
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
公衆衛生,社会歯科 [2019年版] (歯科
国試key words topics:2015年版-2019
年版)

岸光男著/DES歯学教育ス
クール編

医学評論社
497.079||Sh||'
19

318001379

2
非専門医が診るしびれ : しびれパター
ンによる分類と病態生理からわかる鑑
別疾患

塩尻俊明著 羊土社 493.7||Sh 318001380

3
やさしくわかる心臓血管外科 : 術前〜
術中〜術後まで

中村喜次, 塩野昌代編集 照林社 494.643||Ya 318001381

4
図解薬剤学 改訂6版 (みてわかる薬
学)

山下伸二 [ほか] 著 南山堂 499.6||Zu 318001382

5 創薬化学 : メディシナルケミストへの道
長野哲雄編/池田陽介 [ほ
か] 著

東京化学同人 499.3||So 318001383

6
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 318001384

7
薬剤師のための救急・集中治療領域
標準テキスト 改訂第2版

薬剤師のための救急・集中
治療領域標準テキスト改訂
版編集委員会編集

へるす出版 492.29||Ya 318001385

8
看護師国家試験対策出題傾向がみえ
る老年看護学 : 短期集中!完全制覇!
2019年

高橋ゆかり編著/古市清美
著

PILAR PRESS
492.9079||Ka||
'19

318001386

9
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 318001387

10
医療安全 : 患者の安全を守る看護の
基礎力・臨床力 改訂第2版 (看護学テ
キスト統合と実践 : Basic & Practice)

小林美亜編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.983||Ir 318001388

11

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 (図解でわかりやすいワークブッ
ク)

濱田安岐子監修 つちや書店 498.14||Ka 318001389

12 新生児学入門 第5版 仁志田博司編集 医学書院 493.95||Sh 318001390

13
あっという間にうまくなる神経ブロック上
達術 改訂第3版

大越有一, 寺嶋克幸著
真興交易(株)医書
出版部

494.24||Og 318001414

14
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 318001415

15
今日から実践!日常診療に役立つ行動
医学・心身医学アプローチ (医学のあ
ゆみBOOKS)

吉内一浩編 医歯薬出版 493.09||Ky 318001416

16
実践!腎臓リハビリテーション入門 第1
版

上月正博編著 医歯薬出版 494.93||Ji 318001417

17 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 318001418

18
高齢者施設でできる感染制御マニュア
ル : 平常時の対応から押さえておきた
い感染症まで

吉田正樹編集 日本医事新報社 498.6||Ko 318001419

19 消化器内科診療レジデントマニュアル 工藤正俊編集 医学書院 493.4||Sh 318001420

20
教科書では教えてくれない!私の消化器
内視鏡Tips : とっておきの“コツ"を伝授
します

小野敏嗣編集 医学書院 493.4||Ky 318001421

21
産婦人科医のための骨粗鬆症診療実
践ハンドブック

寺内公一, 太田邦明編著 中外医学社 493.6||Sa 318001422



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
救急整形外傷レジデントマニュアル 第
2版

田島康介著 医学書院 494.7||Ta 318001423

23
歯科国試パーフェクトマスター歯科薬
理学

柏俣正典, 田島雅道著 医歯薬出版 497.079||Ka 318001424

24 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 318001425

25
疾患別整形外科理学療法ベストガイド
1版 上肢・脊椎編

相澤純也, 中丸宏二, 平尾
利行編著

中外医学社 494.7||Sh 318001426

26
疾患別整形外科理学療法ベストガイド
1版 下肢編

相澤純也, 中丸宏二, 平尾
利行編著

中外医学社 494.7||Sh 318001427

27
救命救急24 : 最重症例から学ぶ現場
の思考

宮﨑紀樹著 中外医学社 492.29||Mi 318001428

28 小児臨床栄養学 改訂第2版
日本小児栄養消化器肝臓
学会編集

診断と治療社 493.983||Sh 318001429

29 稀少部位子宮内膜症診療ガイドライン

「難治性稀少部位子宮内膜
症の集学的治療のための分
類・診断・治療ガイドライン作
成」研究班編集

診断と治療社 495.43||Ki 318001430

30 図説緑内障診断 山本哲也編 メディカル葵出版 496.36||Zu 318001431

31 腎臓リハビリテーション 第2版 上月正博編著 医歯薬出版 494.93||Ji 318001432

32
検査機器総論 (ポケットマスター臨床
検査知識の整理)

新臨床検査技師教育研究
会編

医歯薬出版 492.1||Ke 318001433

33
PTOT基礎から学ぶ神経内科学ノート :
理学療法士作業療法士 第2版

中島雅美, 鳥原智美編著 医歯薬出版 493.7||Pt 318001434

34 セーフティテクニック心臓手術アトラス
Abbas Ardehali, Jonathan M.
Chen[著]/幕内晴朗, 川内基
裕, 金子幸裕訳

南江堂 494.643||Ar 318001435

35
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 318001436

36
はじめての歯科用CAD : exocadを用い
た操作・設計ガイド

古澤清己著 医歯薬出版 497.5||Fu 318001437

37
新解釈コンポジットレジン修復 : 「MI」と
「ESTHETIC」の両立を目指して

田代浩史編著/三木仁志
[ほか] 著

医歯薬出版 497.4||Sh 318001438

38 輸血学 改訂第4版
前田平生, 大戸斉, 岡崎仁
編著

中外医学社 492.26||Yu 318001439

39
Clinical questionでわかるエビデンスに
基づいた周術期口腔機能管理

梅田正博, 五月女さき子編
著

医歯薬出版 497.9||Cl 318001440

40
歯科医院が知っておきたいかしこい問
診の仕方,紹介状の書き方・読み方 : 医
科と上手にやりとりする重要ポイント

栗橋健夫著 医歯薬出版 497.2||Sh 318001441

41
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 318001442

42
歯科国試パーフェクトマスター歯科麻
酔学

砂田勝久著 医歯薬出版 497.079||Su 318001443

43
心臓血管外科専攻医・専門医必修!Off
the job trainingテキスト

日本胸部外科学会, 日本心
臓血管外科学会, 日本血管
外科学会編集

南江堂 494.643||Sh 318001444



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
眼科疾患診断・治療マニュアル : ここ
が知りたい&今さら聞けないに答える

相原一編集 南江堂 496.2||Ga 318001445

45 なぜなんだろう?を考える外科基本手技 稲葉毅著 南江堂 494.2||In 318001446

46
WHO classification of tumours of the
eye 4th ed (World Health Organization
classification of tumours)

edited by Hans E.
Grossniklaus, Charles G.
Eberhart, Tero T. Kivelä

IARC 496.38||Gr 318001447

47
The Renal Drug Handbook : 日本語版 :
腎臓内科医のための究極の処方ガイド

Caroline Ashley[編]/Aileen
Dunleavy[編]/志水英明監
訳/田中章郎監訳

じほう 494.93||As 318001448

48 脳神経外科臨床マニュアル 改訂第5版 端和夫 三國信啓編 丸善出版 494.627||No 318001449

49
知っておきたい難聴・耳鳴 : 原因・診
断・治療・予防・補聴器選びまで

佐藤宏昭編著 日本医事新報社 496.6||Sh 318001450

50
健康寿命を支える補綴処置と口腔ケア
: 咀嚼機能の回復と維持のために : 歯
科医師のための臨床ノート

河野正司, 金子恒, 小林梢
著

医歯薬出版 497.2||Ko 318001451

51 筋骨格系のキネシオロジー
Donald A. Neumann原著/有
馬慶美 [ほか] 訳

医歯薬出版 491.36||Ne 318001452

52
MFTアップデート : ライフステージに合
わせた口腔機能への対応

大野粛英 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.6||Mf 318001453

53
医学文献ユーザーズガイド : 根拠に基
づく診療のマニュアル 第3版

Gordon Guyatt [ほか編]/相
原守夫訳

中外医学社 490.7||Ig 318001454

54
症例を読み解くための心臓病学 疾患
編

平山篤志編 医薬ジャーナル社 493.23||Sh 318001455

55
医療安全管理体制相互評価の考え方
と実際 : 規模別・機能別に適用できる
標準的相互評価点検表

飯田修平編著/長谷川友紀
編著/標準的相互評価点検
表研究グループ著

メディカ出版 498.163||Ir 318001456

56 神経内視鏡治療スタート&スタンダード 伊達勲編集 メジカルビュー社 494.627||Sh 318001457

57
ちょっと待った!その抗菌薬はいりませ
ん

青木洋介編集 メジカルビュー社 492.31||Ch 318001458

58 口腔外科のレベルアップ&ヒント
片倉朗編著/重松司朗 [ほ
か著]

デンタルダイヤモン
ド社

497.3||Ko 318001459

59 医療倫理学のABC 第4版 服部健司, 伊東隆雄編著 メヂカルフレンド社 490.15||Ir 318001460

60
検査値を読むトレーニング : ルーチン
検査でここまでわかる

本田孝行著 医学書院 492.1||Ho 318001461

61
標準眼科学 第14版 (Standard
textbook)

中澤満, 村上晶, 園田康平
編集/辻川明孝[ほか] 執筆

医学書院 496||Hy 318001462

62 リハビリテーション医学・医療Q&A
久保俊一総編集/佐浦隆一
/芳賀信彦/酒井良忠/篠田
裕介編集

医学書院 494.78||Ri 318001463

63 マウス組織アトラス
岩永敏彦, 小林純子, 木村
俊介著

医学書院 490.769||Iw 318001464

64
世界で一番美しい病原体と薬のミクロ
図鑑

コリン・ソルター著/石黒千秋
訳

エクスナレッジ 491.7||Sa 318001465

65
今日の治療指針 : 私はこう治療してい
る 2019年版(Vol.61)

日野原重明, 阿部正和編 医学書院 492||Ko||'19 318001466



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

66
走る、泳ぐ、ダマす : アスリートがハマ
るドーピングの知られざる科学

クリス・クーパー著/西勝英
訳

金芳堂 780.19||Co 318001467

67
薬学生・薬剤師のための知っておきた
い生薬100 : 含漢方処方 第3版

日本薬学会編 東京化学同人 499.8||Ya 318001468

68
内分泌疾患 代謝疾患 (病気と薬物療
法)

厚田幸一郎, 前田定秋, 松
原肇共編

オーム社 493.49||Na 318001469

69
登録販売者試験合格テキスト&問題集
: らくらく完全攻略! 第2版

團野浩著 ナツメ社 499.095||Da 318001470

70
「脱水症」と「経口補水液」のすべてが
わかる本 : イラストでやさしく解説! 改
訂版

谷口英喜著 日本医療企画 493.12||Ta 318001471

71
ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK
改訂2版

日本ジェネリック製薬協会編 南山堂 499.1||Je 318001472

72 保険薬局業務指針 2018年版(第25版) 日本薬剤師会編 薬事日報社
499.095||Ni||'1
8

318001473

73
すべての医療者のための明日からでき
る実践吸入指導 : 指導から支援へ 改
訂第3版

横浜市旭区瀬谷区薬剤師
会, 吸入療法のステップアッ
プをめざす会編集

メディカルレビュー
社

493.3||Su 318001474

74
チーム医療および地域の保健・医療・
福祉への参画 (スタンダード薬学シリー
ズII:7. 臨床薬学:3)

日本薬学会 [ほか] 編 東京化学同人 499||Su||7-3 318001475

75

保険薬剤師のための薬担 (yaku tan)
ハンドブック 2018年版(第6版) (薬ゼミ
ファーマブック. 薬ゼミブックレット:No.1,
6-10)

医療・法規制度研究会編著
薬ゼミ情報教育セ
ンター

499.091||Ho 318001476

76
病棟でよく使われるくすりポケット事典 :
いつも手元に

荒木博陽編/愛媛大学医学
部附属病院薬剤部著

照林社 492.9||By 318001477

77 薬効別服薬指導マニュアル 第9版
田中良子監修・編集/木村
健編集

じほう 492.3||Ya 318001478

78
腎機能別薬剤投与量POCKET BOOK
第2版

日本腎臓病薬物療法学会
編集

じほう 494.93||Ji 318001479

79
創薬科学入門 : 薬はどのようにつくら
れる? 改訂2版

佐藤健太郎著 オーム社 499.3||Sa 318001480

80
薬局実務実習指導の手引き : 改訂モ
デル・コアカリキュラム対応 2018年度
版

日本薬剤師会編 薬事日報社 499.07||Ya 318001481

81 老年薬学ハンドブック 日本老年薬学会編集
メディカルレビュー
社

493.185||Ro 318001482

82
薬学・看護学・保健学に役立つ生物統
計・疫学・臨床研究デザインテキスト
ブック

山田浩, 大野ゆう子, 村上好
恵編集

メディカル・パブリ
ケーションズ

490.19||Ya 318001483

83 訪問看護基本テキスト 総論編 柏木聖代 [ほか] 編集
日本看護協会出版
会

492.993||Ho 318001484

84

看護師長のコーチング・スキル : 困った
スタッフが変わる! : ストーリーでわかる
「目標管理」超入門 (NEW MEDICAL
MANAGEMENT)

濱川博招, 島川久美子共著 ぱる出版 492.983||Ka 318001485

85
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 318001486

86
実践に生かす看護理論19 新訂版, 第2
版

城ヶ端初子編著 サイオ出版 492.901||Ji 318001487

87
皮疹の因数分解・ロジック診断 : まぎら
わしい炎症性の皮疹を絶対に見間違
えない方法

北島康雄著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.8||Ki 318001488



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

88
保健師と放射線 : すぐに使える講義・
演習・事例検討

保健師の活動と放射線研究
班編

真興交易医書出版
部

493.195||Ho 318001489

89
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 318001490

90
イチから学ぶ!大腸CT検査 : 実務・症
例・基礎知識

服部昌志監修/濱島英司監
修/東海スクリーニング大腸
CT研究会編著

ベクトル・コア 492.434||Ic 318001491

91
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 318001492

92 鎮静ポケットマニュアル 駒澤伸泰編著 中外医学社 492.37||Ch 318001493

93
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 318001494

94
症例で学ぶ脳卒中のリハ戦略 : Web動
画付

吉尾雅春編集 医学書院 493.73||Sh 318001495

95
放射線物理学 改訂第2版 (診療放射
線技師スリム・ベーシック)

福士政広編 メジカルビュー社 492.4||Sh 318001496

96
放射線計測学 改訂第2版 (診療放射
線技師スリム・ベーシック)

福士政広編 メジカルビュー社 492.4||Sh 318001497

97
急性冠症候群 (循環器診療ザ・ベー
シック : 知識を習得し、実践で活かす
最強のメソッド)

阿古潤哉編集 メジカルビュー社 493.23||Ky 318001498

98
外科専門医への検査・処置手技の
fundamentals

白石憲男, 二宮繁生編集 メジカルビュー社 494.2||Ge 318001499

99
器材・薬剤からみる歯内療法のすぐれ
モノ (デンタルダイヤモンド:第43巻第14
号, 通巻640号, 増刊号)

古澤成博, 中田和彦, 阿部
修編集委員

デンタルダイヤモン
ド社

497.8||Ki 318001500

100 歯内療法を成功させるためのlogic 神戸良著 医歯薬出版 497.2||Ka 318001501

101
脳腸相関 : 各種メディエーター,腸内フ
ローラから食品の機能性まで

内藤裕二編集 医歯薬出版 491.346||No 318001502

102 皮膚疾患クエスチョン100+α 岸本和裕著 中外医学社 494.8||Ki 318001503

103 腹膜透析・腎移植ハンドブック 石橋由孝編著 中外医学社 494.93||Fu 318001504

104
臨床歯科栄養学 : 歯科に求められる
栄養の基礎知識

花田信弘, 萩原芳幸, 北川
昇監修

口腔保健協会 497||Ri 318001505

105
フッ化物をめぐる誤解を解くための12
章+4つの新トピックス : 新編

眞木吉信編 医歯薬出版 497.9||Fu 318001506

106
横断的に見る老年医学 : 基礎と臨床
の間を流離う

山本章著 中外医学社 493.185||Ya 318001507

107 臨床に直結する血栓止血学 改訂2版 朝倉英策編著 中外医学社 493.17||Ri 318001508

108 EBM血液疾患の治療 2019-2020 押味和夫 [ほか] 編集 中外医学社
493.17||Eb||'1
9-'20

318001509

109
緑内障診療テキスト : 緑内障診療ガイ
ドライン解説

山本哲也編集 南江堂 493.185||Ry 318001510

110 しっかり学べる!最新MRIスタンダード
ドナルド W.マクロビー [ほ
か] 著/百島祐貴, 押尾晃一
訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.1||Sh 318001511



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

111
あなたも名医!外来でどう診る?性行為
感染症 : プライマリケア医の悩み・疑問
に答えます (jmed mook:58)

大路剛編著 日本医事新報社 494.99||An 318001512

112 カンファでおさえる小児麻酔 宮部雅幸, 川名信編集 克誠堂出版 493.94||Ka 318001513

113
心臓ペースメーカ・ICD・CRT・CRT-D
(循環器診療ザ・ベーシック : 知識を習
得し、実践で活かす最強のメソッド)

里見和浩編集 メジカルビュー社 494.643||Sh 318001514

114
リウマチ専門医試験 : 例題と解説 改
訂第8版

日本リウマチ学会編集 メジカルビュー社 493.6||Ri 318001515

115
歯科におけるくすりの使い方 2019-
2022

歯科におけるくすりの使い方
1995-1998編集委員会編

デンタルダイヤモン
ド社

497.15||Sh||'1
9-'22

318001516

116 姫野かつよの歯科筋機能学勉強ノート 姫野かつよ著 医学情報社 497||Hi 318001517

117 腫瘍循環器ガイドOnco-Cardiology 向井幹夫, 岡亨編集
メディカルレビュー
社

494.5||Sh 318001518

118 やさしくわかる放射線治療学 日本放射線腫瘍学会監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.54||Ya 318001519

119
歯科国試パーフェクトマスター口腔微
生物学・免疫学

寺尾豊著 医歯薬出版 497.079||Te 318001520

120 プロフェッショナル腰痛診療
山下敏彦, 西良浩一, 金岡
恒治編著

中外医学社 494.7||Pu 318001521

121 臨床がわかる腎生理
John Danziger, Mark Zeidel,
Michael J.Parker著

中外医学社 491.348||Da 318001522

122
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 318001523

123
ヒアルロン酸注入治療安全マニュアル
: 必須の知識と事故対策

大慈弥裕之監修/西田美穂
[ほか著]

克誠堂出版 494.79||Hi 318001524

124 脳血管内治療スタート&スタンダード 吉村紳一編集 メジカルビュー社 494.627||No 318001525

125
事例から考える認知症のBPSDへの対
応 : 非薬物療法・薬物療法の実際

川畑信也著 中外医学社 493.758||Ka 318001526

126
理学療法管理学 : 良質な医療・介護提
供のための管理運営・政策論

中川法一, 田中昌史編集 南江堂 492.5||Ri 318001527

127 重症小児患者ケアガイドブック 三浦規雅編集 総合医学社 492.925||Ju 318001528

128
エンドウロロジー (Urologic surgery
next:3)

山本新吾担当編集委員 メジカルビュー社 494.92||En 318001529

129
みんなで取り組む排尿管理 : チームづ
くりから実践指導事例まで

日本排尿デザイン研究所編
集

日本医療企画 494.95||Mi 318001530

130
すぐに役立つ眼科日常診療のポイント
: 私はこうしている

大橋裕一, 村上晶, 高橋浩
編集

全日本病院出版会 496.2||Su 318001531

131
医療・福祉介護者も知っておきたい食
と薬の相互作用 改訂第2版

山本勝彦, 白井直洋, 山中
克己著

幸書房 491.5||Ya 318001532

132
実習ポイントを捉えた薬学生病院実務
実習ノート 2018

神奈川県病院薬剤師会編 医薬ジャーナル社 499.07||Ji||'18 318001533

133 医薬品識別ハンドブック : 医療用 2019 薬業時報社 499.1||Iy||'19 318001534



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

134 薬剤禁忌ハンドブック 梅田悦生著 中外医学社 499.2||Um 318001535

135
指導ポイントを捉えた薬学生病院実務
実習指導書 2018

神奈川県病院薬剤師会編 医薬ジャーナル社
499.07||Sh||'1
8

318001536

136
ハイリスク薬とサプリメントの相互作用
ハンドブック

梅田悦生, 堀美智子編著 南江堂 491.5||Ha 318001537

137 誰も教えてくれなかった実践薬歴 山本雄一郎著 じほう 492.3||Ya 318001538

138
こどもと薬のQ&A : 現場の困った!作り
方・使い方・飲ませ方をエキスパートが
解決 続

小児薬物療法研究会編集 じほう 493.9||Ko 318001539

139
薬剤師のための基礎からの検査値の
読み方 : 臨床検査専門医×薬剤師の
視点

上硲俊法監修・編集/森嶋
祥之編集

じほう 492.1||Ya 318001540

140 同効薬おさらい帳 眞継賢一 [ほか] 著 じほう 499.1||Do 318001541

141
薬の作用が手に取るようにわかる本 :
絵で見る薬理学

黒山政一編著 じほう 491.5||Ku 318001542

142

ポリファーマシーで困ったら一番はじめ
に読む本 : 研修医、新人薬剤師のうち
に知っておきたいポリファーマシーとの
上手な付き合い方のコツ

吉田英人著 じほう 492.3||Yo 318001543

143 固体医薬品の物性評価 第2版 米持悦生編集 じほう 499.1||Ko 318001544

144
統合失調症薬物治療ガイド : 患者さ
ん・ご家族・支援者のために

日本神経精神薬理学会編
集

じほう 493.763||To 318001545

145
3ステップで推論する副作用のみかた・
考えかた

川口崇, 岸田直樹編著 じほう 491.5||Su 318001546

146 実践子どもの漢方 黒木春郎著 日本医事新報社 493.92||Ku 318001547

147 調剤指針 第14改訂 日本薬剤師会編 薬事日報社 499.6||Ch 318001548

148
保険薬事典plus+ : 適応・用法付薬効
別薬価基準 平成30年8月版

薬業研究会編 じほう 499.1||Ho 318001549

149 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 318001550

150
食べるまえ食べるとき食べたあと : 摂
食嚥下障害の現場から

熊本摂食嚥下リハビリテー
ション研究会監修

医学と看護社 491.343||Ta 318001551

151
診断力が高まる : 解剖×画像所見×
身体診察マスターブック

Sagar Dugani [ほか] 編集/
前田恵理子監訳

医学書院 492.1||Sh 318001552

152
産科の臨床検査ディクショナリー : 読
める生かせる説明できる! : 「産婦人科
診療ガイドライン産科編2017」に対応!

関沢明彦編集 メディカ出版 495.5||Sa 318001553

153
ドクターの"働き方改革"28メソッド : 開
業医のための最強のタイムマネジメン
ト

梅岡比俊著 医学通信社 498.14||Um 318001554

154 ステップアップ運動生理学
和田正信編著/長谷川博,
松永智, 奥本正著

杏林書院 780.193||Su 318001555

155
Clinical Tooth Preparation : VISUAL支
台歯形成 前歯部編

西川義昌著 インターアクション 497.5||Ni 318001556



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

156
登録販売者試験一問一答&要点整理 :
らくらく完全攻略! 第2版

團野浩著 ナツメ社 499.095||Da 318001557

157 生物薬剤学 (薬学テキストシリーズ)
西田孝洋編著/伊藤清美
[ほか] 著

朝倉書店 491.5||Se 318001558

158
分析化学 第2版 1 : 定量分析編 (薬学
テキストシリーズ)

中込和哉, 秋澤俊史編著 朝倉書店 433||Bu 318001559

159 プラークコントロールの臨床
金子至監著/内川宗敏 [ほ
か] 執筆

デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Pu 318001560

160
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 318001561

161 腎臓専門医のためのCKD診療Q&A
山縣邦弘, 岡田浩一, 斎藤
知栄編集

東京医学社 494.93||Ji 318001562

162
腎生理がわかれば、水・電解質異常が
わかる! : きどにゃんとゆく!水・電解質を
学ぶ旅

杉本俊郎著 南山堂 494.93||Su 318001563

163
理学療法のための筋力トレーニングと
運動学習 : 動作分析から始める根拠
にもとづく運動療法

畠中泰彦編集 羊土社 492.5||Ri 318001564

164
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 318001565

165
Dr.林の当直裏御法度 : ER問題解決の
極上Tips90 第2版

林寛之著 三輪書店 492.29||Ha 318001566

166 「眠り」の科学入門 (睡眠学:1) 宮崎総一郎, 北浜邦夫編著 北大路書房 491.371||Ne 318001567

167 ていねいな保健統計学 白戸亮吉, 鈴木研太著 羊土社 498.019||Sh 318001568

168 頭頸部がん薬物療法ガイダンス 第2版 日本臨床腫瘍学会編 金原出版 496.8||To 318001569

169 急性感音難聴診療の手引き 2018年版 日本聴覚医学会編 金原出版 496.6||Ky 318001570

170 心筋SPECT診療必携 西村恒彦, 中嶋憲一編著 金原出版 492.432||Sh 318001571

171 医師国家試験の取扱説明書 民谷健太郎著 羊土社 490.79||Ta 318001572

172
こんなとき、英語で何と言う? : 実践!医
療英語

日経メディカル編集
日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

490.7||Ko 318001573

173 肥満患者の麻酔 白石としえ, 上北郁男編集 金芳堂 494.24||Hi 318001575

174
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, 加藤浩常任編集
/松﨑哲治ゲスト編集

文光堂 493.73||Ki 318001576

175
やさしくわかる心臓血管外科 : 術前〜
術中〜術後まで

中村喜次, 塩野昌代編集 照林社 494.643||Ya 318001577

176 ワクチン : 基礎から臨床まで 日本ワクチン学会編集 朝倉書店 493.82||Wa 318001578

177 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 318001586



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

178
腸管ベーチェット病のすべてがわかる
診療ハンドブック

鈴木康夫監修/飯塚文瑛,
田中正則, 松田隆秀編集

先端医学社 493.46||Ch 318001587

179
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 318001588

180
精神疾患にかかわる人が最初に読む
本

西井重超著・イラスト原案 照林社 493.7||Ni 318001589

181
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 318001590

182
胃内視鏡検査・診断に自信がつく本 :
早期胃癌がみえる!見落とさない!

後藤田卓志, 内藤裕二, 藤
本一眞編著

金芳堂 493.455||Go 318001591

183
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 318001592

184 食道病変内視鏡アトラス
「消化器内視鏡」編集委員
会編集

東京医学社 493.44||Sh 318001593

185
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 318001594

186
これで使える!保健師のためのデータ活
用ブック

中板育美編著 東京図書 498.019||Ko 318001595

187
公衆衛生,社会歯科 [2019年版] (歯科
国試key words topics:2015年版-2019
年版)

岸光男著/DES歯学教育ス
クール編

医学評論社
497.079||Sh||'
19

318001596

188

エビデンスに基づいた外科手技・補綴
処置 (3Dイラストで見るペリオドンタル
プラスティックサージェリー:インプラン
ト・ポンティック編)

中田光太郎, 木林博之監著
/岡田素平太 [ほか] 著

クインテッセンス出
版

497.26||Eb 318001597

189
おかあさんのレシピから学ぶ医療的ケ
ア児のミキサー食

小沢浩, 大高美和編 南山堂 493.983||Ok 318001598

190 リンパ腫アトラス 第5版 中村栄男 [ほか] 編 文光堂 493.29||Ri 318001599

191
医療・医療経営統計データ集 2019-
2020年版

廣瀬輝夫監修 三冬社
498.059||Ir||'1
9-'20

318001600

192
癌の画像診断、重要所見を見逃さない
: 全身まるごと! : 各科でよく診る癌の鑑
別とステージングがわかる

堀田昌利著 羊土社 494.5||Ho 318001601

193
不整脈 : 識る・診る・治す (循環器内科
専門医バイブル:3)

平尾見三専門編集 中山書店 493.23||Fu 318001602

194

精神科リハビリテーションスキルアップ
のための11講 : 見慣れているやり方を
手放すと見えてくるものがある:るえか
式デイケア・リハビリテーション

肥田裕久著 星和書店 493.7||Hi 318001616


