子, 根来英雄共著 南江堂 491.3||Ki 316000272

39 生理学問題集 : CBT準拠
日本生理学会教育委員会
編

文光堂 491.3||Se 316000355

40
ボディメカニズム : リハビリ、スポーツ
のための生理解剖学 : カラー図解

山口典孝著 秀和システム 491.31||Ya 316000290

41 老化生物学 : 老いと寿命のメカニズム
ロジャー B. マクドナルド著/
近藤祥司監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.358||Mc 316000214

42
処方がわかる医療薬理学 第9版
2016-2017

中原保裕著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491.5||Na||'16
-'17

316000263

43
臨床薬理学 第4版 (ナーシング・グラ
フィカ. 疾病の成り立ち:2)

古川裕之 [ほか] 編 メディカ出版 491.5||Ri 316000300

44
よくわかるゲノム医学 : ヒトゲノムの基
本から個別化医療まで 改訂第2版

服部成介, 水島-菅野純子
著

羊土社 491.69||Ha 316000277



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
薬学領域の病原微生物学・感染症学・
化学療法学 第3版

増澤俊幸, 河村好章編集 廣川書店 491.7||Ya 316000314

46
ケアに役立つ!ナースのためのカンタン
免疫学

江本正志, 江本善子著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491.8||Em 316000262

47 免疫系のしくみ : 免疫学入門 第4版
Lauren Sompayrac著/桑田
啓貴, 岡橋暢夫訳

東京化学同人 491.8||So 316000291

48 図説人体寄生虫学 改訂9版 吉田幸雄, 有薗直樹著 南山堂 491.9||Yo 316000275

49
ジェネラリストのための外来初療・処置
ガイド

田島知郎編集/千野修, 田
島厳吾編集協力

医学書院 492||Je 316000249

50
慢性疼痛の認知行動療法 : "消えない
痛み"へのアプローチ

伊豫雅臣, 齋藤繁, 清水栄
司編集

日本医事新報社 492||Ma 316000242

51
診療ガイドラインが教えてくれないこと
もある

菅家智史編集 南山堂 492||Sh 316000335

52
診療ガイドラインのためのGRADEシス
テム 第2版

相原守夫著 凸版メディア 492.1||Ai 316000317

53
外来診療ドリル : 診断&マネジメント力
を鍛える200問

松村真司, 矢吹拓編 医学書院 492.1||Ga 316000248

54 極論で語る総合診療 桑間雄一郎著 丸善出版 492.1||Ku 316000287

55
よくわかる!超音波検査に必要な「基礎」
: 医用超音波工学入門

田中直彦著 文光堂 492.1||Ta 316000337

56

薬剤師のための薬物療法に活かす検
査値の読み方教えます! : 検査値から
病態を読み解き、実践で活かすための
アプローチ

野口善令編 羊土社 492.1||Ya 316000246

57
心電図読み方の極意 : エキスパートは
ここを見る

三田村秀雄編 南山堂 492.123||Sh 316000273

58 ここに目をつける!脳波判読ナビ 飛松省三著 南山堂 492.16||To 316000274

59
ヘスとカクマレックのThe人工呼吸ブッ
ク 第2版

ディーン R. ヘス, ロバート M.
カクマレック著/田中竜馬
[ほか] 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.28||He 316000213

60
好きになる救急医学 : 病院前から始ま
る救急医療 第3版 (好きになるシリー
ズ)

小林國男著 講談社 492.29||Ko 316000320

61
Tintinalli's emergency medicine : a
comprehensive study guide 8th ed :
hardcover

editor-in-chief, Judith E.
Tintinalli/co-editors, J.
Stephan Stapczynski, O.
John Ma, David M. Cline,
Garth D. Meckler, Donald M.

McGraw-Hill
Education

492.29||Ti 316000311

62
もっともっとねころんで読める抗菌薬
(やさしい抗菌薬入門書:3)

矢野邦夫著 メディカ出版 492.31||Ya||3 316000244

63 肺HRCT
W. Richard Webb, Nestor L.
Müller, David P. Naidich
[著]/松迫正樹, 仁多寅彦監

丸善出版 492.4338||We 316000283

64 肝胆膵のCT・MRI 本田浩 [ほか] 編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.4347||Su 316000245

65
これなら使える看護介入 : 厳選
47NANDA-I看護診断への看護介入 第
2版

江川隆子編集/江川隆子
[ほか] 執筆

医学書院 492.9||Ko 316000236

66
プライマリ・ケア看護学 : 日本プライマ
リ・ケア連合学会 基礎編

日本プライマリ・ケア連合学
会編

南山堂 492.9||Pu 316000336



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67
必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ
2017

井上大輔編著
TECOM (発行)/医
学評論社 (発売)

492.907||Hi||'
17

316000255

68 看護教育学 第6版 杉森みど里, 舟島なをみ著 医学書院 492.907||Su 316000235

69
でた!でた問 : 看護師国家試験高正答
率過去問題集70 101～105回試験問題

東京アカデミー
492.9079||De|
|'101-'105

316000334

70
看護師・看護学生のためのレビュー
ブック 第18版 2017

岡庭豊編集 メディックメディア 492.9079||Ka 316000325

71
これで完璧!看護国試必修完全攻略集
2017年版

さわ研究所編 啓明書房
492.9079||Ko|
|'17

316000326

72

看護の現場ですぐに役立つ看護記録
の書き方 : 患者さんのために記録をム
ダなく的確に書く! (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 492.912||Og 316000289

73
経過がみえる疾患別病態関連マップ
第2版

山口瑞穂子, 関口恵子監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.914||Ke 316000238

74
根拠がわかる症状別看護過程 : こころ
とからだの69症状 : 事例展開と関連図
改訂第3版

関口恵子, 北川さなえ編集 南江堂 492.914||Ko 316000240

75
根拠がわかる疾患別看護過程 : 病態
生理と実践がみえる関連図と事例展開
改訂第2版

新見明子編集 南江堂 492.914||Ko 316000241

76 疾患別看護過程の展開 第5版 山口瑞穂子, 関口恵子監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.914||Sh 316000237

77
基準看護計画 : 臨床でよく出合う看護
診断と潜在的合併症 第3版

矢田昭子, 秦美恵子編集/
島根大学医学部附属病院
看護部編著

照林社 492.915||Ki 316000348

78 固定チームナーシング用語集 改訂版 西元勝子著 看護の科学社 492.915||Ni 316000265

79
ICUケア観察ポイントチェック帳 : ポケッ
ト版

井上茂亮編著 : 剱持雄二執
筆

日総研出版 492.916||Ic 316000228

80 看護必要度 第6版 岩澤和子, 筒井孝子監修
日本看護協会出版
会

492.983||Ka 316000293

81
在宅看取りマニュアル : 訪問看護師の
ための5ステージによるケア

藤原泰子著
真興交易医書出版
部

492.993||Fu 316000271

82
内科系専門医受験のための必修臨床
問題 (目でみるトレーニング:第3集)

岡崎仁昭責任編集 医学書院 493||Me||3 316000247

83
放射線必須データ32 : 被ばく影響の根
拠

田中司朗 [ほか] 編 創元社 493.195||Ho 316000351

84
放射線被曝の争点 : 福島原発事故の
健康被害は無いのか

渡辺悦司, 遠藤順子, 山田
耕作著

緑風出版 493.195||Wa 316000357

85
原爆リスク評価は間違っていた : 放射
線の基礎を学ぼう放射線生物学を見
直そう

山本修著 文芸社 493.195||Ya 316000354

86 骨腫瘍 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 野島孝之, 小田義直編集 文光堂 493.6||Ko 316000356

87
感染症の生態学 (シリーズ現代の生態
学:6)

日本生態学会編/川端善一
郎 [ほか] 担当編集委員

共立出版 493.8||Ka 316000266

88
最新感染症ガイド : R-Book : 日本版
Red Book : 感染症の実践的なバイブ
ル 2015

米国小児科学会編集/岡部
信彦監修

日本小児医事出版
社

493.938||Sa||'
15

316000276

89
新生児蘇生法テキスト : 日本版救急蘇
生ガイドライン2015に基づく 第3版

細野茂春監修 メジカルビュー社 493.95||Sh 316000219



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

90
標準外科学 第14版 (Standard
textbook)

北野正剛, 田邉稔, 池田徳
彦編集

医学書院 494||Hy 316000253

91
外科医のためのインフェクションコント
ロール

森兼啓太編著/清水潤三,
小林美奈子著

中外医学社 494.22||Mo 316000316

92 がん治療薬まるわかりbook
勝俣範之, 足利幸乃, 菅野
かおり編著

照林社 494.53||Ga 316000349

93 一歩先行く産科・婦人科領域のIVR 中島康雄 [ほか] 編 メジカルビュー社 495||Ip 316000229

94
エストロゲンと女性のヘルスケア : 生殖
と健康の鍵を握るホルモンの謎 (産婦
人科学読本)

武谷雄二著 メジカルビュー社 495||Ta 316000243

95
ウィメンズヘルスと理学療法 (理学療法
MOOK:20)

石井美和子, 福井勉責任編
集

三輪書店 495||Ui 316000346

96
患者さんのための乳がん診療ガイドラ
イン 2016年版

日本乳癌学会編 金原出版
495.46||Ka||'1
6

316000269

97
マンモグラフィガイドライン 第3版増補
版

日本医学放射線学会, 日本
放射線技術学会編集

医学書院 495.46||Ma 316000251

98
マンガはじめての出生前診断 : コミック
エッセイ

中西恵里子絵と文/関沢明
彦医療監修

かもがわ出版 495.6||Na 316000318

99 出生前診断 (ちくま新書:1118) 西山深雪著 筑摩書房 495.6||Ni 316000328

100 眼科診察クローズアップ 山田昌和編 メジカルビュー社 496.2||Ga 316000221

101
眼科点眼薬Note : ジェネリックがわか
る!市販薬もわかる! 改訂2版

加藤浩晃著 メディカ出版 496.2||Ka 316000224

102 OCT読影トレーニング 白神史雄, 飯田知弘編 メジカルビュー社 496.2||Oc 316000220

103 眼科外来処置・小手術クローズアップ 江口秀一郎編集 メジカルビュー社 496.24||Ga 316000230

104 眼科疾患最新の治療 2016-2018 大橋裕一, 白神史雄編 南江堂
496.3||Ga||'16
-'18

316000227

105
黄斑疾患診療AtoZ (眼科臨床エキス
パート)

岸章治, 吉村長久編 医学書院 496.34||Ou 316000252

106 網膜診療クローズアップ 柳靖雄著 メジカルビュー社 496.34||Ya 316000285

107 緑内障診療クローズアップ 木内良明編 メジカルビュー社 496.36||Ry 316000222

108 コンタクトレンズデータブック 第3版 小玉裕司 [ほか] 編集 メジカルビュー社 496.42||Ko 316000284

109
めまいリハビリ実践バイブル : めまいと
不安を治す12分の習慣

新井基洋著 中外医学社 496.6||Ar 316000315

110
人生の途上で聴力を失うということ : 心
のマネジメントから補聴器、人工内耳、
最新医療まで

キャサリン・ブートン著/ニキ
リンコ訳

明石書店 496.6||Bo 316000330

111
聴覚障害学 第2版 (標準言語聴覚障
害学)

中村公枝, 城間将江, 鈴木
恵子編集/中村公枝 [ほか]
執筆

医学書院 496.6||Ch 316000250

112
耳と脳 : 臨床聴覚コミュニケーション学
試論

中川雅文著 医歯薬出版 496.6||Na 316000258



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

113
前庭リハビリテーション : めまい・平衡
障害に対するアプローチ

浅井友詞, 中山明峰編 三輪書店 496.6||Ze 316000345

114
イラストでわかる歯科医学の基礎 第3
版

池尾隆 [ほか] 執筆 永末書店 497.1||Ir 316000338

115 基礎から学ぶ歯の解剖 前田健康編/酒井英一著 医歯薬出版 497.11||Ma 316000257

116 カラーアトラス口腔組織発生学 第4版
磯川桂太郎, 下田信治, 山
本仁編/磯川桂太郎 [ほか]
著

わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.12||Ka 316000340

117 口腔微生物学・免疫学 第4版 川端重忠 [ほか] 編集 医歯薬出版 497.17||Ko 316000259

118
要約わかる口腔微生物学・免疫学 第2
版

感染免疫教育研究会編 学建書院 497.17||Yo 316000344

119
事例から学ぶ歯科衛生士のグッドコ
ミュニケーション

中村千賀子, 白田千代子著 医歯薬出版 497.9||Na 316000256

120 公衆衛生がみえる 2016-2017 第2版 医療情報科学研究所編 Medic Media 498||Ko 316000324

121
管理栄養士栄養士必携 : データ・資料
集 新装改訂第7版 2016年度版

日本栄養士会編 第一出版 498.5||Ka||'28 316000216

122 食品成分表 2016 : セット 香川芳子監修
女子栄養大学出版
部

498.51||Sh||'1
6

316000225

123
食事調査マニュアル : はじめの一歩か
ら実践・応用まで 改訂3版

日本栄養改善学会監修/伊
達ちぐさ, 徳留裕子, 吉池信
男編集

南山堂 498.55||Sh 316000332

124
食事調査マニュアル : はじめの一歩か
ら実践・応用まで 改訂3版

日本栄養改善学会監修/伊
達ちぐさ, 徳留裕子, 吉池信
男編集

南山堂 498.55||Sh 316000333

125 栄養薬理学
田中芳明, 中村強編/上坂
英二 [ほか] 共著

建帛社 498.58||Ei 316000270

126 王様のくすり図鑑
木村美紀著/Hama‐House作
画

じほう 499.1||Ki 316000239

127 Pocket drugs 2016 小松康宏, 渡邉裕司編集 医学書院 499.1||Po||'16 316000233

128 NEWパワーブック生物薬剤学 第3版 金尾義治, 森本一洋編集 廣川書店 499.6||Ne 316000313

129
世界の放射線被曝地調査 : 日本人が
知らされなかった真実 増補版 (高田純
の放射線防護学入門シリーズ)

高田純著 医療科学社 539.99||Ta 316000261

130
電気基礎入門早わかり : 2色刷 : 絵と
き 改訂2版

岩本洋, 堀桂太郎共著 オーム社 540||Iw 316000279

131
電気技術者のための電気関係法規 平
成28年版

日本電気協会 [編] 日本電気協会
540.91||De||2
8

316000294

132
電気法規と電気施設管理 平成28年度
版

竹野正二著
東京電機大学出版
局

540.91||Ta||2
8

316000292

133 ノンデザイナーズ・デザインブック
Robin Williams著/吉川典秀
訳/小原司, 米谷テツヤ日本
語版解説

マイナビ出版 727||Wi 316000323

134 TOEIC TEST模試特急新形式対策
森田鉄也, カール・ロズボル
ド著

朝日新聞出版 830.79||Mo 316000329

135
英文校正会社が教える英語論文のミス
100

エディテージ著/熊沢美穂子
訳

ジャパンタイムズ 836.5||Ei 316000331


