
医歯薬系図書購入リスト（8月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
脳死・臓器移植と向き合うために : 医
療者・レシピエント・ドナー家族への聞
き取り調査から

保岡啓子著 晃洋書房 490.154||Ya 319000398

2
グラフィック・メディスン・マニフェスト :
マンガで医療が変わる

MK・サーウィック [ほか] 著/
小森康永 [ほか] 訳

北大路書房 490.4||Gr 319000399

3
老衰を診る : 人生100年時代の医療と
ケア

今永光彦著 メディカ出版 493.185||Im 319000400

4
大脳白質解剖入門 : Cadaver・
Tractography・Illustrationで描く,神経科
学の温故知新

藤井正純, 森健太郎編集 メディカ出版 491.171||Da 319000401

5
相談援助の理論と方法就労支援サー
ビス 改訂第10版 (社会福祉学習双書
2019:第10巻. 社会福祉援助技術論:2)

『社会福祉学習双書』編集
委員会編

全国社会福祉協議
会

369||Sh||10 319000402

6 間違いだらけの腸活の常識 藤田紘一郎著 エクスナレッジ 493.46||Fu 319000403

7
高分子化学入門 : 高分子の面白さは
どこからくるか 3訂

蒲池幹治著 エヌ・ティー・エス 431.9||Ka 319000404

8
ヒトの免疫学 : 基本から疾患理解につ
なげる

Matthew Helbert著/松島綱
治, 山田幸宏訳

エルゼビア・ジャパ
ン/南江堂 (発売)

491.8||He 319000405

9

歯内療法に生かす根管解剖 : 写真とエ
ビデンスで歯種別に学ぶ! : CBCT・歯
科用顕微鏡・透明標本でひも解く根管
の秘密

吉岡隆知著
クインテッセンス出
版

497.2||Yo 319000406

10
一般歯科のDr・DHがともに取り組む矯
正歯科治療ガイドブック

保田好隆 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.6||Ip 319000407

11
腎臓ナビ : 腎臓が好きになる総合診療
のためのガイドブック

山川正人著 シービーアール 494.93||Ya 319000408

12
ゲノム編集の基本原理と応用 : ZFN,
TALEN, CRISPR-Cas9

山本卓著 裳華房 467.25||Ya 319000409

13
進化で読み解くバイオインフォマティク
ス入門

長田直樹著 森北出版 467.3||Os 319000410

14
これでわかる網羅的手法による着床前
診断のすべて : 最新技術から遺伝カウ
ンセリング,フォローアップまで

倉橋浩樹編集 診断と治療社 495.48||Ko 319000411

15
内科医・小児科研修医のための小児
救急治療ガイドライン 改訂第4版

市川光太郎, 天本正乃編集 診断と治療社 493.92||Na 319000412

16
わかりやすい薬理学 : 薬の効くプロセ
ス 第13版

伊藤芳久, 石毛久美子, 小
菅康弘著

創風社 491.5||It 319000413

17
トコトンやさしいゲノム編集の本 (B&T
ブックス. 今日からモノ知りシリーズ)

宮岡佑一郎著 日刊工業新聞社 467.25||Mi 319000414

18
ジェネラリストのための症候からみる眼
疾患

石岡みさき著 日本医事新報社 496.3||Is 319000415

19 薬事衛生六法 2019年版 厚生省薬剤師会編 薬事日報社
499.091||Ya||'
19

319000416

20 本当に知ってる?細胞を培養する方法 古江‐楠田美保編著 じほう 491.11||Ho 319000417

21
副作用を診るロジック : 総合診療医が
ケースで教える

原田拓編著 じほう 491.5||Fu 319000418



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
#483からWarning Letter発出までの経
過を読み解く (事例に学ぶCAPAとその
実践:続)

じほう 499.5||Fu 319000419

23
治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方
のポイント 2019

堀正二 [ほか] 編集 じほう 499.1||Ch||'19 319000420

24 基礎からわかるハイリスク薬 第2版
浜田康次監修・著/吉江文
彦 [ほか] 著

ナツメ社 499.1||Ki 319000421

25
超音波検査士認定試験対策 : 過去問
分析～出題のポイントで学ぶ! 5訂版
基礎編

東京超音波研究会如月会
編著

ベクトル・コア 492.1||Ch 319000422

26
医学・薬学系のための生物統計学入
門 第4版

今野秀二, 味村良雄共著 ムイスリ出版 461.9||Ko 319000423

27 若葉マークの画像解剖学 第3版 磯辺智範編集 メジカルビュー社 492.43||Wa 319000424

28
なるほど看護技術 : 実習の"想定外"を
乗り切る

齊藤茂子編著 メヂカルフレンド社 492.911||Na 319000425

29
かんごろ : 看護師国家試験のためのゴ
ロあわせ集 第6版

医療情報科学研究所編 メディックメディア 492.9079||Ka 319000426

30
医師国家試験問題解説 第113回[セッ
ト]

国試対策問題編集委員会
編集

MEDIC MEDIA
490.79||Is||11
3

319000427

31 最適治療を極める!クローン病 仲瀬裕志著 医学と看護社 493.46||Na 319000428

32
超音波で拾う乳がん検診 : 高濃度乳房
で見落とさない

佐伯俊昭, 矢形寛編集 医学と看護社 495.46||Ch 319000429

33
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 319000430

34
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 319000431

35
頭頸部/神経解剖 第3版 (プロメテウス
: 解剖学アトラス)

Michael Schünke, Erik
Schulte, Udo Schumacher著
/天野修 [ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 319000432

36
頭頸部/神経解剖 第3版 (プロメテウス
: 解剖学アトラス)

Michael Schünke, Erik
Schulte, Udo Schumacher著
/天野修 [ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 319000433

37
プロメテウス解剖学アトラス コンパクト
版第2版

Anne M.Gilroy [編]/市村浩
一郎, 澤井直訳

医学書院 491.1||Pu 319000434

38 治療薬マニュアル 2019年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 499.1||Ch||'19 319000435

39
医療と日本人 : 医師がひもとく日本の
近世

江藤文夫著 医歯薬出版 498.021||Et 319000436

40
もっとかんたんカーボカウント : 基本か
らわかる！ステップアップできる超入門
書 改訂3版

大阪市立大学大学院医学
研究科発達小児医学教室,
大阪市立大学医学部附属
病院栄養部編

医薬ジャーナル社 493.123||Mo 319000437

41
何のための脳? : AI時代の行動選択と
神経科学 (学術選書:089)

平野丈夫著
京都大学学術出版
会

491.371||Hi 319000438

42
ミニマムファクター漢方生薬学 : 漢方と
生薬を紐解く基本事項と考え方

芝野真喜雄著 京都廣川書店 499.8||Sh 319000439

43
学際的創薬科学論 : 有機化学・薬理・
構造生物学・薬物動態・安全性から創
薬を考察する

石川智久 [ほか] 著 京都廣川書店 499.3||Ga 319000440



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44 さあ、医学研究をはじめよう! 北風政史著 中外医学社 490.7||Ki 319000441

45 実践!医学シミュレーション教育 駒澤伸泰著 中外医学社 490.7||Ko 319000442

46
産科婦人科疾患最新の治療 2019-
2021

吉川史隆, 倉智博久, 平松
祐司編集

南江堂
495.2||Sa||'19
-'21

319000443

47 眼科疾患最新の治療 2019-2021 大橋裕一, 白神史雄編 南江堂
496.3||Ga||'19
-'21

319000444

48 Lesson!胸部画像の読みかた 喜舎場朝雄編集 南江堂 492.433||Le 319000445

49
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 319000446

50
看護学生が身につけたい論理的に書
く・読むスキル

福澤一吉著 医学書院 492.901||Fu 319000447

51 レジデントのための画像診断の鉄則 山下康行著 医学書院 492.1||Ya 319000448

52
統計解析なんかこわくない : データ整
理から学会発表まで 第2版

田久浩志著 医学書院 492.9019||Ta 319000449

53
人体の構造からわかる看護技術のエッ
センス

三谷理恵, 澁谷幸, 荒川高
光編集

医歯薬出版 492.911||Ji 319000450

54
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 319000451

55
人体の構造と機能及び疾病 : 公認心
理師カリキュラム準拠

武田克彦, 岩田淳, 小林靖
編

医歯薬出版 491.3||Ji 319000452

56
ジェネラリストのための耳鼻咽喉科疾
患の診かた

藤原崇志編著 中外医学社 496.5||Je 319000453

57 医薬分子生物学 改訂第4版 野島博著 南江堂 491.4||No 319000454

58 今日の処方 改訂第6版
浦部晶夫, 島田和幸, 川合
眞一総編集

南江堂 499.2||Ko 319000455

59 レーニンジャーの新生化学 第7版 上
レーニンジャー, ネルソン,
コックス [著]/中山和久編集

廣川書店 491.4||Le||1 319000458

60
統計モデル入門 新版 (医学統計学シ
リーズ:2)

丹後俊郎著 朝倉書店 490.19||Ig||2 319000459

61
おしゃべりながんの図鑑 : 病理学から
見たわかりやすいがんの話

小倉加奈子著 CCCメディアハウス 491.65||Og 319000460

62
計算論的神経科学 : 脳の運動制御・感
覚処理機構の理論的理解へ

田中宏和著 森北出版 491.371||Ta 319000461

63 社会福祉小六法 2019 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房
369.12||Sh||'1
9

319000465

64
失敗しない液クロ分析 : 試料前処理と
溶離液作成のコツ

松下至, 大栗毅著 化学同人 433.45||Ma 319000466

65
マクマリー生物有機化学 原書8版 生
化学編

John McMurry [ほか著]/上
田実 [ほか] 訳

丸善出版 464||Mc 319000467

66
マクマリー生物有機化学 原書8版 有
機化学編

John McMurry [ほか著]/上
田実 [ほか] 訳

丸善出版 464||Mc 319000468



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67

障害者に対する支援と障害者自立支
援制度 : 障害者福祉制度・障害者福祉
サービス 第4版 (社会福祉士シリー
ズ:14)

福祉臨床シリーズ編集委員
会編/峰島厚, 木全和巳, 冨
永健太郎責任編集

弘文堂
369.17||Sh||1
4

319000469

68
高齢者に対する支援と介護保険制度 :
高齢者福祉介護福祉 第5版 (社会福
祉士シリーズ:13)

福祉臨床シリーズ編集委員
会編/東康祐, 原葉子責任
編集

弘文堂
369.17||Sh||1
3

319000470

69
保健医療サービス : 保健医療制度医
療福祉 第4版 (社会福祉士シリー
ズ:17)

福祉臨床シリーズ編集委員
会編/佐久間淳, 幡山久美
子責任編集

弘文堂
369.17||Sh||1
7

319000471

70 ファーストステップ宇宙の物理 嶺重慎著 朝倉書店 440.12||Mi 319000472

71

相談援助の基盤と専門職相談援助の
理論と方法 改訂第10版 (社会福祉学
習双書 2019:第9巻. 社会福祉援助技
術論:1)

『社会福祉学習双書』編集
委員会編

全国社会福祉協議
会

369||Sh||9 319000473

72
老人福祉論 : 高齢者に対する支援と介
護保険制度 改訂第10版 (社会福祉学
習双書 2019:第3巻)

『社会福祉学習双書』編集
委員会編

全国社会福祉協議
会

369||Sh||3 319000474

73

公的扶助論 : 低所得者に対する支援と
生活保護制度 /『社会福祉学習双書』
編集委員会編 改訂第10版 (社会福祉
学習双書 2019:第7巻)

全国社会福祉協議
会

369||Sh||7 319000475

74 核医学検査ハンドブック 大西英雄編 オーム社 492.4||Ka 319000476

75
ゲノム時代のがん治療 : 再発・転移・
治療抵抗性の戦略 : 遺伝子解析・幹細
胞から免疫治療・陽子線まで

星野泰三, 吉田朋子著 青月社 491.65||Ho 319000477

76
薬学と社会 : 「法規・制度」「コミュニ
ティーファーマシー」及び「医薬品の開
発と生産」 2020 (薬学必修講座)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'
20

319000478

77
文芸オタクの私が教えるバズる文章教
室

三宅香帆著 サンクチュアリ出版 816||Mi 319000479

78
Duo 3.0 : The most frequently used
words 1600 and idioms 1000 in
contemporary English 基礎用CD

鈴木陽一企画・著 アイシーピー 834||CD||1 319000480

79 JAPIC医療用医薬品集 普及新版 2019 日本医薬情報センター編
日本医薬情報セン
ター/丸善出版事
業部 (発売)

499.1||Ja 319000481

80 人生を狂わす名著50 三宅香帆著/今日マチ子絵 ライツ社 019.9||Mi 319000482


