
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 戦慄の記録インパール NHKスペシャル取材班著 岩波書店 391.2074||Se 318000309

2 新TOEIC TEST900点特急パート5&6 加藤優著 朝日新聞出版 830.79||Ka 318000314

3
わかる!身につく!生物・生化学・分子生
物学 改訂2版

田村隆明著 南山堂 464||Ta 318000320

4 保健統計・疫学 改訂6版 福富和夫, 橋本修二著 南山堂 498.019||Fu 318000321

5 総合診療専門医ポートフォリオ実例集 孫大輔編集 南山堂 492||So 318000322

6

すべての臨床医に捧ぐ超現場重視型
の臨床研究指南書 (臨床研究立ち上
げから英語論文発表まで最速最短で
行うための極意)

原正彦著 金芳堂 490.7||Ha 318000323

7 エッセンシャル生化学 第3版
Charlotte W. Pratt, Kathleen
Cornely [著]/須藤和夫 [ほ
か] 訳

東京化学同人 464||Pr 318000324

8
社会福祉士国家試験過去問解説集
2019

日本社会福祉士養成校協
会編

中央法規出版
369.17||Sh||'1
9

318000325

9 妊婦の精神疾患と向精神薬
Megan Galbally, Martien
Snellen, Andrew Lewis原著

南山堂 495.6||Ga 318000333

10

生体バリア : 粘膜や皮膚を舞台とした
健康と疾患のダイナミクス : バリアを司
る分子、細胞、常在細菌の理解から新
たな治療・予防法、プロバイオティクス
の開発へ (実験医学:増刊:Vol.35, No.7
(2017))

清野宏, 植松智編集 羊土社 491.8||Se 318000334

11
戦慄の記録インパール 完全版 : [通常
版]

NHKエンタープライ
ズ

391||DVD 318000335

12 介護保険六法 平成30年版 介護保険法規研究会監修 中央法規出版 364.4||Ka||30 318000336

13
Photoshop10年使える逆引き手帖 (あ
あしたい。こうしたい。)

藤本圭著 SBクリエイティブ 007.642||Fu 318000337

14
化学現象から学ぶ化学の数学 : 基礎
から応用まで

内野智裕 [ほか] 著 オーム社 430.7||Ka 318000338

15
北爪先生が教える!電験三種理論の最
強講義

北爪清著 オーム社 540.79||Ki 318000339

16 電験三種やさしく学ぶ電力 改訂2版 早川義晴, 中谷清司共著 オーム社 540.79||Ha 318000340

17 電験三種やさしく学ぶ法規 改訂2版 中辻哲夫著 オーム社 540.79||Na 318000341

18 電験三種やさしく学ぶ機械 改訂2版 オーム社 540.79||De 318000342

19 電験三種やさしく学ぶ理論 改訂2版 早川義晴著 オーム社 540.79||Ha 318000343

20
電験二種完全攻略 : 一次試験対応トコ
トンわかる速攻学習方式 改訂2版

不動弘幸著 オーム社 540.79||Fu 318000344

21 電験二種徹底マスター理論 改訂2版 飯田芳一著 オーム社 540.79||Id 318000345



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
天然有機分子の構築 : 全合成の魅力
(化学の要点シリーズ:26)

中川昌子, 有澤光弘著/日
本化学会編

共立出版 434||Na 318000346

23
科学者の研究倫理 : 化学・ライフサイ
エンスを中心に

田中智之, 小出隆規, 安井
裕之著

東京化学同人 407||Ta 318000347

24
電験2種二次試験標準解答集 2018年
版

電気書院 540.79||De 318000348

25 生命倫理・医事法 改訂版
塚田敬義, 前田和彦編/塚
田敬義 [ほか] 著

医療科学社 490.15||Se 318000349

26
先生大変です!! : お医者さんの法律問
題処方箋 : 医療トラブル解決します

全国医療問題研究会著 エピック 498.12||Se 318000350

27 薬学のための基礎化学 石川さと子, 望月正隆著 化学同人 430||Is 318000351

28 医学部 (文春新書:1151) 鳥集徹著 文藝春秋 490.7||To 318000352

29
今すぐ使えるかんたんビデオ編集
&DVD作り (Imasugu Tsukaeru Kantan
Series)

リンクアップ著 技術評論社 746||Ri 318000353

30
今すぐ使えるかんたんPowerPoint (パ
ワーポイント) 完全 (コンプリート) ガイド
ブック : 困った解決&便利技

AYURA著 技術評論社 007.63||Ay 318000354

31 こんなにおもしろい社会福祉士の仕事 飯塚慶子著
中央経済社/中央
経済グループパブ
リッシング (発売)

369.7||Iz 318000355

32
社会福祉士・精神保健福祉士国家試
験過去問一問一答+α 2019 共通科目
編

日本社会福祉士養成校協
会監修

中央法規出版
369.17||Sh||'1
9

318000356

33
社会福祉士国家試験過去問一問一答
+α 2019 専門科目編

日本社会福祉士養成校協
会監修

中央法規出版
369.17||Sh||'1
9

318000357

34 社会福祉士国家試験模擬問題集 2019 日本社会福祉士会編 中央法規出版
369.17||Sh||'1
9

318000358

35 なぜ臨床医なのに研究するのか? 佐藤雅昭著 中外医学社 490.7||Sa 318000359

36
脳波超速ラーニング : 脳波に慣れる!デ
ジタル脳波入門 : DVD付き

飛松省三著 南山堂 492.16||To 318000360

37
医師のためのパフォーマンス学入門 :
患者の信頼を得るコミュニケーションの
極意 新版

佐藤綾子著
日経メディカル開
発/日経BPマーケ
ティング (発売)

490.14||Sa 318000361

38
医療現場のヒューマンエラー対策ブッ
ク : 人間の行動モデルをベースとした
ヒューマンエラー対策シート

河野龍太郎著
日本能率協会マネ
ジメントセンター

498.163||Ka 318000362

39
医療にみる伝統と近代 : 生きている伝
統医学

津谷喜一郎, 長澤道行著 明石書店 490||Ts 318000363

40
ACLS 二次救命処置 DVD : AHAガイド
ライン2015準拠

American Heart Association
著

シナジー (発
売)/American
Heart Association

492||DVD 318000364

41
医用工学演習 : よくわかる電気電子の
基礎知識 (Base of medical science)

西山篤編/飯田孝保, 高瀬
勝也, 福田覚共著

医療科学社 492.8||Iy 318000365

42
コメディカルスタッフのための論文の書
き方 : 初心者から上級者まで

西尾正輝著 インテルナ出版 490.7||Ni 318000366

43 ビッグデータが医療を変える 北風政史著 中外医学社 490.19||Ki 318000367

44 薬学有機化学と無機化学の基本 牧野一石著 京都廣川書店 437||Ma 318000368



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
医療現場の行動経済学 : すれ違う医
者と患者

大竹文雄, 平井啓編著 東洋経済新報社 490.14||Ir 318000369

46
セルフメディケーションのすすめ : 健康
生活と薬選びの基本知識

村田正弘著 北樹出版 498.3||Mu 318000370

47
病院新入職員基礎講座 [2018]改訂9
版

佐合茂樹著
産労総合研究所出
版部経営書院

498.163||Sa 318000424

48 サリン事件死刑囚 中川智正との対話 アンソニー・トゥー著 KADOKAWA 326.23||Tu 318000425

49 面白くて眠れなくなる化学 (PHP文庫) 左巻健男著 PHP研究所 430.49||Sa 318000429

50
電験3種超入門 第10版 理論篇と数
学・物理・化学

池田裕著 エコテクノ出版 540.79||Ik 318000430

51 サプリメント式有機化学 竹内敬人著 オーム社 437||Ta 318000431

52 ビギナーズ生物学 太田安隆, 高松信彦著 化学同人 460||Ot 318000432

53 大学生の化学 新版 大野惇吉著 三共出版 430||On 318000433

54
化学のちから : 生命・環境・エネルギー
の理解のために

岡野光俊著 裳華房 430||Ok 318000434

55
社会人として最低限知っておきたいエ
クセル技これだけ!

きたみあきこ著 青春出版社 007.6384||Ki 318000435

56 演習・基礎から学ぶ大学の化学
梅本宏信編/伊藤省吾 [ほ
か] 共著

培風館 430||En 318000436

57
パソコンとインターネットの「わからな
い!」をぜんぶ解決する本 : 一家に一冊!
最新版 (洋泉社MOOK)

洋泉社 007.63||Pa 318000437

58 外来医マニュアル 第4版 加藤なつ江編集代表 医歯薬出版 492||Ga 318000440

59 眼科 (Simple step series) 江口弘芳著 海馬書房 496||Eg 318000441

60 質的看護研究の基礎づけ
中木高夫, 谷津裕子, 永田
明著

看護の科学社 492.907||Na 318000442

61
今日の看護指針 : 臨床実践能力の向
上をめざして : 事例解説付き 改訂版

川島みどり [ほか] 編集 看護の科学社 492.983||Ko 318000443

62 新・食品衛生学 第2版 藤井建夫, 塩見一雄著 恒星社厚生閣 498.54||Fu 318000444

63
眼鏡・コンタクトレンズ処方ハンドブック
: 眼精疲労のブロック&ケア

梶田雅義著 三輪書店 496.42||Ka 318000445

64
ケロイド・肥厚性瘢痕診断・治療指針
2018

瘢痕・ケロイド治療研究会編
集

全日本病院出版会 494.288||Ke 318000446

65 アトラス臨床法医学 岩原香織, 都築民幸編集 中外医学社 498.9||At 318000447

66 事例から学ぶ医療安全対策 矢内原仁, 岡田直人編集 東京医学社 498.163||Ji 318000448

67
薬物治療に役立つ情報 (スタンダード
薬学シリーズII:6. 医療薬学:5)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||6-5 318000449



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

68
製剤化のサイエンス (スタンダード薬学
シリーズII:6. 医療薬学:7)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||6-7 318000450

69
アカデミア創薬の実践ガイド : スタン
フォード大学SPARKによるトランスレー
ショナルリサーチ

ダリア・モックリー=ローゼン,
ケビン・グリムス編

東京大学出版会 499.1||Ak 318000451

70 パートナー生薬学 改訂第3版増補
竹谷孝一, 木内文之, 小松
かつ子編

南江堂 499.8||Pa 318000452

71 点眼薬の選び方 石岡みさき著 日本医事新報社 496.2||Is 318000453

72
緑内障を見逃さない : 眼底・OCTの見
かた

富田剛司編集 日本医事新報社 496.36||Ry 318000454

73
術後眼内炎パーフェクトマネジメント 第
2版

島田宏之, 中静裕之著 日本医事新報社 496.24||Jy 318000455

74
1336専門家による私の治療 2017-18
年度版

日本医事新報社 492||Se 318000456

75 看護必要度 第7版 筒井孝子監修
日本看護協会出版
会

492.983||Ka 318000457

76
ビジュアルでわかるトリガーポイント治
療 増補改訂版

Simeon Niel-Asher著/皆川
陽一, 齊藤真吾翻訳

緑書房 493.6||Ni 318000458


