
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
「ひと」として大切なこと (PHP文
庫:[571])

渡辺和子 [著] PHP研究所 198.24||Wa 317001123

2 犯罪学ハンドブック
アンソニー・ウォルシュ著/松
浦直己訳

明石書店 326.3||Wa 317001265

3
認知症の人の「想い」からつくるケア 急
性期病院編

井藤英喜監修/伊東美緒編
著

インターメディカ 369.26||Ni 317001246

4 障害者総合支援六法 平成29年版 中央法規出版
369.27||Sh||2
9

317001273

5
教育相談・学校精神保健の基礎知識
第3版

大芦治著 ナカニシヤ出版 371.43||Oa 317001088

6
子ども学への招待 : 子どもをめぐる22
のキーワード

近藤俊明, 渡辺千歳, 日向
野智子編著

ミネルヴァ書房 371.45||Ko 317001125

7 「学校環境衛生基準」解説 新訂 2010 日本学校薬剤師会編 薬事日報社 374.91||Ga 317001154

8 学校の感染症対策 岡田晴恵著 東山書房 374.96||Ok 317001090

9 クイズで語るおもしろ防煙教育最前線
岡崎好秀著/勝西則行マン
ガ

東山書房 374.97||Ok 317001091

10
小学校・中学校体育・保健体育 : 『楽し
い体育の授業』plus 平成29年版 (学習
指導要領改訂のポイント)

『楽しい体育の授業』編集部
編

明治図書出版 375.1||Ga||29 317001252

11
アクティブラーニング型授業としての反
転授業 実践編

森朋子, 溝上慎一編 ナカニシヤ出版 377.15||Ak 317001202

12
科研費採択される3要素 : アイデア・業
績・見栄え 第2版

郡健二郎著 医学書院 377.7||Ko 317001173

13

特別支援教育ハンドブック : 養護教諭・
特別支援教育コーディネーター・特別
支援学級担任・特別支援教育支援員・
教諭・学生・看護師・医療関係者必携

飯野順子, 岡田加奈子編/
玉川進編著/安部博志 [ほ
か] 著

東山書房 378||To 317001092

14
ケンブリッジ世界の食物史大百科事典
3

石毛直道 [ほか] シリーズ監
訳

朝倉書店 383.8||Ke||4 317001131

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

化学同人 433||Ha||2 317001128

16
Principles of instrumental analysis 7th
ed : hbk

Douglas A. Skoog, F. James
Holler, Stanley R. Crouch

Cengage Learning 433||Sk 317001212

17
Synthesis of functionalized
organoboron compounds through
copper(I) catalysis hbk. (Springer

Koji Kubota Springer 437||Ku 317001119

18

Solid-phase synthesis of nitrogenous
heterocycles hbk. (Topics in
heterocyclic chemistry. ISSN:1861-
9282:52)

Viktor Krchnák, Editor Springer 437||So 317001120

19
Chemoselective and bioorthogonal
ligation reactions : concepts and
applications 1

edited by W. Russ Algar,
Philip Dawson, Igor L.
Medintz

Wiley-VCH 464.25||Ch||1 317001217

20
Chemoselective and bioorthogonal
ligation reactions : concepts and
applications 2

edited by W. Russ Algar,
Philip Dawson, Igor L.
Medintz

Wiley-VCH 464.25||Ch||2 317001218

21
物理の眼で見る生き物の世界 : バイオ
ミメティクス皆伝

望月修著 コロナ社 464.9||Mo 317001142

22 Dr. Bonoの生命科学データ解析 坊農秀雅著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467.3||Bo 317001280



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
Manipulating the mouse embryo : a
laboratory manual 4th ed : pbk

Richard Behringer ... [et al.]
Cold Spring Harbor
Laboratory Press

489.47||Ma 317001118

24
医学英和大辞典 改訂12版 / 西元寺
克禮編集

[加藤勝治編] 南山堂 490.33||Ig 317001229

25
医師人生は初期研修で決まる!って、
知ってた?

志賀隆編著
メディカルサイエン
ス社

490.7||Is 317001185

26
医師国家試験のためのレビューブック :
必修・禁忌 第4版

国試対策問題編集委員会 メディックメディア 490.79||Is 317001221

27
CBT・医師国家試験のためのレビュー
ブック内科・外科 第12版 2018-2019

国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア
490.79||Cb||'1
8-'19

317001222

28
CBT・医師国家試験のためのレビュー
ブック産婦人科 第4版 2018-2019

国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア
490.79||Cb||'1
8-'19

317001223

29
医師国試データ・マニュアル : 小児科
2017-2018(改訂第18版)

国試対策問題編集委員会
編

Medic Media
490.79||Ko||'1
7-'18

317001224

30
医師国試データ・マニュアル : 産婦人
科 2017-2018(改訂第19版)

国試対策問題編集委員会
編

Medic Media
490.79||Ko||'1
7-'18

317001225

31
カラー図解人体の正常構造と機能 全
10巻縮刷版, 改訂第3版

坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 491||Ka 317001226

32
カラー図解人体の正常構造と機能 全
10巻縮刷版, 改訂第3版

坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 491||Ka 317001227

33 グレイ解剖学

Richard L.Drake, A.Wayne
Vogl, Adam W.M.Mitchell原
著/塩田浩平, 秋田恵一監
修・監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.1||Gr 317001195

34 イラスト解剖学 第9版 松村讓兒著 中外医学社 491.1||Ma 317001196

35
カラー図解よくわかる生理学の基礎 第
2版

ステファン・シルバーナグル,
アガメムノン・デスポプロス
著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.3||Si 317001182

36
カラー図解よくわかる生理学の基礎 第
2版

ステファン・シルバーナグル,
アガメムノン・デスポプロス
著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.3||Si 317001183

37
ABO血液型がわかる科学 (岩波ジュニ
ア新書:811)

山本文一郎著 岩波書店 491.321||Ya 317001113

38
ABO血液型がわかる科学 (岩波ジュニ
ア新書:811)

山本文一郎著 岩波書店 491.321||Ya 317001114

39
ABO血液型がわかる科学 (岩波ジュニ
ア新書:811)

山本文一郎著 岩波書店 491.321||Ya 317001115

40 ベッドサイドの臨床神経生理学 飛松省三著 中外医学社 491.37||To 317001177

41
The HDL handbook : biological
functions and clinical implications 3rd
ed : hardcover

edited by Tsugikazu Komoda Elsevier/AP 491.42||Hd 317001095

42
代謝ナビゲーション : ミトコンドリアを中
心とする代謝ネットワーク

Navdeep S. Chandel著/大竹
明, 岡崎康司, 村山圭監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.47||Ch 317001281

43

High density lipoproteins : from
biological understanding to clinical
exploitation pbk. (Handbook of
experimental pharmacology:v. 224)

Arnold von Eckardstein,
Dimitris Kardassis, editors

Springer
491.5||Ha||22
4

317001098

44 ○×問題でマスター薬理学 第2版 山本浩一執筆 医歯薬出版 491.5||Ya 317001146

45
ライフステージや疾患背景から学ぶ臨
床薬理学 : テーラーメイド薬物治療の
基本知識と処方の実際

大井一弥著 羊土社 491.5||Oi 317001239



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

46
自律神経系,器官の制御と疾患,そして
薬 (分子病態薬理学:0)

成田年編著/阿部和穂, 葛
巻直子著

京都廣川書店 491.5||Bu||0 317001247

47
図解薬害・副作用学 : みてわかる薬学
改訂2版

川西正祐, 小野秀樹, 賀川
義之編集

南山堂 491.5||Zu 317001268

48
図解薬害・副作用学 : みてわかる薬学
改訂2版

川西正祐, 小野秀樹, 賀川
義之編集

南山堂 491.5||Zu 317001269

49 Molecular immunotoxicology hbk.
edited by Emanuela Corsini
and Henk van Loveren

Wiley-VCH 491.59||Mo 317001121

50 ロビンス基礎病理学 原書9版
Vinay Kumar, Abul K. Abbas,
Jon C. Aster原著

エルゼビア・ジャパ
ン/丸善出版 (発
売)

491.6||Ro 317001197

51
臨床に役立つ!病理診断のキホン教え
ます

伊藤智雄編 羊土社 491.6||Ri 317001240

52
解明病理学 : 病気のメカニズムを解く
第3版

青笹克之総編集/加藤光保,
菅野祐幸編集

医歯薬出版 491.6||Ka 317001279

53
免疫学 : 「わたしの体」をまもる仕組み
(初めの一歩は絵で学ぶ : doctor's
illustration)

田中稔之著 じほう 491.8||Ta 317001124

54 シンプル免疫学 改訂第5版
中島泉, 高橋利忠, 吉開泰
信共著

南江堂 491.8||Sh 317001178

55 シンプル免疫学 改訂第5版
中島泉, 高橋利忠, 吉開泰
信共著

南江堂 491.8||Sh 317001179

56 臨床脳波検査スキルアップ 第2版 所司睦文, 小野澤裕也著 金原出版 492.16||Sh 317001198

57 スタンダード輸血検査テキスト 第3版
認定輸血検査技師制度協
議会カリキュラム委員会編
集

医歯薬出版 492.26||Su 317001174

58 スタンダード輸血検査テキスト 第3版
認定輸血検査技師制度協
議会カリキュラム委員会編
集

医歯薬出版 492.26||Su 317001175

59
はじめてのタクティールケア : 手で"触
れて"痛み・苦しみを緩和する
(C.C.MOOK)

木本明恵総監修
日本看護協会出版
会

492.7||Ha 317001151

60
ナースの悩みに応えます! : 心理学的
手法で対応した看護事例集 患者・家
族編

大木桃代, 小林康司編集
真興交易(株)医書
出版部

492.9014||Na 317001180

61
看護学生・看護職が知りたい統計学 :
問題解決への道しるべ

山田覚, 井上正隆著 東京図書 492.9019||Ya 317001238

62
はじめての看護研究 アンケート調査編
(はじめてのシリーズ)

及川慶浩著 メディカ出版 492.907||Oi 317001204

63
看護師国試これだけ覚える一般問題
'18年版

医教著 成美堂出版
492.9079||Ka||
'18

317001199

64
歯・口腔 第13版 (系統看護学講座:専
門分野 2. 成人看護学:15)

渋谷絹子 [ほか] 著 医学書院 492.908||Ke 317001158

65
看護関係法令 第49版 (系統看護学講
座:専門基礎分野. 健康支援と社会保
障制度:4)

森山幹夫著 医学書院 492.908||Ke 317001159

66
社会保障・社会福祉 第18版 (系統看
護学講座:専門基礎分野. 健康支援と
社会保障制度:3)

福田素生著者代表 医学書院 492.908||Ke 317001160

67
精神看護の展開 第5版 (系統看護学
講座:専門分野:2. 精神看護学:2)

武井麻子著者代表 医学書院 492.908||Ke 317001161

68
精神看護の基礎 第5版 (系統看護学
講座:専門分野:2. 精神看護学:1)

武井麻子著者代表 医学書院 492.908||Ke 317001162



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

69
看護情報学 第2版 (系統看護学講座:
別巻)

中山和弘著者代表 医学書院 492.908||Ke 317001163

70 臨床薬理学 (系統看護学講座:別巻)
井上智子, 窪田哲朗編/井
上智子 [ほか] 執筆

医学書院 492.908||Ke 317001164

71
臨床外科看護総論 第11版 (系統看護
学講座:別巻)

矢永勝彦, 高橋則子編/矢
永勝彦 [ほか] 執筆

医学書院 492.908||Ke 317001165

72
耳鼻咽喉 第13版 (系統看護学講座:専
門分野 2. 成人看護学:14)

小松浩子 [ほか著] 医学書院 492.908||Ke 317001166

73
眼 第13版 (系統看護学講座:専門分野
2. 成人看護学:13)

大鹿哲郎, 丸尾敏夫, 平井
明美著

医学書院 492.908||Ke 317001167

74
臨床外科看護各論 第9版 (系統看護
学講座:別巻)

北島政樹, 江川幸二編/朝
本俊司 [ほか] 執筆

医学書院 492.908||Ke 317001168

75
がん看護学 第2版 (系統看護学講座:
別巻)

小松浩子著者代表 医学書院 492.908||Ke 317001169

76
在宅看護論 第5版 (系統看護学講座:
統合分野)

河原加代子著者代表/秋山
正子 [ほか執筆]

医学書院 492.908||Ke 317001170

77
基礎看護技術 第17版 2 (系統看護学
講座:専門分野:1. 基礎看護学:3)

有田清子 [ほか著] 医学書院 492.908||Ke 317001171

78
多重課題クリアノート : できるナースの
動き方がわかる

三上剛人, 藤野智子監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.91||Ta 317001241

79
根拠がわかる看護マッサージ : 患者を
癒やすリラクセーション技術

岡本佐智子著 中央法規出版 492.911||Ok 317001243

80
循環器科・心臓外科病棟ケア (パスの
中の看護過程がひとめでわかる! : 新
配属ナースお助けガイド)

済生会横浜市東部病院看
護部編著

メディカ出版 492.914||Ju 317001126

81
意味づけ・経験知でわかる疾患別病態
生理看護過程 第3版 下巻

福地本晴美編集/昭和大学
附属病院看護部執筆

日総研出版 492.914||Im||2 317001201

82
意味づけ・経験知でわかる疾患別病態
生理看護過程 第3版 上巻

福地本晴美編集/昭和大学
附属病院看護部執筆

日総研出版 492.914||Im||1 317001230

83
母性看護 第2版 (パーフェクト臨床実
習ガイド : ライフステージに沿った看護
技術と看護の展開)

堀内成子編 照林社 492.924||Bo 317001190

84
看護師のための脳の解剖生理超入門
第1版

西村卓士著 日総研出版 492.926||Ni 317001093

85 総合内科病棟マニュアル
筒泉貴彦, 山田悠史, 小坂
鎮太郎編集

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493||So 317001181

86 シンプル内科学 改訂第2版
寺野彰総編集/菅谷仁, 清
水輝夫, 羽田勝征編集

南江堂 493||Sh 317001282

87
医療者のためのカーボカウント指導テ
キスト : 「糖尿病食事療法のための食
品交換表」準拠

日本糖尿病学会編著 文光堂 493.123||Ir 317001135

88
カーボカウントの手びき : 「糖尿病食事
療法のための食品交換表」準拠

日本糖尿病学会編著 文光堂 493.123||Ka 317001136

89
インスリンポンプとCGM : 糖尿病をうま
く管理するためのガイド

Francine, R. Kaufman, Emily
Westfall著/雨宮伸, 難波光
義監訳/村田敬, 坂根直樹,
松久宗英代表翻訳

医歯薬出版 493.123||Ka 317001260

90
糖尿病治療の手びき : 患者さんとその
家族のための 改訂第57版

日本糖尿病学会編・著 南江堂
493.123||To||'
17

317001261

91 糖尿病学 2017 小坂樹徳, 赤沼安夫編 診断と治療社
493.123||To||'
17

317001262



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

92
糖尿病診療ハンドブック : ここが知りた
い! Ver. 3

岩岡秀明, 栗林伸一編著 中外医学社 493.123||To 317001286

93
糖尿病診療【秘伝】ポケットガイド 増補
版

能登洋著 南江堂 493.123||No 317001287

94
糖尿病医療者のための災害時糖尿病
診療マニュアル

日本糖尿病学会編著 文光堂 493.123||To 317001290

95
インスリンポンプ療法マニュアル : CSII
療法導入・管理のための手引き 改訂
第2版

小林哲郎, 難波光義編 南江堂 493.123||In 317001291

96
循環器疾患・救急医療 血液疾患 (病
気と薬物療法)

厚田幸一郎, 久保田理恵,
前田定秋共編

オーム社 493.2||Ju 317001272

97
心臓病の病態生理 : ハーバード大学テ
キスト 第4版

レオナルド S.リリー [編]/川
名正敏, 川名陽子, 川名正
隆訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.23||Sh 317001266

98
心臓病の病態生理 : ハーバード大学テ
キスト 第4版

レオナルド S.リリー [編]/川
名正敏, 川名陽子, 川名正
隆訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.23||Sh 317001267

99
Murray & Nadel's textbook of
respiratory medicine 6th ed v. 1

editor-in-chief, V. Courtney
Broaddus/editors, Robert J.
Mason ... [et al.]/thoracic
imaging editor, Michael B.
Gotway

Elsevier/Saunders 493.3||Mu||1 317001215

100
Murray & Nadel's textbook of
respiratory medicine 6th ed v. 2

editor-in-chief, V. Courtney
Broaddus/editors, Robert J.
Mason ... [et al.]/thoracic
imaging editor, Michael B.
Gotway

Elsevier/Saunders 493.3||Mu||2 317001216

101 消化器画像診断アトラス 小池智幸 [ほか] 編集 中山書店 493.4||Sh 317001219

102 消化器疾患 (病気と薬物療法)
伊東明彦, 前田定秋, 山元
俊憲共編

オーム社 493.4||Sh 317001271

103
内分泌代謝疾患レジデントマニュアル
第4版

吉岡成人, 和田典男, 永井
聡著

医学書院 493.49||Yo 317001259

104
内分泌代謝疾患・糖尿病診療マニュア
ル 改訂版

船橋徹 [ほか] 編集 医薬ジャーナル社 493.49||Na 317001285

105
Annual review糖尿病・代謝・内分泌
2016

金澤康徳 [ほか] 編集 中外医学社
493.49||An||'1
6

317001288

106
Synaptic stress and pathogenesis of
neuropsychiatric disorders

Maurizio Popoli, David
Diamond, Gerard Sanacora,
editors

Springer 493.72||Sy 317001096

107 精神科治療薬ハンドブック 改訂7版 上島国利編著 中外医学社 493.72||Se 317001176

108
精神疾患神経・筋疾患 (病気と薬物療
法)

畝崎榮 [ほか] 共編 オーム社 493.72||Sh 317001270

109 必携脳卒中ハンドブック 改訂第3版 高嶋修太郎, 伊藤義彰編集 診断と治療社 493.73||Hi 317001264

110 強迫性障害の治療ガイド 飯倉康郎著 二瓶社 493.743||Ik 317001117

111 認知症の介護に役立つハンドセラピー 鈴木みずえ監修 池田書店 493.758||Ni 317001150

112
認知症 : 本人と家族の生活基盤を固
める : 多職種連携

山川みやえ, 繁信和恵編著
日本看護協会出版
会

493.758||Ni 317001152

113
チャンドラセカール移植・免疫不全者の
感染症

プラナタルティ H. チャンドラ
セカール編

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.8||Ch 317001278
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114
犬が来る病院 : 命に向き合う子どもた
ちが教えてくれたこと

大塚敦子著 KADOKAWA 493.9||Ot 317001089

115 実践ホスピタル・プレイ
松平千佳編著/フランシス・
バーバラ, 江原勝幸, 森裕樹
共著/松平千佳訳

創碧社 493.9||Ji 317001122

116

発達障害ガイドブック : 保護者と保育
士・教師・保健師・医師のために : 自閉
症スペクトル、広汎性発達障害、高機
能自閉症、アスペルガー症候群、
AD/HD、学習障害 改訂新版

東條惠著 考古堂書店 493.937||To 317001116

117
Devita, Hellman, and Rosenberg's
Cancer, principles & practice of
oncology review 4th ed

editors, Ramaswamy
Govindan, Daniel
Morgensztern

Wolters Kluwer 494.5||De 317001109

118 頭頸部手術カラーアトラス 改訂第2版
がん研究会有明病院頭頸
科編

永井書店 494.5||To 317001148

119
Cancer immunotherapy principles and
practice

[edited by] Lisa H.
Butterfield, Howard L.
Kaufman, Francesco M.

Demos Medical
Publishing

494.5||Ca 317001254

120
がん光免疫療法の登場 : 手術や抗が
ん剤、放射線ではない画期的治療

永山悦子著 : 小林久隆協力 青灯社 494.53||Na 317001084

121
"Team J"が贈る最先端の内視鏡下大
腸手術 : 単孔式からロボット手術まで

奥田準二編著 永井書店 494.656||Te 317001147

122
床ずれケアナビ : 在宅・介護施設にお
ける褥瘡対策実践ガイド 全面改訂版

日本褥瘡学会・在宅ケア推
進協会編集

中央法規出版 494.8||To 317001244

123
皮膚腫瘍 (癌診療指針のための病理
診断プラクティス)

清水道生, 新井栄一専門編
集

中山書店 494.8||Hi 317001263

124 腎生検病理アトラス 改訂版
日本腎病理協会, 日本腎臓
学会編集

東京医学社 494.93||Ji 317001132

125 腎癌診療ガイドライン 2017年版 日本泌尿器科学会編 金原出版 494.93||Ji||'17 317001189

126
女性内分泌クリニカルクエスチョン90
(Clinical question)

百枝幹雄編集 診断と治療社 495.13||Jo 317001231

127
実践から学ぶ婦人科細胞診/ 北村隆
司, 大金直樹, 加藤智美, 矢野恵子編
集

医療科学社 495.2||Ji 317001205

128 産婦人科手術スタンダード 改訂第2版 日本産婦人科手術学会編 メジカルビュー社 495.24||Sa 317001200

129 子宮体癌取扱い規約 第4版 病理編
日本産科婦人科学会, 日本
病理学会編

金原出版 495.43||Sh 317001186

130 子宮頸癌取扱い規約 第4版 病理編
日本産科婦人科学会, 日本
病理学会編

金原出版 495.43||Sh 317001187

131 子宮頸癌治療ガイドライン 2017年版 日本婦人科腫瘍学会編 金原出版
495.43||Sh||'1
7

317001188

132
病院前救護のための産科救急トレーニ
ング : 妊娠女性・院外分娩に対する実
践的な対処法

Malcolm Woollard [ほか] 編 中外医学社 495.5||By 317001130

133
OCTアンギオグラフィコアアトラス :
ケースで学ぶ読影のポイント

吉村長久編集/加登本伸編
集協力/赤木忠道 [ほか] 執
筆

医学書院 496.2||Oc 317001172

134
角膜,結膜 (眼科診療ビジュアルラーニ
ング:1)

井上幸次編集 中山書店 496.2||Ga||1 317001228

135
歯科医師国家試験出題基準 平成30年
版

厚生労働省医政局歯科保
健課 [編]

口腔保健協会
497.079||Sh||
30

317001184

136
精鋭問題集 : 歯学部の進級・CBT・歯
科医師国家試験対策

東京メディカルスクール編著
/岩脇清一著/岡田優一郎
監修

東京メディカルス
クール

497.079||Se 317001194
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137
Endoの兵法 : 卒後2年目からの実践的
根管処置技法

加藤広之著 医歯薬出版 497.2||Ka 317001138

138
治療効率がUP!良好な予後につながる
ラバーダム法 : 動画で基本手技が学べ
る!

宮崎真至編著/阿部修, 天
川由美子ほか著

医歯薬出版 497.2||Ch 317001139

139
根管治療で失敗する本当の理由 : 難
症例・トラブル・再根管治療を克服する
ための指針と鉄則

鶴町保著
クインテッセンス出
版

497.2||Ts 317001140

140
知る・診る・対応する酸蝕症 : 問診・視
診による診断ポイントから予防指導・修
復治療まで

北迫勇一著 : 岩切勝彦著
クインテッセンス出
版

497.2||Ki 317001203

141
The oral-systemic health connection :
a guide to patient care : softcover

edited by Michael Glick Quintessence 497.2||Or 317001214

142 最新口腔外科学 第5版 又賀泉 [ほか] 編 医歯薬出版 497.3||Sa 317001276

143 最新口腔外科学 第5版 又賀泉 [ほか] 編 医歯薬出版 497.3||Sa 317001277

144
Orthodontics : current principles and
techniques 6th ed : hardcover

edited by Lee W. Graber,
Robert L. Vanarsdall Jr.,
Katherine W.L. Vig, Greg J.
Huang

Elsevier Mosby 497.6||Or 317001213

145
日本口腔ケア学会認定資格標準テキ
スト : 問題と解説集 下巻

日本口腔ケア学会編 日総研出版 497.9||Ni||2 317001094

146
卒業研究Hand book (歯科衛生士教育
サブテキスト)

真木吉信監著/薄井由枝
[ほか] 著

クインテッセンス出
版

497.9||Sh 317001210

147
卒業研究Hand book (歯科衛生士教育
サブテキスト)

真木吉信監著/薄井由枝
[ほか] 著

クインテッセンス出
版

497.9||Sh 317001211

148
Evidence-based dentistry for the
dental hygienist : softcover

edited by Julie Frantsve-
Hawley

Quintessence Pub. 497.9||Ev 317001258

149
グローバルヘルス : 世界の健康と対処
戦略の最新動向 : pbk

リチャード スコルニク著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498||Sk 317001275

150
料理と科学のおいしい出会い : 分子調
理が食の常識を変える (DOJIN選
書:59)

石川伸一著 化学同人 498.53||Is 317001127

151
カリカリベーコンはどうして美味しいに
おいなの? : 食べ物・飲み物にまつわる
カガクのギモン

Andy Brunning [著]/高橋秀
依, 夏苅英昭訳

化学同人 498.53||Br 317001129

152
食事摂取基準 : 理論と活用 第2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2巻)

鈴木公, 木戸康博編 医歯薬出版 498.55||Ka||2 317001144

153 食卓の生化学 第2版
三浦義彰, 小野直美, 橋本
洋子著

医歯薬出版 498.55||Mi 317001145

154
栄養・健康データハンドブック 第18版
2017/2018

藤澤良知編著 同文書院
498.55||Ei||'17
-'18

317001256

155
栄養・健康データハンドブック 第18版
2017/2018

藤澤良知編著 同文書院
498.55||Ei||'17
-'18

317001257

156
食べる時間を変えれば健康になる : 時
間栄養学入門 (ディスカヴァー携
書:182)

古谷彰子著/柴田重信監修
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

498.583||Fu 317001143

157
おいしい+予算内の病院食レシピと治
療食ヘの展開

武蔵裕子, 宮本佳世子著 瀬谷出版 498.583||Mu 317001155

158 おいしい病院食は、患者を救う 薬袋摩耶著 ウェッジ 498.583||Mi 317001206

159
事例を通して学ぶ避難所・仮設住宅の
看護ケア

黒田裕子, 神崎初美著
日本看護協会出版
会

498.89||Ku 317001153
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160
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

317001104

161
機器分析・構造決定 (スタンダード薬学
シリーズII:2. 物理系薬学:3)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-3 317001133

162
機器分析・構造決定 (スタンダード薬学
シリーズII:2. 物理系薬学:3)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-3 317001134

163
物理/化学/生物/衛生 2018 (薬剤師
国家試験対策必須問題集:1)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'
18-1

317001191

164
薬理/薬剤/病態・薬物治療/法規・制
度・倫理/実務 2018 (薬剤師国家試験
対策必須問題集:2)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'
18-2

317001192

165
薬学と社会 : 「法規・制度」「コミュニ
ティーファーマシー」及び「医薬品の開
発と生産」 2018 (薬学必修講座)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'
18

317001237

166
薬学必須ラ・スパ : 薬剤師国家試験必
須問題対策

中澤裕之, 鈴木勉, 井上大
輔編集

テコム出版事業部 499.079||Ya 317001245

167
薬学生・薬剤師のための添付文書徹
底活用術 : Q&Aで学ぶ適正使用10事
例

波多江崇編著/竹下治範,
竹永由紀子著

薬事日報社 499.1||Ha 317001137

168
定量的構造活性相関 : Hansch法の基
礎と応用

C.ハンシュ, A.レオ著/江崎
俊之訳

地人書館 499.31||Ha 317001149

169 医薬品開発入門 第2版 大室弘美 [ほか] 著 じほう 499.5||Iy 317001193

170 製剤への物理化学 第2版
斎藤博幸, 田中秀治編/岡
村恵美子 [ほか執筆]

廣川書店 499.6||Se 317001248

171 製剤への物理化学 第2版
斎藤博幸, 田中秀治編/岡
村恵美子 [ほか執筆]

廣川書店 499.6||Se 317001249

172 製剤への物理化学 第2版
斎藤博幸, 田中秀治編/岡
村恵美子 [ほか執筆]

廣川書店 499.6||Se 317001250

173 製剤への物理化学 第2版
斎藤博幸, 田中秀治編/岡
村恵美子 [ほか執筆]

廣川書店 499.6||Se 317001251

174
中国汚染の真相 : 「水」と「空気」で崩
れる中国

富坂聰著 KADOKAWA 519.222||To 317001141

175

High-Mountain atmospheric research :
The Italian Mt. Cimone WMO/GAW
Global Station (2165 m a.s.l.)
(SpringerBriefs in meteorology)

Paolo Cristofanelli, Erika
Brattich, Stefano Decesari
[et. al]

Springer 519.237||Hi 317001097

176 スポーツエコー診療Golden Standard 橋本健史編集 南山堂 780.19||Su 317001220

177
TOEFLテストボキャブラリー+例文3900
(留学対策シリーズ)

岡田徹也, 松園保則著 ジャパンタイムズ 830.79||Ok 317001242

178

「チクチクする」「ピンとこない」を英語で
パッと言えますか? : ネイティブ思考の
感情・感覚・イメージを表す英会話フ
レーズ1100

ジェームス・M・バーダマン著 DHC 837.8||Va 317001274


