
ブックハンティング購入リスト （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
医療に役立つ遺伝子関連Web情報検
索 : 手とり足とり教えますガイド

中山智祥著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467.07||Na 317000396

2
原理からよくわかるリアルタイムPCR完
全実験ガイド 改訂新版 (実験医学:別
冊. 最強のステップUPシリーズ)

北條浩彦編集 羊土社 467.21||Ge 317000406

3
『トシ、聴くだけであなたの医療英単語
が100倍になるCDブックよ。』/ 田淵ア
ントニオ著

SCICUS 490.7||Ta 317000389

4 カラー図解東洋医学基本としくみ 仙頭正四郎監修 西東社 490.9||Ka 317000392

5 摂食嚥下ビジュアルリハビリテーション 稲川利光編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491.343||Se 317000369

6
嚥下障害エクササイズ&ストレッチマス
ターBOOK : 写真でわかる!1冊で習得
する! 初版

鈴木重行編・著・監修 gene 491.344||Su 317000370

7 骨の健康と栄養科学大事典
M.F.ホリック, B.ドーソン-
ヒューズ編著

西村書店 491.366||Ho 317000394

8 臨床英文の正しい書き方 改訂4版 羽白清著 金芳堂 492.07||Ha 317000390

9
離島発とって隠岐の外来超音波診療 :
動画でわかる運動器エコー入門 : 肩こ
り・腰痛・五十肩・膝痛のみかた

白石吉彦著 中山書店 492.1||Sh 317000375

10
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 :
人工呼吸器設定の根拠を病態から理
解し、ケーススタディで実践力をアップ!

田中竜馬著 羊土社 492.28||Ta 317000405

11 救急外来 : ただいま診断中! 坂本壮著 中外医学社 492.29||Sa 317000401

12
運動器・整形外科 第1版 (病気がみえ
る:v. 11)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||11 317000395

13 血液 第2版 (病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||5 317000408

14
カンペキ・カンファ : 実患者の正確な情
報と綿密な分析こそ症例検討の心髄!

栗本秀彦著 新興医学出版社 492||Ku 317000398

15
亀田流驚くほどよくわかる呼吸器診療
マニュアル

青島正大編 羊土社 493.3||Ka 317000404

16
肺癌化学療法 (オンコロジークリニカル
ガイド)

弦間昭彦, 里内美弥子編 南山堂 493.385||Ha 317000403

17
骨・軟部腫瘍 : 臨床・画像・病理 改訂
第2版

大塚隆信, 福田国彦, 小田
義直編

診断と治療社 493.6||Ko 317000378

18 小児四肢骨折治療の実際 改訂第2版 井上博著 金原出版 493.94||In 317000374

19 内科臨床シナリオクイズ
Conrad Fischer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)

493||Fi 317000397

20
Dr.竜馬のやさしくわかる集中治療 内
分泌・消化器編

田中竜馬著 羊土社 493||Ta 317000399

21
うまくいく!超音波でさがす末梢神経 :
100%効く四肢伝達麻酔のために

仲西康顕著 メジカルビュー社 494.24||Na 317000372

22 TNM悪性腫瘍分類カラーアトラス
Philip Rubin, John T.Hansen
[著]; 岸本誠司 [ほか編担
当]

丸善出版 494.5||Tn 317000366

23 カラーアトラス手・肘の外科 三浪明男編著 中外医学社 494.67||Ka 317000377



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

24
膝・下腿の骨折・外傷の手術 (OS
NEXUS:1)

宗田大担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||1 317000380

25 匠のワザ (OS NEXUS:10. 脊椎固定術) 西良浩一担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||10 317000388

26
頚椎・腰椎の後方除圧術 (OS
NEXUS:2)

西良浩一担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||2 317000381

27
手・手関節の骨折・外傷の手術 (OS
NEXUS:3)

岩崎倫政担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||3 317000382

28
股関節周囲の骨折・外傷の手術 (OS
NEXUS:4)

中村茂担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||4 317000383

29
膝 (OS NEXUS:5. スポーツ復帰のため
の手術)

宗田大担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||5 317000384

30
これが基本テクニック (OS NEXUS:6.
脊椎固定術)

西良浩一担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||6 317000385

31
肩・肘の骨折・外傷の手術 (OS
NEXUS:7)

岩崎倫政担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||7 317000386

32
膝関節の再建法 : 最適な選択のため
に (OS NEXUS:9)

宗田大担当編集委員 メジカルビュー社 494.7||Os||9 317000387

33 骨折 : 髄内固定治療マイスター 澤口毅編 メジカルビュー社 494.74||Ko 317000373

34
The elbow 3rd ed (Master techniques
in orthopaedic surgery)

editor, Bernard F. Morrey Wolters Kluwer 494.77||El 317000379

35
手・肘関節鏡下手術 (スキル関節鏡下
手術アトラス)

別府諸兄編集 文光堂 494.77||Te 317000376

36 女性の救急外来ただいま診断中!
井上真智子編集/柴田綾子,
水谷佳敬著

中外医学社 495.2||Jo 317000400

37
臨床家のための口腔疾患カラーアトラ
ス

神部芳則, 大橋一之編著 医歯薬出版 496.8||Ri 317000368

38
口腔外科アトラス 第6版 (歯科国試key
words)

浅田洸一, 佐藤徹著/DES歯
学教育スクール編集

医学評論社 497.079||Sh 317000356

39
歯科医師国家試験問題解説書 : [セッ
ト] : 第110回

歯科医師国家試験解説書
編集委員会編

DES歯学教育ス
クール/医学評論
社(発売)

497.079||Sh||1
10

317000346

40
歯科医師国試解説 第110回
(Complete+ : 歯科医師国家試験対
策:EX)

日本医歯薬研修協会編
滋慶出版 : 土屋書
店

497.079||Sh||1
10

317000349

41 歯科医師国家試験問題解説 第110回 麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||1
10

317000357

42
公衆衛生,社会歯科 [2017年版] (歯科
国試key words topics:2015年版-2017
年版)

岸光男著/DES歯学教育ス
クール編

医学評論社
497.079||Sh||'
17

317000355

43
必修 2018 (歯科医師国家試験参考書
: New text:0)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-0

317000359

44
基礎/正常 異常 微生物学 薬理学 歯
科理工学 診療総論 2018 (歯科医師国
家試験参考書 : New text:1)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-1

317000360

45
衛生 2018 (歯科医師国家試験参考書
: New text:2)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-2

317000361

46
保存/保存修復学 歯内療法学 歯周病
学 2018 (歯科医師国家試験参考書 :
New text:3)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-3

317000362



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

47
加齢・補綴/補綴総論 加齢変化 全部
床義歯学 部分床義歯学 冠橋義歯学
2018 (歯科医師国家試験参考書 : New

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-4

317000363

48
小児・矯正/成長・発育 小児歯科学 歯
科矯正学 2018 (歯科医師国家試験参
考書 : New text:5)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-5

317000364

49
外科・放射/口腔外科学 歯科放射線学
歯科麻酔学 2018 (歯科医師国家試験
参考書 : New text:6)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
18-6

317000365

50

基礎系歯科医学 : 解剖学・全身解剖
学,発生・組織学,生化学,生理学 病理
学,微生物学,免疫学,薬理学,歯科理工
学 第7版 (歯科国試key words:A)

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||
A

317000351

51
口腔衛生学,歯科保存学 小児歯科学,
歯科矯正学 第7版 (歯科国試key
words:B)

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||
B

317000352

52
歯科補綴学,歯科放射線学 歯科麻酔
学,高齢者歯科 第7版 (歯科国試key
words:C-1)

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||
C-1

317000353

53
口腔外科学,診察・検査・治療 第7版
(歯科国試key words:C-2)

DES歯学教育スクール編 医学評論社
497.079||Sh||
C-2

317000354

54
口腔外科セレクトアトラス 第2版 (歯科
医師国家試験参考書 : New text:別冊)

麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||
別

317000347

55 口腔顎顔面解剖ノート 阿部伸一 [ほか] 編 学建書院 497.11||Ko 317000350

56
顎口腔領域の疾患 : 読影ポイントから
病理診断,治療方針まで : Case based
review画像診断に強くなる

金田隆, 久山佳代編著 永末書店 497.2||Ga 317000367

57
歯科矯正学サイドリーダー : 矯正学講
義の理解のために 第4版

槇宏太郎著 学建書院 497.6||Ma 317000371

58
イラストと写真でわかる歯科材料の基
礎 第3版

竹澤保政監著/渡辺美里編
/江本元 [ほか] 著

永末書店 497.8||Ir 317000345

59

新編超高齢社会のための専門的口腔
ケア : 要介護・有病者・周術期・認知症
への対応 : QRコードから手技動画にア
クセスできる

角保徳編著/大野友久, 守
谷恵未著

医歯薬出版 497.9||Su 317000348

60
歯科医師なら知っておきたい81のから
だの症状 : この症状はどんな病気?

大野喜久郎著
クインテッセンス出
版

497||On 317000344

61 薬膳・漢方食材&食べ合わせ手帖 喩静, 植木もも子監修 西東社 498.583||Ya 317000391

62
ママドクターからの幸せカルテ : 子育て
も仕事も楽しむために

ウェンディ・スー・スワンソン
著/吉田穂波監訳

西村書店 498.7||Sw 317000402

63
国際貢献 : 医療に携わる人たちのため
に

大塚吉兵衛編著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

498||Ko 317000358

64
消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患
と薬/感染症と薬/悪性腫瘍と薬 (薬が
みえる:v. 3)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 499.1||Ku||3 317000407

65 アロマとハーブの薬理学 川口健夫著 講談社 499.87||Ka 317000393


