
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
福祉政治史 : 格差に抗するデモクラ
シー

田中拓道著 勁草書房 364.02||Ta 317001680

2
社会保障の手引 : 施策の概要と基礎
資料 平成29年版

厚生省社会局監査指導課
編集

社会福祉調査会
364.059||Sh||2
9

317001612

3
社会保障の手引 : 施策の概要と基礎
資料 平成29年版

厚生省社会局監査指導課
編集

社会福祉調査会
364.059||Sh||2
9

317001613

4
保健医療サービス 第5版 (新・社会福
祉士養成講座:17)

社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.08||Sh||17 317001610

5
保健医療サービス 第5版 (新・社会福
祉士養成講座:17)

社会福祉士養成講座編集
委員会編

中央法規出版 369.08||Sh||17 317001611

6 福祉小六法 2018 大阪ボランティア協会編集
大阪ボランティア協
会

369.12||Fu||'1
8

317001678

7 福祉小六法 2018 大阪ボランティア協会編集
大阪ボランティア協
会

369.12||Fu||'1
8

317001679

8 医療福祉総合ガイドブック 2017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||'17 317001575

9 医療福祉総合ガイドブック 2017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||'17 317001576

10
学校における養護活動の展開 : 養護
教諭養成講座 改訂4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 317001577

11
学校における養護活動の展開 : 養護
教諭養成講座 改訂4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 317001578

12
学校保健実務必携 新訂版 第4次改訂
版

学校保健・安全実務研究会
編著

第一法規 374.9||Ga 317001639

13
学校保健実務必携 新訂版 第4次改訂
版

学校保健・安全実務研究会
編著

第一法規 374.9||Ga 317001640

14 詳解理論応用量子力学演習 後藤憲一 [ほか] 共編 共立出版 421.3||Sh 317001668

15 詳解電磁気学演習 後藤憲一, 山崎修一郎共編 共立出版 427||Sh 317001667

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

東京化学同人 431||At||2 317001614

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

東京化学同人 431||At||2 317001615

18
miRNAの最新知識 : 基礎領域から診
断・治療応用まで

落谷孝広編 医薬ジャーナル社 464.27||Mi 317001687

19
わかりやすいデータ解析と統計学 : 医
療系の解析統計をExcelで始めてみよ
う

高橋竜尚著 オーム社 490.19||Ta 317001656

20 ポケット医学英和辞典 第3版 泉孝英編 医学書院 490.33||Po 317001653

21 イラストでまなぶ解剖学 第3版 松村讓兒著 医学書院 491.1||Ma 317001551

22 解剖トレーニングノート 第6版 竹内修二著 医学教育出版社 491.1||Ta 317001684



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
ギャノング生理学 (Lange textbookシ
リーズ)

[William F. Ganong原
著]/Kim E. Barrett [ほか
著]/井上真澄 [ほか訳]

丸善出版 491.3||Ga 317001657

24
ギャノング生理学 (Lange textbookシ
リーズ)

[William F. Ganong原
著]/Kim E. Barrett [ほか
著]/井上真澄 [ほか訳]

丸善出版 491.3||Ga 317001658

25
ギャノング生理学 (Lange textbookシ
リーズ)

[William F. Ganong原
著]/Kim E. Barrett [ほか
著]/井上真澄 [ほか訳]

丸善出版 491.3||Ga 317001659

26
ギャノング生理学 (Lange textbookシ
リーズ)

[William F. Ganong原
著]/Kim E. Barrett [ほか
著]/井上真澄 [ほか訳]

丸善出版 491.3||Ga 317001660

27 やさしい生理学 改訂第7版 彼末一之, 能勢博編集 南江堂 491.3||Ya 317001558

28
ウエスト呼吸生理学入門 第2版 正常
肺編

ジョン B ウエスト, アンド
ルー M ラックス著/桑平一
郎訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.33||We 317001565

29
ウエスト呼吸生理学入門 第2版 正常
肺編

ジョン B ウエスト, アンド
ルー M ラックス著/桑平一
郎訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.33||We 317001566

30
臨床の口腔生理学に基づく摂食嚥下
障害のキュアとケア 第2版

舘村卓著 医歯薬出版 491.343||Ta 317001573

31
臨床の口腔生理学に基づく摂食嚥下
障害のキュアとケア 第2版

舘村卓著 医歯薬出版 491.343||Ta 317001574

32
生化学 第3版 (栄養科学イラストレイ
テッド)

薗田勝編 羊土社 491.4||Se 317001642

33 臨床薬理学 第4版
日本臨床薬理学会編集/小
林真一 [ほか] 責任編集

医学書院 491.5||Ri 317001569

34 臨床薬理学 第4版
日本臨床薬理学会編集/小
林真一 [ほか] 責任編集

医学書院 491.5||Ri 317001570

35
臨床薬物動態学 : 臨床薬理学・薬物療
法の基礎として 改訂第5版

家入一郎, 楠原洋之編集 南江堂 491.5||Ri 317001641

36
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デイ
ヴィッド・S・ストレイヤー編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 317001541

37
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デイ
ヴィッド・S・ストレイヤー編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 317001542

38
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デイ
ヴィッド・S・ストレイヤー編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 317001598

39
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デイ
ヴィッド・S・ストレイヤー編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 317001599

40
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デイ
ヴィッド・S・ストレイヤー編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 317001600

41 TNM悪性腫瘍の分類 第8版

James D. Brierley, Mary
K.Gospodarowicz, Christian
Wittekind編/UICC日本委員
会TNM委員会訳

金原出版 491.65||Tn 317001685

42
Molecular biology 4th ed (Principles of
virology:v. 1)

ASM Press 491.77||Pr ||1 317001548

43
Pathogenesis and control 4th ed
(Principles of virology:v. 2)

ASM Press 491.77||Pr ||2 317001549



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
Janeway's immunobiology 9th ed :
international pbk

Kenneth Murphy, Casey
Weaver/with contributions
by Allan Mowat, Leslie Berg,
David Chaplin/with
contribution by Allan Mowat,
Leslie Berg, David
Chaplin/with
acknowledgment to Charles
A. Janeway Jr., Paul

Garland
Science/Taylor &
Francis

491.8||Ja 317001550

45 脳・神経 第2版 (病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||7 317001586

46 脳・神経 第2版 (病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||7 317001587

47 脳・神経 第2版 (病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||7 317001596

48 脳・神経 第2版 (病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||7 317001597

49
救急診療のキホン編 改訂版 Part1 (ス
テップビヨンドレジデント : 研修医は読
まないで下さい!?:1)

羊土社 492||Ha||1 317001686

50
いのちの終わりにどうかかわるか (ジェ
ネラリストBOOKS)

木澤義之, 山本亮, 浜野淳
編集

医学書院 492||In 317001655

51
読影の基礎 : 診療画像技術学のため
の問題集 第4版

読影の基礎編集委員会編 共立出版 492.1||Do 317001625

52
臨床検査技師国家試験問題集 : 解答
と解説 2018年版

「検査と技術」編集委員会編 医学書院
492.1079||Ri||'
18

317001555

53
MR撮像技術学 改訂3版 (放射線技術
学シリーズ)

笠井俊文共編 : 土井司共編 オーム社 492.43||Ho 317001604

54
MR撮像技術学 改訂3版 (放射線技術
学シリーズ)

笠井俊文共編 : 土井司共編 オーム社 492.43||Ho 317001605

55
CT撮影技術学 改訂3版 (放射線技術
学シリーズ)

山口功共編 : 市川勝弘共編
: 辻岡勝美共編 : 宮下宗治
共編 : 原田耕平共編

オーム社 492.43||Ho 317001606

56
CT撮影技術学 改訂3版 (放射線技術
学シリーズ)

山口功共編 : 市川勝弘共編
: 辻岡勝美共編 : 宮下宗治
共編 : 原田耕平共編

オーム社 492.43||Ho 317001607

57
画像診断コンパクトナビ : 医学生・研修
医必携 第4版

百島祐貴著 医学教育出版社 492.43||Mo 317001682

58 腹部血管画像解剖アトラス 衣袋健司著 医学書院 492.434||Ib 317001652

59 看護における研究 第2版 南裕子, 野嶋佐由美編集
日本看護協会出版
会

492.907||Ka 317001553

60
黒田裕子の看護研究step by step 第5
版

黒田裕子著 医学書院 492.907||Ku 317001554

61
看護師国試必修問題完全予想550問
2018 (プチナース)

看護師国家試験対策プロ
ジェクト編

照林社
492.9079||Ka||
'18

317001545

62
国試過去問題集 : 看護師国家試験
2018年版

杉本由香編
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9079||Ko||
'18

317001632

63
ヘルスアセスメント 第5版 (ナーシング・
グラフィカ. 基礎看護学:2)

松尾ミヨ子, 志自岐康子, 城
生弘美編

メディカ出版 492.91||Ki||2 317001590

64
根拠と事故防止からみた基礎・臨床看
護技術 第2版

任和子, 井川順子, 秋山智
弥編/京都大学医学部附属
病院看護部編集協力

医学書院 492.911||Ko 317001552



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

65

看護の現場ですぐに役立つ注射・採血
のキホン : 患者さんを安心させる注射
の知識が身に付く! (ナースのためのス
キルアップノート)

佐藤智寛著 秀和システム 492.911||Sa 317001619

66 フィジカルアセスメント完全ガイド 第3版 藤崎郁執筆
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.913||Fu 317001635

67
褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児
を理解しよう! (DVD BOOK. 写真でわか
る母性看護技術アドバンス)

インターメディカ 492.924||Sh 317001626

68
がん放射線療法ケアガイド : 病棟・外
来・治療室で行うアセスメントと患者サ
ポート 新訂版 (ベスト・プラクティスコレ

久米恵江 [ほか] 編 中山書店 492.926||Ga 317001538

69

看護の現場ですぐに役立つ認知症ケ
アのキホン : 患者さんと家族を安心さ
せるケアのポイント! (ナースのための
スキルアップノート)

長尾和宏著 秀和システム 492.929||Na 317001683

70
看護管理 第4版 (ナーシング・グラフィ
カ. 看護の統合と実践:1)

吉田千文, 志田京子, 手島
恵, 武村雪絵編

メディカ出版 492.983||Ka 317001589

71
Pocket medicine 6th ed International
ed

edited by Marc S. Sabatine
Wolters
Kluwer/Lippincott
Williams & Wilkins

493||Po 317001648

72 消化器疾患 (Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 493.4||Is 317001651

73 胃癌取扱い規約 第15版 日本胃癌学会編 金原出版 493.455||Ig 317001543

74 慢性便秘症診療ガイドライン 2017
日本消化器病学会関連研
究会慢性便秘の診断・治療
研究会編集

南江堂
493.46||Ma||'1
7

317001557

75
ここまできた肝臓病診療 (プリンシプル
消化器疾患の臨床:3)

佐々木裕専門編集 中山書店 493.47||Ko 317001650

76 肝癌診療ガイドライン 2017年版 日本肝臓学会編 金原出版
493.475||Ka||'
17

317001544

77

もっと嚥下の見える評価をしよう!頸部
聴診法トレーニング : 嚥下音波形と周
波数分析で"嚥下音の見える化"をプラ
スして、さらにわかりやすくなったDVD
付き! : オールカラー 第2版

大野木宏彰著 メディカ出版 493.73||On 317001583

78

もっと嚥下の見える評価をしよう!頸部
聴診法トレーニング : 嚥下音波形と周
波数分析で"嚥下音の見える化"をプラ
スして、さらにわかりやすくなったDVD
付き! : オールカラー 第2版

大野木宏彰著 メディカ出版 493.73||On 317001584

79
高齢者のための感染症診療 :
Management of infectious diseases for
geriatrics

岩田健太郎監修・著/高山
義浩, 馳亮太著

丸善出版 493.8||Iw 317001645

80
Mims' Pathogenesis of infectious
disease 6th ed : pbk

Anthony A. Nash, Robert G.
Dalziel, J. Ross Fitzgerald

Academic Press,
an imprint of
Elsevier

493.8||Mi 317001547

81 Pediatric radiation oncology 6th ed
[editors], Louis S. Constine,
Nancy J. Tarbell, Edward C.
Halperin

Wolters Kluwer 493.92||Pe 317001672

82
日常診療に役立つ小児感染症マニュ
アル 第4版 2017

日本小児感染症学会編 東京医学社 493.938||Ni 317001654

83 MGH麻酔の手引 第7版
Richard M. Pino [ほか] 編/
稲田英一監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

494.24||Mg 317001567

84 MGH麻酔の手引 第7版
Richard M. Pino [ほか] 編/
稲田英一監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

494.24||Mg 317001568

85
抗悪性腫瘍薬コンサルトブック : 薬理
学的特性に基づく治療 改訂第2版

南博信編集 南江堂 494.53||Ak 317001559



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

86 がん・放射線療法2017 改訂第7版
大西洋, 唐澤久美子, 唐澤
克之編著

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.54||Ga||'1
7

317001588

87
放射線治療科学概論 改訂 (診療画像
検査法)

渡部洋一, 金森勇雄著者代
表

医療科学社 494.54||Ho 317001666

88
放射線治療計画ガイドライン 第4版第2
刷 2016年版

日本放射線腫瘍学会編 金原出版 494.54||Ho 317001669

89
臨床放射線腫瘍学 : 最新知見に基づ
いた放射線治療の実践

日本放射線腫瘍学会, 日本
放射線腫瘍学研究機構編
集

南江堂 494.54||Ri 317001665

90
ニュースタンダード脳神経外科学 第4
版

生塩之敬, 種子田護, 山田
和雄編集/有田憲生 [ほか]
執筆

三輪書店 494.627||Ne 317001630

91
ニュースタンダード脳神経外科学 第4
版

生塩之敬, 種子田護, 山田
和雄編集/有田憲生 [ほか]
執筆

三輪書店 494.627||Ne 317001631

92 皮膚病理組織診断学入門 改訂第3版 斎田俊明著 南江堂 494.8||Sa 317001556

93 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック 第2版 渋谷祐子, 志賀淑之編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.93||Ji 317001593

94
透析患者への投薬ガイドブック : 慢性
腎臓病(CKD)の薬物治療 改訂3版

平田純生, 古久保拓編著 じほう 494.93||To 317001644

95
婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブッ
ク 第2版

角田肇, 針原康編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

495||Fu 317001601

96 頭頸部癌診療ガイドライン 2018年版 日本頭頸部癌学会編 金原出版 496.5||To||'18 317001673

97 歯科医院での実用英会話 第2版 土田和範 [ほか] 著 医歯薬出版 497.07||Sh 317001681

98 保存修復学専門用語集 第2版 日本歯科保存学会編 医歯薬出版 497.4||Ho 317001571

99 保存修復学専門用語集 第2版 日本歯科保存学会編 医歯薬出版 497.4||Ho 317001572

100 保存修復学21 第5版
田上順次 [ほか] 監修/阿南
壽 [ほか] 編集

永末書店 497.4||Ho 317001628

101 保存修復学21 第5版
田上順次 [ほか] 監修/阿南
壽 [ほか] 編集

永末書店 497.4||Ho 317001629

102 冠橋義歯補綴学テキスト 第2版 會田雅啓 [ほか] 編集委員 永末書店 497.5||Ka 317001579

103 冠橋義歯補綴学テキスト 第2版 會田雅啓 [ほか] 編集委員 永末書店 497.5||Ka 317001580

104 小児歯科学 第5版
白川哲夫, 飯沼光生, 福本
敏編/白川哲夫 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 317001620

105 小児歯科学 第5版
白川哲夫, 飯沼光生, 福本
敏編/白川哲夫 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 317001621

106 小児歯科学 第5版
白川哲夫, 飯沼光生, 福本
敏編/白川哲夫 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 317001622

107 小児歯科学 第5版
白川哲夫, 飯沼光生, 福本
敏編/白川哲夫 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 317001623

108 小児歯科学 第5版
白川哲夫, 飯沼光生, 福本
敏編/白川哲夫 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.7||Sh 317001624
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109
高齢者歯科学 第3版 (歯科衛生士講
座)

森戸光彦編集主幹/植田耕
一郎 [ほか] 編

永末書店 497.9||Sh 317001581

110
高齢者歯科学 第3版 (歯科衛生士講
座)

森戸光彦編集主幹/植田耕
一郎 [ほか] 編

永末書店 497.9||Sh 317001582

111
健康格差 : あなたの寿命は社会が決
める (講談社現代新書:2452)

NHKスペシャル取材班著 講談社 498||Ke 317001637

112
国民衛生の動向 2017/2018年 (厚生
の指標臨時増刊)

厚生統計協会編 厚生統計協会
498||Ko||'17-
'18

317001539

113
国民衛生の動向 2017/2018年 (厚生
の指標臨時増刊)

厚生統計協会編 厚生統計協会
498||Ko||'17-
'18

317001540

114
がん対策 : 特集 (図説国民衛生の動
向:2017/2018)

厚生労働統計協会編集 厚生労働統計協会
498||Ko||'17-
'18

317001592

115 大学病院の奈落 高梨ゆき子著 講談社 498.12||Ta 317001546

116
健康管理概論 第3版 (栄養科学シリー
ズNEXT. 社会・環境と健康)

東あかね, 關戸啓子, 久保
加織編

講談社 498.55||Ei 317001594

117
食品学総論 第3版 (栄養科学シリーズ
NEXT. 食べ物と健康, 食品と衛生)

辻英明 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 317001595

118
応用栄養学 第5版 (栄養科学シリーズ
NEXT)

木戸康博, 小倉嘉夫, 眞鍋
祐之編

講談社 498.55||Ei 317001633

119
食品学各論 第3版 (栄養科学シリーズ
NEXT. 食べ物と健康, 食品と衛生)

小西洋太郎 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 317001634

120 世界一やさしい!栄養素図鑑
牧野直子監修/松本麻希イ
ラスト

新星出版社 498.55||Se 317001591

121
生体分子・医薬品の化学による理解
(スタンダード薬学シリーズII:3. 化学系
薬学:2)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||3-2 317001617

122
臨床薬学の基礎および処方箋に基づく
調剤 (スタンダード薬学シリーズII:7. 臨
床薬学:1)

日本薬学会 [ほか] 編 東京化学同人 499||Su||7-1 317001618

123
薬学生のための病院・薬局実務実習テ
キスト 2017年版

日本病院薬剤師会近畿ブ
ロック, 日本薬剤師会大阪・
近畿ブロック編集

じほう
499.07||Ya||'1
7

317001643

124
薬のデギュスタシオン : 製薬メーカーに
頼らずに薬を勉強するために [1]

岩田健太郎編集 金芳堂 499.1||Ku||1 317001646

125
薬のデギュスタシオン : 製薬メーカーに
頼らずに薬を勉強するために 2

岩田健太郎編集 金芳堂 499.1||Ku||2 317001647

126
エッセンシャル天然薬物化学 第2版
(薬学セレクト)

池田剛 [ほか] 編著 医歯薬出版 499.39||Es 317001560

127
第1種放射線取扱主任者試験完全対
策問題集 : 精選問題・出題年別 2018
年版

三好康彦著 オーム社 539.6||Da||'18 317001616

128
図解でわかるはじめての電気回路 改
訂新版

大熊康弘著 技術評論社 541.1||Ok 317001608

129
図解でわかるはじめての電気回路 改
訂新版

大熊康弘著 技術評論社 541.1||Ok 317001609

130
Cooking for Geeks : 料理の科学と実践
レシピ 第2版 (Make: Japan books)

Jeff Potter著/水原文訳
オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

596||Po 317001602

131
Cooking for Geeks : 料理の科学と実践
レシピ 第2版 (Make: Japan books)

Jeff Potter著/水原文訳
オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

596||Po 317001603
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132
英検2級過去6回全問題集 : 文部科学
省後援 2017年度版

[旺文社] 830.79||Ei||'17 317001675

133 TOEFL iBT対策「超上級」英単語
イ・ドンホ, マイケル・A・パト
ラック著

IBCパブリッシング 830.79||Id 317001674

134
スピーキング・ライティング演習編 (か
なり詳しく学べるTOEFL iBTテスト)

松園保則著 河合出版 830.79||Ma 317001677

135
リーディング・リスニング演習編 (かなり
詳しく学べるTOEFL iBTテスト)

岡田徹也著 河合出版 830.79||Ok 317001676

136 TOEFLテストiBT&ITP英単語 高木義人著 テイエス企画 830.79||Ta 317001649

137 院長選挙 久坂部羊著 幻冬舎 913.6||Ku 317001585


