
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
BOLD (ボールド) 突き抜ける力 : 超ド
級の成長と富を手に入れ、世界を変え
る方法

ピーター・H.ディアマンディス,
スティーヴン・コトラー著/土
方奈美訳

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

335||Di 316001441

2 医療福祉総合ガイドブック 2016年度版
日本医療ソーシャルワーク
研究会編集

医学書院 369.9||Ir||'16 316001335

3
学校における養護活動の展開 : 養護
教諭養成講座 改訂3版

津島ひろ江編集代表/荒木
田美香子, 池添志乃, 岡本
啓子編著

ふくろう出版 374.9||Ga 316001339

4 発達障害事典 日本LD学会編 丸善出版 378.036||Ha 316001316

5
冠詞用法 (科学論文の英語用法百科:
第2編. English composition for
scholarly works)

グレン・パケット著
京都大学学術出版
会

407||Pa 316001314

6
医師・看護師のための統計学ポイント&
アドバイス77

嵜山陽二郎著 東京図書 490.19||Sa 316001324

7
短期集中!オオサンショウウオ先生の医
療統計セミナー論文読解レベルアップ
30

田中司朗, 田中佐智子著 羊土社 490.19||Ta 316001325

8
描かれた病 : 疾病および芸術としての
医学挿画

リチャード・バーネット著/中
里京子訳

河出書房新社 490.2||Ba 316001318

9 NIH臨床研究の基本と実際 原書3版
John I. Gallin, Frederick P.
Ognibene編

丸善出版 490.7||Ni 316001317

10
新生理学 第6版 : フルカラー新装版 (Q
シリーズ)

竹内昭博著 日本医事新報社 491.3||Ta 316001304

11
診断推論のバックステージ : ワンランク
アップのための診断推論教育11の要
点

ロバート L.トローブリッジ,Jr.
編 : ジョセフ J.レンシック編 :
スティーブン J.ダーニング編
: 志水太郎訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.1||Sh 316001309

12 臨床脳波学 第6版 大熊輝雄 [ほか] 著 医学書院 492.16||Ri 316001329

13
メディカルサイエンス微生物検査学 第
2版

太田敏子 [ほか] 編集 近代出版 492.18||Me 316001327

14
AMLS日本語版 : 観察に基づいたアプ
ローチ

Advanced Medical Life
Support Committee of The
National Association of
Emergency Medical
Technicians [編]/坂本哲也,
谷川攻一監訳

へるす出版 492.29||Am 316001326

15 看護白書 平成28年版 日本看護協会編
日本看護協会出版
会

492.903||Ka||2
8

316001330

16
看護技術講義・演習ノート : 授業で使
える 自己学習にも役立つ 新訂版 第2
版 上巻

山口瑞穂子編著 サイオ出版 492.911||Ka||1 316001423

17
看護技術講義・演習ノート : 授業で使
える 自己学習にも役立つ 新訂版 第2
版 下巻

山口瑞穂子編著 サイオ出版 492.911||Ka||2 316001425

18
生活機能からみた老年看護過程+病
態・生活機能関連図 第3版

山田律子 [ほか] 編集 医学書院 492.929||Se 316001319

19 心室頻拍のすべて
野上昭彦, 小林義典, 里見
和浩編集

南江堂 493.23||Sh 316001331

20
炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン
2016

日本消化器病学会編集 南江堂
493.46||En||'1
6

316001320

21
大腸がん診療における遺伝子関連検
査のガイダンス 第3版

日本臨床腫瘍学会編 金原出版 493.465||Da 316001313



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
大腸癌治療ガイドライン : 医師用 2016
年版

大腸癌研究会編 金原出版
493.465||Da||'
16

316001311

23
遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2016年
版

大腸癌研究会編 金原出版
493.465||Id||'1
6

316001312

24 肝臓専門医テキスト 改訂第2版 日本肝臓学会編 南江堂 493.47||Ka 316001306

25 膵癌診療ガイドライン 2016年版
日本膵臓学会膵癌診療ガイ
ドライン改訂委員会編

金原出版
493.475||Su||'
16

316001322

26
内分泌代謝専門医ガイドブック 改訂第
4版 (診断と治療社 内分泌シリーズ)

成瀬光栄, 平田結喜緒, 島
津章編集/田辺晶代 [ほか]
編集協力

診断と治療社 493.49||Sh 316001302

27
精神科研修ノート 改訂第2版 (研修
ノートシリーズ)

笠井清登 [ほか] 編 診断と治療社 493.7||Se 316001300

28 がん診療レジデントマニュアル 第7版
国立がん研究センター内科
レジデント編

医学書院 494.5||Ga 316001323

29 肝胆膵高難度外科手術
日本肝胆膵外科学会高度
技能医制度委員会編集/山
本雅一 [ほか] 責任編集

医学書院 494.657||Ka 316001307

30
股関節, 足関節・足部 (OS NEXUS:8.
スポーツ復帰のための手術)

中村茂担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||8 316001328

31
腎機能に応じた投与戦略 : 重篤な副作
用の防ぎかた

中山裕史[ほか]編集 医学書院 494.93||Ji 316001308

32
卵巣・卵管腫瘍病理アトラス 改訂・改
題第2版

森谷卓也, 手島伸一編 文光堂 495.43||Ra 316001310

33
ANCA関連血管炎性中耳炎(OMAAV)
診療の手引き 2016年版

日本耳科学会編 金原出版 496.6||An||'16 316001321

34 口腔生化学サイドリーダー 第6版 金森孝雄著 学建書院 497.14||Ka 316001431

35
スタンダード生化学・口腔生化学 第3
版

池尾隆 [ほか] 編集・執筆/
大塚吉兵衛 [ほか] 執筆

学建書院 497.14||Su 316001427

36
口腔顔面痛の診断と治療ガイドブック
第2版

日本口腔顔面痛学会編 医歯薬出版 497.3||Ko 316001439

37
口腔衛生学 : 口腔保健統計を含む 第
3版 (歯科衛生士テキスト)

荒川浩久 [ほか] 編 学建書院 497.9||Ko 316001429

38 口腔衛生学 2016
松久保隆, 八重垣健, 前野
正夫監修・執筆/杉原直樹
[ほか] 執筆

一世出版 497.9||Ko||'16 316001421

39
日本におけるフッ化物製剤 : フッ化物
応用の過去・現在・未来 第10版

日本むし歯予防フッ化物協
会編

口腔保健協会 497.9||Ni 316001298

40 スタンダード社会歯科学 第6版
石井拓男 [ほか] 編集/石井
拓男 [ほか] 執筆

学建書院 497||Su 316001447

41 事例別医事法Q&A 第6版 高田利廣, 小海正勝著 日本医事新報社 498.12||Ta 316001315

42
Plan-do-check-actにそった給食運営・
経営管理実習のてびき 第5版

西川貴子 [ほか] 著 医歯薬出版 498.59||Pl 316001433

43
歯科医師のための産業保健入門 第7
版

日本歯科医師会監修 口腔保健協会 498.8||Sh 316001296

44 一食献立による調理実習25 第2版 永嶋久美子, 福永淑子著 医歯薬出版 596||Na 316001435



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
低所得者に対する支援と生活保護制
度 第4版 (新・社会福祉士養成講
座:16)

社会福祉士養成講座編集
委員会編集

中央法規出版 596||Na 316001437


