
医歯薬系図書購入リスト（4月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 シンプル衛生公衆衛生学 2019 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'19 319000011

2 シンプル衛生公衆衛生学 2019 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'19 319000012

3
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と
歯科材料 第7版

中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・
執筆/石川邦夫 [ほか] 編
集・執筆/赤坂司 [ほか] 執
筆

学建書院 497.8||Su 319000013

4
スタンダード歯科理工学 : 生体材料と
歯科材料 第7版

中嶌裕 [ほか] 編集(幹事)・
執筆/石川邦夫 [ほか] 編
集・執筆/赤坂司 [ほか] 執
筆

学建書院 497.8||Su 319000014

5 基礎歯科理工学
宮坂平, 遠藤一彦, 玉置幸
道, 服部雅之編著/伊藤修
一 [ほか] 執筆代表

医歯薬出版 497.8||Ki 319000015

6 基礎歯科理工学
宮坂平, 遠藤一彦, 玉置幸
道, 服部雅之編著/伊藤修
一 [ほか] 執筆代表

医歯薬出版 497.8||Ki 319000016

7 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一, 成
宮周編集

南江堂 491.5||Ne 319000017

8
臨床薬理学 : ハーバード大学講義テキ
スト

David E. Golan [ほか] 著/荒
井誠 [ほか] 訳

丸善出版 491.5||Ri 319000018

9 ラング・デール薬理学 H. P. Rang [ほか] 原著
エルゼビア・ジャパ
ン/丸善出版 (発
売)

491.5||Ra 319000019

10 ラング・デール薬理学 H. P. Rang [ほか] 原著
エルゼビア・ジャパ
ン/丸善出版 (発
売)

491.5||Ra 319000020

11 FLASH薬理学 丸山敬著 羊土社 491.5||Ma 319000021

12 FLASH薬理学 丸山敬著 羊土社 491.5||Ma 319000022

13
今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版
(第41版)

水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 499.1||Ko||'19 319000023

14
今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版
(第41版)

水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 南江堂 499.1||Ko||'19 319000024

15 歯科矯正学 第6版
飯田順一郎 [ほか] 編/飯田
順一郎 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.6||Sh 319000025

16 歯科矯正学 第6版
飯田順一郎 [ほか] 編/飯田
順一郎 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.6||Sh 319000026

17 歯科麻酔学 第8版
一戸達也 [ほか] 編/福島和
昭 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.3||Sh 319000027

18 歯科麻酔学 第8版
一戸達也 [ほか] 編/福島和
昭 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.3||Sh 319000028

19 歯科麻酔実践ガイド : わかる!できる! 嶋田昌彦 [ほか]編 医歯薬出版 497.3||Sh 319000029

20 歯科麻酔実践ガイド : わかる!できる! 嶋田昌彦 [ほか]編 医歯薬出版 497.3||Sh 319000030

21
麻酔科・救急 第4版 (国試マニュアル
100%シリーズ)

KM100%編集委員会編著 医学教育出版社 494.24||Ma 319000031

22 スクーグ分析化学
Douglas A. Skoog [ほか著]/
小澤岳昌訳

東京化学同人 433||Su 319000032



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 スクーグ分析化学
Douglas A. Skoog [ほか著]/
小澤岳昌訳

東京化学同人 433||Su 319000033

24 クリスチャン分析化学 2. 機器分析編
Gary D. Christian, Purnendu
K. Dasgupta, Kevin A. Schug
[著]/壹岐伸彦 [ほか] 共訳

丸善出版 433||Ch||2 319000034

25 臨床歯科麻酔学 第5版 丹羽均 [ほか] 編集委員 永末書店 497.3||Ri 319000039

26 臨床歯科麻酔学 第5版 丹羽均 [ほか] 編集委員 永末書店 497.3||Ri 319000040

27 スタンダード分析化学
角田欣一, 梅村知也, 堀田
弘樹共著

裳華房 433||Ts 319000041

28 スタンダード分析化学
角田欣一, 梅村知也, 堀田
弘樹共著

裳華房 433||Ts 319000042

29
これが正解!ひとり暮らしごはんスタート
ブック

検見崎聡美 [著]/主婦の友
社編

主婦の友社 596||Ko 319000053

30 超簡単なので自炊やってみた。 自炊研究会編 家の光協会 596||Ch 319000054

31
とにかくかんたんゆる～っとはじめる10
分自炊

島本美由紀 [著] 東京書店 596||Sh 319000055

32 ウィーター図説で学ぶ機能組織学
Barbara Young, Geraldine
O'Dowd, Phillip Woodford著/
後藤薫, 和栗聡監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.11||Yo 319000064

33 ウィーター図説で学ぶ機能組織学
Barbara Young, Geraldine
O'Dowd, Phillip Woodford著/
後藤薫, 和栗聡監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.11||Yo 319000065

34 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 319000066

35 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 319000067

36
脳と頭蓋底の血管系アトラス : 臨床解
剖のバリエーション

Walter Grand [ほか著]/寳金
清博監訳/中山若樹訳者代
表

医学書院 494.627||No 319000068

37
脳と頭蓋底の血管系アトラス : 臨床解
剖のバリエーション

Walter Grand [ほか著]/寳金
清博監訳/中山若樹訳者代
表

医学書院 494.627||No 319000069

38
Hybrid Neurosurgeonのための疾患別
臨床脳血管解剖テキスト (脳神経外科
速報:2018年増刊)

遠藤英徳編集 メディカ出版 494.627||Hy 319000070

39
Hybrid Neurosurgeonのための疾患別
臨床脳血管解剖テキスト (脳神経外科
速報:2018年増刊)

遠藤英徳編集 メディカ出版 494.627||Hy 319000071

40 新脳神経外科手術のための解剖学
松谷雅生, 堀智勝, 浅野孝
雄編集幹事/塩川芳昭 [ほ
か] 編集

メジカルビュー社 494.627||Sh 319000072

41 新脳神経外科手術のための解剖学
松谷雅生, 堀智勝, 浅野孝
雄編集幹事/塩川芳昭 [ほ
か] 編集

メジカルビュー社 494.627||Sh 319000073

42
公衆栄養学 第6版 (栄養科学シリーズ
NEXT)

酒井徹, 郡俊之編 講談社 498.55||Ei 319000074

43
公衆栄養学 第6版 (栄養科学シリーズ
NEXT)

酒井徹, 郡俊之編 講談社 498.55||Ei 319000075

44 胎児のはなし 増﨑英明, 最相葉月著 ミシマ社 495.6||Sa 319000076



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45 外食・コンビニ・惣菜のミニガイド
竹内冨貴子料理&データ作
成

女子栄養大学出版
部

498.55||Ga 319000078

46
毎日の食事のカロリーガイド 第3版 (女
子栄養大学Books)

竹内冨貴子料理&データ作
成

女子栄養大学出版
部

498.55||Ma 319000081

47
生命科学クライシス : 新薬開発の危な
い現場

リチャード・ハリス著/寺町朋
子訳

白揚社 499.09||Ha 319000084

48
医療英会話キーワード辞典 : そのまま
使える16000例文

森島祐子著/仁木久恵著
/Flaminia Miyamasu著

医学書院 490.33||Mo 319000085

49 看護法令要覧 平成31年版 井上幸子 [ほか] 編
日本看護協会出版
会

498.12||Ka||31 319000086

50
標準生理学 第9版 (Standard
textbook)

河合康明 [ほか] 編集 医学書院 491.3||Hy 319000087

51
標準生理学 第9版 (Standard
textbook)

河合康明 [ほか] 編集 医学書院 491.3||Hy 319000088

52
標準病理学 第6版 (Standard
textbook)

北川昌伸, 仁木利郎編集 医学書院 491.6||Hy 319000089

53
標準病理学 第6版 (Standard
textbook)

北川昌伸, 仁木利郎編集 医学書院 491.6||Hy 319000090

54
下部消化管癌に対する標準手術 : 手
技習得へのナビゲート (新DS NOW :
Digestive Surgery Now:2)

山口茂樹担当編集委員 メジカルビュー社 494.656||Ka 319000091

55
上部消化管癌に対する標準手術 : 手
技習得へのナビゲート (新DS NOW :
Digestive Surgery Now:1)

白石憲男担当編集委員 メジカルビュー社 494.65||Jo 319000092

56
循環器治療薬ファイル : 薬物治療のセ
ンスを身につける 第3版

村川裕二著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.2||Mu 319000093

57 臨床腫瘍薬学 日本臨床腫瘍薬学会編集 じほう 494.53||Ri 319000094

58
論文を正しく読み書くためのやさしい統
計学 改訂第3版

中村好一編集 診断と治療社 490.19||Ro 319000095

59
PICOから始める医学文献検索のすす
め

小島原典子, 河合富士美編
集

南江堂 490.7||Pi 319000096

60 基礎医学統計学 改訂第7版
加納克己共著/高橋秀人共
著

南江堂 490.19||Ka 319000097

61 トートラ人体の構造と機能 第5版

Gerard J.Tortora, Bryan
Derrickson[著]/桑木共之,
黒澤美枝子, 高橋研一, 細
谷安彦編訳

丸善出版 491.3||To 319000098

62
酸塩基平衡の考えかた : 故きを・温ね
て・Stewart

丸山一男著 南江堂 492.17||Ma 319000099

63
臨床・病理原発性肝癌取扱い規約 第6
版補訂版

日本肝癌研究会編 金原出版 493.475||Ri 319000100

64
科学者はなぜ神を信じるのか : コペル
ニクスからホーキングまで (ブルーバッ
クス:B-2061)

三田一郎著 講談社 420||Sa 319000101

65
人工知能と経済の未来 : 2030年雇用
大崩壊 (文春新書:1091)

井上智洋著 文藝春秋 007.13||In 319000102

66 史上最大の暗殺軍団デンタルプラーク 奥田克爾著 医歯薬出版 497.9||Ok 319000103

67 Ross組織学
Wojciech Pawlina著/内山安
男, 相磯貞和監訳

南江堂 491.11||Ro 319000107



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

68 Ross組織学
Wojciech Pawlina著/内山安
男, 相磯貞和監訳

南江堂 491.11||Ro 319000108

69 頭頸部のCT・MRI 第3版 尾尻博也, 酒井修編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.4362||To 319000118

70
前立腺癌のすべて : 基礎から最新治
療まで 第4版

市川智彦, 鈴木啓悦編集/
小宮顕編集協力

メジカルビュー社 494.96||Ze 319000119

71 新広汎子宮全摘術 第3版
矢吹朗彦/荻原新八郎,
Sandra M.Ogiwara英訳

メジカルビュー社 495.43||Ya 319000120

72 歯科保健指導関係資料 2019年版 口腔保健協会 497.9||Sh||'19 319000121

73
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯
科医療の統計 2019年版

口腔保健協会
497.059||Sh||'
19

319000122

74
チームで成功させるホワイトニング : 壁
を乗り越えるポイントと臨床テクニック

須崎明著
デンタルダイヤモン
ド社

497.69||Su 319000123

75
歯周基本治療のレベルアップPOINT :
臨床記録の読み方、症例の見方、骨欠
損の治し方

片山奈美著/斎田寛之著
デンタルダイヤモン
ド社

497.26||Ka 319000124

76 看護六法 2019年版 厚生問題研究会編集 新日本法規出版
498.12||Ka||'1
9

319000125

77 倫理コンサルテーションハンドブック
堂囿俊彦編著/竹下啓[ほ
か]著

医歯薬出版 490.15||Ri 319000126

78
本当に大切なことが1冊でわかる循環
器

新東京病院看護部編著 照林社 492.926||Ho 319000127

79
実践者の語りで理解する「生活を支え
る看護」 (C.C.MOOK)

生活を支える看護師の会編
日本看護協会出版
会

492.993||Ji 319000128

80
最新感染症ガイド : R-Book : 日本版
Red Book : 感染症の実践的なバイブ
ル 2018-2021

米国小児科学会編集/岡部
信彦監修

日本小児医事出版
社

493.938||Sa||'
18-'21

319000129

81 あなたの臨床研究応援します 新谷歩著 羊土社 492.07||Sh 319000130

82
プロメテウス解剖学エッセンシャルテキ
スト

Anne M. Gilroy著/Markus
Voll, Karl Weskerイラスト/中
野隆 [ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 319000131

83 Janeway's 免疫生物学
Kenneth Murphy, Casey
Weaver著

南江堂 491.8||Mu 319000132

84
脳腫瘍外科経験したい手術16 : スタン
ダードからアドバンス

中尾直之編集/井川房夫編
集

メジカルビュー社 494.627||No 319000133

85
知のトップランナー149人の美しいセオ
リー

ジョン・ブロックマン編/長谷
川眞理子訳

青土社 002||Br 319000136


