
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
聴解タスク25 第2版 初級1 (みんなの
日本語:初級 1-2)

牧野昭子, 田中よね, 北川逸
子著

スリーエーネット
ワーク

810.7||Mi||1 318000459

2
聴解タスク25 第2版 初級2 (みんなの
日本語:初級 1-2)

牧野昭子, 田中よね, 北川逸
子著

スリーエーネット
ワーク

8107||Mi||2 318000460

3
みんなの日本語 第2版 初級1: 翻訳・
文法解説. ビルマ語版

スリーエーネットワーク編著
スリーエーネット
ワーク

810.7||Mi||1 318000461

4
日本の地理・歴史・文化を英語で表現
する

伊東卓也著 ナツメ社 837||It 318000462

5 外国人に茶道を伝える英会話例文集 高橋絹子, 新崎隆子著 淡交社 791||Ta 318000463

6 英語で広島カープを応援してみんさい!
シャノン・ヒギンス広島弁英
訳・監修/ヨウユータ広島弁
フレーズ構成・挿絵

潮出版社 837.8||Sh 318000464

7
誰の健康が優先されるのか : 医療資
源の倫理学

グレッグ・ボグナー, イワオ・
ヒロセ [著]

岩波書店 490.15||Bo 318000465

8 現代の眼科学 改訂第13版 吉田晃敏, 谷原秀信編集 金原出版 496||Ga 318000466

9 臨床・病理乳癌取扱い規約 第18版 日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ri 318000467

10
治療編 2018年版 (乳癌診療ガイドライ
ン:1)

日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ny||18 318000468

11
疫学・診断編 2018年版 (乳癌診療ガイ
ドライン:2)

日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ny||18 318000469

12 頭頸部癌取扱い規約 第6版 日本頭頸部癌学会編 金原出版 494.5||To 318000470

13
ここがポイント!脳卒中の理学療法 第1
版

河村廣幸編集 金原出版 493.73||Ko 318000471

14 やさしいメディカル英語 高木久代編著 講談社 490.7||Ta 318000472

15

よくわかる腰・腰椎の動きとしくみ : 「動
き」と「痛み」のメカニズムを図解で学
ぶ! : 姿勢を解くカギ (How-nual図解入
門)

永木和載著 秀和システム 491.163||Na 318000473

16
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ
(図解入門. メディカルサイエンスシリー
ズ)

上地賢, 安藤絵美子, 雜賀
智也著

秀和システム 498||Ue 318000474

17
いま地域医療で何が起きているのか :
「地域医療構想」のねらい

横山壽一 [ほか] 著 旬報社 498.021||Im 318000475

18 黒田裕子の入門看護診断 改訂第3版 黒田裕子著 照林社 492.913||Ku 318000476

19 ゼロからわかる看護記録の書き方 天野幹子監修 成美堂出版 492.912||Ze 318000477

20
認知症の看護ケア (精神科ナースのア
セスメント&プランニングbooks)

今井幸充, 金井とき江, 松岡
義明編集

中央法規出版 492.927||Ni 318000478

21
呼吸/循環/生体防御機能障害 (機能
障害からみる看護過程:1)

横手芳惠 [ほか] 編集/江川
隆子編集協力

中央法規出版 492.914||Ki||1 318000479
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22
消化・吸収・代謝/排泄(腎・膀胱)/調節
機能障害 (機能障害からみる看護過
程:2)

今川詢子 [ほか] 編集/江川
隆子編集協力

中央法規出版 492.914||Ki||2 318000480

23
会話分析でわかる看護師のコミュニ
ケーション技術

川野雅資編著 中央法規出版 492.9014||Ka 318000481

24 早わかり食品表示Q&A 食品表示研究会編集 中央法規出版 498.54||Sh 318000482

25
耳鼻咽喉科標準治療のためのガイドラ
イン活用術 (ENT[耳鼻咽喉科]臨床フ
ロンティアNEXT)

小林俊光, 高橋晴雄, 浦野
正美編集

中山書店 496.5||Ji 318000483

26
消化器疾患診断・治療指針 : 最新ガイ
ドライン準拠

佐々木裕総編集/木下芳一,
下瀬川徹, 渡辺守編集委員

中山書店 493.4||Sh 318000484

27
病院で輝く総合診療医 (総合診療専門
医シリーズ:5)

草場鉄周編集主幹/川島篤
志専門編集

中山書店 492||So||5 318000485

28
生物と生命倫理の基本ノート : 「いの
ち」への問いかけ 第3版

西沢いづみ著 金芳堂 490.15||Ni 318000486

29 医動物学 改訂7版
吉田幸雄, 有薗直樹, 山田
稔著

南山堂 491.9||Yo 318000487

30 カラー新しい薬理学 石井邦明, 西山成監修 西村書店 491.5||Ka 318000488

31
症例を通して学ぶ年代別食物アレル
ギーのすべて 改訂2版

海老澤元宏編 南山堂 493.14||Sh 318000489

32 カラーポケット組織学 リサ・リー著/園田祐治訳 西村書店 491.11||Le 318000490

33 医学統計学ハンドブック 新版 丹後俊郎, 松井茂之編 朝倉書店 490.19||Ig 318000491

34
くすりをつくる研究者の仕事 : 薬のタネ
探しから私たちに届くまで

京都大学大学院薬学研究
科編

化学同人 499.3||Ku 318000497

35
革新的医薬品の科学 : 薬理・薬物動
態・代謝・安全性から合成まで

J.J.Li, D.S.Johnson編/只野
金一訳

化学同人 499.3||Ka 318000498

36
産科婦人科用語集・用語解説集 改訂
第4版

日本産科婦人科学会編
日本産科婦人科学
会事務局

495.033||Sa 318000541

37
Diet SUPERFOODS高野どうふでやせ
る!きれいになる! (主婦の友生活シリー
ズ)

金丸絵里加 [著] 主婦の友社 498.583||Ka 318000542

38

これでOK!基本から学ぶ歯科用コーン
ビームCT : 画像診断, 修復補綴, 矯正,
口腔インプラント治療へのデジタル
ワークフロー活用から保険診療まで
(日本歯科評論:別冊:2018)

金田隆編著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Ko 318000543

39 ハルペリン病態から考える電解質異常
Kamel S. Kamel, Mitchell L.
Halperin[著]/門川俊明訳

エルゼビア・ジャパ
ン/メディカル・サイ
エンス・インターナ

493.12||Ka 318000546

40
トコトンわかるてんかん発作の聞き出し
方と薬の使い方

川崎淳著 金芳堂 493.74||Ka 318000547

41
MMF : たろう先生式医学部6年間ベスト
な過ごし方

志水太郎 [編集] 羊土社 490.7||Sh 318000548

42
MMF : たろう先生式医学部6年間ベスト
な過ごし方

志水太郎 [編集] 羊土社 490.7||Sh 318000549
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43
私たちの先生は子どもたち! : 子どもの
「悲嘆」(Grief)をサポートする本 (シリー
ズここからはじまる)

リンダ・エスピー著/下稲葉
かおり訳

青海社 146.8||Es 318000550

44
Biochemistry : the molecular basis of
life international 6th ed

Trudy McKee, James R.
McKee

Oxford University
Press

464||Mc 318000551

45

最新の消化器内視鏡外科手術 /サイ
シンノショウカキナイシキョウゲカシュ
ジュツ (消化器外科臨時増刊号:4 月臨
時増刊号 第41巻5号（通巻513号）)

へるす出版 494.65||Sa 318000552

46

エキスパートが教える薬物動態 : 基本
が身につく・考え方がわかる (月刊薬事
臨時増刊号:10月臨時増刊号 59巻14
号)

松元一明編集 じほう 491.5||Ek 318000553

47
脳は回復する : 高次脳機能障害から
の脱出 (新潮新書:754)

鈴木大介著 新潮社 493.73||Su 318000554

48 がん薬物療法副作用管理マニュアル 川上和宜 [ほか] 編集 医学書院 494.53||Ga 318000555

49 最新有機合成法 : 設計と戦略 第2版
G. S. Zweifel, M. H. Nantz, P.
Somfai著/檜山爲次郎訳

化学同人 434||Zw 318000556

50
超入門形成外科・美容外科手術 : 手技
の基本が写真とWEB動画55本でわか
る!

尾﨑峰編著 メディカ出版 494.288||Oz 318000557


