
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 はじめての画像処理技術 第2版 岡崎彰夫著 森北出版 007.1||Ok 316000710

2
スパースモデリング : l1/l0ノルム 小
化の基礎理論と画像処理への応用

Michael Elad著/玉木徹訳 共立出版 007.13||El 316000680

3 図書館年鑑 2016
日本図書館協会図書館年
鑑編集委員会編

日本図書館協会
010.59||To||'1
6

316000659

4 心理学 (New liberal arts selection) 無藤隆 [ほか] 著 有斐閣 140||Sh 316000382

5 心理学大図鑑
キャサリン・コーリンほか著/
小須田健訳

三省堂 140||Sh 316000856

6 異常心理学大事典
M.E.P.セリグマン, E.F.ウォー
カー, D.L.ローゼンハン著

西村書店 145.036||Ij 316000645

7
対象関係論を学ぶ : クライン派精神分
析入門

松木邦裕著 岩崎学術出版社 146.1||Ma 316000711

8 臨床心理アセスメント 新訂版 松原達哉編 丸善出版 146.3||Ri 316000700

9
耳の傾け方 : こころの臨床家を目指す
人たちへ

松木邦裕著 岩崎学術出版社 146.8||Ma 316000864

10
対象関係論の実践 : 心理療法に開か
れた地平

祖父江典人著 新曜社 146.8||So 316000908

11 ロジカル・ライティング (日経文庫:1295) 清水久三子著
日本経済新聞出版
社

336.55||Sh 316000896

12 統計学が 強の学問である 西内啓著 ダイヤモンド社 350.1||Ni 316000684

13
進めよう職場の安全衛生 食料品製造
業編

中央労働災害防止協会編
中央労働災害防止
協会

366.34||Su 316000889

14
ダイレクト・ソーシャルワークハンドブッ
ク : 対人支援の理論と技術

ディーン・H・ヘプワース [ほ
か] 著

明石書店 369.1||Da 316000505

15
「平穏死」のすすめ : 口から食べられな
くなったらどうしますか (講談社文庫:[い
-129-1])

石飛幸三 [著] 講談社 369.263||Is 316000805

16 図説よくわかる障害者総合支援法 坂本洋一著 中央法規出版 369.27||Sa 316000562

17
精神科医療と精神保健福祉の協働
(精神保健医療福祉白書:2016)

精神保健医療福祉白書編
集委員会編集

中央法規出版 369.28||Se 316000560

18
精神障害者の経済的支援ガイドブック
: 事例とQ&Aから理解する支援の意義
と実務

青木聖久編著/越智あゆみ,
風間朋子, 高橋裕典著

中央法規出版 369.28||Se 316000563

19
理論的アプローチと各国の取組み (子
どもの貧困/不利/困難を考える:1)

埋橋孝文, 矢野裕俊編著 ミネルヴァ書房 369.4||Ri 316000399

20
Dr.ブラゼルトンの子どもの心がきこえ
ますか 新装復刻版

T.B.ブラゼルトン著/川崎千
里訳/いわさきちひろ絵

医歯薬出版 371.45||Br 316000555

21
驚くべき乳幼児の心の世界 : 「二人称
的アプローチ」から見えてくること

ヴァスデヴィ・レディ著/佐伯
胖訳

ミネルヴァ書房 376.11||Re 316000708

22
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイ
ントでわかる申請書の書き方と応募戦
略 改訂第4版

児島将康編集 羊土社 377.7||Ka 316000894

23
採択される科研費申請ノウハウ : 審査
から見た申請書のポイント 第2版

岡田益男著
アグネ技術セン
ター

377.7||Ok 316000893



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

24
大学の研究者が知っておきたい科研費
のしくみと研究をめぐる状況

渡邊淳平著 科学新聞社 377.7||Wa 316000895

25 科学の発見
スティーヴン・ワインバーグ
著/赤根洋子訳

文藝春秋 402||We 316000672

26
「研究方法」入門 : アイデアを研究にす
るための13の講義

小林宣泰著 協同医書出版社 407||Ko 316000868

27
この世で一番おもしろい統計学 : 誰も
「データ」でダマされなくなるかもしれな
い16講+α

アラン・ダブニー著/山形浩
生訳

ダイヤモンド社 417||Da 316000685

28
Excelでできるらくらく統計解析 : 統計ア
ドインで分析結果をかんたん一発表示

藤本壱著 自由国民社 417||Fu 316000459

29
Excelで学ぶ多変量解析入門 :
Excel2013/Excel2010対応版

菅民郎著 オーム社 417||Ka 316000678

30
統計のはなし : 基礎・応用・娯楽 改訂
版 (Best selected business books)

大村平著 日科技連出版社 417||Om 316000385

31
共分散構造分析はじめの一歩 : 図の
意味から学ぶパス解析入門

小塩真司著
アルテ/星雲社 (発
売)

417||Os 316000663

32
共分散構造分析はじめの一歩 : 図の
意味から学ぶパス解析入門

小塩真司著
アルテ/星雲社 (発
売)

417||Os 316000664

33
はじめての共分散構造分析 : Amosに
よるパス解析 第2版

小塩真司著 東京図書 417||Os 316000688

34
はじめての共分散構造分析 : Amosに
よるパス解析 第2版

小塩真司著 東京図書 417||Os 316000689

35
物理学入門から医用物理へ : 超音波、
磁気共鳴、X線理解のために 改訂版

本間康浩著
ブイツーソリュー
ション/星雲社 (発
売)

420||Ho 316000360

36
通読できてよくわかる電気のしくみ
(Beret science)

井上伸雄著 ベレ出版 427||In 316000662

37
コンピュータ・シミュレーションの基礎 :
分子のミクロな性質を解明するために
第2版

岡崎進, 吉井範行著 化学同人 430.7||Ok 316000391

38 化学の歴史 (ちくま学芸文庫:[ア32-1])
アイザック・アシモフ著/玉虫
文一, 竹内敬人訳

筑摩書房 430||As 316000857

39
Site-selective catalysis (Topics in
current chemistry:372. Fortschritte der
chemischen Forschung)

Takeo Kawabata, editor Springer 430||Si 316000898

40
人物で語る化学入門 (岩波新書:新赤
版 1237)

竹内敬人著 岩波書店 430||Ta 316000832

41
金属錯体の量子・計算化学 (錯体化学
会選書:10)

山口兆, 榊茂好, 増田秀樹
編著/磯部寛 [ほか] 共著

三共出版 431.13||Sa||10 316000731

42
すぐできる量子化学計算ビギナーズマ
ニュアル 新版

武次徹也編著 講談社 431.19||Su 316000822

43
固体表面の濡れ性 : 超親水性から超
撥水性まで (化学の要点シリーズ:12)

中島章著/日本化学会編 共立出版 431.86||Na 316000679

44
精密重合が拓く高分子合成 : 高度な制
御と進む実用化 (CSJ Current
Review:20)

日本化学会編 化学同人 431.9||Se 316000628

45
先端材料開発における振動分光分析
法の応用 普及版 (CMCテクニカルライ
ブラリー:470. 新材料・新素材シリーズ)

西岡利勝, 錦田晃一, 尾崎
幸洋監修

シーエムシー出版 433.57||Se 316000835

46
有機スペクトル解析 : テキストブック :
1D,2D NMR・IR・UV・MS

楠見武徳著 裳華房 433.9||Ku 316000733



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

47 基礎分析化学 : 解説と問題 田中秀治, 金田典雄編集 廣川書店 433||Ki 316000697

48 有機合成実験法ハンドブック 第2版 有機合成化学協会編 丸善出版 434.036||Yu 316000625

49 有機反応論 奥山格著 東京化学同人 437.01||Ok 316000745

50
有機分子の分子間力 : Ab initio分子軌
道法による分子間相互作用エネル
ギーの解析

都築誠二著 東京大学出版会 437.01||Ts 316000671

51
有機金属化学 : 基礎から触媒反応ま
で

山本明夫著 東京化学同人 437.8||Ya 316000746

52 はじめて学ぶ有機化学
高橋秀依, 須貝威, 夏苅英
昭著

化学同人 437||Ta 316000716

53
地球を「売り物」にする人たち : 異常気
象がもたらす不都合な「現実」

マッケンジー・ファンク著/柴
田裕之訳

ダイヤモンド社 451.85||Fu 316000686

54
生物学の歴史 (講談社学術文
庫:[2248])

アイザック・アシモフ [著]/太
田次郎訳

講談社 460.2||As 316000821

55

エクソソーム解析マスターレッスン :
miRNA研究からがん診断まで応用∞! :
研究戦略とプロトコールが本と動画で
よくわかる (実験医学:別冊. 強のス
テップUPシリーズ)

落谷孝広編 羊土社 463.3||Ex 316000515

56
メンブレントラフィック : 膜・小胞による
細胞内輸送ネットワーク (Dojin
bioscience series:24)

福田光則, 吉森保編 化学同人 463.6||Me 316000656

57 ウォルパート発生生物学 Lewis Wolpert [ほか] 著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

463.8||Wo 316000638

58
ノンコーディングRNA : RNA分子の全体
像を俯瞰する (Dojin bioscience
series:25)

廣瀬哲郎, 泊幸秀編 化学同人 464.27||No 316000715

59
Biochemistry of lipids, lipoproteins and
membranes 6th ed

edited by Neale D. Ridgway
and Roger S. McLeod

Elsevier 464.4||Ri 316000899

60
Cytochrome P450 : structure,
mechanism, and biochemistry 4th ed

Paul R. Ortiz de Montellano,
editor

Springer 464.5||Or 316000920

61
生き物たちの化学戦略 : 生物活性物
質の探索と利用 (科学のとびら:58)

長澤寛道著 東京化学同人 464||Na 316000747

62
微生物が地球をつくった : 生命40億年
史の主人公

ポール・G・フォーコウスキー
著/松浦俊輔訳

青土社 465||Fa 316000738

63
微生物の地球化学 : 元素循環をめぐる
微生物学

T.フェンチェル, G.M.キング,
T.H.ブラックバーン著/太田
寛行 [ほか] 訳

東海大学出版部 465||Fe 316000687

64 Microbial biofilms 2nd ed
editors, Mahmoud
Ghannoum ... [et al.]

ASM Press 465||Mi 316000900

65 生物界をつくった微生物
ニコラス・マネー著/小川真
訳

築地書館 465||Mo 316000744

66

NGSアプリケーションRNA-Seq実験ハ
ンドブック : 発現解析からncRNA、シン
グルセルまであらゆる局面を網羅! (実
験医学:別冊)

鈴木穣編集 羊土社 467.3||Ng 316000516

67
植物は「知性」をもっている : 20の感覚
で思考する生命システム

ステファノ・マンクーゾ, ア
レッサンドラ・ヴィオラ著/久
保耕司訳

NHK出版 471.3||Ma 316000445

68 歯の比較解剖学 第2版 後藤仁敏 [ほか] 編 医歯薬出版 481.1||Ha 316000496



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

69
消えるオス : 昆虫の性をあやつる微生
物の戦略 (DOJIN選書:66)

陰山大輔著 化学同人 486.1||Ka 316000714

70
統計モデル入門 (医学統計学シリー
ズ:2)

丹後俊郎著 朝倉書店 490.19||Ig||2 316000673

71
Cox比例ハザードモデル (医学統計学
シリーズ:3)

中村剛著 朝倉書店 490.19||Ig||3 316000851

72
メタ・アナリシス入門 : エビデンスの統
合をめざす統計手法 新版 (医学統計
学シリーズ:4)

丹後俊郎著 朝倉書店 490.19||Ig||4 316000675

73
無作為化比較試験 : デザインと統計解
析 (医学統計学シリーズ:5)

丹後俊郎著 朝倉書店 490.19||Ig||5 316000674

74
無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計
学 : EBMの実践から臨床研究まで 改
訂2版

神田善伸著 中外医学社 490.19||Ka 316000691

75 わかりやすい医学統計学 森實敏夫著
メディカルトリ
ビューン

490.19||Mo 316000412

76 親切な医療統計学 奥田千恵子著 金芳堂 490.19||Ok 316000720

77
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!

新谷歩著 講談社 490.19||Sh 316000823

78
ライフサイエンス英語表現使い分け辞
典 第2版

河本健, 大武博編集 羊土社 490.33||Ra 316000439

79
ライフサイエンス論文作成のための英
文法

河本健編集 羊土社 490.7||Ra 316000438

80
臨床研究と疫学研究のための国際
ルール集 Part 2

中山健夫, 津谷喜一郎編著
ライフサイエンス出
版

490.7||Ri||2 316000655

81 臨床のための解剖学 第2版
キース L. ムーア, アーサー
F. デイリー, アン M.R. ア
ガー著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.1||Ke 316000789

82

医療を学ぶ学生のための解剖の手引
き : モチベーションを上げる解剖実習 :
骨学実習・組織学総論実習・解剖学標
本見学実習

松尾拓哉, 平塚儒子著 時潮社 491.1||Ma 316000806

83 ムーア臨床解剖学 第3版
キース・L・ムーア, アン・M・
R・アガー, アーサー・F・デイ
リー著/長瀬美樹 [ほか] 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.1||Mo 316000791

84 ネッター解剖学アトラス
Frank H.Netter著/相磯貞和
訳

エルゼビア・ジャパ
ン/南江堂 (発売)

491.1||Ne 316000639

85
頸部・頭部・脳と脳神経 (パンスキー
ジェスト解剖学 : 基礎と臨床に役立
つ:3)

ベン・パンスキー, トーマス・
R・ジェスト著/[樋田一徳, 園
田祐治, 清蔭恵美訳]

西村書店 491.1||Pa||3 316000810

86

療法士のための体表解剖学 : 800枚以
上の人体写真に、骨、筋、血管等、内
部が見えているかのように三次元グラ
フィックで再現

ベルンハルト・ライヒャルト著
/池田美紀翻訳

ガイアブックス 491.1||Re 316000834

87
体表からわかる人体解剖学 : ポケット
チューター

Richard Tunstall/Nehal
Shah [著]/大川淳 [ほか] 訳

南江堂 491.1||Tu 316000605

88
ガートナー/ハイアット組織学 : アトラス
とテキスト 第3版

レスリー・P・ガートナー,
ジェームズ・L・ハイアット著/
川上速人, 松村讓兒監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.11||Ga 316000637

89
ガートナー/ハイアット組織学 : アトラス
とテキスト 第3版

レスリー・P・ガートナー,
ジェームズ・L・ハイアット著/
川上速人, 松村讓兒監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.11||Ga 316000914

90
ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange
textbookシリーズ)

[ジュンケイラ原著]/Anthony
L.Mescher [著]/坂井建雄,
川上速人監訳/青山裕彦
[ほか訳]

丸善出版 491.11||Me 316000701



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

91
新組織学 第6版 : フルカラー新装版 (Q
シリーズ)

野上晴雄編著 日本医事新報社 491.11||No 316000604

92
もっとよくわかる!幹細胞と再生医療 (実
験医学:別冊)

長船健二著 羊土社 491.11||Os 316000594

93 細胞培養実習テキスト 日本組織培養学会編 じほう 491.11||Sa 316000772

94
「骨」を知る53の質問 : ウェルエイジン
グをサポートするために

太田博明編 医薬ジャーナル社 491.16||Ho 316000593

95 運動器臨床解剖アトラス
M.Llusá, À.Merí, D.Ruano
[原著]/河野博隆 [ほか] 訳

医学書院 491.16||Pe 316000581

96 カラー図解神経解剖学講義ノート 寺島俊雄著 金芳堂 491.17||Te 316000718

97 ヒト発生の3次元アトラス 塩田浩平編 日本医事新報社 491.2||Hi 316000732

98 ラングマン人体発生学 第11版
T.W. サドラー著/安田峯生,
山田重人訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.2||Sa 316000790

99 カラー図解人体発生学講義ノート 塩田浩平著 金芳堂 491.2||Sh 316000721

100
生理学 : 図解ワンポイント : 人体の構
造と機能 新訂版

片野由美, 内田勝雄著 サイオ出版 491.3||Ka 316000798

101 オックスフォード生理学
Gillian Pocock, Christopher
D. Richards, David A.
Richards [著]/赤松和土 [ほ

丸善 491.3||Po 316000915

102 Handbook of theories of aging 2nd ed
editors, Vern Bengtson ...
[et al.]

Springer 491.358||Ha 316000827

103
The cognitive neurosciences 5th ed :
hardcover (Bradford book)

Michael S. Gazzaniga and
George R. Mangun, editors-
in-chief/section editors,
Sarah-Jayne Blakemore ...
[et al.]

MIT Press 491.37||Th 316000794

104
新脳科学で読み解く脳のしくみ : 車

のキーはなくすのに、なぜ車の運転は
忘れないのか?

サンドラ・アーモット, サム・ワ
ン著/三橋智子訳

東洋経済新報社 491.371||Aa 316000892

105
コンパス分子生物学 : 創薬・テーラーメ
イド医療に向けて 改訂第2版

荒牧弘範, 大戸茂弘編集 南江堂 491.4||Ko 316000511

106
臨床栄養にすぐ活かせるイラスト生化
学入門 : 栄養素の役割がみるみるわ
かる!

川崎英二編 メディカ出版 491.4||Ri 316000442

107 酸化ストレスの医学 改訂第2版 内藤裕二, 豊國伸哉編集 診断と治療社 491.4||Sa 316000735

108 組織細胞化学 2016 日本組織細胞化学会編 学際企画 491.4||Sa||'16 316000646

109
Goodman & Gilman's the
pharmacological basis of therapeutics
12th ed

editor, Laurence L.
Brunton/associate editors,
Bruce A. Chabner, Björn C.
Knollmann

McGraw-Hill 491.5||Go 316000885

110

健康食品・サプリメントと医薬品との相
互作用早引き事典 : 日本医師会・日本
薬剤師会・日本歯科医師会総監修『ナ
チュラルメディシン』抜粋版

日本健康食品・サプリメント
情報センター, 安西恵子編

同文書院 491.5||Ke 316000836

111 コンパス生物薬剤学 改訂第2版 岩城正宏, 伊藤智夫編集 南江堂 491.5||Ko 316000512

112
Principles of pharmacology : the
pathophysiologic basis of drug therapy
4th ed., International ed

David E. Golan, editor-in-
chief/Ehrin J. Armstrong,
April W. Armstrong,
associate editors

Wolters Kluwer 491.5||Pr 316000795



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

113 添付文書がちゃんと読める薬物動態学 山村重雄, 竹平理恵子著 じほう 491.5||Ya 316000375

114
病理学/病理検査学 ( 新臨床検査学
講座)

松原修 [ほか] 著 医歯薬出版 491.6||By 316000378

115 疾病と病態生理 改訂第4版
市田公美, 辻勉, 秋葉聡編
集

南江堂 491.6||Sh 316000612

116
集中講義病理学 : カラーイラストで学
ぶ 改訂2版

清水道生, 内藤善哉編集 メジカルビュー社 491.6||Sh 316000620

117 The DDS : 薬学が語るDDSの世界 米谷芳枝編 京都廣川書店 491.6||Th 316000881

118 わかりやすい病理学 改訂第6版 恒吉正澄, 小田義直編 南江堂 491.6||Wa 316000476

119 わかりやすい病理学 改訂第6版 恒吉正澄, 小田義直編 南江堂 491.6||Wa 316000916

120
科学的根拠にもとづく 新がん予防法
(祥伝社新書:404)

津金昌一郎 [著] 祥伝社 491.658||Ts 316000828

121
遺伝カウンセリングマニュアル 改訂第
3版

櫻井晃洋編 南江堂 491.69||Id 316000591

122
いまさら聞けない「遺伝医学」 (遺伝子
医学MOOK:別冊)

斎藤加代子, 近藤恵里編集 メディカルドゥ 491.69||Im 316000592

123
人類遺伝学ノート : ゲノム医学・疾患遺
伝子探索研究の基礎

徳永勝士編 南山堂 491.69||Ji 316000606

124
人類遺伝学ノート : ゲノム医学・疾患遺
伝子探索研究の基礎

徳永勝士編 南山堂 491.69||Ji 316000607

125 遺伝医学への招待 改訂第5版 新川詔夫, 太田亨共著 南江堂 491.69||Ni 316000590

126 一目でわかる臨床遺伝学 第2版
ドリアン J.プリチャード, ブ
ルース R.コルフ著/古関明
彦 [ほか] 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.69||Pr 316000787

127
微生物学・臨床微生物学・医動物学
(標準臨床検査学)

一山智, 田中美智男編集/
江崎孝行 [ほか] 執筆

医学書院 491.7||Bi 316000583

128 失われてゆく、我々の内なる細菌
マーティン・J・ブレイザー
[著]/山本太郎訳

みすず書房 491.7||Bl 316000707

129
ウイルス・細菌の図鑑 : 感染症がよく
わかる重要微生物ガイド (知りたい!サ
イエンスILLUSTRATED:003)

北里英郎, 原和矢, 中村正
樹著

技術評論社 491.7||Ki 316000725

130
Molecular microbiology : diagnostic
principles and practice 3rd ed

editor in chief, David H.
Persing/editors, Fred C.
Tenover ... [et al.]

ASM Press 491.7||Mo 316000901

131 戸田新細菌学 改訂34版
吉田眞一, 柳雄介, 吉開泰
信編

南山堂 491.7||To 316000411

132
Virulence mechanisms of bacterial
pathogens 5th edition

edited by Indira T. Kudva,
National Animal Disease
Center, Agricultural
research Service, U.S.
Department of Agriculture,
Ames, IA 50010, [and six

ASM Press 491.7||Vi 316000903

133
ウイルスは生きている (講談社現代新
書:2359)

中屋敷均著 講談社 491.77||Na 316000804



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

134
Antibiotics : challenges, mechanisms,
opportunities

by Christopher Walsh,
ChEM-H Institute, Stanford
University and Timothy
Wencewicz, Department of
Chemistry, Washington
University in St. Louis

ASM Press 491.79||Wa 316000902

135 薬学免疫学 荒田洋一郎著 京都廣川書店 491.8||Ar 316000882

136 エッセンシャル免疫学 第3版 ピーター・パーラム著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.8||Pa 316000640

137
トモシンセシスから3次元ラドン逆変換
まで (画像再構成シリーズ. C言語によ
る画像再構成入門)

篠原広行 [ほか] 著 医療科学社 492.1||Cg 316000874

138
逐次近似画像再構成の基礎 (画像再
構成シリーズ)

篠原広行 [ほか] 著 医療科学社 492.1||Ch 316000872

139
C言語による画像再構成の基礎 (画像
再構成シリーズ)

橋本雄幸, 篠原広行著 医療科学社 492.1||Ha 316000870

140
ヒラメキ!診断推論 : 総合診療のプロが
苦手な症候へのアプローチ、教えます

野口善令編集 南江堂 492.1||Hi 316000381

141 一目瞭然!画像でみるMRI撮像法
バル M. ランゲ [ほか] 著/
押尾晃一, 百島祐貴訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.1||Hi 316000788

142
顕微鏡検査ハンドブック : 臨床に役立
つ形態学

菅野治重 [ほか] 編集 医学書院 492.1||Ke 316000447

143
検体採取者のためのハンドブック
(JAMT技術教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

じほう 492.1||Ke 316000778

144
検体採取者のためのハンドブック
(JAMT技術教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

じほう 492.1||Ke 316000779

145
コーンビームCT画像再構成の基礎 (画
像再構成シリーズ)

篠原広行 [ほか] 著 医療科学社 492.1||Ko 316000871

146
もっと!一発診断100 : プライマリ・ケア
の現場で役立つ : 診断の手がかりはこ
こにある

宮田靖志, 中川紘明編 文光堂 492.1||Mo 316000815

147
臨床検査技師のためのチーム医療教
本 (JAMT技術教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

じほう 492.1||Ri 316000775

148
臨床検査技師のためのチーム医療教
本 (JAMT技術教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

じほう 492.1||Ri 316000776

149 医動物学 ( 新臨床検査学講座) 平山謙二著 医歯薬出版 492.1||Sa 316000384

150
フーリエ変換の基礎と応用 (画像再構
成シリーズ. C言語による画像再構成
入門)

篠原広行, 中世古和真, 橋
本雄幸著

医療科学社 492.1||Sh 316000873

151

Dr.チサトの考えながら撮る心エコー :
なぜ?なにを?どのように撮るか?がわか
ればカンファレンスでのプレゼンもうまく
なる! (Circulation up-to-date books:12)

泉知里編著 メディカ出版 492.12||Dr 316000801

152
主訴から攻める心電図 : 異常波形を予
測し、緊急症例の診断に迫る!

渡瀬剛人編/EM Alliance教
育班著

羊土社 492.123||Sh 316000817

153
食道・胃・十二指腸 第3版 (消化管内
視鏡診断テキスト:1)

長廻紘編/星原芳雄 [ほか]
著

文光堂 492.14||Sh||1 316000757

154
小腸・大腸 第3版 (消化管内視鏡診断
テキスト:2)

田中信治, 河南智晴著 文光堂 492.14||Sh||2 316000758

155
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 316000611
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156
髄液検査技術教本 (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 492.16||Zu 316000702

157
髄液検査技術教本 (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 492.16||Zu 316000703

158
微生物検査 : イエローページ (臨床検
査:増刊号 Vol.58 No.11)

青木洋介 [ほか] 著 医学書院 492.18||Bi 316000444

159 必携細胞診カラー図鑑
水口国雄監修/石山功二
[ほか] 執筆

医歯薬出版 492.19||Hi 316000853

160
実践細胞診テキスト : 初心者からエキ
スパートまで

南雲サチ子, 森井英一編著 大阪大学出版会 492.19||Na 316000911

161
新染色法のすべて (月刊Medical

Technology:別冊)
水口國雄編集代表 医歯薬出版 492.19||Sa 316000586

162
よくわかる病理診断学の基本としくみ :
オールカラー (図解入門. メディカルサ
イエンスシリーズ)

田村浩一著 秀和システム 492.19||Ta 316000807

163
栄養医療のスペシャリストがつづる心
に残る経腸栄養の患者さんたち : 胃
瘻?経鼻胃管?…CVポート?

井上善文編集 フジメディカル出版 492.26||Ei 316000472

164
一般社団法人日本静脈経腸栄養学会
NST専門療法士認定試験過去問題集
1

日本静脈経腸栄養学会認
定委員会編集

南江堂 492.26||Ip||1 316000469

165 静脈経腸栄養年鑑 2015
ジェフコーポレー
ション

492.26||Jo||'1
5

316000825

166
経腸栄養 : 管理プランとリスクマネジメ
ント

吉田貞夫編著 サイオ出版 492.26||Ke 316000465

167 経腸栄養剤の選択とその根拠 井上善文編集 フジメディカル出版 492.26||Ke 316000470

168 これでOK!静脈栄養のレシピ
川添和義編集/徳島大学病
院栄養サポートチーム(NST)
著

じほう 492.26||Ko 316000634

169
日本静脈経腸栄養学会認定試験基本
問題集

日本静脈経腸栄養学会認
定委員会編集

南江堂 492.26||Ni 316000471

170
わかりやすい輸液管理Q&A : 研修医
からの質問398 第2版

岡元和文編著 総合医学社 492.26||Wa 316000463

171
輸血・移植検査技術教本 (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 492.26||Yu 316000704

172
輸血・移植検査技術教本 (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 492.26||Yu 316000705

173
輸血・移植検査技術教本 (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 492.26||Yu 316000706

174
輸血・移植検査技術教本 (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 492.26||Yu 316000861

175
臨床検査値×処方薬チェックポイント :
看護師・薬剤師がこれだけは知ってお
きたい

原景子著 メディカ出版 492.3||Ha 316000802

176 服薬指導コンパクトブック : 薬剤師必携 水田尚子編著
TAC株式会社出版
事業部

492.3||Mi 316000660

177 抗菌薬おさらい帳
関雅文編著/石坂敏彦 [ほ
か] 著

じほう 492.31||Ko 316000368

178 医用画像工学ハンドブック
医用画像工学ハンドブック
編集委員会編集

日本医用画像工学
会

492.4||Iy 316000578



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

179 臨床放射線生物学の基礎 第2版

Michael Joiner, Albert van
der Kogel著/安藤興一, 中
野隆史, 放射線医療国際協
力推進機構監訳

放射線医療国際協
力推進機構

492.4||Jo 316000613

180
診療放射線技師を目指す学生のため
の医用磁気共鳴イメージング論

佐々木博, 山形仁共著 コロナ社 492.4||Sa 316000682

181
診療放射線技師を目指す学生のため
の医用X線CT工学

佐々木博, 小池貴久, 勝俣
健一郎共著

コロナ社 492.43||Sa 316000683

182
そうだったのか!絶対読めるCAG :
シェーマでわかる冠動脈造影の読み方

中川義久, 林秀隆著 羊土社 492.4323||Na 316000816

183
ココまで読める!実践腹部単純X線診断
: 「透視力」を鍛えて「臨床推論」能力を
高める 第2版

西野徳之著 中外医学社 492.434||Ni 316000690

184 頭頸部の臨床画像診断学 改訂第3版 尾尻博也著 南江堂 492.4362||Oj 316000482

185 頭頸部の臨床画像診断学 改訂第3版 尾尻博也著 南江堂 492.4362||Oj 316000483

186 fMRI : 原理と実践
スコット A. ヒュッテル, アレン
W. ソング, グレゴリー マッ
カーシー著/[石井徹ほか訳]

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.4371||Hu 316000654

187 バイオメディカル融合3次元画像処理 小山博史 [ほか] 著 東京大学出版会 492.8||Ba 316000670

188 Smart biomaterials (NIMS Monographs)

Mitsuhiro Ebara, Yohei
Kotsuchibashi, Ravin Narain,
Naokazu Idota, Young-Jin
Kim, John M. Hoffman,
Koichiro Uto, Takao Aoyagi
[著]

Springer 492.8||Sm 316000797

189
生体機能材料学 : 人工臓器・組織工
学・再生医療の基礎 (バイオテクノロ
ジー教科書シリーズ:12)

赤池敏宏著 コロナ社 492.89||Ak 316000389

190
Advances in calcium phosphate
biomaterials hbk. (Springer series in
biomaterials science and engineering:2)

edited by Besim Ben-Nissan Springer 492.89||Be 316000897

191 人工臓器イラストレイティッド 日本人工臓器学会編集 はる書房 492.89||Ji 316000383

192 組織工学 (再生医療叢書:2)
岡野光夫, 大和雅之編集
/[荏原充宏ほか執筆]

朝倉書店 492.89||Sa||2 316000812

193
セルフケア看護 : 基礎から実践まで学
べる

本庄恵子, 野月千春, 本舘
教子執筆

ライフサポート社 492.9||Ho 316000543

194 国際看護学 徳永瑞子, 内海博文編 クオリティケア 492.9||Ko 316000573

195 ケアに使える画像の見かた 第1版 久志本成樹編著 照林社 492.9||Ku 316000523

196
脳血管内治療看護ポケットマニュアル :
サッと出し,パッと見て,すぐ使える! 改訂
第2版

片岡丈人, 高橋美香編/札
幌西孝仁会クリニック脳神
経外科, 中村記念病院脳血
管内治療センター救急放射
線看護部著

診断と治療社 492.9||No 316000530

197
QUESTION BANK看護師国家試験問
題解説 2017(第17版)

医療情報科学研究所編集 Medic Media
492.907||Qu||'
17

316000359

198
多文化社会の看護と保健医療 : グロー
バル化する看護・保健のための人材育
成

カレン・ホランド, クリスティ
ン・ホグ著

福村出版 492.907||Ta 316000813

199
退院支援ガイドブック : 「これまでの暮
らし」「そしてこれから」をみすえてかか
わる

坂井志麻編集
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.9175||Ta 316000570



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

200
脳卒中看護実践マニュアル : 脳神経
ナース必携 : 脳卒中リハビリテーション
看護認定看護師2015年新カリキュラム

田村綾子, 坂井信幸, 橋本
洋一郎編

メディカ出版 492.9179||No 316000524

201
エビデンスからわかる患者と家族に届
く緩和ケア

森田達也, 白土明美著 医学書院 492.918||Mo 316000542

202
はじめてのNICU看護 (カラービジュア
ルで見てわかる!)

宇藤裕子編著 メディカ出版 492.925||Ha 316000558

203
ナースが知っておきたい小児科でよく
みる症状・疾患ハンドブック

横田俊一郎, 山本淳編著 照林社 492.925||Na 316000799

204
先天性心疾患の周術期看護 : 病態生
理からみた 新版

中西敏雄編著 メディカ出版 492.925||Se 316000546

205
写真でわかる小児看護技術 : 小児看
護に必要な臨床技術を中心に 改訂第
3版 (写真でわかるシリーズ)

山元恵子監修/佐々木祥子
編著

インターメディカ 492.925||Sy 316000547

206 小児看護ケアマニュアル
国立成育医療研究センター
看護部編集

中山書店 492.925||Sy 316000548

207
写真でわかる重症心身障害児(者)のケ
ア : 人としての尊厳を守る療育の実践
のために (写真でわかるシリーズ)

八代博子編著 インターメディカ 492.925||Sy 316000618

208

がん看護の日常にある倫理 : 看護師
が見逃さなかった13事例 (がん看護実
践ガイド. Practical guide series in
cancer nursing)

近藤まゆみ, 梅田恵編集 医学書院 492.926||Ga 316000532

209
見てわかるがん薬物療法における曝
露対策 (がん看護実践ガイド. Practical
guide series in cancer nursing)

平井和恵, 飯野京子, 神田
清子編

医学書院 492.926||Ga 316000533

210
サバイバーを支える看護師が行うがん
リハビリテーション (がん看護実践ガイ
ド. Practical guide series in cancer

矢ケ崎香編集 医学書院 492.926||Ga 316000534

211
がん治療と食事 : 治療中の食べるよろ
こびを支える援助 (がん看護実践ガイ
ド. Practical guide series in cancer

狩野太郎, 神田清子編集 医学書院 492.926||Ga 316000535

212

患者の感情表出を促すNURSEを用い
たコミュニケーションスキル (がん看護
実践ガイド. Practical guide series in
cancer nursing)

国立がん研究センター東病
院看護部編集

医学書院 492.926||Ga 316000536

213
女性性を支えるがん看護 (がん看護実
践ガイド. Practical guide series in
cancer nursing)

鈴木久美編集 医学書院 492.926||Ga 316000537

214
がん患者のQOLを高めるための骨転
移の知識とケア (がん看護実践ガイド.
Practical guide series in cancer

梅田恵, 樋口比登実編 医学書院 492.926||Ga 316000538

215
がん患者へのシームレスな療養支援
(がん看護実践ガイド. Practical guide
series in cancer nursing)

渡邉眞理, 清水奈緒美編 医学書院 492.926||Ga 316000539

216
病態・治療をふまえたがん患者の排便
ケア (がん看護実践ガイド. Practical
guide series in cancer nursing)

松原康美編集 医学書院 492.926||Ga 316000540

217

オンコロジックエマージェンシー : 病棟・
外来での早期発見と帰宅後の電話サ
ポート (がん看護実践ガイド. Practical
guide series in cancer nursing)

森文子, 大矢綾, 佐藤哲文
編

医学書院 492.926||Ga 316000621

218
耳鼻咽喉科の手術看護パーフェクトマ
ニュアル : 解剖から主要手術の看護の
ポイントまで! (Ope nursing:2015年臨時

小島博己編集 メディカ出版 492.926||Ji 316000557

219
耳鼻咽喉科Nursing Note : 耳鼻咽喉科
看護手帳

佃守監修 メディカ出版 492.926||Ji 316000559

220

ナースがわかる&はなせる心不全まる
わかりBOOK : これ1冊で完全マスター!
: 必須知識がギュッと凝縮&多職種のや
くわりがみえる! (ハートナーシング:2016
年春季増刊(通巻388号))

佐藤直樹監修 メディカ出版 492.926||Na 316000522



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

221

脳神経外科看護力ミラクルupドリル :
解剖、疾患・治療の理解、アセスメン
ト、ケアの“看護筋"をばっちりトレーニ
ング! (Brain nursing:2015年夏季増刊

久保道也監修 メディカ出版 492.926||No 316000526

222
脳神経外科の手術看護パーフェクトマ
ニュアル (Ope nursing:2015年臨時増
刊)

吉村紳一編集 メディカ出版 492.926||No 316000528

223
新人ナースのためのまるわかり心臓カ
テーテル看護 : これならわかる!カテ室
の基本&動きかた

横井良明, 木下博子著 メディカ出版 492.926||Yo 316000531

224 アディクション看護学 松下年子, 日下修一編著 メヂカルフレンド社 492.927||Ad 316000765

225
リカバリー・退院支援・地域連携のため
のストレングスモデル実践活用術

萱間真美著 医学書院 492.927||Ka 316000541

226 看護者のための精神科薬物療法Q&A
辻脇邦彦, 南風原泰, 吉浜
文洋編

中央法規出版 492.927||Ka 316000565

227
精神科訪問看護 (Q&Aと事例でわかる
訪問看護)

萱間真美, 寺田悦子編著 中央法規 492.927||Se 316000564

228 精神科看護事例検討 : 実践に活かす! 末安民生編 中山書店 492.927||Se 316000568

229 認知症ケアガイドブック 日本看護協会編 照林社 492.929||Ni 316000521

230
訪問看護ステーション開設・運営・評価
マニュアル 新版 第3版

日本訪問看護財団監修
日本看護協会出版
会

492.993||Ho 316000755

231
在宅看護技術 第3版 (看護実践のため
の根拠がわかる)

正野逸子, 本田彰子編著 メヂカルフレンド社 492.993||Za 316000766

232 メディカルスタッフのための臨床医学 吉沢篤人編著 医薬ジャーナル社 492||Me 316000642

233 臨床医マニュアル 第5版
臨床医マニュアル編集委員
会編集

医歯薬出版 492||Ri 316000651

234
診療ガイドラインUP-TO-DATE 2016-
2017

門脇孝, 小室一成, 宮地良
樹監修

メディカルレビュー
社

492||Sh||'16-
'17

316000603

235
薬学生のための新臨床医学 : 症候お
よび疾患とその治療 第2版

市田公美, 細山田真編集 廣川書店 492||Ya 316000698

236
メタボ時代の心血管疾患予防と管理 :
メタボリックシンドロームの疫学・予防
対策 (メタボリックシンドロームシリー

島本和明編 診断と治療社 493.12||Me 316000413

237
糖尿病患者の食事と運動 : 考え方と進
め方 (ヴィジュアル糖尿病臨床のすべ
て)

山田祐一郎専門編集 中山書店 493.123||To 316000859

238 糖尿病治療ガイド 2016-2017 日本糖尿病学会編 文光堂
493.123||To||'
16-'17

316000405

239
白血病・リンパ腫・骨髄腫 : 今日の診
断と治療 第4版

木崎昌弘編著 中外医学社 493.17||Ha 316000858

240
健診・健康管理専門職のための新セミ
ナー生活習慣病

田中逸著 日本医事新報社 493.18||Ta 316000569

241
フレイル : 超高齢社会における 重要
課題と予防戦略

葛谷雅文, 雨海照祥編 医歯薬出版 493.185||Fu 316000502

242 粥状動脈硬化症 戸田隆義編著 アトムス 493.24||Ju 316000657

243 高血圧治療ガイドライン 2014年版
日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員会編

日本高血圧学会
493.25||Ko||'1
4

316000408
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244
乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリ
ンパ浮腫を自分でケアする 新版

廣田彰男, 佐藤佳代子監修 主婦の友社 493.29||Ny 316000843

245
造血器腫瘍アトラス : 形態、免疫、染
色体から分子細胞治療へ 改訂第5版

谷脇雅史, 横田昇平, 黒田
純也編著

日本医事新報社 493.29||Zo 316000647

246 標準消化器病学 (Standard textbook)
林紀夫, 日比紀文, 坪内博
仁編集

医学書院 493.4||Hy 316000608

247
臨床に活かす病理診断学 第2版 消化
管・肝胆膵編

福嶋敬宜, 二村聡編集/福
嶋敬宜 [ほか] 執筆

医学書院 493.4||Ri 316000587

248 消化器病診療 第2版
「消化器病診療 (第2版) 」編
集委員会編集

日本消化器病学会
/医学書院 (販売)

493.4||Sy 316000609

249
胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン
改訂第2版 2015

日本消化器病学会編集 南江堂 493.44||Is||'15 316000599

250 胃癌の構造 第3版 中村恭一著 医学書院 493.455||Na 316000415

251 炎症性腸疾患 日比紀文編集 医学書院 493.46||En 316000610

252 大腸癌の構造 第2版 中村恭一著 医学書院 493.465||Na 316000414

253 NASH・NAFLDの診療ガイド 2015 日本肝臓学会編 文光堂
493.47||Na||'1
5

316000759

254
胆道疾患を診る医師のための胆道病
理テキスト

中沼安二編著 南江堂 493.47||Ta 316000410

255 膵癌取扱い規約 第7版 日本膵臓学会編 金原出版 493.475||Su 316000658

256
甲状腺結節取扱い診療ガイドライン
2013

日本甲状腺学会編集 南江堂
493.49||Ko||'1
3

316000428

257
代謝・内分泌疾患診療 新ガイドライ
ン

門脇孝, 下村伊一郎編著 総合医学社 493.49||Ta 316000614

258 関節のMRI 第2版 福田国彦 [ほか] 編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.6||Ka 316000786

259
カラー写真で学ぶ機能解剖学に基づく
手技療法

竹内義享著 医歯薬出版 493.6||Ta 316000379

260
岐路に立つ精神医学 : 精神疾患解明
へのロードマップ

加藤忠史著 勁草書房 493.7||Ka 316000397

261
レジリアンス : 現代精神医学の新しい
パラダイム

加藤敏, 八木剛平編集 金原出版 493.7||Re 316000566

262 睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン
三島和夫, 睡眠薬の適正使
用及び減量・中止のための
診療ガイドラインに関する研

じほう 493.7||Su 316000773

263
顔面神経麻痺診療の手引 : Bell麻痺と
Hunt症候群 2011年版

日本顔面神経研究会編 金原出版 493.73||Ga 316000423

264
高次脳機能障害のリハビリテーション :
実践的アプローチ 第3版

本田哲三編集/本田哲三
[ほか] 執筆

医学書院 493.73||Ko 316000529

265
高次脳機能障害 : その評価とリハビリ
テーション 第2版

武田克彦, 長岡正範編著 中外医学社 493.73||Ko 316000692

266
救急蘇生法の指針2015 : 市民用 改訂
5版 解説編

へるす出版 493.73||Ky 316000783



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

267
MASA日本語版 : 嚥下障害アセスメント
: DVD-ROM付 第1版第2刷

Giselle Mann原著/藤島一郎
監訳・著/藤島一郎 [ほか]
訳

医歯薬出版 493.73||Ma 316000503

268 臨床神経病理学 : 基礎と臨床 水谷俊雄著 西村書店 493.73||Mi 316000782

269
脳卒中 : 分かりやすい病態から治療ま
で 改訂第2版

楠正仁 [ほか] 編著 新医学社 493.73||No 316000525

270
脳腫瘍病理入門Q&A200 : HE染色が
読める!診断できる!苦手な病理がコワイ
くらいわかる!

竹内浩明著 メディカ出版 493.73||No 316000527

271 脳出血・くも膜下出血診療読本 豊田一則, 高橋淳編著 中外医学社 493.73||No 316000693

272 脳卒中治療ガイドライン 2015 篠原幸人 [ほか] 編集
[脳卒中合同ガイド
ライン委員会]

493.73||No||'1
5

316000595

273
脳波判読の基礎と手術への応用 : 脳
波ギライを克服しよう! (新 NS
NOW:No.7)

三國信啓担当編集委員 メジカルビュー社 493.73||Ns||7 316000641

274
せん妄の臨床指針 増補改訂 (日本総
合病院精神医学会治療指針:1)

日本総合病院精神医学会
せん妄指針改訂班編集

星和書店 493.73||Se 316000598

275
不随意運動の診断と治療 : 動画で学
べる神経疾患 改訂第2版

梶龍兒編集 診断と治療社 493.74||Fu 316000734

276
てんかん発作こうすればだいじょうぶ :
発作と介助 改訂版 (「てんかん」入門
シリーズ:1)

川崎淳著/日本てんかん協
会編

クリエイツかもがわ 493.74||Ka 316000556

277
摂食障害というこころ : 創られた悲劇/
築かれた閉塞

松木邦裕著 新曜社 493.74||Ma 316000907

278
てんかんと基礎疾患 : てんかんを合併
しやすい、いろいろな病気 (「てんかん」
入門シリーズ:3)

日本てんかん協会編
クリエイツかもがわ
/かもがわ出版(発
売)

493.74||Te 316000549

279
バリデーションファイル・メソッド : 認知
症の人への援助法

ナオミ・ファイル著/ビッキー・
デクラーク・ルビン改著/飛
松美紀訳

全国コミュニティラ
イフサポートセン
ター

493.75||Fe 316000520

280
よくわかる高齢者の認知症とうつ病 :
正しい理解と適切なケア

長谷川和夫, 長谷川洋著 中央法規出版 493.758||Ha 316000567

281
認知症の人の摂食障害 短トラブル
シューティング : 食べられる環境,食べ
られる食事がわかる

吉田貞夫編 医歯薬出版 493.758||Ni 316000458

282
認知症の語り : 本人と家族による200
のエピソード

健康と病いの語りディペック
ス・ジャパン編

日本看護協会出版
会

493.758||Ni 316000756

283
認知症の私からあなたへ : 20のメッ
セージ

佐藤雅彦著 大月書店 493.758||Sa 316000404

284 統合失調症薬物治療ガイドライン
日本神経精神薬理学会編
集

医学書院 493.763||To 316000602

285
レジデントのための感染症診療マニュ
アル : principles & practice 第3版

青木眞著 医学書院 493.8||Ao 316000584

286
わかる!身につく!病原体・感染・免疫 改
訂2版

藤本秀士編著/目野郁子,
小島夫美子著

南山堂 493.8||Fu 316000448

287 一目でわかる微生物学と感染症 第2版

スティーブン・ガレスピー,
キャスリーン・バンフォード著
/山本直樹, 山岡昇司, 堀内
三吉監訳/山本典生, 寺嶋
一夫, 斉藤直人訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.8||Gi 316000784

288 目で見る真菌と真菌症 亀井克彦編 医薬ジャーナル社 493.8||Me 316000582
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289

できる!見える!活かす!グラム染色から
の感染症診断 : 検体採取・染色・観察
の基本とケースで身につく診断力 (レジ
デントノート別冊)

田里大輔, 藤田次郎著 羊土社 493.8||Ta 316000443

290
インフルエンザUpdate : 課題と問題点
(別冊・医学のあゆみ)

菅谷憲夫編集 医歯薬出版 493.87||In 316000435

291 よくわかるインフルエンザのすべて 河合直樹編著 医薬ジャーナル社 493.87||Yo 316000436

292
子どもの医療と生命倫理 : 資料で読む
第2版

玉井真理子, 永水裕子, 横
野恵編

法政大学出版局 493.9||Ko 316000860

293 小児緩和ケアガイド
大阪府立母子保健総合医
療センターQOLサポートチー
ム編集

医学書院 493.92||Sy 316000552

294
子どものメンタルヘルス事典 (日評
ベーシック・シリーズ)

清水將之著 日本評論社 493.937||Ko 316000624

295
ベッドサイドの新生児の診かた 改訂3
版

河野寿夫, 伊藤裕司編集 南山堂 493.95||Be 316000574

296
イラストで見る診る学ぶ新生児の栄養・
代謝

河井昌彦著 メディカ出版 493.95||Ka 316000440

297
新生児の疾患・治療・ケア : 家族への
説明に使える!イラストでわかる オール
カラー 新2版

楠田聡監修 メディカ出版 493.95||Sh 316000545

298 新生児のプライマリ・ケア
日本小児科学会新生児委
員会編

診断と治療社 493.95||Sh 316000736

299
ステップアップ新生児循環管理 : 図解
とQ&Aでここまで分かる

与田仁志編著 メディカ出版 493.95||Su 316000800

300
クエスチョン・バンク総合内科専門医試
験予想問題集 第1版(2016)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 493||Ku 316000652

301
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 316000468

302
がんの補完代替療法クリニカル・エビ
デンス 2016年版

日本緩和医療学会緩和医
療ガイドライン委員会編

金原出版 494.5||Ga 316000596

303
「がん」では死なない「がん患者」 : 栄
養障害が寿命を縮める (光文社新
書:818)

東口高志著 光文社 494.5||Hi 316000681

304
臨床頭頸部癌学 : 系統的に頭頸部癌
を学ぶために

田原信, 林隆一, 秋元哲夫
編集

南江堂 494.5||Ri 316000422

305
がん疼痛の薬物療法に関するガイドラ
イン 2014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
494.53||Ga||'1
4

316000409

306
がん薬物療法における曝露対策合同
ガイドライン 2015年版

日本がん看護学会, 日本臨
床腫瘍学会, 日本臨床腫瘍
薬学会編集

金原出版
494.53||Ga||'1
5

316000601

307 がん疼痛緩和の薬がわかる本 第2版 余宮きのみ著 医学書院 494.53||Yo 316000544

308
0からの脳神経外科学 : Question &
Answer 第1版

窪田惺著 ぱーそん書房 494.627||Ku 316000619

309 脳神経外科レジデントマニュアル
若林俊彦監修/夏目敦至,
泉孝嗣編集

医学書院 494.627||No 316000418

310 脳神経外科学 改訂12版 1
太田富雄総編集/川原信隆
[ほか] 編集

金芳堂 494.627||No||1 316000722

311 脳神経外科学 改訂12版 2
太田富雄総編集/川原信隆
[ほか] 編集

金芳堂 494.627||No||2 316000849



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

312 脳神経外科学 改訂12版 3
太田富雄総編集/川原信隆
[ほか] 編集

金芳堂 494.627||No||3 316000850

313
脳神経外科医が知っておくべきニュー
ロサイエンスの知識 (脳神経外科診療
プラクティス:6)

三国信啓, 深谷親編集 文光堂 494.627||No||6 316000761

314
グリオーマ治療のdecision making (脳
神経外科診療プラクティス:7)

三国信啓編集 文光堂 494.627||No||7 316000762

315
脳神経外科医が知っておきたい薬物治
療の考え方と実際 (脳神経外科診療プ
ラクティス:8)

清水宏明編集 文光堂 494.627||No||8 316000763

316

前大脳動脈瘤・椎骨脳底動脈瘤ACA・
VBA Aneurysmのすべて : シミュレー
ションで経験する手術・IVR : 130本の
WEB動画付き (脳神経外科速報EX :
部位別に学ぶ脳動脈瘤シリーズ)

井川房夫, 宮地茂編集 メディカ出版 494.627||Ze 316000419

317 大腸外科学書 楠正人編著 金芳堂 494.656||Ku 316000719

318
肝臓の外科解剖 : 門脈segmentationに
基づく新たな肝区域の考え方 第2版

竜崇正編著/趙明浩 [ほか]
執筆

医学書院 494.657||Ka 316000416

319
肝臓外科の要点と盲点 第2版 (Knack
& pitfalls)

幕内雅敏, 高山忠利編集 文光堂 494.657||Ka 316000760

320
胆道外科の要点と盲点 第2版 (Knack
& pitfalls)

二村雄次編集 文光堂 494.657||Ta 316000417

321
救急・当直で必ず役立つ!骨折の画像
診断 : 全身の骨折分類のシェーマと症
例写真でわかる読影のポイント 改訂版

福田国彦, 丸毛啓史, 小川
武希編

羊土社 494.74||Ky 316000580

322
リハビリテーション医学テキスト 改訂第
4版

出江紳一, 加賀谷斉編集 南江堂 494.78||Ri 316000373

323 データに基づく臨床動作分析 第1版 藤澤宏幸編著 文光堂 494.78||Sa 316000814

324

腎臓病患者の病態・栄養指導・治療食
: 疾患・指導・食事のすべてがわかる管
理栄養士のとらのまき (Nutrition
care:2015年冬季増刊(通巻91号))

北島幸枝編著 メディカ出版 494.93||Ji 316000464

325

家族みんなで食べられる三ツ星透析食
: 透析専門医と元一流ホテルのシェフ
が一緒に考えた : おいしく食べてリン・
カリウム・食塩を目標範囲内に保つ!

H・N・メディック編集 メディカ出版 494.93||Ka 316000467

326
女性医学ガイドブック 思春期・性成熟
期編 2016年度版

日本女性医学学会編 金原出版 495.13||Jo 316000576

327
女性医学ガイドブック 更年期医療編
2014年度版

日本女性医学学会編 金原出版 495.13||Jo 316000577

328
婦人科がん治療ガイドラインエッセン
シャル 2016年版

日本婦人科腫瘍学会編 金原出版 495.4||Hu 316000597

329
子宮頸部細胞診ベセスダシステム運用
の実際

坂本穆彦編集/坂本穆彦
[ほか] 執筆

医学書院 495.43||Si 316000588

330
超音波による乳がん検診の手引き : 精
度管理マニュアル

日本乳癌検診学会超音波
検診精度管理委員会編集

南江堂 495.46||Ch 316000838

331 これからの乳癌診療 2016-2017 福田護 [ほか] 編集 金原出版
495.46||Ko||'1
6-'17

316000839

332
マンモグラフィと超音波検査の総合判
定マニュアル

日本乳癌検診学会総合判
定委員会編

篠原出版新社 495.46||Ma 316000840

333 乳腺腫瘍学 第2版 日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ny 316000837



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

334
乳癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラ
ス)

森谷卓也, 津田均編集 文光堂 495.46||Ny 316000841

335 乳癌診療ポケットガイド 第2版

聖路加国際病院ブレストセ
ンター, 聖路加国際病院オン
コロジーセンター編集/山内
英子責任編集

医学書院 495.46||Ny 316000842

336
乳がんインフォームドコンセントガイド :

新の知見から
森本忠興, 丹黒章, 岡崎邦
泰編集

日本医事新報社 495.46||Ny 316000844

337
乳がんの人のための日常レシピ : かん
たん&からだがよろこぶ60品

キャンサーリボンズ編/三輪
教子 [ほか]著

ブックエンド 495.46||Ny 316000913

338
センチネルリンパ節生検 : 手技・エビデ
ンス・ピットフォール

丹黒章編集 日本医事新報社 495.46||Se 316000845

339
動画で学べる産科超音波 : 「動く胎児」
を「動くまま」見るDVD付き 3 : プロ
フェッショナル編

増崎英明著 メディカ出版 495.5||Ma||3 316000575

340
イラストで学ぶ新生児の生理と代表的
疾患 改訂2版 (周産期の生理と異常:2)

堺武男編 メディカ出版 495.5||Sh||2 316000551

341
周産期医療にかかわる人のためのや
さしくわかる胎盤のみかた・調べかた :
わかりやすい検査・診断チャート付

松岡健太郎著 診断と治療社 495.6||Ma 316000737

342 耳鼻咽喉科学用語解説集 日本耳鼻咽喉科学会編 金芳堂 496.5||Ji 316000829

343
子どもがかかる耳・鼻・のどの病気百
科

工藤典代著 少年写真新聞社 496.5||Ku 316000780

344 中耳手術アトラス
Mario Sanna [ほか] 著/須納
瀬弘訳

医学書院 496.6||Ch 316000424

345 遺伝性難聴の診療の手引き 2016年版 日本聴覚医学会編 金原出版 496.6||Id||'16 316000420

346
内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術 : CT
読影と基本手技 : 3DCT画像データ
DVD-ROM付

中川隆之編 医学書院 496.7||Na 316000425

347
内視鏡下鼻内副鼻腔手術 : 副鼻腔疾
患から頭蓋底疾患まで : DVD付

森山寛, 春名眞一, 鴻信義
編

医学書院 496.7||Na 316000426

348
科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイド
ライン 2013年版

日本口腔腫瘍学会口腔癌
治療ガイドライン作成ワーキ
ンググループ日本口腔外科
学会口腔癌診療ガイドライン
策定委員会合同委員会編

金原出版 496.8||Ka||'13 316000427

349
迷ったときに見る口腔病変の診断ガイ
ド 増補改訂版

坂下英明, 草間薫監著
クインテッセンス出
版

496.8||Ma 316000727

350
こどもの口唇裂・口蓋裂の治療とケア :
患者説明にそのまま使える : 不安なパ
パ・ママにイラストでやさしく解説

大久保文雄編著 メディカ出版 496.8||Ok 316000550

351 頭頸部がん薬物療法ガイダンス 日本臨床腫瘍学会編 金原出版 496.8||To 316000421

352 8か国語基本歯科用語集 川口陽子 [ほか] 編 口腔保健協会 497.03||Ha 316000878

353 老年歯科医学用語辞典 第2版 日本老年歯科医学会編 医歯薬出版 497.033||Ro 316000493

354
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯
科医療の統計 2016年版

口腔保健協会
497.059||Sh||'
16

316000877

355
チェアーサイドの歯科英会話 : 外国人
患者が診療所を訪れたら

吉田教明 [ほか] 編集/鮎瀬
卓郎 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.07||Ch 316000479



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

356 歯の形態形成原論 ノート 小澤幸重著
わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.1||Ko 316000879

357 歯の形態形成原論 アトラス 小澤幸重著
わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.1||Ko 316000880

358 組織学・口腔組織学 第4版 磯川桂太郎 [ほか] 著
わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.11||So 316000497

359 口腔の発生と組織 改訂3版 田畑純編著 南山堂 497.12||Ko 316000495

360
スタディ歯科薬理学 : 模式図・表で理
解、問題で実践力アップ

山根明著 永末書店 497.15||Ya 316000830

361
スタディ歯科薬理学 : 模式図・表で理
解、問題で実践力アップ

山根明著 永末書店 497.15||Ya 316000831

362
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 316000631

363 顎・口腔のCT・MRI 酒井修, 金田隆編
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

497.2||Ga 316000792

364 顎・口腔のCT・MRI 酒井修, 金田隆編
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

497.2||Ga 316000793

365
Dental radiography : principles and
techniques 5th ed pbk.

Joen M. Iannucci, Laura
Jansen Howerton

Elsevier Saunders 497.2||Ia 316000904

366
一般開業医のための訪問歯科診療入
門 : まずは行ってみよう! (Welcome to
dental office)

高橋英登編著/岩部弘昌,
山口弘志, 遠山佳之著

医歯薬出版 497.2||Ip 316000485

367
歯科臨床医のためのイザという時、こ
の処方! 新装版

小林晋一郎, 塗々木和男共
著

クインテッセンス出
版

497.2||Ko 316000474

368 口腔内科学
山根源之, 草間幹夫, 久保
田英朗編集主幹/片倉朗,
北川善政, 里村一人編集委

永末書店 497.2||Ko 316000633

369
新楽しくわかるクリニカルエンドドントロ
ジー

小林千尋著 医歯薬出版 497.2||Ko 316000833

370 口腔内科学
山根源之, 草間幹夫, 久保
田英朗編集主幹/片倉朗,
北川善政, 里村一人編集委

永末書店 497.2||Ko 316000869

371
Cohen's pathways of the pulp 11th ed.
/ edited by Kenneth M. Hargreaves,
Louis H. Berman ; web editor, Ilan

Elsevier 497.2||Pa 316000846

372 歯科医薬品処方集 : ポケット版
全国私立歯科大学附属病
院薬剤部長会編

医歯薬出版 497.2||Sh 316000475

373 新臨床研修歯科医ハンドブック

廣藤卓雄, 粟野秀慈監修/
米田雅裕, 松浦尚志, 馬場
篤子, 西野宇信, 國領真也,
村岡宏祐編

医歯薬出版 497.2||Sh 316000649

374
疾患別歯科医療面接 : 服用薬剤とサ
ンプル症例から学ぶ : よくわかる!

長坂浩 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.2||Sh 316000729

375 成功に導くエンドの再治療 牛窪敏博著 医歯薬出版 497.2||Us 316000855

376 歯周病と全身の健康 日本歯周病学会編 医歯薬出版 497.26||Sh 316000500

377
糖尿病患者に対する歯周治療ガイドラ
イン 改訂第2版 2014

日本歯周病学会編 医歯薬出版 497.26||To 316000501

378
カラーアトラス顎関節外科の手術手技 :
パンピングから関節鏡、円板切除、全
置換術まで

村上賢一郎, 近藤壽郎, 瀬
上夏樹監著

クインテッセンス出
版

497.3||Ka 316000632



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

379

TMD・咬合のための重要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ン・ロイター社が選
出 : 講演や雑誌でよく見る、あの分類
および文献

山崎陽 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.3||Td 316000648

380
1からわかるコンポジットレジン修復 : レ
ジンが簡単にとれないためのテクニック

猪越重久著
クインテッセンス出
版

497.4||In 316000726

381
MTAの臨床 : よりよいエンドの治癒を
目指して

小林千尋著 医歯薬出版 497.4||Ko 316000478

382
インレー修復 : たしかな手技・臨床の
かんどころ

笹崎弘己著
クインテッセンス出
版

497.4||Sa 316000728

383
補綴装置および歯の延命のための
新治療指針 (歯界展望:別冊)

矢谷博文 [ほか] 編 医歯薬出版 497.5||Ho 316000579

384
McCracken's removable partial
prosthodontics 13th ed. / Alan B. Carr,
David T. Brown : hbk

Elsevier 497.56||Mc 316000796

385
超高齢者総義歯座右マニュアル : 写真
と図で使える : 超高齢社会・在宅にも
使える義歯を提供する2横指3秒ルー

皆木省吾著
学術研究出版/ブッ
クウェイ

497.56||Mi 316000481

386
要介護者の義歯治療の勘所 (かんどこ
ろ)

下山和弘著 医歯薬出版 497.56||Sh 316000676

387

Stewart's clinical removable partial
prosthodontics 4th ed / Rodney D.
Phoenix, David R. Cagna, Charles F.
DeFreest : hardcover

Quintessence Pub. 497.56||St 316000826

388
デンチャースペース義歯 : その理論と
製作法

田中五郎著
デンタルダイヤモン
ド社

497.56||Ta 316000644

389
1歯欠損から1歯残存までを補綴する
Best denture design (開業医のための
実践デンチャーシリーズ)

谷田部優著
デンタルダイヤモン
ド社

497.56||Ya 316000876

390
全部床義歯実況講義 : フルマウスリコ
ンストラクションの第一歩

水口俊介編著
デンタルダイヤモン
ド社

497.56||Ze 316000369

391
Minimal tooth movement : 一般臨床医
のためのMTM

月星光博, 月星千恵編著
クインテッセンス出
版

497.6||Mi 316000477

392
かみつく子にはわけがある (子育てと
健康シリーズ:31)

岩倉政城著 大月書店 497.7||Iw 316000677

393
かかりつけ歯科医のための小児歯科
マニュアル 第2版

緒方克也, 進士久明編集/
緒方克也 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Ka 316000854

394
Pediatric dentistry : infancy through
adolescence 5th ed : hbk.

Paul S. Casamassimo ... [et
al.]

Elsevier Saunders 497.7||Pe 316000905

395
Pediatric dentistry : infancy through
adolescence 5th ed : hbk.

Paul S. Casamassimo ... [et
al.]

Elsevier Saunders 497.7||Pe 316000906

396 寒天アルジネート連合印象を再考する
吉田惠一, 加藤均, 石上友
彦監修

口腔保健協会 497.8||Ka 316000361

397
歯科アレルギーNOW : 疾患の基礎と臨
床のエッセンシャル

海老原全 [ほか] 編集委員
デンタルダイヤモン
ド社

497.8||Sh 316000371

398
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と
歯科材料 第6版

中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・
執筆/石川邦夫 [ほか] 編
集・執筆/赤坂司 [ほか] 執

学建書院 497.8||Su 316000865

399
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と
歯科材料 第6版

中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・
執筆/石川邦夫 [ほか] 編
集・執筆/赤坂司 [ほか] 執

学建書院 497.8||Su 316000866

400
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と
歯科材料 第6版

中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・
執筆/石川邦夫 [ほか] 編
集・執筆/赤坂司 [ほか] 執

学建書院 497.8||Su 316000867



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

401
安心・安全な臨床に活かす!歯科衛生
士のための病気とくすりパーフェクトガ
イド

一戸達也 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.9||An 316000494

402 がんと歯科治療 (Dd隣接医学シリーズ) 臼渕公敏編・著
デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ga 316000370

403
健康寿命の延伸をめざした口腔機能
への気づきと支援 : ライフステージごと
の機能を守り育てる

向井美惠 [ほか] 編著/ライ
オン歯科衛生研究所編

医歯薬出版 497.9||Ke 316000499

404
新編5分でできる口腔ケア : 介護のた
めの普及型口腔ケアシステム

角保徳編著 医歯薬出版 497.9||Sh 316000487

405 歯科衛生士のための歯科臨床概論 松井恭平 [ほか] 編 医歯薬出版 497.9||Sh 316000491

406
歯科衛生士のための口腔機能管理マ
ニュアル 高齢者編

森戸光彦編集主幹/武井典
子 [ほか] 編集委員

医歯薬出版 497.9||Sh 316000492

407
基礎からわかる高齢者の口腔健康管
理

下山和弘著 医歯薬出版 497.9||Sh 316000498

408
新PMTC : 予防・メインテナンス・SPTの
ためのプロケアテクニック

内山茂, 波多野映子著 医歯薬出版 497.9||Uc 316000490

409
わかる・気づく・対応できる!診療室から
はじめる口腔機能へのアプローチ (デ
ンタルハイジーン:別冊)

菊谷武, 田村文誉, 水上美
樹編著

医歯薬出版 497.9||Wa 316000489

410
5つのテーマでわかる若手歯科医師の
ための高齢者歯科ハンドブック : 全身
疾患・義歯・口腔ケア・摂食嚥下・訪問

松尾浩一郎編著/岩佐康行
[ほか] 著

医歯薬出版 497||It 316000484

411 口腔科学 飯田順一郎 [ほか] 編 朝倉書店 497||Ko 316000852

412
歯科と認知症 : 歯科医師の認知症対
応力向上にむけて

道川誠 [ほか] 著 メディア 497||Sh 316000480

413 やさしい保健統計学 改訂第5版 縣俊彦著 南江堂 498.019||Ag 316000449

414 やさしい保健統計学 改訂第5版 縣俊彦著 南江堂 498.019||Ag 316000450

415
保健医療従事者のためのマルチレベ
ル分析活用ナビ

藤野善久, 近藤尚己, 竹内
文乃著

診断と治療社 498.019||Fu 316000451

416
保健医療従事者のためのマルチレベ
ル分析活用ナビ

藤野善久, 近藤尚己, 竹内
文乃著

診断と治療社 498.019||Fu 316000452

417
山間過疎地域における地域保健活動 :
東白川村と共にあゆむ保健師たち

宮田延子著 みらい 498.02153||Mi 316000910

418
公衆衛生看護学概論 第4版 ( 新保
健学講座:1)

金川克子編集 メヂカルフレンド社 498.08||Sa||1 316000767

419
公衆衛生看護支援技術 第4版 ( 新
保健学講座:2)

村嶋幸代編集 メヂカルフレンド社 498.08||Sa||2 316000768

420
ライフステージの特性と保健活動 第4
版 ( 新保健学講座:3. 公衆衛生看護
活動論:1)

金川克子編集 メヂカルフレンド社 498.08||Sa||3 316000769

421
心身の健康問題と保健活動 第4版 (
新保健学講座:4. 公衆衛生看護活動
論:2)

金川克子編集 メヂカルフレンド社 498.08||Sa||4 316000770

422
公衆衛生看護管理論 第4版 ( 新保
健学講座:5)

平野かよ子編集 メヂカルフレンド社 498.08||Sa||5 316000771

423
新・看護者のための精神保健福祉法
Q&A 平成27年版

日本精神科看護技術協会
編

中央法規出版 498.12||Sh||27 316000561



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

424
公衆栄養学 (なぜ?どうして? : 栄養士・
管理栄養士のための:5)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 498.14||Ei||5 316000454

425
保健師活動をつなぐ : 広島県開拓保健
婦の足跡

波川京子編集 クオリティア (発売) 498.14||Ho 316000572

426 保健師業務要覧 新版 第3版 井伊久美子 [ほか] 編集
日本看護協会出版
会

498.14||Ho 316000754

427
医療通訳と保健医療福祉 : すべての
人への安全と安心のために

李節子編著 杏林書院 498.14||Ir 316000377

428
医療通訳士という仕事 : ことばと文化
の壁をこえて (大阪大学新世紀レク
チャー)

中村安秀, 南谷かおり編 大阪大学出版会 498.14||Ir 316000380

429 駐在保健婦の時代 : 1942-1997 木村哲也著 医学書院 498.14||Ki 316000571

430
保健師 : 地域の健康をつむぐそのはた
らきと能力形成

高尾茂子著 ふくろう出版 498.14||Ta 316000635

431
歯科診療NGフレーズ集 : 患者さんのホ
ンネに学ぶ対応術97

患者対応研究会編著
クインテッセンス出
版

498.163||Sh 316000486

432
歯科医院での話し方80の法則 (歯科医
院経営実践マニュアル:[vol.39])

山岸弘子著
クインテッセンス出
版

498.163||Sh||3
9

316000488

433
「発酵菌」早わかりマニュアル : 体のな
かから元気になる

長谷川ろみ著 主婦と生活社 498.3||Ha 316000891

434
実践!フードディフェンス : 食品防御対
策ガイドライン準拠

今村知明編 講談社 498.54||Ji 316000393

435
大量調理施設衛生管理のポイント :
HACCPの考え方に基づく衛生管理手
法 5訂

中央法規出版 498.54||Ta 316000455

436
公衆栄養学 改訂第5版 (健康・栄養科
学シリーズ)

古野純典, 伊達ちぐさ, 吉池
信男編集

南江堂 498.55||Ei 316000453

437
栄養学の基本 : オールカラー (運動・
からだ図解)

渡邊昌監修 マイナビ出版 498.55||Ei 316000615

438
栄養学の基本 : オールカラー (運動・
からだ図解)

渡邊昌監修 マイナビ出版 498.55||Ei 316000616

439
栄養学の基本 : オールカラー (運動・
からだ図解)

渡邊昌監修 マイナビ出版 498.55||Ei 316000617

440
公衆栄養学概論 (栄養科学シリーズ
NEXT)

友竹浩之, 郡俊之編 講談社 498.55||Ei 316000818

441
公衆栄養学概論 (栄養科学シリーズ
NEXT)

友竹浩之, 郡俊之編 講談社 498.55||Ei 316000819

442
新・臨床栄養学 (栄養科学シリーズ
NEXT)

竹谷豊 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 316000820

443
生化学・基礎栄養学 (栄養科学ファウ
ンデーションシリーズ:4)

池田彩子, 石原健吾, 小田
裕昭編著/竹中康之, 西村
直道, 山中なつみ著

朝倉書店 498.55||Ei||4 316000811

444 人体の構造と機能 (管理栄養士講座) 岸恭一, 石村和敬編著 建帛社 498.55||Ka 316000437

445
人体栄養学の基礎 第2版 (管理栄養
士講座)

小林修平, 山本茂編著 建帛社 498.55||Ka 316000723

446 カレント公衆栄養学 第2版
由田克士, 押野榮司編著/
森惠子 [ほか] 共著

建帛社 498.55||Ka 316000724



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

447
健康管理する人が必ず知っておきたい
栄養学の○と× : 食品成分表七訂対
応

古畑公 [ほか] 著 誠文堂新光社 498.55||Ke 316000432

448
健康管理する人が必ず知っておきたい
栄養学の○と× : 食品成分表七訂対
応

古畑公 [ほか] 著 誠文堂新光社 498.55||Ke 316000433

449
健康管理する人が必ず知っておきたい
栄養学の○と× : 食品成分表七訂対
応

古畑公 [ほか] 著 誠文堂新光社 498.55||Ke 316000434

450 コンパクト公衆栄養学 第3版
梶本雅俊, 川野因, 石原淳
子編/石原淳子 [ほか] 著

朝倉書店 498.55||Ko 316000622

451
公衆栄養学実習 第3版 (エキスパート
管理栄養士養成シリーズ:20)

上田伸男編 化学同人 498.55||Ko 316000627

452
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国
民健康・栄養調査報告より 平成24年

健康・栄養情報研究会編 第一出版 498.55||Ko||24 316000741

453
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国
民健康・栄養調査報告より 平成24年

健康・栄養情報研究会編 第一出版 498.55||Ko||24 316000742

454
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国
民健康・栄養調査報告より 平成24年

健康・栄養情報研究会編 第一出版 498.55||Ko||24 316000743

455 ミネラルの科学と 新応用技術 糸川嘉則監修 シーエムシー出版 498.55||Mi 316000441

456
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試
験問題解説 2017

医療情報科学研究所編集 Medic Media
498.55||Qu||'1
7

316000429

457
健康栄養学 : 健康科学としての栄養生
理化学 第2版

小田裕昭, 加藤久典, 関泰
一郎編

共立出版 498.56||Ke 316000387

458
病態栄養認定管理栄養士のための病
態栄養ガイドブック : 認定 改訂第5版

日本病態栄養学会編集 南江堂 498.58||By 316000430

459
病態栄養認定管理栄養士のための病
態栄養ガイドブック : 認定 改訂第5版

日本病態栄養学会編集 南江堂 498.58||By 316000431

460

栄養療法のギモンQ&A100+9 : あなた
の? (ハテナ) にズバリお答えします! 臨
床応用編 (Nutrition care:2012年秋季
増刊, 2013年春季増刊)

本田佳子編 メディカ出版 498.58||Ei 316000461

461

栄養療法のギモンQ&A100+9 : あなた
の? (ハテナ) にズバリお答えします! 基
礎知識編 (Nutrition care:2012年秋季
増刊, 2013年春季増刊)

本田佳子編 メディカ出版 498.58||Ei 316000462

462
栄養管理をマスターする : 代謝の理解
はなぜ大事? (Bunkodo Essential &
Advanced Mook)

大村健二, BEAM (Bunkodo
Essential & Advanced Mook)
編集委員会編

文光堂 498.58||Ei 316000764

463

エキスパートが本気で教える重症患者
の栄養管理 : 知らないと痛い目をみ
る!?コツとピットフォール (急性・重症患
者ケア:Vol.2 No.2 (2013))

清水孝宏特集編集 総合医学社 498.58||Ek 316000460

464
実践リハビリテーション栄養 : 病院・施
設・在宅でのチーム医療のあり方

若林秀隆編著 医歯薬出版 498.58||Ji 316000473

465
リハビリテーションに役立つ栄養学の
基礎

栢下淳, 若林秀隆編著 医歯薬出版 498.58||Ri 316000457

466 静脈栄養 (栄養管理テクニック:1) 井上善文著 照林社 498.583||Ei||1 316000466

467
嚥下調整食学会分類2013に基づく市
販食品300

栢下淳, 藤島一郎編著/田
中陽子 [ほか] 著

医歯薬出版 498.583||En 316000504

468
一品料理500選 : 治療食への展開 第3
版

宗像伸子編著 医歯薬出版 498.583||Mu 316000456
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469 千葉大学病院の薬膳ごはん 並木隆雄, 岡部栄著 マイナビ 498.583||Na 316000824

470
給食のための基礎からの献立作成 :
大量調理の基本から評価まで

上地加容子, 片山直美編著
/石川英子 [ほか] 共著

建帛社 498.59||Ky 316000630

471
臨床疫学 : EBM実践のための必須知
識 第3版

ロバート H. フレッチャー,
スーザン W. フレッチャー, グ
ラント S. フレッチャー著/福

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6||Fl 316000653

472
必携検査室の感染管理 (月刊Medical
Technology:Vol. 43,No.  13(通巻555号)
臨時増刊)

医歯薬出版 498.6||Hi 316000585

473
感染宣告 : エイズウィルスに人生を変
えられた人々の物語 (講談社文庫:[い-
130-1])

石井光太 [著] 講談社 498.6||Is 316000803

474
疫学と人類学 : 医学的研究におけるパ
ラダイムシフト

ジェームズ A. トゥロースル
著/木原正博, 木原雅子訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6||Tr 316000785

475
ねころんで読めるCDCガイドライン (や
さしい感染対策入門書:[1])

矢野邦夫著 メディカ出版 498.6||Ya 316000600

476 衛生薬学 : 基礎・予防・臨床 今井浩孝, 小椋康光編集 南江堂 498||Ei 316000508

477 衛生薬学 : 基礎・予防・臨床 今井浩孝, 小椋康光編集 南江堂 498||Ei 316000509

478 衛生薬学 : 基礎・予防・臨床 今井浩孝, 小椋康光編集 南江堂 498||Ei 316000510

479
医療人類学のレッスン : 病いをめぐる
文化を探る

池田光穂, 奥野克巳共編 学陽書房 498||Ir 316000374

480
命の格差は止められるか : ハーバード
日本人教授の、世界が注目する授業
(小学館101新書:174)

イチロー・カワチ著 小学館 498||Ka 316000808

481 国際保健医療学 第3版 日本国際保健医療学会編 杏林書院 498||Ko 316000717

482
医療機能の分化・連携と地域包括ケア
システムの構築 : 特集 (図説国民衛生
の動向:2015/2016)

厚生労働統計協会編集 厚生労働統計協会
498||Ko||'15-
'16

316000875

483 公衆衛生マニュアル 34版 (2016年版)
柳川洋, 中村好一編集/柳
川洋 [ほか] 執筆

南山堂 498||Ko||'16 316000446

484
国民衛生の動向 2016/2017年 (厚生
の指標臨時増刊)

厚生統計協会編 厚生統計協会
498||Ko||'16-
'17

316000847

485
国家救援医 : 私は破綻国家の医師に
なった

國井修著
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

498||Ku 316000890

486 添付文書がちゃんと読める統計学 山村重雄, 竹平理恵子著 じほう 499.019||Ya 316000774

487
微生物学・感染症学 第2版 (ベーシック
薬学教科書シリーズ:15)

塩田澄子, 黒田照夫編 化学同人 499.07||Be||15 316000712

488
有機化学 第2版 (ベーシック薬学教科
書シリーズ:5)

夏苅英昭, 高橋秀依編 化学同人 499.07||Be||5 316000713

489

赤羽根先生に聞いてみよう薬局・薬剤
師のためのトラブル相談Q&A47 : あな
たを悩ますそのトラブル,法的にはこう
考えます!

赤羽根秀宜著 じほう 499.09||Ak 316000514

490
調剤業務の基本 : 技能 : 処方せん受
付から調剤,鑑査までの病院・薬局の実
務 (新ビジュアル薬剤師実務シリーズ:

下平秀夫, 青山隆夫編集 羊土社 499.09||Ty 316000507

491

薬剤師業務の基本 : 知識・態度 : 薬局
管理から服薬指導,リスクマネジメント,
在宅医療,後発医薬品,病棟業務まで
(新ビジュアル薬剤師実務シリーズ:上)

下平秀夫, 青山隆夫編集 羊土社 499.09||Ya 316000506
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492 50音順・商品名でひける治療薬事典
西崎統, 岡元和文, 伊東明
彦編

総合医学社 499.1||Go 316000518

493
医薬品のレギュラトリーサイエンス 改
訂2版

豊島聰, 黒川達夫編著 南山堂 499.1||Iy 316000589

494 医療薬日本医薬品集 2017 日本医薬情報センター編 薬業時報社 499.1||Ni||'17 316000650

495 基礎からわかる服薬指導 第2版
浜田康次, 吉江文彦, 山口
晴美著

ナツメ社 499.2||Ha 316000390

496
処方提案につなげる薬物療法ハンド
ブック

寺町ひとみ編集/江川孝 [ほ
か] 執筆

南江堂 499.2||Sy 316000513

497
Drug design : structure- and ligand-
based approaches : hardback

edited by Kenneth M. Merz,
Dagmar Ringe, Charles H.
Reynolds

Cambridge
University Press

499.3||Dr 316000886

498
ナノバイオ技術と 新創薬応用研究
(遺伝子医学MOOK:20)

橋田充, 佐治英郎編集 メディカルドゥ 499.3||Na 316000517

499
医薬品の合成戦略 : 医薬中間体から
原薬まで

有機合成化学協会編 化学同人 499.34||Iy 316000629

500
有効性・安全性確保のためのバイオ医
薬品の品質管理戦略 : クオリティ・バ
イ・デザインを取り入れた製造・品質管

川崎ナナ監著 じほう 499.5||Yu 316000777

501
実践製剤学 : そしてその基盤となる物
理薬剤学 第2版

飯村菜穂子, 萩原琢男編著
京都廣川書店,
2016.8

499.6||Ji 316000883

502
基礎から学ぶ製剤化のサイエンス 第3
版

高山幸三, 寺田勝英, 森部
久仁一編集

エルゼビア・ジャパ
ン

499.6||Ki 316000643

503
化学物質の分析 (スタンダード薬学シ
リーズII:2. 物理系薬学:2)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-2 316000748

504
化学物質の分析 (スタンダード薬学シ
リーズII:2. 物理系薬学:2)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-2 316000749

505
人体の成り立ちと生体機能の調節 (ス
タンダード薬学シリーズII:4. 生物系薬
学:2)

日本薬学会編集 東京化学同人 499||Su||4-2 316000750

506
人体の成り立ちと生体機能の調節 (ス
タンダード薬学シリーズII:4. 生物系薬
学:2)

日本薬学会編集 東京化学同人 499||Su||4-2 316000751

507
薬の作用と体の変化および薬理・病
態・薬物治療 1 (スタンダード薬学シ
リーズII:6. 医療薬学:1)

日本薬学会編 東京化学同人
499||Su||6-1-
1

316000752

508
薬の作用と体の変化および薬理・病
態・薬物治療 1 (スタンダード薬学シ
リーズII:6. 医療薬学:1)

日本薬学会編 東京化学同人
499||Su||6-1-
1

316000753

509 超撥水と超親水 : その仕組みと応用 辻井薫著
米田出版/産業図
書 (発売)

501.4||Ts 316000884

510
人工物工学入門 : 共創によるものづく
り

藤田豊久, 太田順編 東京大学出版会 501||Ji 316000395

511 もっと知りたいPM2.5の科学 畠山史郎, 野口恒著 日刊工業新聞社 519.3||Ha 316000695

512
PM2.5危機の本質と対応 : 日本の環境
技術が世界を救う (B&Tブックス)

石川憲二著 日刊工業新聞社 519.3||Is 316000694

513
PM2.5、危惧される健康への影響 : 中
国の汚染、肺がん、喘息、循環器障
害、脳・神経障害、生殖器等次世代へ

嵯峨井勝著 本の泉社 519.3||Sa 316000403

514 新環境百科
G.Tyler Miller, Scott
E.Spoolman [著]/松田裕之
[ほか] 監訳

丸善出版 519||Mi 316000626



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

515 マンガでやさしくわかる!電気のしくみ 絶牙作画 ナツメ社 540||Ze 316000661

516 わかりやすい電気回路 斎藤利通, 神野健哉共著 コロナ社 541.1||Sa 316000388

517 基礎から学ぶ電気回路計算 改訂2版 永田博義著 オーム社 541.2||Na 316000386

518
かんたんネットワーク入門 : オールカ
ラー図解 : イラストでわかるネットワー
クのしくみ 改訂3版

三輪賢一著 技術評論社 547.483||Mi 316000392

519
Webセキュリティ担当者のための脆弱
性診断スタートガイド : 上野宣が教える
情報漏えいを防ぐ技術

上野宣著 翔泳社 547.4833||Ue 316000398

520
ディジタル論理回路・機能入門 :
Verilog HDL SILOS[TM]によるシステ
ム・回路の検証

鈴木八十二著 日刊工業新聞社 549.3||Su 316000888

521
オペアンプからはじめる電子回路入門
第2版

別府俊幸, 福井康裕共著 森北出版 549.34||Be 316000394

522
オシロスコープ入門講座 : これから学
ぶ人のための基本理論から 新技術
まで

小澤智, 佐藤健治, 長濱龍
著

電波新聞社 549.53||Oz 316000887

523
マイクロバブル・ナノバブルの 新技術
普及版 (CMCテクニカルライブラ
リー:539. 新材料・新素材シリーズ)

柘植秀樹監修 シーエムシー出版 571||Ma 316000519

524
マイクロバブルの世界 : 水と気体の織
りなす力

上山智嗣, 宮本誠共著 森北出版 571||Ue 316000709

525
酒の科学 : 酵母の進化から二日酔い
まで

アダム・ロジャース著/夏野
徹也訳

白揚社 588.5||Ro 316000396

526
あなたの知らない乳酸菌力 (パワー) :
ヨーグルトで健康革命

後藤利夫著 小学館 588.51||Go 316000809

527
発酵の技法 : 世界の発酵食品と発酵
文化の探求 (Make: Japan books)

サンダー・エリックス・キャッ
ツ著/水原文訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

588.51||Ka 316000636

528
和食とうま味のミステリー : 国産麹菌オ
リゼがつむぐ千年の物語 (河出ブック
ス:090)

北本勝ひこ著 河出書房新社 588.51||Ki 316000623

529 HACCP導入の手引き 日本食品衛生協会 588||Ha 316000781

530
野菜のだしで作る12ケ月レシピ : 野菜
をあますことなく使った、おいしい野菜
料理 (旭屋出版MOOK)

樋口正樹著 旭屋出版 596.3||Hi 316000862

531
食べて、育てるしあわせ野菜レシピ :
皮から、茎から、根から、捨てずに再生
栽培!

大橋明子著
集英社インターナ
ショナル/集英社
(発売)

596.37||Oh 316000739

532
きほんの献立練習帳 : 1日にとりたい
食品と量がわかる

松本仲子監修 朝日新聞出版 596||Ki 316000400

533
人気レストランが探究するスチコンで作
る魅力料理

旭屋出版編集部編 旭屋出版 596||Ni 316000863

534
食糧と人類 : 飢餓を克服した大増産の
文明史

ルース・ドフリース著/小川
敏子訳

日本経済新聞出版
社

611.3||De 316000696

535 微生物ハンター、深海を行く 高井研著 イースト・プレス 663.65||Ta 316000730

536
アスリートのためのスポーツ栄養学 :

新版 : 栄養の基本と食事計画
(Gakken sports books)

柳沢香絵監修
学研パブリッシング
/学研マーケティン
グ (発売)

780.19||As 316000668

537
アスリートのためのスポーツ栄養学 :

新版 : 栄養の基本と食事計画
(Gakken sports books)

柳沢香絵監修
学研パブリッシング
/学研マーケティン
グ (発売)

780.19||As 316000669



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

538
Exercise physiology : nutrition, energy,
and human performance 8th ed

William D. McArdle, Frank I.
Katch, Victor L. Katch

Wolters Kluwer
Health

780.193||Mc 316000909

539
希望をくれた人 : パラアスリートの背中
を押したプロフェッショナル

宮崎恵理著 協同医書出版社 780.4||Mi 316000372

540 字通 普及版 白川静著 平凡社 813.2||Ji 316000699

541 TOEICテストリーディングプラチナ講義
ジャパンタイムズ, ロゴポート
編

ジャパンタイムズ 830.79||To 316000376

542
はじめての英語論文引ける・使えるパ
ターン表現&文例集 増補改訂版

和田朋子著 すばる舎 836.5||Wa 316000740

543
ジェノサイド 上 (角川文庫:18306-
18307)

高野和明 [著] KADOKAWA 913.6||Ta||1 316000401

544
ジェノサイド 下 (角川文庫:18306-
18307)

高野和明 [著] KADOKAWA 913.6||Ta||2 316000402


