
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
5秒ひざ裏のばしですべて解決 : 壁ド
ン!壁ピタ!ストレッチ

川村明著 主婦の友社 498.3||Ka 318000564

2 血液細胞アトラス 第6版 通山薫, 張替秀郎編 文光堂 491.321||Ke 318000573

3
骨髄疾患診断アトラス : 血球形態と骨
髄病理

宮内潤, 泉二登志子編集 中外医学社 493.29||Ko 318000574

4
進化には生体膜が必要だった : 膜がも
たらした生物進化の奇跡 (シリーズ・生
命の神秘と不思議)

佐藤健著 裳華房 464||Sa 318000575

5
動物の形態 : 進化と発生 (新・生命科
学シリーズ)

八杉貞雄著/太田次郎 [ほ
か] 編

裳華房 481.1||Ya 318000576

6
生物の形の多様性と進化 : 遺伝子か
ら生態系まで

関村利朗, 野地澄晴, 森田
利仁共編

裳華房 463.7||Se 318000577

7
イラストレイテッド微生物学 第3版 (リッ
ピンコットシリーズ)

Richard A. Harvey, Cynthia
Nau Cornelissen, Bruce D.
Fisher [著]/石井良和 [ほか

丸善出版 491.7||Ha 318000578

8
生命科学のためのウイルス学 : 感染と
宿主応答のしくみ, 医療への応用

David R. Harper著/下遠野
邦忠, 瀬谷司監訳

南江堂 491.77||Ha 318000579

9
食道・胃・十二指腸の診療アップデート
(プリンシプル消化器疾患の臨床:1)

木下芳一専門編集 中山書店 493.4||Sh 318000580

10
腸疾患診療の現在 (プリンシプル消化
器疾患の臨床:2)

渡辺守専門編集 中山書店 493.46||Ch 318000581

11
膵・胆道疾患診療の 前線 (プリンシ
プル消化器疾患の臨床:4)

下瀬川徹専門編集 中山書店 493.47||Su 318000582

12 膵癌取扱い規約 第7版 日本膵臓学会編 金原出版 493.475||Su 318000583

13 大腸癌取扱い規約 第9版 大腸癌研究会編 金原出版 493.465||Da 318000584

14 胃癌取扱い規約 第15版 日本胃癌学会編 金原出版 493.455||Ig 318000585

15 胸部のCT 第4版 村田喜代史 [ほか] 編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.433||Ky 318000586

16
ウエスト呼吸生理学入門 第2版 疾患
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 318000587

17 リウマチ・膠原病アトラス 廣畑俊成著 文光堂 493.6||Hi 318000588

18
一歩進んだ糖尿病循環器学 : 糖尿病
と循環器病 : Diabetic Cardiology

綿田裕孝, 大石充編集 医薬ジャーナル社 493.123||Ip 318000589

19 レビー小体型認知症 : 臨床と病態 井関栄三編著 中外医学社 493.75||Re 318000590

20
ボケない暮らし30カ条 : 認知症専門医
が教えるMCI(軽度認知障害)から引き
返す有効手段

朝田隆著 法研 493.75||As 318000591

21 ゼロから始めるパーキンソン病診療 川上忠孝著 文光堂 493.74||Ka 318000592



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
コウノメソッド流認知症診療スピードマ
スター

河野和彦著 日本医事新報社 493.758||Ko 318000593

23 コウノメソッドでみる認知症診療 第2版 河野和彦著 日本医事新報社 493.758||ko 318000594

24
認知症者の転倒予防とリスクマネジメ
ント : 病院・施設・在宅でのケア 第3版

武藤芳照, 原田敦, 鈴木み
ずえ編著

日本医事新報社 493.758||Ni 318000595

25

てんかんが怖くなくなる本 : 正しい知識
を身につけ自分に合った治療法を見つ
ける : てんかんを理解できる!発作をコ
ントロールできる!

大槻泰介著 法研 493.74||Ot 318000596

26
頭痛外来専門医が教える!頭痛の診か
た

竹島多賀夫著 金芳堂 493.74||Ta 318000597

27
あなたも名医!脳卒中と一過性脳虚血
発作を見逃すな! : 時間が決め手!予防
と治療の水際作戦 (jmed mook:25)

内山真一郎編 日本医事新報社 493.73||An 318000598

28 脳血管内治療レファレンス 大石英則編著 中外医学社 494.627||No 318000599

29 脳出血・くも膜下出血診療読本 豊田一則, 高橋淳編著 中外医学社 493.73||No 318000600

30
もしも「死にたい」と言われたら : 自殺リ
スクの評価と対応

松本俊彦著 中外医学社 493.7||Ma 318000601

31
子ども・大人の発達障害診療ハンドブッ
ク : 年代別にみる症例と発達障害デー
タ集

内山登紀夫編集/宇野洋太,
蜂矢百合子編集協力

中山書店 493.76||Ko 318000602

32
家族・援助者のためのギャンブル問題
解決の処方箋 : CRAFTを使った効果
的な援助法

吉田精次著 金剛出版 493.74||Yo 318000603

33
カプラン臨床精神医学テキスト : DSM-
5診断基準の臨床への展開 第3版

ベンジャミン J. サドック,
バージニア A. サドック, ペド
ロ ルイース編著

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.72||Ka 318000604

34 あたらしい皮膚科学 第3版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 318000605

35 あたらしい皮膚科学 第3版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 318000606

36 あたらしい皮膚科学 第3版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 318000607

37 あたらしい皮膚科学 第3版 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 318000608

38 あたらしい皮膚病診療アトラス 清水宏著 中山書店 494.8||Sh 318000609

39 胃外科のすべて 胃外科・術後障害研究会編 メジカルビュー社 494.655||Ig 318000610

40
呼吸器外科テキスト : 外科専門医・呼
吸器外科専門医をめざす人のために

日本呼吸器外科学会, 呼吸
器外科専門医合同委員会
編

南江堂 494.64||Ko 318000611

41 腹腔鏡手術 (Urologic surgery next:1) 荒井陽一担当編集委員 メジカルビュー社 494.92||Fu 318000612

42
ロボット支援手術 (Urologic surgery
next:2)

土谷順彦担当編集委員/荒
井陽一 [ほか] 編集委員

メジカルビュー社 494.92||Ro 318000613



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

43 膀胱癌診療ガイドライン 2015年版 日本泌尿器科学会編 医学図書出版
494.95||Bo||'1
5

318000614

44
経尿道的尿管砕石術 : 安全・確実な
TULの手術手技

松崎純一著 メジカルビュー社 494.92||Ma 318000615

45 小児脳神経外科学 改訂2版 山崎麻美, 坂本博昭編集 金芳堂 493.94||Sh 318000616

46 脳神経外科手術スキルアップガイド 菊田健一郎編著 中外医学社 494.627||No 318000617

47 麻酔への知的アプローチ 第10版 稲田英一著 日本医事新報社 494.24||In 318000618

48 麻酔への知的アプローチ 第10版 稲田英一著 日本医事新報社 494.24||In 318000619

49
耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス 第2版
上巻

岸本誠司, 村上信五, 春名
眞一編集

医学書院 496.5||Ji||1 318000620

50
遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)診療
の手引き 2017年版

厚生労働科学研究がん対
策推進総合研究事業「わが
国における遺伝性乳癌卵巣

金原出版 495.46||Id 318000621

51
形成外科の基本手技2 (形成外科治療
手技全書:2)

清川兼輔, 亀井譲編集 克誠堂出版 494.288||Ke||2 318000622

52 社会福祉概論 新版第2版 (Nブックス)
金子光一編著/圷洋一 [ほ
か] 共著

建帛社 369||Sh 318000623

53
疾病の成り立ち (Visual栄養学テキスト.
人体の構造と機能および疾病の成り立
ち:3)

田中清編 中山書店 491.3||Ji||3 318000624

54 非栄養素の分子栄養学
芦田均, 薩秀夫, 中野長久
責任編集

建帛社 498.55||Hi 318000625

55 乳和食 : 目からウロコのおいしい減塩 小山浩子著
社会保険出版社/
主婦の友社(発売)

596.21||Ko 318000626

56
健康・長生き粉豆腐レシピ : 減塩もでき
る84レシピ

家森幸男監修/森真理レシ
ピ監修

マイナビ出版 596.3||Ke 318000627

57
へたおやつ : 小麦粉を使わない白崎茶
会のはじめてレシピ

白崎裕子著 マガジンハウス 596.65||Sh 318000628

58
歴メシ! : 世界の歴史料理をおいしく食
べる

遠藤雅司著 柏書房 383.8||En 318000629

59
誰でも1回で味が決まるロジカル調理 :
レシピなしでおいしく作れるようになる

主婦の友社編 主婦の友社 596||Da 318000630

60
大豆粉でつくる、糖質オフでもこんなに
おいしいパンとお菓子

森田康行, 栗崎優子著 河出書房新社 596.63||Mo 318000631

61 免疫栄養ケトン食でがんに勝つレシピ
麻生れいみ著/古川健司監
修

光文社 494.5||As 318000632

62 浜内千波調理の新常識 浜内千波著 主婦と生活社 596||Ha 318000633

63
世界を食べよう! : 東京外国語大学の
世界料理

沼野恭子編
東京外国語大学出
版会

596||Se 318000634

64
スポーツ栄養学 : 科学の基礎から「な
ぜ?」にこたえる

寺田新著 東京大学出版会 780.19||Te 318000635



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

65 基礎から学ぶ!スポーツ栄養学 鈴木志保子著
ベースボール・マガ
ジン社

780.19||Su 318000636

66
リハ栄養からアプローチするサルコペ
ニアバイブル

若林秀隆, 葛谷雅文編 日本医事新報社 493.18||Re 318000637

67 マンガで学ぶ医療統計 高橋麻奈著/春瀬サク画
みみずく舎/医学評
論社 (発売)

490.19||Ta 318000638

68
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 318000639

69
つまずきから学ぶ漢方薬 : 構造主義と
番号順の漢方学習

岩田健太郎著 中外医学社 499.8||Iw 318000640

70 ベッドサイドの薬理学 笹栗俊之, 宮田篤郎編 丸善出版 491.5||Be 318000641

71 臨床に一滴!デンタルアロマセラピー 中村真理, 柿木保明編著 医歯薬出版 497||Na 318000642

72
フラップ手術のすすめ : 基本手技+歯
周組織再生療法・歯周形成外科

中川種昭編著/二階堂雅彦
[ほか執筆]

医歯薬出版 497.26||Fu 318000643

73
歯周外科見て学んで始めるガイド : 歯
周基本治療から手技習得のポイント,術
後のケアまで

小方頼昌編著
クインテッセンス出
版

497.26||Sh 318000644

74 クラウンブリッジの臨床 第4版

Stephen F.Rosenstiel,
Martin F.Land, Junhei
Fujimoto原著/岡村光信, 廣
瀬正法, 錦織淳訳

エルゼビア・ジャパ
ン/医歯薬出版 (発
売)

497.5||Ro 318000645

75

一般臨床家, 口腔外科医のための口
腔外科ハンドマニュアル : 口腔外科
YEAR BOOK '18 (別冊the
Quintessence)

瀬戸晥一 [ほか] 編集委員
クインテッセンス出
版

497.3||Ip||'18 318000646

76

一般臨床家, 口腔外科医のための口
腔外科ハンドマニュアル : 口腔外科
YEAR BOOK '18 (別冊the
Quintessence)

瀬戸晥一 [ほか] 編集委員
クインテッセンス出
版

497.3||Ip||'18 318000647

77 歯科放射線学 第6版
岡野友宏, 小林馨, 有地榮
一郎編/浅海淳一 [ほか] 執
筆

医歯薬出版 497.2||Sh 318000648

78 歯科放射線学 第6版
岡野友宏, 小林馨, 有地榮
一郎編/浅海淳一 [ほか] 執
筆

医歯薬出版 497.2||Sh 318000649

79 歯科放射線学 第6版
岡野友宏, 小林馨, 有地榮
一郎編/浅海淳一 [ほか] 執
筆

医歯薬出版 497.2||Sh 318000650

80
チェアサイドとラボサイドで共有したい
補綴再製をなくすための臨床テクニック
24

佐野隆一著 医歯薬出版 497.5||Sa 318000651

81
臨床家のための口腔疾患診断トレーニ
ングブック

神部芳則, 笹野高嗣編著 医歯薬出版 496.8||Ri 318000652

82
やさしくわかる口腔の機能と筋 : 咀嚼・
嚥下・発音のメカニズム

森戸光彦編著/下山和弘,
高橋一也, 坂本英治著

医歯薬出版 497.1||Ya 318000653

83
やさしくわかる口腔の機能と筋 : 咀嚼・
嚥下・発音のメカニズム

森戸光彦編著/下山和弘,
高橋一也, 坂本英治著

医歯薬出版 497.1||Ya 318000654

84
チェアサイドオーラルフレイルの診かた
: 歯科医院で気づく,対応する口腔機能
低下症 : 詳しくわかる動画付き 第2版

菊谷武著 医歯薬出版 497.9||Ki 318000655



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

85
チェアサイドオーラルフレイルの診かた
: 歯科医院で気づく,対応する口腔機能
低下症 : 詳しくわかる動画付き 第2版

菊谷武著 医歯薬出版 497.9||Ki 318000656

86
歯科医師・歯科衛生士のための認知
行動療法 : チェアサイドで困ったときに

松岡紘史, 安彦善裕著 医歯薬出版 497||Ma 318000657

87
老化と摂食嚥下障害 : 「口から食べる」
を多職種で支えるための視点

藤本篤士, 糸田昌隆, 葛谷
雅文, 若林秀隆編著

医歯薬出版 491.343||Ro 318000658

88
老化と摂食嚥下障害 : 「口から食べる」
を多職種で支えるための視点

藤本篤士, 糸田昌隆, 葛谷
雅文, 若林秀隆編著

医歯薬出版 491.343||Ro 318000659

89
悪性腫瘍 改訂第2版 (薬剤師のための
疾患別薬物療法 : 病態を理解して組み
立てる:1)

[渡部一宏, 寺田智祐, 三浦
昌朋担当編集]

南江堂 492.3||Ya||1 318000660

90
精神・脳神経系疾患/消化器疾患 改訂
第2版 (薬剤師のための疾患別薬物療
法 : 病態を理解して組み立てる:2)

[野田幸裕, 峯村純子担当編
集]

南江堂 492.3||Ya||2 318000661

91

心臓・血管系疾患/腎疾患/泌尿・生殖
器疾患 改訂第2版 (薬剤師のための疾
患別薬物療法 : 病態を理解して組み立
てる:3)

[桒原健, 木村健担当編集] 南江堂 492.3||Ya||3 318000662

92

免疫疾患/骨・関節疾患/血液・造血器
疾患/内分泌・代謝疾患 改訂第2版
(薬剤師のための疾患別薬物療法 : 病
態を理解して組み立てる:4)

[菅原満, 石井伊都子担当編
集]

南江堂 492.3||Ya||4 318000663

93

感染症/呼吸器疾患/皮膚疾患/感覚
器疾患 改訂第2版 (薬剤師のための疾
患別薬物療法 : 病態を理解して組み立
てる:5)

[北原隆志, 大谷道輝担当編
集]

南江堂 492.3||Ya||5 318000664

94
かかりつけ薬剤師のための疾患別薬
学管理マニュアル

木村健著 じほう 499.2||Ki 318000665

95
薬をもっと使いこなすための添付文書
の読み方活かし方

野村香織著 じほう 499.1||No 318000666

96
今こそ「かかりつけ薬剤師・薬局機能」
を強化しよう! : 患者本位の医薬分業の
実現 : アウトカム創出を目指して

ネグジット総研企画・編集 じほう 499.095||Im 318000667

97
Pythonによるベイズ統計モデリング :
PyMCでのデータ分析実践ガイド

Osvaldo Martin著/金子武久
訳

共立出版 417||Ma 318000668

98
無作為化比較試験 : デザインと統計解
析 新版 (医学統計学シリーズ:5)

丹後俊郎著 朝倉書店 490.19||Ta||5 318000669

99
Rで楽しむベイズ統計入門 : しくみから
理解するベイズ推定の基礎 (Data
science library)

奥村晴彦, 牧山幸史, 瓜生
真也著

技術評論社 417||Ok 318000670

100
薬物療法の実践 (スタンダード薬学シ
リーズII:7. 臨床薬学:2)

日本薬学会 [ほか] 編 東京化学同人 499||Su||7-2 318000671

101
薬物療法の実践 (スタンダード薬学シ
リーズII:7. 臨床薬学:2)

日本薬学会 [ほか] 編 東京化学同人 499||Su||7-2 318000672

102 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 318000673

103
演習編 第8版 (有機化合物のスペクト
ルによる同定法)

岩澤伸治, 豊田真司, 村田
滋著

東京化学同人 433.9||Iw 318000674

104
演習編 第8版 (有機化合物のスペクト
ルによる同定法)

岩澤伸治, 豊田真司, 村田
滋著

東京化学同人 433.9||Iw 318000675



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

105
MS, IR, NMRの併用 第8版 (有機化合
物のスペクトルによる同定法)

Silverstein, Webster, Kiemle,
Bryce著/岩澤伸治, 豊田真
司, 村田滋訳

東京化学同人 433.9||Si 318000676

106
MS, IR, NMRの併用 第8版 (有機化合
物のスペクトルによる同定法)

Silverstein, Webster, Kiemle,
Bryce著/岩澤伸治, 豊田真
司, 村田滋訳

東京化学同人 433.9||Si 318000677

107
有機化学要論 : 生命科学を理解する
ための基礎概念 第2版

入江一浩, 津江広人編著/
高野俊幸 [ほか] 著

学術図書出版社 437||Yu 318000678

108 有機化学 (化学の基本シリーズ:2) 久保拓也, 細矢憲著 化学同人 437||Ku 318000679

109 スミス有機化学 下
Janice Gorzynski Smith著/
大嶌幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Sm||2 318000680

110
天然有機化合物の全合成 : 独創的な
ものづくりの反応と戦略 (CSJ Current
Review:27)

日本化学会編 化学同人 434||Te 318000681

111
アルカロイドの科学 : 生物活性を生み
だす物質の探索から創薬の実際まで
(Dojin academic series:8)

高山廣光編 化学同人 439.3||Ar 318000682

112
トコトンやさしい工程管理の本 (B&T
ブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

坂倉貢司著 日刊工業新聞社 509.65||Sa 318000683

113 リンの事典 大竹久夫 [ほか] 編集 朝倉書店 435.54||Ri 318000684

114 わかりやすい機器分析学 第4版
片岡洋行, 四宮一総編集/
石崎厚 [ほか執筆]

廣川書店 499.33||Wa 318000685

115
実験計画と分散分析のはなし : 効率よ
い計画とデータ解析のコツ 改訂版

大村平著 日科技連出版社 417.7||Om 318000686

116
多変量解析のはなし : 複雑さから本質
を探る 改訂版 (Best selected business
books)

大村平著 日科技連出版社 417||Om 318000687

117
統計解析のはなし : データに語らせる
テクニック 改訂版 (Best selected
business books)

大村平著 日科技連出版社 417||Om 318000688

118
統計のはなし : 基礎・応用・娯楽 改訂
版 (Best selected business books)

大村平著 日科技連出版社 417||Om 318000689

119 元素の事典 縮刷版 馬淵久夫編集 朝倉書店 431.11||Ge 318000690

120
わらじ医者の来た道 : 民主的医療現代
史

早川一光, 立岩真也, 西沢
いづみ著

青土社 498.021||Ha 318000691

121
文献レビューのきほん : 看護研究・看
護実践の質を高める

大木秀一著 医歯薬出版 492.907||Ok 318000692

122
看護師の倫理調整力 : 専門看護師の
実践に学ぶ

鶴若麻理, 長瀬雅子編
日本看護協会出版
会

492.9015||Ka 318000693

123
神経変性疾患ハンドブック : 神経難病
へのエキスパート・アプローチ

水澤英洋編集 南江堂 493.73||Sh 318000694

124 臨床につながる神経・筋疾患 花山耕三編著 医歯薬出版 493.73||Ri 318000695

125

看護の現場ですぐに役立つモニター心
電図 : 患者さんに信頼される看護技術
が身に付く! (ナースのためのスキル
アップノート)

佐藤弘明著 秀和システム 492.911||Sa 318000696



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

126
スキルアップがん症状緩和 : for
staying healthy with cancer

有賀悦子著 南江堂 494.5||Ar 318000697

127 ナースの外科学 改訂7版 磯野可一編著 中外医学社 492.9264||Na 318000698

128 消化器看護ケアマニュアル 渡邊五朗, 宗村美江子編集 中山書店 492.926||Sh 318000699

129

看護の現場ですぐに役立つ小児看護
のキホン : 子どもの気持ちを楽にする
看護法が身に付く! (ナースのためのス
キルアップノート)

渡邉朋他著 秀和システム 492.925||Ka 318000700

130
子どもの発達障害と支援のしかたがわ
かる本 : 基本から理解したい人のため
の

西永堅著 日本実業出版社 378||Ni 318000701

131
子どものアレルギー : アトピー性皮膚
炎・食物アレルギー・ぜんそく

大矢幸弘編監修 文藝春秋 493.93||Ko 318000702

132
車椅子やベッドの上でも楽しめる子ど
ものためのふれあい遊び55 増補

青木智恵子著 黎明書房 492.925||Ao 318000703

133
重症心身障害児・者診療・看護ケア実
践マニュアル

北住映二, 口分田政夫, 西
藤武美編集

診断と治療社 493.937||Ju 318000704

134
対象関係論に学ぶ心理療法入門 : ここ
ろを使った日常臨床のために

祖父江典人著 誠信書房 146.8||So 318000705

135

精神保健・多職種のつながり 改訂第2
版 (看護学テキストnice. 精神看護学 :
こころ・からだ・かかわりのプラクティ
ス:1)

萱間真美, 野田文隆編集 南江堂 492.927||Se||1 318000706

136

精神保健・多職種のつながり 改訂第2
版 (看護学テキストnice. 精神看護学 :
こころ・からだ・かかわりのプラクティ
ス:1)

萱間真美, 野田文隆編集 南江堂 492.927||Se||1 318000707

137
臨床で活かすケア 改訂第2版 (看護学
テキストnice. 精神看護学 : こころ・から
だ・かかわりのプラクティス:2)

萱間真美, 野田文隆編集 南江堂 492.927||Se||2 318000708

138
臨床で活かすケア 改訂第2版 (看護学
テキストnice. 精神看護学 : こころ・から
だ・かかわりのプラクティス:2)

萱間真美, 野田文隆編集 南江堂 492.927||Se||2 318000709

139

保健師・青木智恵子が書いた会の始ま
る前・スキマ時間に参加者をあたため
る楽しい小技 : アドバイス&セリフ&シニ
アと子どもの交流マーク付き (シニアの
レクリエーションシリーズ:1)

青木智恵子著 黎明書房 369.263||Ao 318000710

140
離島の保健師 : 狭さとつながりをケア
にする

青木さぎ里著 青土社 498.14||Ao 318000711

141
災害看護の本質 : 語り継ぐ黒田裕子
の実践と思想

柳田邦男, 酒井明子編著
日本看護協会出版
会

492.916||Sa 318000712

142
子育て世代が住みたいと思うまちに :
思春期から妊娠、出産、子育てまでの
切れ目ない支援の取組み

林己知夫, 高橋睦子著 第一法規 369.4||Ha 318000713

143 トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版

ロバート L. ナスバウム, ロデ
リック R. マキネス, ハンチン
トン F. ウィラード著/福嶋義
光監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/メディカル・サイ
エンス・インターナ
ショナル (編集・販
売)

491.69||Nu 318000714

144 胎児発育不全
池田智明, 金山尚裕, 関沢
明彦編著

中外医学社 495.6||Ta 318000715



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

145
周産期遺伝カウンセリングマニュアル
改訂2版

関沢明彦, 佐村修, 四元淳
子編著

中外医学社 495.6||Sh 318000716

146
これなら分かる 適化数学 : 基礎原理
から計算手法まで

金谷健一著 共立出版 417||Ka 318000717

147
臨床検査技師国家試験問題集 2019年
版

全国臨床検査技師教育施
設協議会編

医歯薬出版
492.1079||Ri||'
19

318000718

148
臨床検査技師国家試験問題集 2019年
版

全国臨床検査技師教育施
設協議会編

医歯薬出版
492.1079||Ri||'
19

318000719

149

Diversity and functions of GABA
receptors: a tribute to Hanns Möhler
pt. B (Advances in pharmacology:v. 72-
73)

edited by Uwe Rudolph
Academic Press,
an imprint of
Elsevier

491.5||Di 318000723

150 Vitamin D 4th ed. v. 1

editor-in-chief, David
Feldman/Sr. associate
editor, J. Wesley
Pike/associate editors,

Academic Press,
an imprint of
Elsevier

491.45||Vi 318000724

151 医学略語コンパクト 第2版 富野康日己監修 医歯薬出版 490.33||Ig 318000725

152
Dr.イワケンのねころんで読める英語論
文 : ナース・研修医必見!海外論文がす
らすら読めるようになるヒケツ

岩田健太郎著 メディカ出版 490.7||Iw 318000726

153
脱・しくじりプレゼン : 言いたいことを言
うと伝わらない!

八幡紕芦史編著/竹本文美,
田中雅美, 福内史子著

医学書院 490.7||Da 318000727

154 脳の機能解剖と画像診断 第2版
Heinrich Lanfermann [ほか]
著/真柳佳昭, 渡辺英寿訳

医学書院 492.4371||No 318000728

155
ゲノム : 生命情報システムとしての理
解 第4版

T.A. ブラウン著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467.3||Br 318000729

156 シュロスバーグの臨床感染症学
David Schlossberg編/岩田
健太郎監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.8||Sc 318000730

157
病理組織の見方と鑑別診断 第6版 (カ
ラーアトラス)

吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 491.6||By 318000731

158 FLASH薬理学 丸山敬著 羊土社 491.5||Ma 318000732

159
外傷初期看護ガイドライン : JNTEC :
Japan nursing for trauma evaluation
and care 改訂第4版

日本救急看護学会監修 へるす出版 492.916||Ga 318000733

160
看護過程に沿った対症看護 : 病態生
理と看護のポイント 第5版

市村久美子 [ほか] 執筆
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.914||Ka 318000734

161
コアカリ準拠臨床遺伝学テキストノート
: ゲノム医療に必要な考え方を身につ
ける

日本人類遺伝学会編集 診断と治療社 491.69||Ko 318000735

162 新しい骨形態計測 山本智章編集
ウイネット/星雲社
(発売)

491.16||At 318000737

163
精神科治療の覚書 新版 (日評ベー
シック・シリーズ)

中井久夫著 日本評論社 493.72||Na 318000738

164 わかりやすい外科学
馬場秀夫, 赤木由人, 猪股
雅史編

文光堂 494||Wa 318000739

165 絹笠式静岡がんセンター大腸癌手術 絹笠祐介編集 南江堂 494.656||Ki 318000740



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

166 臨床食道学 小澤壯治, 木下芳一編 南江堂 493.44||Ri 318000741

167 耳科学アトラス : 形態と計測値 第4版 野村恭也 [ほか] 著 丸善出版 496.6||Ji 318000742

168
生化学 (Visual栄養学テキスト. 人体の
構造と機能および疾病の成り立ち:2)

岡純, 田中進編集 中山書店 491.3||Ji||2 318000743

169 発育期の子どもの食生活と栄養 第3版 菅原園 [ほか] 著 学建書院 493.983||Ha 318000744

170
省力化と豊かさ実現! スチコンレシピ集
&活用術

食品産業新聞社 (著) 食品産業新聞社 596||Sh 318000745

171
薬局の管理栄養士が考えた健康ごは
ん

薬樹著 PHP研究所 498.583||Ya 318000746

172
きちんと切ると料理はもっとおいしい :
50年の名門料理教室の確かなワザと
レシピ180

中村奈津子著 主婦と生活社 596||Na 318000747

173
臨床栄養学 2 各論 (Visual栄養学テキ
スト)

本田佳子編集 中山書店 498.58||Ri||2 318000748

174
臨床栄養学 1 総論 (Visual栄養学テキ
スト)

本田佳子編集 中山書店 498.58||Ri||1 318000749

175
看護のための薬理学 : はじめる!つか
える!

時政孝行著 南山堂 491.5||To 318000750

176
チームで学ぶ女性がん患者のための
ホルモンマネジメント

佐治重衡, 清水千佳子編集 篠原出版新社 495.4||Ch 318000751

177
予防医療のすべて 初版 (スーパー総
合医)

岡田唯男専門編集 中山書店 498||Su 318000752

178 フッ化物応用の科学 第2版
日本口腔衛生学会フッ化物
応用委員会編

口腔保健協会 497.9||Fu 318000753

179
歯周病と全身疾患 : 新エビデンスに
基づくコンセンサス

二階堂雅彦, 築山鉄平編
集・執筆

デンタルダイヤモン
ド社

497.26||Sh 318000754

180
ガイデッドサージェリープランニング・サ
クセスマニュアル : 10年の蓄積に基づ
くそのノウハウのすべて

中村社綱, 三好敬三監著
/Pascal Kunz [ほか] 著

インターアクション 497.5||Ga 318000755

181
WHOによるグローバルスタンダード (口
腔診査法)

[WHO著]/眞木吉信, 宮崎秀
夫, 山本龍生訳

口腔保健協会 497.9||Wh 318000756

182
わかりやすい歯科放射線学 第3版 (歯
科衛生士テキスト)

飯久保正弘 [ほか] 執筆 学建書院 497.2||Wa 318000757

183
ライフステージから考える咀嚼・栄養・
健康 (咀嚼の本:2)

日本咀嚼学会編 口腔保健協会 491.343||Ra 318000758

184
咀嚼をそしゃくする : 食育・介護・栄養
管理に役立つ咀嚼の基礎知識

山田好秋著 口腔保健協会 491.343||Ya 318000759

185
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯
科医療の統計 2018年版

口腔保健協会
497.059||Sh||'
18

318000760

186
薬学と社会 : 医療経済・多職種連携と
チーム医療・地域医療・在宅医療 (臨
床薬学テキストシリーズ)

望月眞弓担当編集/武居光
雄, 狭間研至ゲスト編集

中山書店 499||Ya 318000761

187 ビタミン総合事典 日本ビタミン学会編 朝倉書店 491.455||Bi 318000762



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

188
生薬単 : 語源から覚える植物学・生薬
学名単語集 : ギリシャ語・ラテン語 改
訂第3版

原島広至著 丸善雄松堂 499.8||Ha 318000763

189
生薬単 : 語源から覚える植物学・生薬
学名単語集 : ギリシャ語・ラテン語 改
訂第3版

原島広至著 丸善雄松堂 499.8||Ha 318000764

190
生薬単 : 語源から覚える植物学・生薬
学名単語集 : ギリシャ語・ラテン語 改
訂第3版

原島広至著 丸善雄松堂 499.8||Ha 318000765

191 実用中医薬膳学 辰巳洋著 東洋学術出版社 498.583||Ta 318000766

192
神農本草経の植物 : 植物由来生薬の
原色写真

小根山隆祥, 佐藤知嗣著,
飛奈良治著

たにぐち書店 499.8||On 318000767

193 東西医学よりみた金匱要略 曽野維喜著 南山堂 490.9||So 318000768

194 東西医学よりみた傷寒論 曽野維喜著 南山堂 490.9||So 318000769

195
トコトンやさしいヨウ素の本 (B&Tブック
ス. 今日からモノ知りシリーズ)

海宝龍夫著 日刊工業新聞社 435.36||Ka 318000770

196

よくわかる 新実験計画法の基本と仕
組み : 実験の効率化とデータ解析の全
手法を解説 : 実験計画手法入門
(How-nual図解入門)

森田浩著 秀和システム 417.7||Mo 318000771

197 新人ナースの心構え 第2版 高橋恵子編集
日本看護協会出版
会

492.9||Sh 318000772

198
看護学教育の質と評価 (看護学教
育:4)

日本看護系大学協議会広
報・出版委員会編

日本看護協会出版
会

492.9||Ka 318000773

199
丹野智文笑顔で生きる : 認知症ととも
に

丹野智文著 文藝春秋 916||Ta 318000774

200
認知症になっても人生は終わらない :
認知症の私が、認知症のあなたに贈る
ことば

認知症の私たち著 harunosora 916||Ni 318000775

201 呼吸器看護ケアマニュアル
石原英樹, 竹川幸恵, 山川
幸枝編集

中山書店 492.926||Ko 318000776

202
周術期管理チームテキスト :
Perioperative care 第3版

日本麻酔科学会・周術期管
理チーム委員会編

日本麻酔科学会 494.22||Sh 318000777

203
臨床・がんサバイバーシップ : “生きぬ
く力"を高めるかかわり (Series.看護の
エスプリ:[3])

近藤まゆみ著
仲村書林/星雲社
(発売)

492.926||Ko 318000778

204
自閉症スペクトラムの子どもの感覚・運
動の問題への対処法

岩永竜一郎著 東京書籍 493.937||Iw 318000779

205
精神分析体験:ビオンの宇宙 : 対象関
係論を学ぶ立志篇

松木邦裕著 岩崎学術出版社 146.1||Ma 318000780

206
虐待を防ぐ保健師訪問 : 介入困難な
家族とかかわるコツ

渡辺雅子著 杏林書院 498.7||Wa 318000781

207
保健師のための被災支援「保健事例」
ガイドブック

石井苗子監修 母子保健事業団 498.89||Ho 318000782

208 岩波数学入門辞典 青本和彦 [ほか] 編集委員 岩波書店 410.33||Iw 318000783

209
臨床免疫検査技術教本 (JAMT技術教
本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 492.18||Ri 318000784



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

210
臨床免疫検査技術教本 (JAMT技術教
本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 492.18||Ri 318000785

211
新生児・幼小児の難聴 : 遺伝子診断か
ら人工内耳手術, 療育・教育まで

加我君孝編集 診断と治療社 496.6||Sh 318000786

212
患者さんと医療系学生のための臨床
薬理学入門 : くすりを正しく用いるため
に

笹栗俊之著 九州大学出版会 491.5||Sa 318000787

213 歯科理工学教育用語集 第3版 日本歯科理工学会編 医歯薬出版 497.8||Sh 318000788

214 歯科理工学教育用語集 第3版 日本歯科理工学会編 医歯薬出版 497.8||Sh 318000789

215 歯科理工学教育用語集 第3版 日本歯科理工学会編 医歯薬出版 497.8||Sh 318000790

216 歯科理工学教育用語集 第3版 日本歯科理工学会編 医歯薬出版 497.8||Sh 318000791

217 歯科理工学教育用語集 第3版 日本歯科理工学会編 医歯薬出版 497.8||Sh 318000792

218

CAD/CAMマテリアル完全ガイドブック :
臨床に役立つ材料選択と接着操作 : フ
ルジルコニアクラウン, プレスセラミック
ス, 保険適用ハイブリッドレジン, 金属
冠

伴清治編著 医歯薬出版 497.8||Ca 318000793

219
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置治
療 : 歯科医師の歯科医師による歯科
医師のための

奥野健太郎編/奥野健太郎
[ほか] 著

医歯薬出版 497.8||Su 318000794

220
キーワードでわかる顎関節症治療ガイ
ドブック

田口望著 医歯薬出版 497.3||Ki 318000795

221
高齢者への戦略的歯科治療 : 自立高
齢者にしておきたいこと寝たきり高齢者
にできること

北村知昭, 藤井航, 鱒見進
一編

医歯薬出版 497||Ko 318000796

222
歯科衛生士のための歯科医療安全管
理

尾崎哲則, 白土清司, 藤井
一維編

医歯薬出版 497||Sh 318000797

223
内科医から伝えたい歯科医院に知って
ほしい糖尿病のこと

西田亙著 医歯薬出版 497.26||Ni 318000798

224
歯科医院でできる「食べる」機能の評価
と対応

石田瞭著 医歯薬出版 491.343||Is 318000799

225
歯科医院でできる「食べる」機能の評価
と対応

石田瞭著 医歯薬出版 491.343||Is 318000800

226

口腔機能の維持・向上による全身状態
改善のためのオーラルケア・マネジメン
ト実践マニュアル : 病院・施設・在宅に
おける多職種協働を目指して

奥田聖介, 武井典子編著/
赤木重典 [ほか] 著

医歯薬出版 497.9||Ko 318000801

227 薬学輸液療法 : 輸液力アップを図れ! 倉本敬二著 京都廣川書店 492.26||Ku 318000802

228
病態生化学解明 : 代謝メカニズムから
疾患を科学する 第2版

藤森功著 京都廣川書店 491.49||Fu 318000803

229
がん薬物治療学 : 悪性腫瘍,薬物治療
の理論と実践

山田安彦編著/下枝貞彦,
高柳理早著

京都廣川書店 494.53||Ya 318000804

230
はじめてのデジタル画像処理 : 図解で
わかる : 画像処理技術を基礎から体系
的に学べる 増補改訂版

山田宏尚著 技術評論社 007.1||Ya 318000805



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

231
省察的実践とは何か : プロフェッショナ
ルの行為と思考

ドナルド・A・ショーン著 鳳書房 361.84||Sc 318000806

232
省察的実践者の教育: プロフェッショナ
ル・スクールの実践と理論

ドナルド・A・ショーン著 鳳書房 377||Sc 318000807

233
乳幼児は世界をどう理解しているか :
実験で読みとく赤ちゃんと幼児の心

外山紀子, 中島伸子著 新曜社 376.11||To 318000808

234
精神病というこころ : どのようにして起
こりいかに対応するか

松木邦裕著 新曜社 493.7||Ma 318000809

235 岩波数学辞典 第4版 日本数学会編集 岩波書店 410.33||Iw 318000810

236 あたらしい検案・解剖マニュアル 池谷博, 櫻田宏一著 金芳堂 498.9||Ik 318000811

237 人体の細胞生物学 : カラー図解 坂井建雄, 石崎泰樹編集 日本医事新報社 491.11||Ji 318000812

238
精神疾患にかかわる人が 初に読む
本

西井重超著・イラスト原案 照林社 493.7||Ni 318000813

239
国際化と看護 : 日本と世界で実践する
グローバルな看護をめざして

大橋一友, 岩澤和子編集 メディカ出版 492.9||Ko 318000814

240
細胞検査技術教本 (JAMT技術教本シ
リーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 492.19||Sa 318000815

241
小児の四肢手術 : これだけは知ってお
きたい 第1版 (OS NEXUS:16)

中村茂担当編集委員 メジカルビュー社 493.94||Sh 318000816

242
実践に生かす看護理論19 新訂版 第2
版

城ケ端初子編著 サイオ出版 492.901||Ji 318000817

243 免疫学の入門 第8版 今西二郎著 金芳堂 491.8||Im 318000818

244
ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解
剖学アトラス 第3版

Neil S.Norton著
エルゼビア・ジャパ
ン/医歯薬出版 (発
売)

491.192||No 318000819

245
口腔・頭頸部 第2版 (プロメテウス : 解
剖学アトラス:[2])

Michael Schünke, Erik
Schulte, Udo Schumacher著
/Eric W. Baker編/阿部伸一
[ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 318000820

246
Feigenbaum's echocardiography Eighth
edition

William F. Armstrong,
Thomas Ryan

Wolters Kluwer 492.12||Fe 318000821

247 看護白書 平成30年版 日本看護協会編
日本看護協会出版
会

492.903||Ka||3
0

318000822

248
"腎臓"が寿命を決める 学校・公共図
書館用 (NHK DVD. NHKスペシャル/人
体 : 神秘の巨大ネットワーク:第1集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||1 318000825

249

驚きのパワー!"脂肪と筋肉"が命を守
る 学校・公共図書館用 (NHK DVD.
NHKスペシャル/人体 : 神秘の巨大
ネットワーク:第2集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||2 318000826

250

"骨"が出す! 高の若返り物質 学校・
公共図書館用 (NHK DVD. NHKスペ
シャル/人体 : 神秘の巨大ネットワーク:
第3集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||3 318000827

251

万病撃退!"腸"が免疫の鍵だった 学
校・公共図書館用 (NHK DVD. NHKス
ペシャル/人体 : 神秘の巨大ネットワー
ク:第4集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||4 318000828



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

252

"脳"すごいぞ!ひらめきと記憶の正体
学校・公共図書館用 (NHK DVD. NHK
スペシャル/人体 : 神秘の巨大ネット
ワーク:第5集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||5 318000829

253

"生命誕生"見えた!母と子ミクロの会話
学校・公共図書館用 (NHK DVD. NHK
スペシャル/人体 : 神秘の巨大ネット
ワーク:第6集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||6 318000830

254
"健康長寿"究極の挑戦 学校・公共図
書館用 (NHK DVD. NHKスペシャル/人
体 : 神秘の巨大ネットワーク:第7集)

NHKエンタープライ
ズ

491||DVD||7 318000831

255
Molecular biology of the cell 6th ed :
looseleaf

Bruce Alberts ... [et al.]/with
problems by John Wilson,
Tim Hunt

Garland Science 463||Mo 318000832

256
Organic chemistry : principles and
mechanisms Second edition

Joel Karty
W.W. Norton and
Company

437||Ka 318000833

257
専門医取得に必要な形成外科手技36 :
口頭試問への対策 上

中塚貴志編 克誠堂出版 494.288||Se||1 318000834

258
専門医取得に必要な形成外科手技36 :
口頭試問への対策 下

中塚貴志編 克誠堂出版 494.288||Se||2 318000835

259
形成外科の基本手技 1 (形成外科治
療手技全書:1-2)

鈴木茂彦, 貴志和生編集 克誠堂出版 494.288||Ke||1 318000836

260
偶発症・難症例への対応 : 病態・メカニ
ズムから考える予防と治療戦略 (歯内
療法成功への道)

木ノ本喜史編著/島内英俊
[ほか著]

ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Gu 318000837

261
根尖病変 : 治癒へ向けた戦略を究め
る (歯内療法成功への道)

木ノ本喜史編著/下野正基
[ほか執筆]

ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Ko 318000838

262
NEXT!コンポジットレジン修復 :
8STEPS&8CASES

田代浩史, 田上順次著 医学評論社 497.4||Ta 318000839

263

成功するインプラント治療の基本原則 :
これから始めたい人・トラブルをなくした
い人のために : Step by stepでみえる・
わかる

渡辺隆史 [ほか] 著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.5||Se 318000840

264

パーシャルデンチャー治療失敗回避の
ためのポイント47 : 診断・前処置・印
象・設計・応急修理と術後管理の問題
解決法

山下秀一郎 [ほか] 編著
クインテッセンス出
版

497.56||Ba 318000841

265 歯科衛生士のための 新歯周病学
加藤熈編著/坂上竜資 [ほ
か] 著

医歯薬出版 497.26||Sh 318000842

266 歯科衛生士のための 新歯周病学
加藤熈編著/坂上竜資 [ほ
か] 著

医歯薬出版 497.26||Sh 318000843

267
高齢者のドライマウス : 口腔乾燥症・
口腔ケアの基礎知識

阪井丘芳著 医歯薬出版 497.9||Sa 318000844

268
高齢者のドライマウス : 口腔乾燥症・
口腔ケアの基礎知識

阪井丘芳著 医歯薬出版 497.9||Sa 318000845

269 くすり・軟膏・毒物 : 薬学の歴史
アクセル・カーン [ほか] 著/
日仏薬学会, 日本薬史学会
訳

薬事日報社 499.02||Ku 318000846

270
Student study guide/ solutions manual
to accompany : organic chemistry 5th
ed.

Janice Gorzynski Smith and
Erin R. Smith

McGraw-Hill
Education/化学同
人 (発売)

437.07||St 318000847

271
エビデンスに基づく看護実践のための
システマティックレビュー

牧本清子編集
日本看護協会出版
会

492.907||Eb 318000848



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

272
TeamSTEPPS[〇R]を活用したヒューマ
ンエラー防止策 : SBARを中心とした医
療安全のコミュニケーションツール

東京慈恵会医科大学附属
病院看護部・医療安全管理
部編著

日本看護協会出版
会

498.163||Te 318000849

273 看護学教育 : 学生・教員・体制
日本看護系大学協議会広
報・出版委員会編

日本看護協会出版
会

492.907||Ka 318000850

274 看護実践能力の育成 (看護学教育:3)
日本看護系大学協議会広
報・出版委員会編

日本看護協会出版
会

492.907||Ka 318000851

275 そしゃくと嚥下の発達がわかる本 山崎祥子著 芽ばえ社 599.3||Ya 318000852

276

発達が気になる子の脳と体をそだてる
感覚あそび : あそぶことには意味があ
る!作業療法士がすすめる68のあそび
の工夫

鴨下賢一編著/池田千紗,
小玉武志, 高橋知義著

合同出版 378||Ha 318000853

277
消化器がん化学療法レジメンブック 4
版

室圭編著 日本医事新報社 493.4||Sh 318000854

278 小児感染症の診かた・考えかた 上山伸也著 医学書院 493.938||Ka 318000855

279 国際頭痛分類 日本語版第3版
国際頭痛学会・頭痛分類委
員会著/日本頭痛学会・国
際頭痛分類委員会訳

医学書院 493.74||Ko 318000856

280 新生児学入門 第5版 仁志田博司編集 医学書院 493.95||Sh 318000857

281
ジュンケイラ組織学 第5版 (Lange
textbookシリーズ)

[ジュンケイラ原著]/Anthony
L.Mescher [著]/青山裕彦
[ほか訳]

丸善出版 491.11||Me 318000858

282
補助人工心臓治療チーム実践ガイド
改訂第2版

許俊鋭監修/絹川弘一郎編
集/遠藤美代子編集/柏公
一編集/天尾理恵編集

メジカルビュー社 494.643||Ho 318000859

283
英語で医学論文を書く : 曖昧であった
思考を形にする方法

関根郁夫著 医学と看護社 490.7||Se 318000860

284
JMPによる医療系データ分析 : 統計の
基礎から実験計画・アンケート調査ま
で 第2版

内田治, 石野祐三子, 平野
綾子著

東京図書 490.19||Uc 318000861

285
極める脳卒中の理学療法 : エビデンス
思考に基づくアプローチ (臨床思考を
踏まえる理学療法プラクティス)

斉藤秀之常任編集/加藤浩
常任編集/松崎哲治ゲスト
編集

文光堂 493.73||Ki 318000862

286
事例をとおしてわかる・書ける看護記
録ファーストガイド

清水佐智子編集/鹿児島大
学病院看護部編集協力

医学書院 492.912||Ji 318000863

287
4-Dコンセプトインプラントセラピー : 審
美性と機能性獲得に必要な組織保存と
再建のテクニックとそのタイミング 新版

石川知弘, 船登彰芳著
クインテッセンス出
版

497.5||Is 318000864

288
臨床力がアップする!皮膚免疫アレル
ギーハンドブック

戸倉新樹, 藤本学, 椛島健
治編集

南江堂 494.8||Me 318000865

289
研究の育て方 : ゴールとプロセスの
「見える化」

近藤克則著 医学書院 002.7||Ko 318000866

290 1冊でマスター大学の統計学 石井俊全著 技術評論社 417||Is 318000867

291
ボディ・ナビゲーションムーブメント : 筋
肉と骨と神経を組み立て、解剖と機能
を学ぼう

Andrew Biel著/阪本桂造監
訳

医道の日本社 491.36||Bi 318000872

292
ボディ・ナビゲーション : 触ってわかる
身体解剖 改訂版

Andrew Biel著 医道の日本社 491.16||Bi 318000873



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

293
セラピストのための機能解剖学的スト
レッチング 上肢

鵜飼建志編著 メジカルビュー社 492.5||Uk 318000874

294 治療薬マニュアル 2018年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 499.1||Ch||'18 318000875

295 医科ウイルス学 改訂第3版 高田賢蔵編集 南江堂 491.77||Ik 318000876

296
トワイクロス先生の緩和ケア : QOLを
高める症状マネジメントとエンドオブラ
イフ・ケア

Robert Twycross, Andrew
Wilcock [編]

医学書院 492||Tw 318000877

297
心エコー図 (循環器診療ザ・ベーシック
: 知識を習得し、実践で活かす 強の
メソッド)

大門雅夫編集 メジカルビュー社 492.1||Sh 318000878

298
循環器Physical Examination : 診断力
に差がつく身体診察!

山崎直仁著 医学書院 493.2||Ya 318000879

299
認知症を進ませない生活と介護 : 本人
と家族のための認知症対策完全ガイド

今井幸充監修 法研 493.758||Ni 318000880

300
エキスパートに学ぶ : パーキンソン病・
パーキンソニズム Q&A

高橋良輔監修/大江田知子
[ほか] 編集

南山堂 493.74||Ek 318000881

301
心に残る認知症の患者さんたち : 認知
症医療のスペシャリストがつづる

河野和彦編 フジメディカル出版 493.758||Ko 318000882

302
認知症症例から学ぶ治療戦略 : BPSD
への対応を中心に 改訂版

木村武実著 フジメディカル出版 493.758||Ki 318000883

303
認知症 : 予防・治療から介護まで、
知っておきたい 新知識 (ウルトラ図
解 : オールカラー家庭の医学)

朝田隆監修 法研 493.758||Ni 318000884

304
標準精神医学 第7版 (Standard
textbook)

尾崎紀夫 [ほか] 編集/村井
俊哉 [ほか] 執筆

医学書院 493.7||Hy 318000885

305
人はなぜ依存症になるのか : 自己治
療としてのアディクション

エドワード・J・カンツィアン,
マーク・J・アルバニーズ著/
松本俊彦訳

星和書店 493.74||Kh 318000886

306 失踪日記 吾妻ひでお著 イースト・プレス 726.1||Az 318000887

307 アル中病棟 (失踪日記:2) 吾妻ひでお著 イースト・プレス 726.1||Az 318000888

308 小児救急医療 (小児科臨床ピクシス:1) 羽鳥文麿専門編集 中山書店 493.92||Sh||1 318000889

309
発達障害の理解と対応 改訂第2版 (小
児科臨床ピクシス:2)

平岩幹男専門編集 中山書店 493.92||Sh||2 318000890

310
小児てんかんの 新医療 改訂第2版
(小児科臨床ピクシス:3)

岡明専門編集 中山書店 493.92||Sh||3 318000891

311
予防接種 全訂新版 (小児科臨床ピク
シス:4)

渡辺博専門編集 中山書店 493.92||Sh||4 318000892

312
年代別アレルギー疾患への対応 全訂
新版 (小児科臨床ピクシス:5)

五十嵐隆総編集/海老澤元
宏専門編集

中山書店 493.92||Sh||5 318000893

313
小児メタボリックシンドローム (小児科
臨床ピクシス:6)

大関武彦専門編集 中山書店 493.92||Sh||6 318000894

314
アトピー性皮膚炎と皮膚疾患 (小児科
臨床ピクシス:7)

大矢幸弘, 馬場直子専門編
集

中山書店 493.92||Sh||7 318000895
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315
小児プライマリケア (小児科臨床ピクシ
ス:8)

横田俊一郎専門編集 中山書店 493.92||Sh||8 318000896

316
川崎病のすべて 全訂新版 (小児科臨
床ピクシス:9)

五十嵐隆総編集/石井正浩
専門編集

中山書店 493.92||Sh||9 318000897

317
小児白血病診療 (小児科臨床ピクシ
ス:10)

菊地陽専門編集 中山書店 493.92||Sh||10 318000898

318
標準外科学 第14版 (Standard
textbook)

北野正剛, 田邉稔, 池田徳
彦編集

医学書院 494||Hy 318000899

319
早期胃癌2018 (胃と腸:第53巻5号・増
刊号)

医学書院 493.455||So 318000900

320 これからの乳癌診療 2017-2018 福田護 [ほか] 編集 金原出版
495.46||Ko||'1
7-'18

318000901

321 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 318000902

322 前立腺癌診療ガイドライン 2016年版 日本泌尿器科学会編 金原出版
494.96||Ze||'1
6

318000903

323
腎盂・尿管癌診療ガイドライン 2014年
版

日本泌尿器科学会編
メディカルレビュー
社

494.93||Ji||'14 318000904

324 泌尿器科癌取扱い規約 : 抜粋 日本泌尿器科学会編 金原出版 494.92||Hi 318000905

325
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診
療ガイドライン

日本泌尿器科学会編
リッチヒルメディカ
ル

494.95||Da 318000906

326 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

318000907

327

産婦人科必修母体急変時の初期対応
: J-CIMELS公認講習会ベーシックコー
ステキスト : シミュレーションで分娩前
後の母体安全を徹底理解! 第2版

日本母体救命システム普及
協議会, 京都産婦人科救急
診療研究会編著

メディカ出版 495.7||Sa 318000908

328
分娩期の支援と産後の保健指導 (看
護教育シリーズ. 周産期の実際と支
援:vol.2)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||2 318000909

329 女性下部尿路症状診療ガイドライン
日本排尿機能学会女性下
部尿路症状診療ガイドライン
作成委員会編集

リッチヒルメディカ
ル

495.47||Jo 318000910

330 分子栄養学 (栄養科学シリーズNEXT) 宮本賢一 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 318000911

331 分子栄養学 (栄養科学シリーズNEXT) 宮本賢一 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 318000912

332
基礎栄養学 第3版 (栄養科学イラスト
レイテッド)

田地陽一編 羊土社 498.55||Ki 318000913

333
腎と骨 : CKD-MBDの概念から新たな
展開へ

花房規男編 医薬ジャーナル社 494.93||Ji 318000914

334 構造生物学 (エッセンシャル. Essential)
河合剛太, 坂本泰一, 根本
直樹著

講談社 464.1||Ka 318000915

335
栄養の摂取と利用 : 生命の維持システ
ム (健康・保健シリーズ. 生命の科学:6)

医学映像教育センター制
作・著作

医学映像教育セン
ター

460||DVD||6 318000916
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336 食べる世界地図
ミーナ・ホランド著/清水由貴
子訳

エクスナレッジ 383.8||Ho 318000917

337
休み時間の免疫学 第3版 (休み時間シ
リーズ)

齋藤紀先著 講談社 491.8||Sa 318000918

338
ラボ必携 : フローサイトメトリーQ&A :
正しいデータを出すための100箇条 (実
験医学:別冊)

戸村道夫編集 羊土社 460.75||Ra 318000919

339
Rとグラフで実感する生命科学のため
の統計入門

石井一夫著 羊土社 460.7||Is 318000920

340
キホンのキ 改訂版 (実験で使うとこだ
け生物統計:1)

池田郁男著 羊土社 460.7||Ik||1 318000921

341
キホンのホン 改訂版 (実験で使うとこ
だけ生物統計:2)

池田郁男著 羊土社 460.7||Ik||2 318000922

342
がん研有明病院の大腸がん治療に向
きあう食事 : 術前術後の疑問に答えま
す!

高木久美食事指導/小西毅
医療解説/松浦信子ストーマ
ケア

女子栄養大学出版
部

493.465||Ga 318000923

343
がん研有明病院の抗がん剤・放射線
治療に向きあう食事 : 食べたい気持ち
応援します!

比企直樹 [ほか] 著
女子栄養大学出版
部

494.5||Ga 318000924

344
がん研有明病院の胃がん治療に向き
あう食事

中濱孝志, 望月宏美食事指
導/熊谷厚志医療解説

女子栄養大学出版
部

493.455||Ga 318000925

345
消化器癌化学療法 改訂4版 (オンコロ
ジークリニカルガイド)

大村健二編 南山堂 493.4||Sh 318000926

346
管理栄養士国家試験過去問解説集 : 5
年分徹底解説 2019

管理栄養士国試対策研究
会編

中央法規出版
498.55||Ka||'1
9

318000927

347
分子細胞免疫学 : アバス-リックマン-
ピレ

Abul K. Abbas, Andrew H.
Lichtman, Shiv Pillai著/中尾
篤人監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.8||Ab 318000928

348
処方がわかる医療薬理学 第10版
2018-2019

中原保裕著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491.5||Na||'18
-19

318000929

349 いちばんやさしい薬理学 木澤靖夫監修 成美堂出版 491.5||Ic 318000930

350 イラストでまなぶ薬理学 第3版 田中越郎著 医学書院 491.5||Ta 318000931

351
歯周病が寿命を縮める : 日本人が知っ
ていそうで知らない歯の話

花田信弘著 法研 497.26||Ha 318000932

352
スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩
: 統計のイロハからエビデンスの読み
解き方・活かし方まで 改訂版

能登洋著 羊土社 490.19||No 318000933

353
何から始める!?地域ヘルスプロモーショ
ン (Gノート : 患者を診る地域を診るま
るごと診る:Vol.5No.3(2018))

井階友貴編集 羊土社 492.1||Na 318000934

354

知っておきたい顎・歯・口腔の画像診断
: A key to jaw, teeth, and oral cavity
imaging (画像診断別冊. KEY BOOKシ
リーズ)

金田隆, 中山秀樹, 平井俊
範、 生嶋一朗編著

学研メディカル秀
潤社

497.3||Sh 318000935

355

知っておきたい顎・歯・口腔の画像診断
: A key to jaw, teeth, and oral cavity
imaging (画像診断別冊. KEY BOOKシ
リーズ)

金田隆, 中山秀樹, 平井俊
範、 生嶋一朗編著

学研メディカル秀
潤社

497.3||Sh 318000936

356
なぜあなたの発表は伝わらないのか? :
できてるつもり!?そこが危ないプレゼン
テーション

佐藤雅昭著
メディカルレビュー
社

490.7||Sa 318000937
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357
わかる・気づく・対応できる!診療室から
はじめる口腔機能へのアプローチ (デ
ンタルハイジーン:別冊)

菊谷武, 田村文誉, 水上美
樹編著

医歯薬出版 497.9||Wa 318000938

358
病態で考える薬学的フィジカルアセスメ
ント : 41の主訴と症候から行うべきアセ
スメントがわかる

鈴木孝著 羊土社 492.1||Su 318000939

359 医薬品副作用アセスメント
宇野勝次, 藤森勝也, 佐藤
光利編集

南山堂 491.5||Iy 318000940

360
遺伝統計学と疾患ゲノムデータ解析 :
病態解明から個別化医療, ゲノム創薬
まで (遺伝子医学MOOK:33)

岡田随象編集 メディカルドゥ 491.69||Id 318000941

361 必携・衛生試験法 第2版 日本薬学会編 金原出版 498.15||Hi 318000942

362 必携・衛生試験法 第2版 日本薬学会編 金原出版 498.15||Hi 318000943

363 必携・衛生試験法 第2版 日本薬学会編 金原出版 498.15||Hi 318000944

364
日本人研究者のための絶対できる英
語プレゼンテーション

Philip Hawke, Robert F.
Whittier著/福田忍訳

羊土社 407||Ha 318000945

365
日本人研究者のための絶対できる英
語プレゼンテーション

Philip Hawke, Robert F.
Whittier著/福田忍訳

羊土社 407||Ha 318000946

366
Power Pointによる理系学生・研究者の
ためのビジュアルデザイン入門

田中佐代子著 講談社 007.63||Ta 318000947

367
Power Pointによる理系学生・研究者の
ためのビジュアルデザイン入門

田中佐代子著 講談社 007.63||Ta 318000948

368
Power Pointによる理系学生・研究者の
ためのビジュアルデザイン入門

田中佐代子著 講談社 007.63||Ta 318000949

369
Power Pointによる理系学生・研究者の
ためのビジュアルデザイン入門

田中佐代子著 講談社 007.63||Ta 318000950

370
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 318000951

371
医薬品のレギュラトリーサイエンス 改
訂2版

豊島聰, 黒川達夫編著 南山堂 499.1||Iy 318000952

372
はじめの一歩の生化学・分子生物学
第3版

前野正夫, 磯川桂太郎著 羊土社 464||Ma 318000953

373
イラストレイテッドカラーテキスト神経解
剖学

A R Crossman, D Neary著/
水野昇, 野村嶬監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/三輪書店 (発
売)

491.17||Cr 318000954

374
薬学生のための漢方医薬学 改訂第3
版

山田陽城 [ほか] 編集 南江堂 490.9||Ya 318000955

375
薬学生のための漢方医薬学 改訂第3
版

山田陽城 [ほか] 編集 南江堂 490.9||Ya 318000956

376 薬系薬理学書
立川英一, 田野中浩一, 弘
瀬雅教編集

南江堂 491.5||Ya 318000957

377
実習の心得 (看護教育シリーズ. 看護
学生のための初めての実習ガイ
ド:vol.1:基本編)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||1 318000958
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378
実習の実際 (看護教育シリーズ. 看護
学生のための初めての実習ガイ
ド:vol.2:実践編)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||2 318000959

379
タクティールケア入門 : スウェーデン生
まれの究極の癒やし術 第3版

タクティールケア普及を考え
る会編著

日経BPコンサル
ティング/日経BP
マーケティング (発

492||Ta 318000960

380
オールカラーまるごと図解ケアにつな
がる脳の見かた

波多野武人編著 照林社 492.926||Ha 318000961

381
神経内科看護の知識と実際 (臨床ナー
スのためのBasic & Standard)

丸山博文, 百田武司編著 メディカ出版 492.926||Sh 318000962

382 まるごと図解神経の見かた 山口博著 照林社 493.7||Ya 318000963

383
ぜんぶわかる認知症の事典 : 4大認知
症をわかりやすくビジュアル解説

河野和彦監修 成美堂出版 493.75||Ze 318000964

384
技師&ナースのための消化器内視鏡ガ
イド : 検査治療看護 改訂第2版

田村君英編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.14||Gi 318000965

385
脳神経の解剖&疾患ノート : 日本一カ
ンタン・わかりやすい (Brain nursing:別
冊)

長谷川泰弘, 小笠原邦昭監
修

メディカ出版 492.926||No 318000966

386

リハビリナース、PT、OT、STのための
患者さんの行動から理解する高次脳機
能障害 : なぜ、患者さんはこんな行動
をとるの?どう対応するの? 改訂2版 (リ
ハビリナース:別冊. Rehabilitation
nurse)

種村純, 種村留美編集 メディカ出版 492.926||Ri 318000967

387

脳神経疾患病棟新人ナースがかなら
ずぶつかるギモンQ&A190 : 新人・後輩
指導に役立つ! (Brain nursing:2018年春
季増刊(通巻452号))

日本脳神経看護研究学会
監修

メディカ出版 492.926||No 318000968

388

復職・新規就労から就労継続までライ
フイベント別生活サポートのヒント (高
次脳機能障害支援の道しるべ:就労・社
会生活編)

稲葉健太郎, 長野友里編著 メディカ出版 369.27||In 318000969

389
エビデンスに基づく脳神経看護ケア関
連図 第2版

百田武司, 森山美知子編 中央法規出版 492.926||Eb 318000970

390
患者さんと家族のためのがんの痛み治
療ガイド 増補版

日本緩和医療学会ガイドラ
イン統括委員会編集

金原出版 494.5||Ka 318000971

391
がん化学療法レジメンハンドブック : 治
療現場で活かせる知識・注意点から服
薬指導・副作用対策まで 改訂第5版

遠藤一司, 加藤裕芳, 松井
礼子編

羊土社 494.53||Ga 318000972

392
分子標的治療薬とケア (がん看護実践
ガイド. Practical guide series in cancer
nursing)

遠藤久美, 本山清美編集 医学書院 492.926||Bu 318000973

393
周術期の臨床判断を磨く : 手術侵襲と
生体反応から導く看護

鎌倉やよい, 深田順子著 医学書院 492.9163||Ka 318000974

394
看護の原理 : ケアすることの本質と魅
力

菱沼典子, 井上智子, 武田
利明編集・執筆/川島みどり
[ほか] 執筆

ライフサポート社 492.9||Ka 318000975

395
せん妄であわてない (看護ワンテーマ
BOOK)

茂呂悦子編著 医学書院 492.927||Mo 318000976
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396

ナースのための小児・新生児の外科疾
患完全マスターガイド : 術前術後のケ
アがわかる!病態・治療がわかる!家族
に説明できる! : オールカラー

田口智章編 メディカ出版 492.925||Na 318000977

397

病気をもつ子どもと家族のための「おう
ちで暮らす」ガイドブックQ&A : 医療的
ケア・サポートが必要な子どもとの生活
のヒント : ママとパパの声を聞いて作っ
た!

岡野恵里香編著 メディカ出版 369.49||Ok 318000978

398
子どもの感覚運動機能の発達と支援 :
発達の科学と理論を支援に活かす

大城昌平, 儀間裕貴編 メジカルビュー社 378||Ko 318000979

399
小児緩和ケアの現状と展望 (ホスピス・
緩和ケア白書:2017)

志真泰夫 [ほか] 編集 青海社 494.5||Sh 318000980

400
小児看護実習クイックノート (プチナー
ス)

四俣芳子著/池西静江監修 照林社 494.925||Yo 318000981

401
ステップアップ新生児呼吸管理 : Q&A
で違いが分かる・説明できる

長和俊編著 メディカ出版 493.95||Ch 318000982

402 子どもの権利 : 次世代につなぐ 喜多明人著 エイデル研究所 369.4||Ki 318000983

403
重症児者の防災ハンドブック : 3.11を生
きぬいた重い障がいのある子どもたち
増補版

田中総一郎, 菅井裕行, 武
山裕一編著

クリエイツかもがわ 369.27||Ju 318000984

404
性の問題行動をもつ子どものための
ワークブック : 発達障害・知的障害の
ある児童・青年の理解と支援

宮口幸治, 川上ちひろ著 明石書店 378||Mi 318000985

405

家族のためのディベロップメンタルケア
読本 : 赤ちゃんを理解する赤ちゃんと
のふれあいを楽しむ赤ちゃんの育児に
自信がもてる

日本ディベロップメンタルケ
ア (DC) 研究会編

メディカ出版 493.95||Ka 318000986

406
情緒発達と精神看護の基本 第4版
(ナーシング・グラフィカ. 精神看護学:1)

出口禎子, 松本佳子, 鷹野
朋実編

メディカ出版 492.927||Jo 318000987

407
情緒発達と精神看護の基本 第4版
(ナーシング・グラフィカ. 精神看護学:1)

出口禎子, 松本佳子, 鷹野
朋実編

メディカ出版 492.927||Jo 318000988

408
精神障害と看護の実践 第4版 (ナーシ
ング・グラフィカ. 精神看護学:2)

出口禎子, 松本佳子, 鷹野
朋実編

メディカ出版 492.927||Se 318000989

409
精神障害と看護の実践 第4版 (ナーシ
ング・グラフィカ. 精神看護学:2)

出口禎子, 松本佳子, 鷹野
朋実編

メディカ出版 492.927||Se 318000990

410
統合失調症・気分障害をもつ人の生活
と看護ケア

坂田三允著 中央法規出版 492.927||Sa 318000991

411
統合失調症・気分障害をもつ人の生活
と看護ケア

坂田三允著 中央法規出版 492.927||Sa 318000992

412
こんなときどうする?在宅看護Q&A : 小
児から高齢者まで

山田雅子代表編/小野若菜
子編著

メディカ出版 492.993||On 318000993

413
非がん患者の自宅での看取り (在宅医
療をはじめよう!)

永井康徳, 永吉裕子著/こし
のりょう作画/矢野道子作画
(協力)

南山堂 492.918||Na 318000994

414
寝たきりをつくらない介護予防運動 :
理論と実際 (運動と医学の出版社の臨
床家シリーズ)

宮田重樹筆
運動と医学の出版
社

493.185||Mi 318000995

415
周産期からの子ども虐待予防・ケア :
保健・医療・福祉の連携と支援体制

中板育美著 明石書店 369.4||Na 318000996



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

416 見てわかる産婦人科疾患 吉川史隆 [ほか] 編集 南江堂 495.2||Mi 318000997

417
胎児心エコーのすべて : スクリーニン
グ・精査・治療・そして家族支援

川滝元良編 メジカルビュー社 495.6||Ta 318000998

418 帝王切開の強化書 : Kaiserを極める 西島浩二編集 金原出版 495.52||Te 318000999

419 産婦人科感染症マニュアル
日本産婦人科感染症学会
編

金原出版 495.2||Sa 318001000

420
新薬創製 : 日本発の革新的医薬品の
源泉を探る

長岡貞男編著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

499.3||Sh 318001001

421 エンドドンティクス 第5版
興地隆史, 石井信之, 小木
曽文内編集主幹/阿南壽
[ほか] 編集委員

永末書店 497.2||En 318001002

422

インプラントのための重要12キーワード
ベスト240論文 : 世界のインパクトファク
ターを決めるトムソン・ロイター社が選
出 : 講演や雑誌でよく見る、あの分類
および文献

日本インプラント臨床研究会
編

クインテッセンス出
版

497.5||In 318001003

423

ザ・クリニカルクエスチョン : 臨床家が
知りたい「あの」インプラントの疑問に論
文と経験で答えるインプラントロジスト
248名のアンケート調査結果から見える
もの

田中譲治, 岩野義弘監著/
芦澤仁 [ほか] 著

クインテッセンス出
版

497.5||Za 318001004

424
インパクトの高いインプラント100論文
&80症例 : 世界の 新64種類メンブレ
ン情報付き

日本インプラント臨床研究会
編

クインテッセンス出
版

497.56||In 318001005

425
信頼がうまれる患者対応の技術 : 歯科
医院のための医療面接スタートガイド
(別冊歯科衛生士)

西田亙監著/香川県歯科医
療研鑚の会著

クインテッセンス出
版

497||Sh 318001006

426
成人～高齢者向け咀嚼機能アップ
BOOK : 実践に活かせる知識・アイデア
がわかる本

小野高裕, 増田裕次監著
クインテッセンス出
版

497.5||Se 318001007

427
成人～高齢者向け咀嚼機能アップ
BOOK : 実践に活かせる知識・アイデア
がわかる本

小野高裕, 増田裕次監著
クインテッセンス出
版

497.5||Se 318001008

428
周産期のこころのケア : 親と子の出会
いとメンタルヘルス 新版

永田雅子著 遠見書房 495.5||Na 318001009

429
Dementia care at a glance : [pbk.] (At
a glance series)

Catharine Jenkins, Laura
Ginesi, Bernie Keenan

Wiley Blackwell 492.929||De 318001010

430
Psychiatry at a glance 6th ed : pbk (At
a glance series)

Cornelius Katona, Claudia
Cooper, Mary Robertson

Wiley Blackwell 493.7||Ka 318001011

431
Fragmentation : toward accurate
calculations on complex molecular
systems

edited by Professor Mark S.
Gordon, Iowa State
University, USA

John Wiley & Sons,
Inc.

464.1||Fr 318001012

432
Advances in discrete tomography and
its applications (Applied and numerical
harmonic analysis)

Gabor T. Herman, Attila
Kuba, editors

Birkhäuser 414.7||He 318001013

433

薬用食品の開発 : 薬用・有用植物の機
能性食品素材への応用 普及版 2
(CMCテクニカルライブラリー:669. 食品
シリーズ)

吉川雅之, 村岡修監修 シーエムシー出版 588||Ya 318001014

434
AASMによる睡眠および随伴イベントの
判定マニュアル : ルール,用語,技術仕
様の詳細 VERSION 2.5

米国睡眠医学会著/日本睡
眠学会監訳

ライフ・サイエンス 493.72||Aa 318001015



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

435
リハビリテーション医療における安全管
理・推進のためのガイドライン 第2版

日本リハビリテーション医学
会リハビリテーション医療に
おける安全管理・推進のた
めのガイドライン策定委員会
編

診断と治療社 494.78||Ri 318001016

436
ひととおりのことをやっても苦痛が緩和
しない時に開く本 : 患者と家族にもっと
届く緩和ケア

森田達也著 医学書院 492||Mo 318001017

437
「大包括ケア時代」の在宅を生き抜く地
域栄養経営の実戦 (国民の栄養白
書:2018年度版)

『ヘルスケア・レストラン』栄
養企画委員会監修

日本医療企画
498.55||Ka||'1
8

318001018

438
看護師のためのキャリアデザイン
BOOK : 働き方を考えるためのデザイ
ンワークブック

濱田安岐子監修 つちや書店 498.14||Ka 318001019

439
図解!遅延型吸収性膜を用いた安全安
心GBR

佐々木猛著
クインテッセンス出
版

497.5||Sa 318001020

440
驚くほど臨床が変わる!こだわりペリオ
サブノート

瀧野裕行監著/岩田光弘,
小野晴彦, 大川敏生, 金子
潤平, 平山富興著

クインテッセンス出
版

497.26||Od 318001021

441
WHO血液腫瘍分類 : WHO分類2017を
うまく活用するために 改訂版

直江知樹 [ほか] 編 医薬ジャーナル社 493.29||Wh 318001022

442
肺癌薬物療法のエビデンスとコツ : な
ぜその治療を選ぶのか、エキスパート
の考え方教えます

関根朗雅, 佐多将史, 下川
路伊亮編集

羊土社 493.38||Ha 318001023

443
緩和医療 : がんの痛みは必ずとれる :
在宅緩和ケアの現場から

大岩孝司, 鈴木喜代子著 中山書店 494.5||Oi 318001024

444
シェーグレン症候群の診断と治療マ
ニュアル 改訂第3版

日本シェーグレン症候群学
会編

診断と治療社 493.11||Sh 318001025

445 ゾリンジャー外科手術アトラス 第2版
E. Christopher Ellison,
Robert M. Zollinger, Jr.
[著]/安達洋祐訳

医学書院 494.2||Zo 318001026

446
救急初療看護に活かすフィジカルアセ
スメント : e-ラーニングで実践に活か
す!

日本救急看護学会『フィジカ
ルアセスメント』編集委員会
編集

へるす出版 492.916||Ky 318001027

447
骨粗鬆症診療 : 骨脆弱性から転倒骨
折防止の治療目標へTotal Careの重
要性

稲葉雅章編 医薬ジャーナル社 493.6||Ko 318001028

448
Nutrition and diagnosis-related care
8th ed : [pbk.]

Sylvia Escott-Stump Wolters Kluwer 498.58||Es 318001029

449
ライフステージから考える咀嚼・栄養・
健康 (咀嚼の本:2)

日本咀嚼学会編 口腔保健協会 491.343||Ra 318001030

450
咀嚼をそしゃくする : 食育・介護・栄養
管理に役立つ咀嚼の基礎知識

山田好秋著 口腔保健協会 491.343||Ya 318001031

451 認知症の人びとの看護 第3版
中島紀惠子監修・編集/太
田喜久子 [ほか] 執筆

医歯薬出版 492.929||Ni 318001032

452
産業保健ハンドブック 改訂16版 (産業
保健ハンドブックシリーズ:1)

森晃爾編 労働調査会 498.8||Sa||1 318001033

453 全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ 本山尚義著 ライツ社 596.2||Mo 318001034

454
発達障害に生まれて : 自閉症児と母の
17年

松永正訓著 中央公論新社 493.9375||Ma 318001036

455
記憶と情動の脳科学 : 「忘れにくい記
憶」の作られ方 (ブルーバックス:B-
1514)

ジェームズ・L・マッガウ著/
大石高生, 久保田競監訳

講談社 491.371||Mc 318001041



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

456
なるべく働きたくない人のためのお金
の話

大原扁理著 百万年書房 159||Oh 318001042

457
非正規・単身・アラフォー女性 : 「失わ
れた世代」の絶望と希望 (光文社新
書:947)

雨宮処凛著 光文社 367.21||Am 318001043

458 論破力 (朝日新書:689) ひろゆき著 朝日新聞出版 809.6||Ni 318001044

459
嫌なこと全部やめたらすごかった : 女
の無理ゲー攻略ブック

小田桐あさぎ著 WAVE出版 159.6||Od 318001045

460
倒れない計画術 : まずは挫折・失敗・
サボりを計画せよ!

DaiGo著 河出書房新社 159||Da 318001046

461
ふりまわされない。 : 小池一夫の心を
ラクにする300の言葉

小池一夫著 ポプラ社 159||Ko 318001047

462
Essential microbiology for dentistry 5th
ed : pbk

Lakshman Samaranayake Elsevier 497.1||Sa 318001048

463
Rang and Dale's pharmacology 8th ed :
pbk

H P Rang ... [et al.]
Elsevier Churchill
Livingstone

491.5||Ra 318001049

464

New Organocatalytic Strategies for the
Selective Synthesis of Centrally and
Axially Chiral Molecules (Springer
theses : recognizing outstanding Ph. D.
research)

Springer 434||Ni 318001050

465
Tacrolimus; Third Edition/ G.J.
Blokdijk, eds

499.2||Ta 318001051

466 持効性注射製剤治療のすべて 藤井康男編 星和書店 493.72||To 318001052

467
ロス医療栄養科学大事典 : 健康と病気
のしくみがわかる

ロス[ほか]編/稲垣暢也, 中
屋豊総監訳/佐々木敏, 田
中清監訳

西村書店 498.55||Ro 318001053

468 図解病理解剖ガイド 新井冨生編集 文光堂 491.6||Zu 318001054

469 難治性喘息診断と治療の手引き
日本呼吸器学会難治性喘
息診断と治療の手引き2019
作成委員会編集

日本呼吸器学会/
メディカルレビュー
社(発売)

493.36||Na||'1
9

318001055

470
脳卒中ポケットマニュアル : 日本医大
式

木村和美編著/西山康裕編
著

医歯薬出版 493.73||No 318001056

471 集中治療, ここだけの話 田中竜馬編 医学書院 492.29||Sh 318001057

472 足の外科テキスト
大関覚, 熊井司, 高尾昌人
編集

南江堂 494.67||As 318001058

473
整形外科日常診療のエッセンス 第1版
下肢

石橋恭之編集 メジカルビュー社 494.7||Se 318001059

474
病院と在宅をつなぐ脳神経内科の摂食
嚥下障害 : 病態理解と専門職の視点

野﨑園子編著 全日本病院出版会 493.73||By 318001060

475
若手脊椎外科医のための内視鏡手術
ガイド : 岩井グループの技術の今

稲波弘彦監修/古閑比佐志
編集

日本医事新報社 494.66||Wa 318001061

476
外傷外科手術治療戦略<SSTT>コース
公式テキストブック 改訂第2版

外傷外科手術治療戦略
(SSTT)コース運営協議会編
集

へるす出版 494.3||Ge 318001062



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

477
Hokusoh HEMS standard operating
procedure

日本医科大学千葉北総病
院救命救急センター ショッ
ク・外傷センター編集

へるす出版 494.29||Ho 318001063

478
10年以上天然歯を守ったパーシャルデ
ンチャーはここが違う : その具備条件と
天然歯保護の治療戦略

寺西邦彦監修/飯沼学監修
/甲斐久順著/甲斐康晴著/
倉嶋敏明著/新藤有道著/
高井基普著/中丸潤著/藤
田大樹著/船登彰芳著/吉
田拓志著/吉松繁人著/米
澤大地著

インターアクション 497.56||Ju 318001064

479
好きになる麻酔科学 : 苦痛を除き手術
を助ける医療技術 第2版 (好きになる
シリーズ)

横山武志著 講談社 494.24||Yo 318001065


