
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
NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-
2020

T. ヘザー・ハードマン編/中
木高夫訳

医学書院
492.913||Na||'
18-'20

318000026

2
NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-
2020

T. ヘザー・ハードマン編/中
木高夫訳

医学書院
492.913||Na||'
18-'20

318000027

3
イラストレイテッド統合臨床基礎医学
(リッピンコットシリーズ)

Richard A. Harvey, Sandra
K. Leeper-Woodford, Linda
R. Adkison [著]/大橋十也

丸善出版 491||Ri 318000028

4
診療ガイドラインUP-TO-DATE 2018-
2019

門脇孝, 小室一成, 宮地良
樹監修

メディカルレビュー
社

492||Sh||'18-
'19

318000029

5 古典のすすめ (角川選書:594) 谷知子著 KADOKAWA 910.2||Ta 318000047

6 公衆衛生がみえる2018-2019 第3版 医療情報科学研究所編集 Medic Media
498||Ko||'18-
'19

318000048

7 公衆衛生がみえる2018-2019 第3版 医療情報科学研究所編集 Medic Media
498||Ko||'18-
'19

318000049

8
診療・研究にダイレクトにつながる遺伝
医学

渡邉淳著 羊土社 491.69||Wa 318000050

9 衛生薬学 : 健康と環境 第6版
永沼章, 姫野誠一郎, 平塚
明編

丸善出版 498||Ei 318000051

10 衛生薬学 : 健康と環境 第6版
永沼章, 姫野誠一郎, 平塚
明編

丸善出版 498||Ei 318000052

11
「超」入門脳血管内治療 : セットアップ・
血栓回収からFDまで会話形式で臨床
のリアルを再現! 改訂2版

石井暁著 : 坂井信幸監修 メディカ出版 494.627||Is 318000053

12
「超」入門脳血管内治療 : セットアップ・
血栓回収からFDまで会話形式で臨床
のリアルを再現! 改訂2版

石井暁著 : 坂井信幸監修 メディカ出版 494.627||Is 318000054

13 口腔病理アトラス 第3版 高田隆, 豊澤悟編 文光堂 497.16||Ko 318000055

14 口腔病理アトラス 第3版 高田隆, 豊澤悟編 文光堂 497.16||Ko 318000056

15 ガイトン生理学
John E. Hall著/石川義弘
[ほか] 総監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.3||Ha 318000057

16 ガイトン生理学
John E. Hall著/石川義弘
[ほか] 総監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.3||Ha 318000058

17
世界を救った日本の薬 : 画期的新薬
はいかにして生まれたのか? (ブルー
バックス:B-2050)

塚﨑朝子著 講談社 499.3||Ts 318000071

18
放射線と安全につきあう : 利用の基礎
と実際

西澤邦秀, 柴田理尋編 名古屋大学出版会 539.6||Ho 318000086

19
放射線と安全につきあう : 利用の基礎
と実際

西澤邦秀, 柴田理尋編 名古屋大学出版会 539.6||Ho 318000087

20 標準X線CT画像計測 改訂2版 市川勝弘, 村松禎久共編 オーム社 492.43||Hy 318000088

21 標準X線CT画像計測 改訂2版 市川勝弘, 村松禎久共編 オーム社 492.43||Hy 318000089

22
マッキー生化学 : 分子から解き明かす
生命 第6版

Trudy McKee, James R.
McKee著/福岡伸一監訳

化学同人 464||Mc 318000090



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
マッキー生化学 : 分子から解き明かす
生命 第6版

Trudy McKee, James R.
McKee著/福岡伸一監訳

化学同人 464||Mc 318000091

24
X線CT撮影における標準化 :
GALACTIC 改訂2版 (放射線医療技術
学叢書:27)

高木卓編集
日本放射線技術学
会出版委員会

492.4||Ho||27 318000095

25
X線CT撮影における標準化 :
GALACTIC 改訂2版 (放射線医療技術
学叢書:27)

高木卓編集
日本放射線技術学
会出版委員会

492.4||Ho||27 318000096

26 よくわかる高齢者歯科学
佐藤裕二, 植田耕一郎, 菊
谷武編集主幹/小笠原正
[ほか] 編集委員

永末書店 497||Yo 318000097

27 よくわかる高齢者歯科学
佐藤裕二, 植田耕一郎, 菊
谷武編集主幹/小笠原正
[ほか] 編集委員

永末書店 497||Yo 318000098

28
歯科衛生士のための地域ケア会議必
携マニュアル

秋野憲一編集主幹/武井典
子, 久保山裕子, 山口朱見
編著

医歯薬出版 497.9||Sh 318000099

29
歯科がかかわる地域包括ケアシステム
入門

市川哲雄, 白山靖彦編 医歯薬出版 497.9||Sh 318000100

30 クラウンブリッジテクニック 第2版 三浦宏之 [ほか] 編 医歯薬出版 497.5||Ku 318000101

31 クラウンブリッジテクニック 第2版 三浦宏之 [ほか] 編 医歯薬出版 497.5||Ku 318000102

32
摂食・嚥下のメカニズム Ver.1.11 解
剖・生理編

井出吉信, 山田好秋監修 医歯薬出版
491||CD-
ROM

318000103

33
放射線必須データ32 : 被ばく影響の根
拠

田中司朗 [ほか] 編 創元社 493.195||Ho 318000104

34 スタンダード社会歯科学 第7版
石井拓男 [ほか] 編集/石井
拓男 [ほか] 執筆

学建書院 497||Su 318000105

35 スタンダード社会歯科学 第7版
石井拓男 [ほか] 編集/石井
拓男 [ほか] 執筆

学建書院 497||Su 318000106

36
ジュンケイラ組織学 第4版 (Lange
textbookシリーズ)

[ジュンケイラ原著]/Anthony
L.Mescher [著]/坂井建雄,
川上速人監訳/青山裕彦

丸善出版 491.11||Me 318000107


