
医歯薬系図書購入リスト（5月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 孤愁 : サウダーデ 新田次郎, 藤原正彦著 文藝春秋 913.6||Ni 319000148

2
必ず上達矯正臨床 : 日常臨床のため
の全顎矯正入門 (Quint kick-off
library)

中島稔博著
クインテッセンス出
版

497.6||Na 319000155

3
ペリオドントロジー&ペリオドンティクス
下巻 (シリーズMIに基づく歯科臨
床:vol.05)

月星光博編著
クインテッセンス出
版

497.2||Sh||05-
2

319000156

4
解剖から学ぶ口腔ケア・口腔リハビリ
の手技と、その実力 : オーラルフレイル
予防のために

北村清一郎監修・執筆/黒
岩恭子, 森淳一編集・執筆/
伊藤直樹 [ほか] 執筆

デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ka 319000157

5 行動分析学事典 日本行動分析学会編 丸善出版 140.18||Ko 319000158

6
SHDインターベンションコンプリートガイ
ド : Complete Guide to Structural heart
disease Intervention

有田武史 [ほか] 編集 医学書院 493.23||Sh 319000159

7
免疫・炎症病態×治療Update/ 熊ノ郷
淳編集 (The frontiers in life sciences)

南山堂 491.8||Me 319000160

8 症例から学ぶ泌尿器疾患の画像診断 鳴海善文編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

494.92||Sh 319000161

9
医師のために論じた判断できない抗菌
薬のいろは 第3版

Alan R. Hauser著/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

492.31||Ha 319000162

10
脳動脈瘤 : 専門医になるための基本ポ
イント (新 NS NOW:No.17)

菊池健一郎担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||1
7

319000163

11
内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術 : CT
読影と基本手技 : 手術動画・3DCT画
像データDVD-ROM付 第2版

中川隆之編 医学書院 496.7||Na 319000164

12 臨床産科学テキスト 長谷川潤一編著 メディカ出版 495.5||Ri 319000165

13
エキスパートから学ぶ腹部超音波検査
: 基本走査・カテゴリー判定・鑑別診断

岡庭信司編 文光堂 492.14||Ek 319000166

14
薬理学 : 疾患と薬の作用がひと目でわ
かる 第2版 (初めの一歩は絵で学ぶ :
doctor's illustration)

黒山政一, 香取祐介著 じほう 491.5||Ku 319000167

15
医療職のための症状聞き方ガイド :
“すぐに対応すべき患者"の見極め方

前野哲博編集 医学書院 492.1||Ir 319000168

16
いちばん適切な薬剤が選べる同効薬
比較ガイド : この患者・この症例に 第2
版 2

黒山政一編集代表/明石貴
雄 [ほか] 編集

じほう 499.1||Ic||2 319000169

17
基礎から学ぶ医療関連感染対策 : 標
準予防策からサーベイランスまで 改訂
第3版

坂本史衣著 南江堂 498.6||Sa 319000170

18
心臓外科エキスパートナーシング 改訂
第4版

安藤誠, 三浦稚郁子編集 南江堂 492.926||Sh 319000171

19 Smartなプレゼンでいこう! 前田圭介著 医学書院 490.7||Ma 319000172

20
看護ケアに活かす感染対策ガイド : 看
護学生・新人のための 改訂第2版

大石智洋 [ほか] 編集 診断と治療社 492.911||Ka 319000173

21
新食品衛生学要説 : 食べ物と健康・食
品と衛生 2019年版

細貝祐太郎, 松本昌雄, 廣
末トシ子編

医歯薬出版
498.54||Sh||'1
9

319000174

22
先輩ナースが書いた看護のトリセツ :
全科病棟に対応13テーマ115項目

久保健太郎編著/濱中秀人
編著/徳野実和編著/倉岡
賢治編著/西口幸雄医学監
修

照林社 492.911||Se 319000175



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23

ヘルスケアシステム論 : ヘルスケア
サービス提供のための制度・政策 第3
版 2019年版 (看護管理学習テキスト:
第1巻)

増野園惠編集
日本看護協会出版
会

492.983||Ka||1 319000179

24
看護サービスの質管理 第3版 2019年
版 (看護管理学習テキスト:第2巻)

秋山智弥編集
日本看護協会出版
会

492.983||Ka||2 319000180

25
人材管理論 第3版 2019年版 (看護管
理学習テキスト:第3巻)

手島恵編集
日本看護協会出版
会

492.983||Ka||3 319000181

26
組織管理論 第3版 2019年版 (看護管
理学習テキスト:第4巻)

勝原裕美子編集
日本看護協会出版
会

492.983||Ka||4 319000182

27
経営資源管理論 第3版 2019年版 (看
護管理学習テキスト:第5巻)

金井Pak雅子編集
日本看護協会出版
会

492.983||Ka||5 319000183

28
看護管理基本資料集 第3版 2019年版
(看護管理学習テキスト:別巻)

増野園惠編集
日本看護協会出版
会

492.983||Ka 319000184

29 神経内科疾患の画像診断 第2版 柳下章著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.73||Ya 319000185

30 臨床のための脳と神経の解剖学

Paul A. Young, Paul H.
Young, Daniel L. Tolbert著/
村上徹, 櫻井武監訳/櫻井
武, 村上徹, 松崎利行訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.17||yo 319000186

31 ウィリアムス産科学 2版

[ウィリアムス著/F. Gary
Cunninghamほか編]/東京慈
恵会医科大学産婦人科学
講座「Williams
OBSTETRICS」翻訳委員会
訳

南山堂 495.5||Cu 319000187

32
整形外科医のための神経学図説 : 脊
髄・神経根障害レベルのみかた,おぼえ
かた

J.D.Hoppenfeld[著]/Stanley
Hoppenfeld[著]/長野昭訳

南江堂 494.66||Ho 319000188

33
上肢 第3版 (カパンジー機能解剖学 :
カラー版:1)

A.I. Kapandji著/塩田悦仁訳 医歯薬出版 491.366||Ka||1 319000189

34
下肢 第4版 (カパンジー機能解剖学 :
カラー版:2)

A.I. Kapandji著/塩田悦仁訳 医歯薬出版 491.366||Ka||2 319000190

35
脊椎・体幹・頭部 第3版 (カパンジー機
能解剖学 : カラー版:3)

A.I. Kapandji著/塩田悦仁訳 医歯薬出版 491.366||Ka||3 319000191

36
気になる向精神薬 (Essence for
Resident)

天沢ヒロ著 医学書院 493.72||Am 319000192

37
精神障害リハビリテーション : こころの
回復を支える

池淵恵美著 医学書院 493.7||Ik 319000193

38
内科系専門医受験のための必修臨床
問題 (目でみるトレーニング:第4集)

岡崎仁昭責任編集 医学書院 493||Me||4 319000194

39
小出馨の臨床が楽しくなる咬合治療
新版

小出馨監修
デンタルダイヤモン
ド社

497.6||Ko 319000195

40 調剤学総論 改訂13版
堀岡正義原著/調剤学総論
編集委員会改訂

南山堂 499.6||Ho 319000196

41
Nelson textbook of pediatrics 21st ed.
v. 1

[edited by] Robert M.
Kliegman ... [et al.]

Elsevier 493.9||Ne||1 319000197

42
Nelson textbook of pediatrics 21st ed.
v. 2

[edited by] Robert M.
Kliegman ... [et al.]

Elsevier 493.9||Ne||2 319000198

43
The Washington manual of medical
therapeutics 36th ed : pbk (A
Lippincott manual)

editors, Crees, Zachary ...
[et al.]

Wolters Kluwer 493||Wa 319000199



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
肝の画像診断 : 画像の成り立ちと病
理・病態 第2版

松井修編著 [ほか] 医学書院 492.4347||Ka 319000200

45 ここが知りたい歯科臨床の技とコツ 中島稔博, 白土徹編集
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ko 319000201

46

ちけ文＆ちけ単 治験に役立つ医学英
文事例集 : ＣＲＣ＆ＣＲＡとして国際共
同治験に対応する/ 藤居靖久,サン・フ
レア 著

金芳堂 490.7||Fu 319000202

47
医療現場のリーダーシップABC : より
良い医療チームを目指して

ティム スワンウィック編/ジュ
ディー マッキム編/山脇正
永監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.14||Ir 319000203

48
大学の未来地図 : 「知識集約型社会」
を創る (ちくま新書:1386)

五神真著 筑摩書房 377||Go 319000211


