
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 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子著 朝日出版社 210.6||Ka 316001000

2
戦争まで : 歴史を決めた交渉と日本の
失敗

加藤陽子著 朝日出版社 210.7||Ka 316000999

3
「リベラル」がうさんくさいのには理由が
ある

橘玲著 集英社 304||Ta 316000946

4
君たちが知っておくべきこと : 未来のエ
リートとの対話

佐藤優著 新潮社 361.8||Sa 316001001

5 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 316000944

6 車椅子インストラクターという仕事 岡野善記, 蜂須賀裕子著 はる書房 369.18||Ok 316000918

7
天才の栄光と挫折 : 数学者列伝 (新潮
選書)

藤原正彦著 新潮社 410.28||Fu 316001023

8
100年の難問はなぜ解けたのか : 天才
数学者の光と影 (NHKスペシャル)

春日真人著 日本放送出版協会 415.7||Ka 316001024

9
マルチレベルモデル入門 : 実習:継時
データ分析

安藤正人著 ナカニシヤ出版 417||An 316001037

10
Quantitative chemical analysis 9th ed :
hbk

Daniel C. Harris, Charles A.
Lucy

W.H. Freeman 433||Qu 316001038

11
Modern enolate chemistry : from
preparation to applications in
asymmetric synthesis hbk.

Manfred Braun Wiley-VCH 437.01||Br 316000935

12
Cross conjugation : modern
dendralene, radialene and fulvene
chemistry : hbk.

edited by Henning Hopf,
Michael S. Sherburn

Wiley-VCH 437.2||Cr 316000934

13
Aspartic acid proteases as therapeutic
targets (Methods and principles in
medicinal chemistry:v. 45)

edited by Arun K. Ghosh Wiley-VCH 464.5||As 316000939

14 Biochemistry 4th ed
Christopher K. Mathews ...
[et al.]

Pearson 464||Ma 316000940

15
ISCN 2016 : an international system
for human cytogenomic nomenclature
(2016)

editors, Jean McGowan-
Jordan, Annet Simons,
Michael Schmid

Karger 467.3||Mc 316000954

16
縮む世界でどう生き延びるか? (メディ
アファクトリー新書:070)

長谷川英祐著 メディアファクトリー 481.71||Ha 316001025

17 人体生理学ノート 改訂7版 松村幹郎, 岡田隆夫著 金芳堂 491.3||Ma 316001030

18 のほほん解剖生理学 玉先生著 永岡書店 491.3||Ta 316001013

19
The blood group antigen factsbook 3rd
ed

Marion E. Reid, Christine
Lomas-Francis, Martin L.
Olsson

Academic Press,
imprint of Elsevier

491.321||Re 316000937

20
The blood group antigen factsbook 3rd
ed

Marion E. Reid, Christine
Lomas-Francis, Martin L.
Olsson

Academic Press,
imprint of Elsevier

491.321||Re 316000938

21
摂食・嚥下と誤嚥のメカニズム : CGと
機能模型でわかる!

里田隆博, 戸原玄監修 医歯薬出版 491.343||Se 316000945

22

Physiology of behavior Twelfth edition
/ Neil R. Carlson, University of
Massachusetts, Amherst, Melissa A.
Birkett, Northern Arizona University

Pearson 491.37||Ne 316001033



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
脳はいかに治癒をもたらすか : 神経可
塑性研究の最前線

ノーマン・ドイジ著/高橋洋訳 紀伊國屋書店 491.371||Do 316001009

24
病理学/病理検査学 (最新臨床検査学
講座)

松原修 [ほか] 著 医歯薬出版 491.6||By 316000942

25 今日の臨床検査 第14版 2015-2016 矢冨裕 [ほか] 編集 南江堂
492.1||Ko||'15
-'16

316000924

26
臨床検査ガイド : これだけは必要な検
査のすすめかた・データのよみかた
2015

和田攻 [ほか] 編 文光堂 492.1||Ri||'15 316000925

27 臨床検査データブック 2015-2016 黒川清 [ほか] 編集 医学書院
492.1||Ri||'15-
'16

316000923

28
読んで上達!病気がわかる検査値ガイ
ド 改訂第3版

斉藤嘉禎著 金原出版 492.1||Sa 316000926

29 見逃してはいけない血算
岡田定著 : 日経メディカル
編集

日経BP社 492.17||Ok 316000922

30 医用画像ハンドブック
石田隆行, 桂川茂彦, 藤田
広志監修

オーム社 492.8||Iy 316000996

31
医用電子工学 改訂 (臨床工学シリー
ズ:9)

松尾正之[ほか]共著 コロナ社 492.8||Ri||9 316000950

32
国際看護 : 言葉・文化を超えた看護の
本質を体現する (Basic & Practice看護
学テキスト統合と実践)

一戸真子編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9||Ko 316001011

33
はじめて学ぶケーススタディ : 書き方
のキホンから発表のコツまで

國澤尚子編著 総合医学社 492.907||Ha 316001027

34
入門臨床事例で学ぶ看護の研究 : 目
的・方法・応用から評価まで

ジャキィ・ヒューウィット=テイ
ラー著 : 遠藤公久訳 : 小川
里美訳 : 佐藤珠美訳 : 清水
まき訳 : 鈴木清史訳 : 徳永
哲訳 : 新沼剛訳 : 橋本真貴
子訳 : 堀井聡子訳 : 本田多
美枝訳 : 増田公香訳

福村出版 492.907||Ja 316000964

35
アクティブラーニングをこえた看護教育
を実現する : 与えられた学びから意志
ある学びへ

鈴木敏恵著 医学書院 492.907||Su 316000960

36
まるごとやりなおしのバイタルサイン :
アセスメント力がつく!正常・異常がわか
る!

桑原美弥子編著 : 山内豊明
医学監修

メディカ出版 492.91||Ma 316000955

37
ナースのためのやさしくわかる基礎看
護技術 : マンガと写真でわかる

石田弘子編著 ナツメ社 492.911||Is 316000981

38
輸液・輸血指示の根拠とコール対応の
見きわめ方 : 基礎からわかる!ケアに活
かせる!

石松伸一監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.911||Yu 316001034

39
ゼロからわかる疾患別検査値読みこな
し

栗原毅監修 成美堂出版 492.911||Ze 316001014

40
日常生活行動からみるヘルスアセスメ
ント : 看護形態機能学の枠組みを用い
て

大久保暢子編
日本看護協会出版
会

492.913||Ni 316000969

41
写真でわかる看護のためのフィジカル
アセスメントアドバンス : 生活者の視点
から学ぶ身体診察法 (DVD BOOK)

守田美奈子監修/鈴木憲史
医学指導

インターメディカ 492.913||Sh 316001008

42
症状別観察ポイントとケア : チャートで
わかる! (プチナースBooks)

小田正枝, 山口哲朗編集 照林社 492.913||Sh 316001031

43
ICU・救急ナース松田塾呼吸と循環に
強くなる!

松田直之著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.916||Ma 316001035

44

地域包括ケア時代の看看連携実践事
例集 : 多施設・多職種との連携をつく
る! (Nursing business:2016年夏季増刊
(通巻134号). ナーシングビジネス)

ナーシングビジネス編集室
編

メディカ出版 492.9175||Ti 316001007



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
死を見据えた日常生活のケア (高齢者
のエンドオブライフ・ケア実践ガイドブッ
ク:1)

桑田美代子, 湯浅美千代編
集

中央法規出版 492.929||Ko||1 316000958

46
死を見据えたケア管理技術 (高齢者の
エンドオブライフ・ケア実践ガイドブッ
ク:2)

桑田美代子, 湯浅美千代編
集

中央法規出版 492.929||Ko||2 316000959

47
看護マネジメントリフレクション+概念化
スキル : プロセスレコードでもっと実践 :
ステップアップ!

河野秀一編著 メディカ出版 492.983||Ka 316000956

48
写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪
問看護の世界を写真と動画で学ぶ!
(DVD BOOK)

押川真喜子監修 インターメディカ 492.993||Sh 316001028

49
よくわかる在宅看護 : 知識が身につく!
実践できる! 改訂第2版

角田直枝編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.993||Yo 316001032

50
むかしの頭で診ていませんか?循環器
診療をスッキリまとめました

村川裕二編集 南江堂 493.2||Mu 316000966

51
EBMに基づく脳神経疾患の基本治療
指針 : evidence based medecine 改訂
第4版

田村晃 [ほか] 編集 メジカルビュー社 493.73||Eb 316000997

52 極論で語る感染症内科
岩田健太郎著/香坂俊編集
協力

丸善出版 493.8||Iw 316000983

53
Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 循
環・呼吸編

田中竜馬著 羊土社 493||Ta 316000984

54 やさしくわかる!麻酔科研修 讃岐美智義著
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

494.24||Sa 316001012

55 脊椎脊髄外科テキスト 高橋和久編集 南江堂 494.66||Se 316000967

56
カーボン・アスリート : 美しい義足に描く
夢

山中俊治著 白水社 494.72||Ya 316000927

57 車いす・シーティングの理論と実践
日本車椅子シーティング協
会編集

はる書房 494.78||Ku 316000947

58
クロストークから読み解く周産期メンタ
ルヘルス

岡野禎治 [ほか] 編集 南山堂 495.5||Ku 316000970

59 実践マタニティ診断 第4版
日本助産診断・実践研究会
編集/青木康子 [ほか] 執筆

医学書院 495.9||Ji 316000961

60
助産学実習プレブック : 助産過程の思
考プロセス

町浦美智子編著 医歯薬出版 495.9||Jo 316000975

61 マタニティ診断ガイドブック 第5版
日本助産診断・実践研究会
編/青木康子 [ほか] 執筆

医学書院 495.9||Ma 316000962

62

写真でわかる助産技術アドバンス : 妊
産婦の主体性を大切にしたケア、安全
で母子に優しい助産のわざ (DVD
BOOK)

平沢美惠子, 村上睦子監修 インターメディカ 495.9||Sh 316001029

63
産婦人科へつなぐ日常診療での女性
のミカタ

木村正編集
メディカルレビュー
社

495||Sa 316000965

64 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 316000998

65 日本歯科用医薬品集 新版 日本歯科薬物療法学会編 永末書店 497.15||Ni 316000952

66
有病者はこう診る : 歯科チェアサイドマ
ニュアル : 全身疾患のある患者が来院
したら

和田健監著 医歯薬出版 497.2||Wa 316000971

67
かとうひさこのパーフェクトスケーリング
テクニック

加藤久子著 医歯薬出版 497.26||Ka 316000972



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

68
日本人はこうして歯を失っていく : 専門
医が教える歯周病の怖さと正しい治し
方

日本歯周病学会, 日本臨床
歯周病学会著

朝日新聞出版 497.26||Ni 316000948

69
ペリオドンタルフラップマネージメント
(DVDジャーナル. 歯周外科手術マス
ターシリーズ:v. 1)

佐藤秀一構成
クインテッセンス出
版

497.26||Sh||1 316000928

70
Prosthodontic treatment for
edentulous patients : complete
dentures and implant-supported

editors, George A. Zarb ...
[et al.]/associate editors,
Aaron H. Fenton ... [et al.]

Mosby 497.56||Pr 316000932

71
歯科インプラント治療ガイドブック : 歯
学生・卒直後研修医・若い歯科医師の
ために 改訂新版

永原國央編
クインテッセンス出
版

497.56||Sh 316000953

72 Dentistry at a glance pbk. edited by Elizabeth Kay
John Wiley & Sons
Inc.

497||De 316000931

73
医療・介護・福祉 (統計図表レファレン
ス事典)

日外アソシエーツ株式会社
編集

日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

498.031||Ir 316000943

74
食品の成分と機能を学ぶ (栄養科学イ
ラストレイテッド. 食品学 : 食べ物と健
康:1)

水品善之, 菊崎泰枝, 小西
洋太郎編

羊土社 498.51||Sh 316000985

75
食品の分類と特性、加工を学ぶ (栄養
科学イラストレイテッド. 食品学 : 食べ
物と健康:2)

栢野新市, 水品善之, 小西
洋太郎編

羊土社 498.51||Sh 316000986

76 新食品理化学実験書
高野克己, 渡部俊弘編著/
内野昌孝 [ほか] 共著

三共出版 498.53||Sh 316000978

77
食品安全のための微量化学物質分析
ガイド

佐々木正興著 幸書房 498.54||Sh 316001036

78
食品衛生学 第4版 (栄養科学シリーズ
NEXT. 食べ物と健康,食品と衛生)

植木幸英, 野村秀一編 講談社 498.55||Ei 316001010

79
Advanced nutrition and human
metabolism 6th ed. : hbk

Sareen S. Gropper, Jack L.
Smith

Wadsworth/Cengag
e Learning

498.55||Gr 316000930

80
Present knowledge in nutrition 10th ed.
: pbk.

edited by John W. Erdman
Jr., Ian MacDonald, Steve H.
Zeisel

International Life
Sciences
Institute/Wiley-
Blackwell

498.55||Pr 316000929

81 エッセンシャル臨床栄養学 第8版
佐藤和人, 本間健, 小松龍
史編

医歯薬出版 498.58||Es 316000957

82
Krause's food & the nutrition care
process 14th ed : hardcover

L. Kathleen Mahan, Janice
L. Raymond

Elsevier 498.58||Kr 316000941

83
症例から学ぶ臨床栄養教育テキスト
第3版

本田佳子, 松崎政三編集 医歯薬出版 498.583||Sh 316000974

84 看護学生のための疫学・保健統計
車谷典男, 松本泉美編著/
伊木雅之 [ほか] 共著

建帛社 498.6||Ka 316000976

85
公衆衛生 第7版 (よくわかる専門基礎
講座)

松木秀明編 金原出版 498||Ko 316000973

86
21世紀の予防医学・公衆衛生 : 社会・
環境と健康 第3版

町田和彦, 岩井秀明, 木村
直人編著

杏林書院 498||Ni 316000963

87
社会を変える健康のサイエンス : 健康
総合科学への21の扉

東京大学医学部健康総合
科学科編

東京大学出版会 498||Sh 316000980

88 シンプル衛生公衆衛生学 2016 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'16 316000968

89 ファルマゲドン : 背信の医薬
デイヴィッド・ヒーリー [著]/
中里京子訳

みすず書房 499.09||He 316000982

90
Drugs : from discovery to approval 3rd
ed : cloth

Rick Ng Wiley Blackwell 499.3||Ng 316000933



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

91
生体防御と微生物 (スタンダード薬学
シリーズII:4. 生物系薬学:3)

日本薬学会編集 東京化学同人 499||Su||4-3 316000979

92 人と「機械」をつなぐデザイン 佐倉統編 東京大学出版会 501.8||Hi 316000987

93
Aerosol measurement : principles,
techniques, and applications 3rd ed

edited by Pramod Kulkarni,
Paul A. Baron, Klaus Willeke

Wiley 519.3||Ae 316000936

94 宇宙ステーション入門 第2版補訂版 狼嘉彰 [ほか] 著 東京大学出版会 538.95||Ut 316000988

95
「Maxima」と「Scilab」で学ぶ古典制御
改訂版 (I/O books)

川谷亮治著/I/O編集部編 工学社 548.31||Ka 316000949

96 制御基礎理論 : 古典から現代まで 中野道雄, 美多勉共著 コロナ社 548.31||Na 316000951

97
デザインの伝え方 : 組織の合意を得る
コミュニケーション術

Tom Greever著/坂田一倫
監訳/武舎広幸, 武舎るみ訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

727||Gr 316000977

98
スポーツ外傷・障害ハンドブック : 発生
要因と予防戦略

Roald Bahr, Lars
Engebretsen [原著編集]

医学書院 780.19||Su 316000917

99 スポーツ診療ビジュアルブック マーク D.ミラー [ほか] 編
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

780.19||Su 316000919

100
心臓 : 患者と医師、そして医療の進歩
の35年にわたる物語

ディック・チェイニー, ジョナ
サン・ライナー, リズ・チェイ
ニー [著]/小林政子訳

国書刊行会 936||Ch 316000921


