
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 これならわかる!Linux入門講座 第3版 水口克也著 秀和システム 007.634||Mi 317000775

2 図書館年鑑 2017
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
7

317000703

3 SPSSによる心理統計 山田剛史, 鈴木雅之著 東京図書 140.7||Ya 317000723

4 共感の社会神経科学
ジャン・デセティ, ウィリアム・
アイクス編著/岡田顕宏訳

勁草書房 141.6||De 317000886

5
10秒で人の心をつかむ話し方 : 「前説」
のプロが教える声・表情・姿勢

加藤昌史著 祥伝社 336.49||Ka 317000862

6
データ分析のための思想と方法 (統計
学が最強の学問である:実践編)

ダイヤモンド社 350.1||Ni 317000871

7
国際セクシュアリティ教育ガイダンス :
教育・福祉・医療・保健現場で活かすた
めに

ユネスコ編/浅井春夫 [ほ
か] 訳

明石書店 367.99||Ko 317001067

8
ユマニチュード : 優しさを伝えるケア技
術 : 認知症の人を理解するために

IGM Japon/デジタ
ルセンセーション
(販売)

369||DVD 317000967

9
人体の構造と機能及び疾病 (Minerva
社会福祉士養成テキストブック:20)

黒田研二, 住居広士編著 ミネルヴァ書房 369.08||Mi||20 317000797

10
人体の構造と機能及び疾病 第3版
(新・社会福祉士養成講座:1)

社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.08||Sh||1 317001044

11
スーパーバイズでお悩み解決!地域に
おける支援困難事例15

吉岡京子編著/吉永陽子,
伊波真理雄著

医学書院 369.16||Yo 317001018

12
「ユマニチュード」という革命 : なぜ、こ
のケアで認知症高齢者と心が通うのか

イヴ・ジネスト, ロゼット・マレ
スコッティ著/本田美和子日
本語監修

誠文堂新光社 369.26||Gi 317000880

13
Humanitude (ユマニチュード) : 「老いと
介護の画期的な書」 初版

イヴ・ジネスト, ロゼット・マレ
スコッティ著/辻谷真一郎訳

トライアリスト東京/
舵社 (発売)

369.26||Gi 317000925

14
特集幸せに死ぬ 終末期と看取り (医療
と介護Next : 地域包括ケアをリードす
る:第3巻4号(2017-4))

メディカ出版 369.26||To 317000992

15 ユマニチュード入門
本田美和子, イヴ・ジネスト,
ロゼット・マレスコッティ著

医学書院 369.26||Ho 317001003

16
ケアのカリスマたち : 看取りを支えるプ
ロフェッショナル

上野千鶴子著 亜紀書房 369.261||Ue 317000929

17
地域医療と暮らしのゆくえ : 超高齢社
会をともに生きる

高山義浩著 医学書院 369.261||Ta 317001020

18
つながる・ささえる・つくりだす在宅現場
の地域包括ケア

秋山正子著 医学書院 369.261||Ak 317001021

19
福祉職・介護職のためのわかりやすい
高次脳機能障害 : 原因・症状から生活
支援まで

中島八十一, 今橋久美子著 中央法規出版 369.27||Na 317001046

20
子ども虐待在宅ケースの家族支援 :
「家族維持」を目的とした援助の実態分
析

畠山由佳子著 明石書店 369.4||Ha 317001066

21
「深く学ぶ」子供を育てる学級づくり・授
業づくり (次代を創る「資質・能力」を育
む学校づくり:2)

吉富芳正編集 ぎょうせい 374||Fu 317000924

22
アクティブ・ラーニング対応!養護教諭の
実践に活きるワークシート・資料

養護教諭ワークシート開発
研究会編著

ぎょうせい 374.9||Ak 317000923



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 養護教諭のための救急処置 第3版
松野智子, 齋藤千景編著/
高橋裕子 [ほか] 著

少年写真新聞社 374.9||Yo 317000938

24 養護教諭のための調査研究法入門 朝倉隆司著 少年写真新聞社 374.9||As 317000939

25
中学校・高校編 2 (保健指導おたすけ
パワーポイントブック : 書きかえも自由
自在)

小谷美和子著 少年写真新聞社 374.9||Ko||2 317000940

26
ルポ保健室 : 子どもの貧困・虐待・性
のリアル (朝日新書:576)

秋山千佳著 朝日新聞出版 374.9||Ak 317000942

27 学校保健マニュアル 改訂9版
衞藤隆, 岡田加奈子編集/
衞藤隆 [ほか] 執筆

南山堂 374.9||Ga 317001061

28
教師のための教育保健学 : 子どもの
健康を守り育てる実践と理論

日本教育保健学会編 東山書房 374.9||Ky 317001082

29
旬の魚+肉・だし・給食指導など (食育
早わかり図鑑 : 給食時間の5分間指導:
第2巻)

群羊社 374.94||Sh||2 317000890

30
よくわかる小学校・中学校新学習指導
要領全文と要点解説 (「新教育課程」ポ
イント理解:2)

奈須正裕編 教育開発研究所 375.1||Yo 317000740

31
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5版

児島将康著 羊土社 377.7||Ko 317000655

32
むずかしい子にやさしい子育て (ADHD
のペアレントトレーニング:[正])

シンシア・ウィッタム著/上林
靖子 [ほか] 訳

明石書店 378||Wh 317001087

33
実験ノートの書き方 : 誰も教えてくれな
かった : 研究を成功させるための秘訣

野島高彦著 化学同人 407||No 317000724

34 応用例で学ぶ逆問題と計測 小國健二著 オーム社 413.6||Og 317000749

35 Rで楽しむ統計 (Wonderful R:1) 奥村晴彦著 共立出版 417||Ok 317000813

36
JMPによるデータ分析 : 統計の基礎か
ら多変量解析まで 第2版

内田治, 平野綾子著 東京図書 417||Uc 317000860

37
2要因の分散分析をすべてカバー 増補
改訂版 (SPSSのススメ:1)

竹原卓真著 北大路書房 417||Ta 317001065

38
高校数学でわかるシュレディンガー方
程式 : 量子力学を学びたい人、ほんと
うに理解したい人へ (ブルーバック

竹内淳著 講談社 421.3||Ta 317001031

39 力学 (ビジュアルアプローチ) 為近和彦著 森北出版 423||Ta 317000856

40 薬学系のための基礎化学 齋藤勝裕 [ほか] 共著 裳華房 430||Ya 317000716

41
Gaussianプログラムで学ぶ情報化学・
計算化学実験

堀憲次, 山本豪紀著 丸善 430.7||Ho 317000931

42 アトキンス物理化学 第10版 上
Peter Atkins, Julio de Paula
著/中野元裕 [ほか] 訳

東京化学同人 431||At||1 317000815

43 初心者のための分子モデリング A.ヒンチリフ著/江崎俊之訳 地人書館 431.1||Hi 317000747

44
分子モデリング概説 : 量子力学からタ
ンパク質構造予測まで

A.R. リーチ著/江崎俊之訳 地人書館 431.1||Le 317000828

45
Gaussianプログラムによる量子化学計
算マニュアル : 計算入力法から実験値
との比較まで

新化学発展協会編 丸善 431.19||Ga 317000735



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

46 量子化学 上巻 原田義也著 裳華房 431.19||Ha||1 317000752

47 量子化学 下巻 原田義也著 裳華房 431.19||Ha||2 317000753

48 ハリス分析化学 上
Daniel C. Harris [著]/岩元
俊一訳

化学同人 433||Ha||1 317000795

49 クリスチャンExcelで解く分析化学
Gary D. Christian, Purnendu
K. Dasgupta, Kevin A. Schug
[著]/角田欣一, 戸田敬監訳

丸善出版 433||Ch 317000932

50
NMR入門 : 必須ツール基礎の基礎
(Chemistry primer series:2)

P.J. Hore著/岩下孝, 大井
高, 楠見武徳訳

化学同人 433.57||Ho 317000796

51 ブルース有機化学概説 第3版
Paula Y. Bruice著/大船泰史
[ほか] 監訳

化学同人 437||Br 317000793

52
有機分子の分子軌道計算と活用 : 分
子軌道法を用いた有機分子の性質と
基本的反応の計算と活用

染川賢一著 九州大学出版会 437||So 317000933

53
Atmospheric chemistry and physics :
from air pollution to climate change
3rd ed : hbk

John H. Seinfeld, Spyros N.
Pandis

John Wiley & Sons 451.3||Se 317000889

54
雲の中では何が起こっているのか : 雲
をつかもうとしている話 (Beret science)

荒木健太郎著 ベレ出版 451.61||Ar 317000872

55 医療・看護系のための生物学 改訂版 田村隆明著 裳華房 460||Ta 317000715

56 よくわかるスタンダード生化学 有坂文雄著 裳華房 464||Ar 317000714

57 ひとりでマスターする生化学 亀井碩哉著 講談社 464||Ka 317001034

58 Webで実践生物学情報リテラシー 広川貴次, 美宅成樹著 中山書店 464.1||Hi 317000737

59
ゲノム編集入門 : ZFN・TALEN・
CRISPR-Cas9

山本卓編 裳華房 467.25||Ge 317000756

60
セレンゲティ・ルール : 生命はいかに調
節されるか

ショーン・B.キャロル著/高橋
洋訳

紀伊國屋書店 468||Ca 317000678

61
『通じる力』医師のためのコミュニケー
ションスキル入門

村田敬著 金芳堂 490.14||Mu 317000696

62
恋ちゃんはじめての看取り : おおばあ
ちゃんの死と向きあう (いのちつぐ「みと
りびと」:1)

國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 490.14||Ku||1 317000946

63
月になったナミばあちゃん : 「旅立ち」
はふるさとでわが家で (いのちつぐ「み
とりびと」:2)

國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 490.14||Ku||2 317000947

64
白衣をぬいだドクター花戸 : 暮らしの場
でみんなと輪になって (いのちつぐ「み
とりびと」:3)

國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 490.14||Ku||3 317000948

65
いのちのバトンを受けとって : 看取りは
残される人のためにも (いのちつぐ「み
とりびと」:4)

國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 490.14||Ku||4 317000949

66
高齢者ケアと人工栄養を考える : 本
人・家族のための意思決定プロセス
ノート

清水哲郎, 会田薫子著 医学と看護社 490.145||Sh 317000996

67
本人の意思を尊重する意思決定支援 :
事例で学ぶアドバンス・ケア・プランニ
ング

西川満則, 長江弘子, 横江
由理子編

南山堂 490.145||Ho 317001060

68
死を前にした人にあなたは何ができま
すか?

小澤竹俊著 医学書院 490.15||Oz 317000660



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

69 医療・介護のための死生学入門 清水哲郎, 会田薫子編 東京大学出版会 490.15||Ir 317001047

70 薬学のための医療統計学
竹内正弘, 細川友和, 山村
重雄編集

廣川書店 490.19||Ya 317000734

71 数学いらずの医科統計学 第2版
ハーベイ・モトルスキー著/
津崎晃一訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

490.19||Mo 317000754

72
学会・論文発表のための統計学 : 統計
パッケージを誤用しないために 新版

浜田知久馬著
真興交易医書出版
部

490.19||Ha 317000854

73
JMPによる医療系データ分析 : 統計の
基礎から実験計画・アンケート調査ま
で

内田治, 石野祐三子, 平野
綾子著

東京図書 490.19||Uc 317000894

74 JMP医学統計マニュアル 長田理著
オーエムエス出版/
星雲社 (発売)

490.19||Na 317000964

75 今日から使える医療統計 新谷歩著 医学書院 490.19||Sh 317001002

76
ぜんぶ絵で見る医療統計 : 身につく!研
究手法と分析力

比江島欣慎著 羊土社 490.19||Hi 317001070

77
医師・看護師の英語論文スタイルブッ
ク (「ジェネラリスト・マスターズ」シリー
ズ:12)

徳田安春, Alex Gregg著 カイ書林 490.7||To 317000713

78
医学系研究、論文投稿上のQ&A : すべ
ての医療従事者が知りたい!

浅井隆, 廣田和美, 山蔭道
明編

日本医事新報社 490.7||Ig 317000722

79
Human reader生命科学英語 : life and
disease 第2版

児玉典子編著 京都廣川書店 490.7||Hu 317000782

80
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 317000986

81
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 317000987

82
Animal models for the study of human
disease 2nd ed hbk.

edited by P. Michael Conn Academic Press 490.769||An 317000887

83
腎・泌尿器 改訂第3版 (カラー図解人
体の正常構造と機能:5)

坂井建雄, 河原克雅著 日本医事新報社 491.08||Ka||5 317000805

84 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井建雄著
PHPエディターズ・
グループ/PHP研
究所 (発売)

491.1||Sa 317000688

85 3D解剖アトラス 第2版 横地千仭著 医学書院 491.1||Yo 317000725

86 新編カラーアトラス組織・細胞学
岩永敏彦, 木村俊介, 小林
純子著

医歯薬出版 491.11||Iw 317000692

87 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 317000840

88
マーティンカラー神経解剖学 : テキスト
とアトラス

ジョン・H・マーティン著/野村
嶬, 金子武嗣監訳

西村書店 491.17||Ma 317000893

89 人体の解剖生理学 第2版 木山博資, 遠山正彌編集 金芳堂 491.31||Ji 317000695

90 スタンダードフローサイトメトリー 第2版
日本サイトメトリー技術者認
定協議会編

医歯薬出版 491.31||Su 317000786

91
高齢者の摂食嚥下サポート : 老嚥・
オーラルフレイル・サルコペニア・認知
症

若林秀隆編著 新興医学出版社 491.343||Se 317000827



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

92 おしゃべりな腸
ジュリア・エンダース著/ジ
ル・エンダース絵/岡本朋子,
長谷川圭訳

サンマーク出版 491.346||En 317000868

93
老いない性ライフ : 2つの重要なホルモ
ンで活き活き

清水一郎著 西村書店 491.35||Sh 317000656

94 組織細胞化学 2017 日本組織細胞化学会編 学際企画 491.4||Sa||'17 317000721

95
集中講義生化学 : カラーイラストで学
ぶ 改訂2版

鈴木敬一郎 [ほか] 編著 メジカルビュー社 491.4||Sh 317000969

96
個別化医療を目指した臨床薬物動態
学 1.基礎編

猪爪信夫, 栄田敏之, 伊藤
邦彦編集

廣川書店 491.5||Ko||1 317000772

97 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一, 成
宮周編集

南江堂 491.5||Ne 317000777

98
テーラーメイド医療 : 薬物治療の個別
化 第2版

古田隆, 柴崎浩美, 横川彰
朋共著

京都廣川書店 491.5||Fu 317000791

99
薬理学 : 疾病の成り立ちと回復の促進
第3版

中嶋敏勝編著 医歯薬出版 491.5||Na 317000820

100
個別化医療を目指した臨床薬物動態
学 2.治療薬物モニタリング編

猪爪信夫, 栄田敏之, 伊藤
邦彦編集

廣川書店 491.5||Ko||2 317000832

101
リベンジ薬理学 : これならわかる!薬の
作用メカニズム 第3版 (図解入門. メ
ディカルサイエンスシリーズ)

中原保裕, 中原さとみ著 秀和システム 491.5||Na 317000937

102
休み時間の薬理学 第2版 (休み時間シ
リーズ)

丸山敬著 講談社 491.5||Ma 317001037

103
病理検査技術教本 (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 491.6||By 317000687

104
病理組織の見方と鑑別診断 第5版 (カ
ラーアトラス)

松原修, 真鍋俊明, 吉野正
編

医歯薬出版 491.6||By 317000766

105
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤

エマニュエル・ルービン編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 317000897

106
あたらしい疾病薬学 (医歯薬アカデミク
ス)

澤木康平 [ほか] 編集 テコム出版事業部 491.61||At 317000962

107 医学生のための腫瘍学
西川祐司, 鳥本悦宏, 藤谷
幹浩編集

響文社 491.65||Ig 317000808

108 がんの生物学 第2版
ワインバーグ [著]/武藤誠,
青木正博訳

南江堂 491.65||We 317000842

109
ペコリーノがんの分子生物学 : メカニズ
ム・分子標的・治療 第3版

ローレン ペコリーノ著 : 日合
弘, 木南凌訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.65||Pe 317000865

110
ゲノム医学 : ゲノム情報を活かす医療
のために

Tom Strachan, Judith
Goodship, Patrick Chinnery
著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.69||St 317000770

111
遺伝子検査技術 : 遺伝子分析科学認
定士テキスト 改訂第2版

日本遺伝子分析科学同学
院遺伝子分析科学認定士
制度委員会編

宇宙堂八木書店/
克誠堂出版 (発売)

491.69||Id 317000824

112 新しい微生物学 第5版
大野尚仁, 野口雅久, 笹津
備規編集/安達禎之 [ほか
著]

廣川書店 491.7||At 317000733

113 腸内共生系のバイオサイエンス 日本ビフィズス菌センター編 丸善出版 491.7||Ch 317000757

114 ブラック微生物学 第3版
Jacquelyn G. Black著/池康
嘉 [ほか訳]

丸善出版 491.7||Bl 317000816



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

115 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 317001050

116
免疫学の基本がわかる事典 : カラー図
解

鈴木隆二著 西東社 491.8||Su 317001042

117
免疫ペディア : 101のイラストで免疫学・
臨床免疫学に強くなる!

熊ノ郷淳編集 羊土社 491.8||Me 317001072

118
ICU/CCUの急性血液浄化療法の考え
方, 使い方

大野博司著 中外医学社 492||On 317000666

119
臨床研究の道標 (みちしるべ) : 7つの
ステップで学ぶ研究デザイン 第2版 上
巻

福原俊一著
健康医療評価研究
機構

492.07||Fu||1 317001048

120
臨床研究の道標 (みちしるべ) : 7つの
ステップで学ぶ研究デザイン 第2版 下
巻

福原俊一著
健康医療評価研究
機構

492.07||Fu||2 317001049

121
健診データで困ったら : よくある検査異
常への対応策 (ジェネラリストBOOKS)

伊藤澄信編集 医学書院 492.1||Ke 317000667

122 総合診療徹底攻略100のtips 根本隆章著 中外医学社 492.1||Ne 317000689

123
オールカラーパッと引けてしっかり使え
る検査値の読み方ポケット事典 第3版

栗原毅監修 成美堂出版 492.1||Pa 317000702

124
人間ドック健診の実際 : 基礎知識から
判定・事後指導までのすべてがわかる

篠原幸人編 文光堂 492.1||Ni 317000704

125 臨床微生物学 (最新臨床検査学講座) 松本哲哉編集 医歯薬出版 492.1||Sa 317000771

126
総合診療力を磨く40の症候・症例カン
ファレンス : 臨床推論の達人を目指せ!

加計正文, 神田善伸, 小山
信一郎編

南江堂 492.1||So 317000857

127 染色体遺伝子検査の基礎と臨床応用
日本臨床衛生検査技師会
編

日本臨床衛生検査
技師会

492.1||Se 317000867

128 MRI基礎と実践 : カラー版
キャサリン・ウェストブルック,
キャロリン・カート・ロス著/
杉村和朗, 川光秀昭監訳

西村書店 492.1||We 317000904

129
身体診察 : 免許皆伝 : 目的別フィジカ
ルの取り方伝授します (ジェネラリスト
BOOKS)

平島修, 志水太郎, 和足孝
之編集

医学書院 492.11||Sh 317000997

130
ハート先生の心臓カテーテル教室 復
刻新版

市田聡著/心臓病看護教育
研究会編

医学同人社 (発売) 492.12||Ic 317001023

131
仮想気管支鏡作成マニュアル : 迅速な
診断とVAL-MAPのために

出雲雄大, 佐藤雅昭編集 医学書院 492.13||Ka 317000668

132 内分泌臨床検査マニュアル 肥塚直美編著 日本医事新報社 492.14||Na 317000798

133
臨床微生物検査技術教本 (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 492.18||Ri 317000836

134 臨床微生物検査ハンドブック 第5版 小栗豊子編集 三輪書店 492.18||Ri 317001038

135 細胞検査士細胞像試験問題集 日本臨床細胞学会編 医歯薬出版 492.19||Sa 317000841

136
読む・解く・学ぶ細胞診Quiz50 アドバン
ス篇

清水道生編集 診断と治療社 492.19||Yo 317000847

137
読む・解く・学ぶ細胞診Quiz50 ベーシッ
ク篇

清水道生編集 診断と治療社 492.19||Yo 317000853



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

138 ビビらず当直できる内科救急のオキテ 坂本壮著 医学書院 492.29||Sa 317000665

139
よくわかるみんなの救急 : ガイドライン
2015対応

坂本哲也編 大修館書店 492.29||Yo 317000708

140
PT・OT・STのための気道吸引実践マ
ニュアル : アセスメントから気道吸引ま
で

平林弦大, 高島恵編 文光堂 492.29||Pt 317000861

141
分子病態薬物治療学 : 生化・生理・薬
理的視点にたった疾患へのアプローチ

秋葉聡編著/石原慶一著 京都廣川書店 492.3||Ak 317000792

142
人体のメカニズムから学ぶ放射線生物
学

松本義久編集 メジカルビュー社 492.4||Ji 317000981

143
画像診断機器ガイド : 診療放射線技師
第3版

中澤靖夫編 メジカルビュー社 492.42||Ga 317000971

144
胃X線検診のための読影判定区分アト
ラス

日本消化器がん検診学会
胃がん検診精度管理委員
会胃X線検診の読影基準に
関する研究会編集

南江堂 492.4345||Ix 317000669

145
ベナー看護論 : 初心者から達人へ 新
訳版

パトリシア ベナー著/井部俊
子 [ほか] 訳

医学書院 492.9||Be 317001009

146
ベナー看護実践における専門性 : 達人
になるための思考と行動

パトリシア ベナー, クリスティ
ン タナー, キャサリン チェス
ラ著/早野ZITO真佐子訳

医学書院 492.9||Be 317001010

147
ベナー看護ケアの臨床知 : 行動しつつ
考えること 第2版

パトリシア ベナー, パトリシ
ア フーパー-キリアキディス,
ダフネ スタナード著/阿部恭
子 [ほか] 訳

医学書院 492.9||Be 317001013

148
看護者が行う意思決定支援の技法30 :
患者の真のニーズ・価値観を引き出す
かかわり

川崎優子著 医学書院 492.9014||Ka 317000663

149
エキスパートナースの実践をポライトネ
ス理論で読み解く : 看護技術としての
コミュニケーション

舩田千秋, 菊内由貴編集/
佐藤禮子 [ほか] 執筆/塩見
美幸, 中内香菜執筆協力

医学書院 492.9014||Ek 317000690

150
よくわかる看護研究の進め方・まとめ
方 第3版

横山美江編著/大木秀一
[ほか] 著

医歯薬出版 492.907||Yo 317000658

151 看護学生スタートブック 藤井徹也著 医学書院 492.907||Fu 317000662

152
看護過程の展開に沿った実習記録の
書き方とポイント

横井和美監修 サイオ出版 492.907||Ka 317000712

153 ベナーナースを育てる
パトリシア・ベナー [ほか] 著
/早野Zito真佐子訳

医学書院 492.907||Be 317001015

154 PASS NOTE : 看護師国試 2018年版
チャレンジテスト看護師国試
対策室編

学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.9079||Ka||
'18

317001102

155
これならわかる!心電図の読み方 : モニ
ターから12誘導まで : ナースのための
基礎BOOK

大島一太著 ナツメ社 492.911||Os 317000711

156
写真でわかるリハビリテーション看護ア
ドバンス : 看護に生かすリハビリテー
ションの知識と技法 (DVD BOOK)

林泰史監修 インターメディカ 492.9179||Sh 317000963

157
非がん患者の自宅での看取り (在宅医
療をはじめよう!)

永井康徳, 永吉裕子著/こし
のりょう作画/矢野道子作画
(協力)

南山堂 492.918||Na 317001062

158
ケアの基本がわかる重症心身障害児
の看護 : 出生前の家族支援から緩和
ケアまで

倉田慶子, 樋口和郎, 麻生
幸三郎編集

へるす出版 492.925||Ke 317000762

159 NICUナースのための必修知識 第4版 河井昌彦著 金芳堂 492.925||Ka 317000817

160
写真でわかる小児看護技術アドバンス
: 小児看護に必要な臨床技術を中心に!
(DVD BOOK)

佐々木祥子編著/山元恵子
監修

インターメディカ 492.925|| Sa 317000956



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

161
エビデンスに基づく小児看護ケア関連
図

山口桂子, 柴邦代, 服部淳
子編集

中央法規出版 492.925||Eb 317001045

162
Child-centred nursing : promoting
critical thinking : hbk

Bernie Carter ... [et al.] SAGE 492.925||Ch 317001080

163

看護の現場ですぐに役立つ整形外科
ケアのキホン : 患者さんを安心させる
サポート法が身に付く! (ナースのため
のスキルアップノート)

宮原明美著 秀和システム 492.926||Mi 317000686

164 看護師のための早引き透析ケアBOOK
永井美裕貴監修・著 : 相沢
裕監修・著 : 中田康夫監修

ナツメ社 492.926||Ka 317000709

165 腎不全看護 第5版 日本腎不全看護学会編集 医学書院 492.926||Ji 317001074

166
循環器ナースのギモン (日ごろの?をま
とめて解決)

飯塚大介, 須藤麻美編集 照林社 492.926||Ju 317001101

167
はじめての糖尿病看護 (カラービジュア
ルで見てわかる!)

石本香好子編著 メディカ出版
492.9263123||
Ha

317000990

168
ナースのためのやさしくわかる耳鼻咽
喉科ケア

岡本美孝監修 ナツメ社
492.92665||N
a

317000968

169 認知症の人びとの看護 第3版
中島紀惠子監修・編集/太
田喜久子 [ほか] 執筆

医歯薬出版 492.929||Ni 317000814

170
Nursing robots : robotic technology
and human caring for the elderly

Tetsuya Tanioka ... [et al.]
Fukuro Shuppan
Publishing

492.929||Nu 317000908

171
精神科ナースになったわけ (コミック
エッセイの森)

水谷緑著 イースト・プレス 492.937||Mi 317000706

172
早引き脳神経看護ケア事典 (ナース3
年目からのスキルアップ!)

道又元裕監修 ナツメ社 492.9373||Ha 317000710

173
看護管理者のための組織変革の航海
術 : 個人と組織の成長をうながすポジ
ティブなリーダーシップ

市瀬博基著 医学書院 492.983||Ic 317000659

174
在宅で出会う「なんとなく変」への対応
法 : この熱「様子見」で大丈夫?

家研也編集 医学書院 492.993||Za 317000661

175
より理解を深める!体液電解質異常と輸
液 改訂3版

柴垣有吾著 中外医学社 493.12||Sh 317000760

176
水・電解質と酸塩基平衡 : step by step
で考える 改訂第2版 (Short seminars)

黒川清著 南江堂 493.12||Ku 317000849

177
酸塩基平衡、水・電解質が好きになる :
簡単なルールと演習問題で輸液をマス
ター

今井裕一著 羊土社 493.12||Im 317001068

178 高齢者糖尿病診療ガイドライン 2017
日本老年医学会, 日本糖尿
病学会編著

南江堂 493.123||Ko 317000833

179
関西電力病院のおいしい糖尿病レシピ
: 組み合わせ自由自在 (実用No.1シ
リーズ)

主婦の友社編 主婦の友社 493.123||Ka 317000878

180
臨床栄養のためのGlycemic Index : 食
後の血糖値上昇抑制への効果と活用

田中照二, 鈴木正成, 杉山
みち子編著

第一出版 493.123||Ri 317000882

181
妊婦の糖代謝異常診療・管理マニュア
ル

日本糖尿病・妊娠学会編集 メジカルビュー社 493.123||Ni 317000983

182
筑波大学附属病院とクックパッドのお
いしく治す「糖尿病食」 (講談社+α新
書:641-1B)

矢作直也 [著] 講談社 493.123||Ya 317001030

183
膠原病学 : 免疫学・リウマチ性疾患の
理解のために 改訂6版

塩沢俊一著 丸善出版 493.14||Sh 317000784



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

184
食物アレルギーA to Z : 医学的基礎知
識から代替食献立まで 第2版

中村丁次 [ほか] 編著 第一出版 493.14||Sh 317000884

185 血液 (Simple step series) 西基編著/高橋茂樹原著 海馬書房 493.17||Ni 317000697

186 血液専門医テキスト 改訂第2版 日本血液学会編 南江堂 493.17||Ke 317000768

187 ハート先生の心不全講座 改訂新版
市田聡著/心臓病看護教育
研究会編集

医学同人社 (発売) 493.235||Ic 317001022

188
Mouse models of vascular diseases :
hbk

Masataka Sata, editor Springer 493.24||Mo 317000888

189
レックナー呼吸器学 : 基礎から疾患ま
での包括的アプローチ (Lange
textbookシリーズ)

Andrew J. Lechner, George
M. Matuschak, David S.
Brink [著]/福地義之助, 本
間生夫監訳

丸善出版 493.3||Le 317000730

190
新しい診断基準・分類に基づいた
NBI/BLI/LCI内視鏡アトラス

加藤元嗣[ほか]編集
日本メディカルセン
ター

493.4||Sh 317001064

191
小腸内視鏡所見から診断へのアプ
ローチ

松井敏幸, 松本主之, 青柳
邦彦編集

医学書院 493.46||Sh 317000958

192 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 317000732

193 新膵臓病学 下瀬川徹編集 南江堂 493.47||Sh 317000907

194 内分泌・代謝 (Simple step series) 西基編著/高橋茂樹原著 海馬書房 493.49||Ni 317000699

195 甲状腺専門医ガイドブック 日本甲状腺学会編集 診断と治療社 493.49||Ko 317000738

196
甲状腺超音波診断ガイドブック 改訂第
3版

日本乳腺甲状腺超音波医
学会甲状腺用語診断基準
委員会編集

南江堂 493.49||Ko 317000844

197
あなたも名医!もう悩まない!骨粗鬆症診
療 : あなたの疑問にお答えします
(jmed mook:49)

竹内靖博編 日本医事新報社 493.6||An 317000812

198 臨床医のための精神科面接の基本
日本精神神経学会精神療
法委員会編/松木邦裕 [ほ
か] 著

新興医学出版社 493.72||Ri 317000848

199
DSM-5精神疾患の診断・統計マニュア
ル

American Psychiatric
Association [編]/高橋三郎,
大野裕監訳/染矢俊幸 [ほ
か] 訳

医学書院 493.72||Ds 317000998

200 DSM-5精神疾患の分類と診断の手引
American Psychiatric
Association [編]/染矢俊幸
[ほか] 訳

医学書院 493.72||Ds 317000999

201 神経救急・集中治療ハンドブック 第2版
永山正雄, 濱田潤一, 三宅
康史編集

医学書院 493.73||Sh 317000664

202
脳解剖から学べる高次脳機能障害リ
ハビリテーション入門 : ライフステージ
に沿った支援のために 改訂第2版

橋本圭司, 上久保毅編著 診断と治療社 493.73||Ha 317000744

203
嚥下障害ポケットマニュアル 第3版第5
刷 (増補)

聖隷嚥下チーム執筆 医歯薬出版 493.73||En 317000879

204
臨床実践者のための脳卒中画像診断
ハンドブック

板橋亮著 医学と看護社 493.73||It 317000957

205
極める!脳卒中リハビリテーション必須
スキル : 日本を代表するセラピストが
伝えるフラッグシップテキスト

阿部浩明 [ほか] 監修/gene
編集

gene 493.73||Ki 317001028

206
失語症・右半身不随・高次脳機能障害
との闘い : 脳卒中の方の気持ちが、よ
く分かる本。

吉村正夫著 風媒社 (発売) 493.73||Yo 317001079



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

207 摂食障害治療ガイドライン
「摂食障害治療ガイドライ
ン」作成委員会編

医学書院 493.74||Se 317001000

208 強迫性障害の行動療法 飯倉康郎編著 金剛出版 493.743||Ky 317000953

209
認知症の9大法則 : 50症状と対応策 :
「こんなとき、どうしたらよい?」不思議な
言動が納得できる・対応できる

杉山孝博著 法研 493.758||Su 317000952

210
認知症の脳画像診断 : 早期検出と鑑
別をめざして

西村恒彦, 武田雅俊編 メジカルビュー社 493.758||Ni 317000980

211 認知症疾患診療ガイドライン 2017
「認知症疾患診療ガイドライ
ン」作成委員会編集

医学書院
493.758||Ni||'1
7

317001008

212
感染症専門医テキスト 改訂第2版 第1
部解説編

日本感染症学会編 南江堂 493.8||Ka 317000783

213 帯状疱疹・水痘 : 予防時代の診療戦略
新村真人監修/本田まりこ総
編集

メディカルトリ
ビューン

493.87||Ta 317000984

214
新生児・小児医療にかかわる人のため
の看取りの医療 改訂第2版

船戸正久, 鍋谷まこと編集 診断と治療社 493.9||Sh 317000765

215
子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケ
ア

多田羅竜平著 金芳堂 493.92||Ta 317000758

216 乳幼児健診マニュアル 第5版
福岡地区小児科医会乳幼
児保健委員会編集

医学書院 493.92||Ny 317001017

217
イラストを見せながら説明する子どもの
病気とその診かた

金子堅一郎編 南山堂 493.92||Ir 317001058

218
小児の摂食嚥下リハビリテーション 第
2版

田角勝, 向井美惠編著 医歯薬出版 493.937||Sh 317000825

219
在宅医療が必要な子どものための図
解ケアテキストQ&A : 家族といっしょに
読める!

梶原厚子編著 メディカ出版 493.937||Za 317000989

220 子どものための精神医学 滝川一廣著 医学書院 493.937||Ta 317001001

221
乳幼児の発達障害診療マニュアル : 健
診の診かた・発達の促しかた

洲鎌盛一著 医学書院 493.937||Su 317001016

222
高機能自閉症・アスペルガー症候群
「その子らしさ」を生かす子育て 改訂第
2版

吉田友子著 中央法規出版 493.9375||Yo 317001043

223
NICU : ベッドサイドの診断と治療 第4
版

河井昌彦著 金芳堂 493.95||Ka 317000818

224

新生児の代表的疾患と病態生理マス
ターブック : 病因から臨床症状、治療、
予後までを網羅! (Neonatal care : the
Japanese journal of neonatal
care:2017年春季増刊(通巻401号))

大木茂編 メディカ出版 493.95||Sh 317000988

225
イラストを見せながら説明する育児の
ポイントと健康相談

金子堅一郎編 南山堂 493.98||Ir 317001059

226
摂食機能にあわせた食事と栄養のヒン
ト (上手に食べるために:3)

田村文誉, 水上美樹編著 医歯薬出版 493.983||Jo||3 317000834

227 TEXT形成外科学 改訂3版 中塚貴志, 亀井譲編集 南山堂 494.288||Te 317001052

228
「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 317000877

229
抗がん剤・放射線治療と食事のくふう :
がん患者さんと家族のための : 症状で
選ぶ! (がんよろず相談Q&Aシリーズ)

山口建監修/静岡県立静岡
がんセンター, 日本大学短
期大学部食物栄養学科編

女子栄養大学出版
部

494.5||Ko 317001073



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

230
エビデンスに基づいた癌化学療法ハン
ドブック 2017

メディカルレビュー
社

494.53||Eb||'1
7

317000985

231
がん薬物療法ガイド : レジメン+薬剤情
報

国立がん研究センター内科
レジデント・薬剤部レジデント
編集

医学書院 494.53||Ga 317001004

232
がん化学療法レジメン管理マニュアル
第2版

青山剛 [ほか] 編 医学書院 494.53||Ga 317001005

233
抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬 改訂版
(インフォームドコンセントのための図説
シリーズ)

西條長宏編 医薬ジャーナル社 494.53||Ko 317001027

234
がん化学療法レジメンハンドブック : 治
療現場で活かせる知識・注意点から服
薬指導・副作用対策まで 改訂第5版

遠藤一司, 加藤裕芳, 松井
礼子編

羊土社 494.53||Ga 317001069

235
バイパス術のすべて : 次世代への技
術の継承 (新 NS NOW:No.1)

森田明夫担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
1

317000974

236
若手脳神経外科医が経験したい手術
アプローチ : 専門医としての第一歩 (新
NS NOW:No.2)

伊達勲担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
2

317000975

237
基本開頭術と頭蓋底開頭術 : 速く・美
しい展開への道しるべ (新 NS
NOW:No.3)

菊田健一郎担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
3

317000976

238
IからXIIまで : 脳神経からみた脳神経
外科手術 (新 NS NOW:No.5)

伊達勲担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
5

317000977

239
痛みの手術 : PAIN FREEへの扉 (新
NS NOW:No.6)

菊田健一郎担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
6

317000978

240
脳動静脈奇形治療のこれまでとこれか
ら : 脳神経外科のエベレスト登山 (新
NS NOW:No.10)

菊田健一郎担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
10

317000979

241
消化器外科専門医へのminimal
requirements : 知識の整理と合格への
チェック 改訂第2版

白石憲男, 平塚孝宏, 河野
洋平編

メジカルビュー社 494.65||Sh 317000972

242
Gayet腹腔鏡下肝胆膵手術 : ムービー
でみる局所解剖

石沢武彰, Brice Gayet著 南江堂 494.657||Is 317000801

243
リハビリテーション栄養ケーススタディ :
臨床で成果を出せる30症例

若林秀隆編著 医歯薬出版 494.78||Ri 317000780

244 リハビリテーション栄養Q&A 若林秀隆編著 中外医学社 494.78||Ri 317000781

245
治療を支える疾患別リハビリテーション
栄養 : リハと栄養はベストカップル

森脇久隆, 大村健二, 若林
秀隆編集

南江堂 494.78||Ch 317000800

246
リハビリテーション・ADLトレーニング :
患者さんに渡せる姿勢・動作指導71 第
1版

高橋仁美, 金子奈央編著 医歯薬出版 494.78||Ta 317000821

247 リハビリテーション栄養ハンドブック 若林秀隆編著 医歯薬出版 494.78||Ri 317000851

248 シンプル皮膚科学 眞鍋求, 梅林芳弘編著 南江堂 494.8||Sh 317000761

249
水疱性皮膚疾患 : 発症機序の解明か
ら最新の診断・治療法まで (皮膚科臨
床アセット : 診る・わかる・治す:19)

天谷雅行専門編集 中山書店 494.8||Hi||19 317000823

250 皮膚科学 第10版 上野賢一原著/大塚藤男著 金芳堂 494.8||Ue 317000858

251
アトピー性皮膚炎UPDATE (別冊・医学
のあゆみ)

佐藤伸一編集 医歯薬出版 494.8||At 317001024

252
アトピー性皮膚炎治療のためのステロ
イド外用薬パーフェクトブック

塩原哲夫編 南山堂 494.8||At 317001057



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

253 泌尿器科 (Simple step series) 井口正典監修 海馬書房 494.9||Hi 317000698

254 体液異常と腎臓の病態生理 第3版
ヘルムート G. レンケ, ブラッ
ドリー M. デンカー著/和田
健彦, 花房規男監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

494.93||Re 317000755

255
知りたいことがよくわかる腎臓病教室
第4版

中尾俊之編著 医歯薬出版 494.93||Sh 317000822

256
腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第
7版

今井圓裕編著 診断と治療社 494.93||Ji 317000852

257
透析患者の食事指導最重要ポイント
BOOK : 目安量が写真でパッとみてわ
かる : リン・カリウム・塩分・水分

井上啓子編著 メディカ出版 494.93||In 317000873

258
保存期腎不全の診かた : 慢性腎臓病
(CKD)のマネジメント

柴垣有吾著 中外医学社 494.93||Sh 317000896

259
腎臓病診療に自信がつく本 第2版
(「ジェネラリスト・マスターズ」シリー
ズ:2)

小松康宏著 カイ書林 494.93||Ko 317000965

260 腎生検診断Navi 改訂第2版 片渕律子編著 メジカルビュー社 494.93||Ka 317000973

261 産婦人科研修の必修知識 2016-2018
日本産科婦人科学
会

495||Sa||'16-
'18

317000919

262
お母さんを診よう : プライマリ・ケアのた
めのエビデンスと経験に基づいた女性
診療

中山明子, 西村真紀編 南山堂 495.2||Ok 317000826

263 卵巣がん治療ガイドライン 2015年版 日本婦人科腫瘍学会編集 金原出版
495.43||Ra||'1
5

317000743

264 正常がわかる胎児超音波検査
馬場一憲, 市塚清健編集/
馬場一憲 [ほか] 著

文光堂 495.6||Se 317000789

265
母体救命アドバンスガイドブック : J-
CIMELS公認講習会アドバンスコーステ
キスト : J-MELS

日本母体救命システム普及
協議会総監修, J-MELS「日
本母体救命システム」アドバ
ンスコースプログラム開発・
改定委員会監修, 母体救命
アドバンスガイドブックJ-
MELS編集委員会編集

へるす出版 495.7||Bo 317000819

266
加齢黄斑変性 : 診断と治療の最先端
(専門医のための眼科診療クオリファ
イ:4)

瓶井資弘編集 中山書店 496.2||Se||4 317000729

267 小児眼科学 東範行編 三輪書店 496.2||Sh 317001039

268 視能学 第2版
丸尾敏夫, 久保田伸枝, 深
井小久子編集

文光堂 496.4||Sh 317000788

269
EBM耳鼻咽喉科・頭頸部外科の治療
2015-2016

池田勝久 [ほか] 編 中外医学社
496.5||Eb||'15
-'16

317000746

270
イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭
頸部外科 改訂第2版 耳・鼻編

小川郁, 河田了, 岸本誠司,
春名眞一編集

東京医学社 496.5||Ir 317000794

271
イチからわかる!歯科医師が知っておき
たい肝疾患のキホン

長尾由実子, 斎藤貴史, 佐
田通夫編

南山堂 497||Ic 317000830

272
新よくわかる顎口腔機能 : 咬合・摂食
嚥下・発音を理解する

日本顎口腔機能学会編 医歯薬出版 497.1||Sh 317000773

273
歯科 : 疾患名から治療薬と処方例がす
ぐわかる本 ['17/'18] (薬:'08/'09,
'10/'11, '12/'13, '15/'16, '17/'18)

朝波惣一郎, 王宝禮編
クインテッセンス出
版

497.15||Sh||'1
7-'18

317000779

274
ポイントがよくわかるシンプル歯科薬理
学

大浦清 [ほか] 編集委員 永末書店 497.15||Po 317000835



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

275 歯科薬物療法学 第6版 筒井健夫著 一世出版 497.15||Ts 317001081

276
3D根管解剖 : CGを操作してイメージす
る髄腔開拡・根管形成

木ノ本喜史監著 医歯薬出版 497.2||Ki 317000691

277
すぐに知りたい!口腔内規格写真クイッ
クQ&A

片山章子執筆
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ka 317000707

278 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 317000785

279
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 317000803

280
ゼロから見直す根尖病変 基本手技・
難症例へのアプローチ編

倉富覚、著 医歯薬出版 497.2||Ku 317000806

281
臨床で困らない歯内療法の基礎 : 治療
のStep-by-stepで理解する!

吉岡隆知著
クインテッセンス出
版

497.2||Yo 317000843

282
鑑別診断パノラマX線写真 : 悪性腫瘍
を見逃さないために

五十嵐千浪, 小林馨編著
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ka 317000892

283 臨床のヒントQ&A (歯界展望:別冊)
東京歯科大学学会歯科学
報編集部編

医歯薬出版 497.2||Ri 317001025

284
トラブルを起こさない局所麻酔 (歯界展
望:別冊)

深山治久編著 医歯薬出版 497.2||To 317001026

285 歯周病患者のインプラント治療 弘岡秀明, 古賀剛人著 医歯薬出版 497.26||Hi 317000769

286
一からわかる抜歯の臨床テクニック 第
2版

角保徳著 医歯薬出版 497.4||Su 317001085

287
一刀両断! : 高齢者補綴治療のお悩み
解決 : Q&Aで学ぶ理論と70のコツ

佐藤裕二著 医歯薬出版 497.5||Sa 317000846

288
その補綴に根拠はあるか : 冠・ブリッ
ジ・義歯・インプラントに対応

前田芳信, 池邉一典著
クインテッセンス出
版

497.5||Ma 317000869

289
限られた時間・限られた器材で行う訪
問診療における義歯修理のコツ

竹前健彦, 戸原玄, 野本亜
希子著

医歯薬出版 497.56||Ta 317000764

290
インプラント治療はチームアプローチ :
検査・診断・手術・コンサルテーション

池上龍朗, 下田裕子著/水
上哲也監修

医歯薬出版 497.56||Ik 317000802

291
歯科有機材料の化学 : 基礎知識と応
用

山田文一郎著
山本貴金属地金株
式会社

497.8||Ya 317000917

292 知っておきたい歯科材料の安全性 ヤマキン博士会監修 山本貴金属地金 497.8||Sh 317000918

293
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 317000731

294

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 317000739

295
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 317000741

296 口腔ケア基礎知識 改訂版 日本口腔ケア学会編 永末書店 497.9||Ko 317000742

297
プロフェッショナルな実践のための
Q&A55 (5疾病の口腔ケア:続)

藤本篤士[ほか]編著 医歯薬出版 497.9||Go||2 317000799



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

298
99%保険治療でも他院に負けない予防
を超える与防歯科 : 1年目のスタッフで
も習得できる[○秘]ノウハウ教えます!

小島理史著
クインテッセンス出
版

497.9||Ko 317000804

299 口腔保健・予防歯科学 安井利一 [ほか] 編 医歯薬出版 497.9||Ko 317000895

300
最新薬理学 : 疾病の成り立ち及び回復
過程の促進 (歯科衛生士テキスト)

大浦清, 戸苅彰史編/新井
通次 [ほか] 執筆

学建書院 497.9||Sh 317000930

301 薬理学 第2版 (新歯科衛生士教本)
全国歯科衛生士教育協議
会編集/川口充 [ほか] 著

医歯薬出版 497.9||Sh 317001075

302
フッ化物局所応用実施マニュアル; う蝕
予防の実際

フッ化物応用委員会[編] 社会保険研究所 497.9||Fu 317001103

303
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験
問題集 2018年版

歯科衛生士国試問題研究
会編

医歯薬出版
497.9079||Te||
'18

317000745

304
医療を変える,地域を変える,文化を変
える (在宅医療をはじめよう!)

永井康徳, 永吉裕子著/こし
のりょう作画/矢野道子作画
(協力)

南山堂 498||Na 317000811

305
社会と健康 : 健康格差解消に向けた統
合科学的アプローチ

川上憲人, 橋本英樹, 近藤
尚己編

東京大学出版 498||Sh 317000859

306
健康・医療の情報を読み解く : 健康情
報学への招待 第2版 (京大人気講義シ
リーズ)

中山健夫著 丸善出版 498||Na 317000874

307
有害微生物の制御と管理 : 現場対応
への実践的な取り組み

高鳥浩介[ほか]監修 テクノシステム 498||Yu 317000954

308
健康格差対策の進め方 : 効果をもたら
す5つの視点

近藤尚己著 医学書院 498||Ko 317000959

309
在宅ケアシステム : 手づくりの実践に
よる保健師論

森下浩子著 クオリティケア 498||Mo 317000966

310
ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ"保
健指導 : アドラー心理学で面談技法の
スキルが身につく!

上谷実礼著 メディカ出版 498.07||Ue 317000991

311
図解ここがポイント!データヘルス : デ-
タに基づいた効果的な保健事業の展
開《8つのチェック》

古井祐司著 東京法規出版 498.1||Fu 317000960

312
保健師の一日 (医療・福祉の仕事見る
知るシリーズ)

WILLこども知育研究所編著 保育社 498.14||Ho 317000920

313
禁煙の動機づけ面接法 (今日からでき
るミニマム禁煙医療:第2巻)

加濃正人著 中和印刷 498.32||Ky||2 317001078

314 日本食品大事典 新版 杉田浩一 [ほか] 編集 医歯薬出版 498.5||Ni 317000911

315
管理栄養士栄養士必携 : データ・資料
集 新装改訂第8版 2017年度版

日本栄養士会編 第一出版 498.5||Ka||'17 317001076

316

公衆栄養学 : 地域・国・国際レベルで
の栄養マネジメント 2017年版 (管理栄
養士養成課程におけるモデルコアカリ
キュラム準拠:第8巻)

伊達ちぐさ, 酒井徹編 医歯薬出版 498.55||Ka||8 317000810

317 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 317000875

318 公衆栄養学実習
井上浩一, 川野因, 本田榮
子編著/石原淳子 [ほか] 共
著

建帛社 498.55||Ko 317000876

319
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25年

健康・栄養情報研究会編 第一出版 498.55||Ko||25 317000881

320
総論 第4版 (サクセス管理栄養士講座.
臨床栄養学:1)

外山健二, 川島由起子著 第一出版 498.55||Sa 317000883
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321 公衆栄養学 第5版
古畑公, 松村康弘, 鈴木三
枝編著

光生館 498.55||Ko 317000900

322 わかりやすい公衆栄養 第3版
篠田粧子, 永吉道子編著/
稲山貴代 [ほか] 共著

三共出版 498.55||Wa 317000934

323
栄養学の基本がわかる事典 : カラー図
解

川島由起子監修 西東社 498.55||Ei 317000955

324
臨床栄養学実習 第2版 (栄養科学シ
リーズNEXT)

塚原丘美編 講談社 498.55||Ei 317001032

325
栄養素の通になる : 食品成分最新ガイ
ド 第4版

上西一弘著
女子栄養大学出版
部

498.55||Ue 317001040

326
佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫
学研究から読み解くぶれない食べ方

佐々木敏著
女子栄養大学出版
部

498.55||Sa 317001041

327 認定NSTガイドブック2017 改訂第5版 日本病態栄養学会編集 南江堂 498.58||Ni||'17 317000727

328
PT・OT・STのためのリハビリテーション
栄養 : 栄養ケアがリハを変える 第2版

若林秀隆著 医歯薬出版 498.58||Wa 317000763

329
臨床栄養認定管理栄養士のためのガ
イドブック : 日本栄養士会生涯教育実
務研修受講者及び受験者必携

鈴木壱知 [ほか] 監修 東京医学社 498.58||Ri 317000790

330
国際標準化のための栄養ケアプロセス
用語マニュアル

[アメリカ栄養士会編]/日本
栄養士会監訳

第一出版 498.58||Ko 317000912

331
ビジュアル治療食300 : 栄養成分別・病
態別栄養食事療法 : カラー版 第2版

宗像伸子, 宮本佳代子, 横
山淳一編集

医歯薬出版 498.583||Bi 317000838

332
機能性表示食品 : 適正な研究レビュー
のための必携マニュアル

上岡洋晴, 折笠秀樹編著
ライフサイエンス出
版

498.583||Ki 317000891

333
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 317001099

334
テクニック図解かむ・飲み込むが難しい
人の食事

藤谷順子監修 講談社 498.59||Te 317001029

335
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
ザンヌ W. フレッチャー, グラ
ント S. フレッチャー著/福井

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6||Fl 317000728

336 EBMのための臨床疫学 改訂第2版 縣俊彦編著 中外医学社 498.6||Eb 317000909

337 感染対策40の鉄則 坂本史衣著 医学書院 498.6||Sa 317001007

338
成果につなげる特定健診・特定保健指
導ガイドブック

鈴木志保子, 佐野喜子編集 中央法規出版 498.81||Se 317000961

339 災害時のメンタルヘルス 大塚耕太郎 [ほか] 編 医学書院 498.89||Sa 317001019

340
臨床医のための司法精神医学入門 改
訂版

日本精神神経学会司法精
神医学委員会編

新興医学出版社 498.99||Ri 317000759

341
これからの社会薬学 : 社会の変化と、
対応する薬剤師への期待 改訂第2版
増補

福島紀子, 早瀬幸俊, 宮本
法子編

南江堂 499||Ko 317000778

342
薬理・病態・薬物治療 3 (スタンダード
薬学シリーズII:6. 医療薬学:2-4)

日本薬学会編 東京化学同人
499||Su||6-3-
3

317000809

343
薬理・病態・薬物治療 2 (スタンダード
薬学シリーズII:6. 医療薬学:2-4)

日本薬学会編 東京化学同人
499||Su||6-2-
2

317000831



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

344
薬理・病態・薬物治療 4 (スタンダード
薬学シリーズII:6. 医療薬学:2-4)

日本薬学会編 東京化学同人
499||Su||6-4-
4

317000902

345
薬剤師のための医学論文の読み方・
使い方

名郷直樹, 青島周一著 南江堂 499.07||Na 317000726

346
社会・医療と薬学 : 社会・医療・患者・
お金・科学との関わり方について考え
る

北澤京子著 京都廣川書店 499.09||Ki 317000751

347 医療薬日本医薬品集 2018 日本医薬情報センター編 薬業時報社 499.1||Ni||'18 317000736

348
治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方
のポイント 2017

堀正二 [ほか] 編集 じほう 499.1||Ch||'17 317000850

349

代謝系の疾患と薬/内分泌系の疾患と
薬/産婦人科系の疾患と薬/血液系の
疾患と薬/免疫・炎症・アレルギー疾患
と薬/眼・耳・皮膚の疾患と薬 (薬がみ

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 499.1||Ku||2 317000993

350
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 317000995

351 治療薬マニュアル 2017年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 499.1||Ch||'17 317001006

352 治療薬インデックス 2017
日経ドラッグインフォメーショ
ン編集

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

499.1||Ch||'17 317001063

353
薬剤師が解決するポリファーマシー :
ここからはじめる! : 症例から学ぶ、処
方適正化のための介入のABC

平井みどり編 羊土社 499.2||Ya 317001071

354 製剤学 改訂第7版
山本昌, 岡本浩一, 尾関哲
也編集

南江堂 499.6||Se 317000913

355
植物療法(フィトセラピー)事典 : 東洋と
西洋の薬用植物対照表完全収録 ペー
パーバック普及版

フォルカー・フィンテルマン,
ルードルフ・フリッツ・ヴァイ
ス著/三浦於菟, 林真一郎,
ケニー・クフタ監修・加筆

ガイアブックス 499.87||Fi 317000774

356
メディカルハーブ安全性ハンドブック 第
2版

AHPA, ゾーイ・ガードナー,
マイケル・マクガフィン編著/
今知美訳

東京堂出版 499.87||Me 317000807

357 材料力学 (ビジュアルアプローチ) 石田良平, 秋田剛共著 森北出版 501.32||Is 317000845

358
測定から読み解くレオロジーの基礎知
識

上田隆宣著 日刊工業新聞社 501.33||Ue 317000885

359
レオロジー測定の実務とデータの活か
し方 : 図解でわかる

上田隆宣著 日刊工業新聞社 501.33||Ue 317000945

360 材料の微細構造 (材料の科学と工学:1)
W.D. キャリスター著/入戸野
修監訳

培風館 501.4||Ca||1 317000750

361
金属材料の力学的性質 (材料の科学と
工学:2)

W.D. キャリスター著/入戸野
修監訳

培風館 501.4||Ca||2 317000950

362 基礎から学ぶ構造金属材料学
丸山公一, 藤原雅美, 吉見
享祐共著

内田老鶴圃 501.41||Ma 317000748

363 金属材料組織学 松原英一郎 [ほか] 著 朝倉書店 501.41||Ki 317000910

364
PM2.5「越境汚染」 : 中国の汚染物質
が日本を襲う (角川SSC新書:213)

沈才彬著 KADOKAWA 519.222||Ch 317000921

365
中国複合汚染の正体 : 現場を歩いて
見えてきたこと

福島香織著 扶桑社 519.222||Fu 317000951

366
企業研究者たちの感動の瞬間 : ものづ
くりに賭けるケミストの夢と情熱

有機合成化学協会, 日本プ
ロセス化学会編

化学同人 570.4||Ki 317000776



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

367
バイオミメティクス : 生物の形や能力を
利用する学問 (国立科学博物館叢
書:16)

篠原現人, 野村周平編著 東海大学出版部 579.9||Ba 317000829

368
料理のコツ解剖図鑑 (Sanctuary
books)

豊満美峰子監修/桑山慧人
イラスト

サンクチュアリ出版 596||Ry 317000870

369
おうちで食べたい給食ごはん : 心と体
がよろこぶ杉並区の給食レシピ

杉並区教育委員会監修 イースト・プレス 596||Ou 317000922

370
せんぽ東京高輪病院500kcal台のけん
こう定食 : 日本一おいしい病院ごはん
を目指す!

足立香代子著 ワニブックス 596||Ad 317000927

371
せんぽ東京高輪病院日本一の減る塩
定食 : 500Kcal台だからヘルシー!

足立香代子著 ワニブックス 596||Ad 317000928

372
チューブ生姜適量ではなくて1cmがい
い人の理系の料理

五藤隆介著 秀和システム 596||Go 317000936

373
調理科学のなぜ? : 楽しい食品成分の
ふしぎ

朝日新聞出版編著 朝日新聞出版 596||Ch 317000943

374
子どもがすくすく育つ日本一の給食レ
シピ

松丸奨著 講談社 596||Ma 317001036

375
次世代に伝えたいいまに活きる伝統料
理

笠原賀子監修/山田チヨ, 松
田トミ子編

第一出版 596.21||Ji 317000901

376
慈恵大学病院のおいしい大麦スイーツ
: 大学病院とお菓子メーカーの大麦ス
イーツ健康コラボ

東京慈恵会医科大学附属
病院栄養部 [監修]

東京慈恵会医科大
学附属病院栄養部
/出版文化社 (発

596.65||Ji 317000944

377 エキゾチックアニマルの治療薬ガイド
James W. Carpenter著/河
原めぐみ訳

エルゼビア・ジャパ
ン/緑書房 (発売)

649.9||Ca 317000855

378
JISS国立スポーツ科学センターのアス
リートレシピ : 日本のトップアスリートを
支えるバランスごはん115

国立スポーツ科学センター
著

主婦と生活社 780.19||Ji 317000935

379
これからレポート・卒論を書く若者のた
めに 第2版

酒井聡樹著 共立出版 816.5||Sa 317000720

380
公式TOEIC Listening & Readingトレー
ニング リスニング編

Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュ
ニケーション協会

830.79||Ed 317000700

381
公式TOEIC Listening & Readingトレー
ニング リーディング編

Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュ
ニケーション協会

830.79||Ed 317000701

382
TOEIC L&Rテスト究極単語 (きわめた
ん) : advanced 2700 : 目指せ!スコア
730-900突破

藤井哲郎, 宮野智靖著 語研 830.79||To 317000705

383
答えは自分の中にある : 終末期医療と
在宅看取り介護の記録 (Parade
Books)

マキプ→著
パレード/星雲社
(発売)

916||Ma 317000926

384
閉じこめられた僕 : 難病ALSが教えてく
れた生きる勇気

藤元健二著 中央公論新社 916||Fu 317000941


