
医歯薬系図書購入リスト（10月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
Applied therapeutics : the clinical use
of drugs 11th ed. international ed.

[edited by] Caroline S.
Zeind, Michael G. Carvalho

Wolters Kluwer 492.3||Ap 319000784

2 Principles of neurobiology : hard Liqun Luo
Garland Science,
Taylor & Francis
Group

491.37||Lu 319000785

3

もうすぐ出産～生まれてすぐ : 妊娠後
期から生後1ヶ月頃まで (パパもいっ
しょに見たい!聞きたい!はじめての赤
ちゃんのこと:vol.1)

ビデオ・パック・ニッポン制
作・著作

599||DVD||1 319000786

4

赤ちゃんの生活・健康・安全 : 生まれて
から1歳頃まで (パパもいっしょに見た
い!聞きたい!はじめての赤ちゃんのこ
と:vol.2)

ビデオ・パック・ニッポン 599||DVD||2 319000787

5

パパの育児と祖父母との関わりかた :
生まれてから1歳頃まで (パパもいっ
しょに見たい!聞きたい!はじめての赤
ちゃんのこと:vol.3)

ビデオ・パック・ニッポン制
作・著作

599||DVD||3 319000788

6
Color atlas of clinical hematology :
molecular and cellular basis of disease
5th ed

A. Victor Hoffbrand ... [et
al.]

John Wiley & Sons 491.321||Ho 319000790

7
Harrison's rheumatology 4th ed. pbk. :
alk. paper

editor, Anthony S.
Fauci/associate editor,
Carol A. Langford

McGraw-Hill
Education

493.6||Ha 319000791

8
腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第
8版

今井圓裕, 丸山彰一編著 診断と治療社 494.93||Ji 319000792

9
心エコー図検査徳大超音波センターの
オキテ100

山田博胤, 西尾進編集 文光堂 492.12||Sh 319000793

10
麻酔科研修ノート 改訂第3版 (研修
ノートシリーズ)

稲田英一責任編集/上村裕
一 [ほか] 編集

診断と治療社 494.24||Ma 319000794

11
ACSM's nutrition for exercise science :
pbk

author, Dan Benardot
Wolters Kluwer :
American College
of Sports Medicine

780.19||Be 319000795

12
健康食品・サプリ「成分」のすべて : ナ
チュラルメディシン・データベース日本
対応版 第6版

日本医師会 [ほか] 総監修/
田中平三 [ほか] 監訳

同文書院 498.51||Ke 319000796

13
ケーススタディでよくわかる学生とのコ
ミュニケーション : 今日からできる!研究
指導実践マニュアル

西澤幹雄著 化学同人 377.15||Ni 319000797

14
会話形式でわかる病態別栄養指導の
○と× (Nutrition care:2018年秋季増刊
(通巻131号))

坂根直樹編著 メディカ出版 498.58||Ka 319000798

15
Medical nutrition therapy : a case
study approach 5th edition pbk.

Marcia Nahikian-Nelms Wadsworth 498.58||Me 319000799

16

栄養シグナル : 遺伝子制御の新たな
主役 : 糖、脂質、アミノ酸による転写調
節・生体恒常性機構と疾患をつなぐ
ニュートリゲノミクス (実験医学:増刊:v.
34, no.15 (2016))

矢作直也編集 羊土社 498.55||Ei 319000800

17

ハーブのすべてがわかる事典 : 特徴・
歴史・栽培の知識から暮らしに生かす
活用術まで : 日本と世界のハーブ381
種を掲載 (ナツメ社のgarden books)

ジャパンハーブソサエティー
著

ナツメ社 617.6||Ha 319000801

18
ライフサイエンス英語動詞使い分け辞
典

河本健, 大武博著 羊土社 490.7||Ra 319000802

19

最新多因子遺伝性疾患研究と遺伝カ
ウンセリング (遺伝子医学MOOK:別冊.
最新遺伝医学研究と遺伝カウンセリン
グ:シリーズ3)

櫻井晃洋編集 メディカルドゥ 491.69||Sa 319000803



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

20

核酸医薬・抗体医薬・ワクチン医療を
支えるDDS技術 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:671. ファインケミカルシ
リーズ/ドラッグデリバリーシステムの
新展開:2)

永井恒司, 岡田弘晃監修 シーエムシー出版 499.6||Do||2 319000804

21

核酸医薬・抗体医薬・ワクチン医療を
支えるDDS技術 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:671. ファインケミカルシ
リーズ/ドラッグデリバリーシステムの
新展開:2)

永井恒司, 岡田弘晃監修 シーエムシー出版 499.6||Do||2 319000805

22

核酸医薬・抗体医薬・ワクチン医療を
支えるDDS技術 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:671. ファインケミカルシ
リーズ/ドラッグデリバリーシステムの
新展開:2)

永井恒司, 岡田弘晃監修 シーエムシー出版 499.6||Do||2 319000806

23

核酸医薬・抗体医薬・ワクチン医療を
支えるDDS技術 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:671. ファインケミカルシ
リーズ/ドラッグデリバリーシステムの
新展開:2)

永井恒司, 岡田弘晃監修 シーエムシー出版 499.6||Do||2 319000807

24

核酸医薬・抗体医薬・ワクチン医療を
支えるDDS技術 普及版 (CMCテクニカ
ルライブラリー:671. ファインケミカルシ
リーズ/ドラッグデリバリーシステムの
新展開:2)

永井恒司, 岡田弘晃監修 シーエムシー出版 499.6||Do||2 319000808

25 On caring (World perspectives, v. 43) Milton Mayeroff Harper Perennial 492.9||Ma 319000809

26
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 319000810

27 臨床・病理食道癌取扱い規約 第11版 日本食道学会編 金原出版 493.445||Ri 319000811

28
腹腔鏡下直腸癌手術徹底レクチャー :
国立がん研究センター東病院方式 手
術総論・TME・ISR編

伊藤雅昭編著 金原出版 494.656||Fu 319000812

29 精巣腫瘍取扱い規約 第4版
日本泌尿器科学会 [ほか]
編

金原出版 494.96||Se 319000813

30 頭頸部癌診療ガイドライン 2018年版 日本頭頸部癌学会編 金原出版 496.5||To||'18 319000814

31 耳鳴診療ガイドライン 2019年版 日本聴覚医学会編 金原出版 496.6||Mi 319000815

32 乳腺腫瘍学 第2版 日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ny 319000816

33 唾液・唾液腺 : 徹底レクチャー
日本唾液腺学会編/芝紀代
子 [ほか] 編集協力

金原出版 491.343||Da 319000817

34
放射線治療基礎知識図解ノート : 図,
表, 画像が満載! 要点がわかる!

磯辺智範編集 金原出版 492.4||Ho 319000818

35 医薬品識別ハンドブック : 医療用 2020 薬業時報社 499.1||Iy||'20 319000820

36
眼科診療の基本!細隙灯顕微鏡スキル
アップ

外園千恵, 辻川明孝編集 メジカルビュー社 496.2||Ga 319000821

37
症状・症候からアプローチする救急撮
影コツとポイント

中尾彰太監修/坂下惠治編
集/西池成章編集/藤村一
郎編集

メジカルビュー社 492.43||Sh 319000822

38
CBT・医師国家試験のためのレビュー
ブック産婦人科 第5版 2020-2021

国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア
490.79||Cb||'2
0-'21

319000823



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

39
トータルケアで進める子どもの摂食嚥
下サポートガイド : 「食べる」を育む40
のポイント

田角勝著 診断と治療社 493.937||Ta 319000824

40 最新英語論文によく使う表現 発展編 﨑村耕二著 創元社 836.5||Sa 319000825

41 腰椎分離症のミカタ 酒井紀典著 文光堂 494.66||Sa 319000827

42 認知症の人への歯科治療ガイドライン
日本老年歯科医学会, 日本
医療研究開発機構研究費
「認知症の容態に応じた歯

医歯薬出版 497||Ni 319000828

43
患者さんに伝えたい 摂食嚥下のアドバ
イス : 55のポイント

関西労災病院嚥下チーム著
/野﨑園子, 西口真意子編

医歯薬出版 491.343||Ka 319000829

44
看護に役立つ口腔ケアテクニック 第2
版

晴山婦美子, 塚本敦美, 坂
本まゆみ編著

医歯薬出版 492.926||Ka 319000830

45
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 その2

西田亙著 医歯薬出版 497.26||Ni||2 319000831

46
糖尿病がイヤなら歯を磨きなさい : 内
科医が教える、お口と体の健康の新常
識

西田亙著 幻冬舎 497.2||Ni 319000832

47
あなたの老いは舌から始まる : 今日か
らできる口の中のケアのすべて (Nなる
ほど!の本)

菊谷武著 NHK出版 497.9||Ki 319000833

48
図解医薬品情報学 改訂3版 (みてわか
る薬学)

折井孝男編 南山堂 499.1||Zu 319000834

49
富士山はどうしてそこにあるのか : 地
形から見る日本列島史 (NHK出版新
書:584)

山崎晴雄著 NHK出版 455.1||Ya 319000835

50
医療を受ける子どもへの上手なかかわ
り方 第2版

原田香奈, 相吉恵, 祖父江
由紀子編集

日本看護協会出版
会

493.9||Ir 319000836

51
新子どもの腎炎・ネフローゼ : 正しい理
解が希望をはぐくむ

伊藤秀一編 東京医学社 493.93||Sh 319000837

52 一目でわかるMRI超ベーシック
キャサリン ウエストブルック
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||We 319000838

53
Nafion : properties, structure and
applications : hbk (Chemistry research
and applications)

edited by Alyssa Sutton
Nova Science
Publishers

572.1||Na 319000839

54

PM2.5 : role of oxidative stress in
health effects and prevention strategy
(Public health in the 21st century
series)

edited by Ying-Ji Li ... [et
al.]

Nova Publishers 519.3||Pm 319000840

55
歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリ
テーション 第2版

植田耕一郎編集代表 医歯薬出版 491.343||Sh 319000850

56
歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリ
テーション 第2版

植田耕一郎編集代表 医歯薬出版 491.343||Sh 319000851

57 看護診断ハンドブック 第11版
リンダ J. カルペニート著/黒
江ゆり子 [ほか] 訳

医学書院 492.913||Ca 319000852

58 看護診断ハンドブック 第11版
リンダ J. カルペニート著/黒
江ゆり子 [ほか] 訳

医学書院 492.913||Ca 319000853

59 エンドの基本
吉岡隆知編著/浦羽真太郎
[ほか] 著

医歯薬出版 497.2||En 319000854

60
臨床検査技師のための医学英語 : 実
用会話・文献の読み方 第2版

奈良信雄, 西元慶治著 医歯薬出版 492.107||Na 319000855



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

61
X線写真クイズ : 1枚のデンタルから何
を読み取るか?

鷹岡竜一著 医歯薬出版 497.2||Ta 319000856

62
かかりつけ歯科医のための小児歯科
ガイドブック

井上美津子, 落合聡編 医歯薬出版 497.7||Ka 319000857

63
現義歯から読み解く新義歯への手が
かり : 義歯診断トレーニング

松田謙一著 医歯薬出版 497.56||Ma 319000858

64
新生児から小児すぐに役立つ単純X線
撮影マニュアル

国立成育医療研究センター
診療放射線技師著

医療科学社 493.92||Sh 319000859

65
臨床場面でわかる!くすりの知識 : ナー
スが出会う14の場面134の疑問 改訂
第2版

荒木博陽編集 南江堂 492.91||Ri 319000860

66
The Epithelial-to-Mesenchymal
Transition (EMT) in Cancer 1. Auflage

MDPI 494.5||Ep 319000861

67
Organic chemistry : structure and
function

edited by Saul Rowen
NY Research
Press

437.01||Or 319000862

68
Organic Chemistry : Concepts,
Methods and Applications

edited by Saul Rowen Willford Press 437.01||Or 319000863

69
Technological competency as caring in
nursing : a model for practice

by Rozzano C. Locsin and
contributors

Sigma Theta Tau
International Honor
Society of Nursing

492.9||Te 319000864

70
Nursing as caring : a model for
transforming practice

Anne Boykin, Savina O.
Schoenhofer

Jones and Bartlett
Publishers

492.907||Nu 319000865

71 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 319000866

72 Newエッセンシャル法医学 第6版 長尾正崇編 医歯薬出版 498.9||Es 319000867

73
米国緩和ケア医に学ぶ医療コミュニ
ケーションの極意

アンソニー・バック, ロバー
ト・アーノルド, ジェームス・タ
ルスキー著/植村健司訳

中外医学社 490.14||Ba 319000868

74
医療現場の行動経済学 : すれ違う医
者と患者

大竹文雄, 平井啓編著 東洋経済新報社 490.14||Ir 319000869

75 マクギーのフィジカル診断学
Steven McGee著/徳田安春
総監訳/志水太郎, 平島修,
和足孝之監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/診断と治療社
(発売)

492.1||Mc 319000870

76 糖尿病学 2019 小坂樹徳, 赤沼安夫編 診断と治療社
493.123||To||'
19

319000871

77 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 319000872

78 症例から学ぶ輸入感染症A to Z ver.2 忽那賢志著 中外医学社 493.8||Ku 319000873

79
抗HIV/エイズ薬の考え方、使い方、そ
して飲み方 ver.2

岩田健太郎著 中外医学社 493.878||Iw 319000874

80 慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド 2019 日本肝臓学会編 文光堂 493.47||Ma 319000875

81
遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2016年
版

大腸癌研究会編 金原出版
493.465||Id||'1
6

319000876

82 がん免疫療法ガイドライン 第2版 日本臨床腫瘍学会編集 金原出版 494.5||Ga 319000877



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

83 体液異常と腎臓の病態生理 第3版
ヘルムート G. レンケ, ブラッ
ドリー M. デンカー著/和田
健彦, 花房規男監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

494.93||Re 319000878

84
レジデント・臨床検査技師のためのはじ
めての超音波検査 : 1冊でわかる全科
のエコーのポイント 第2版

森秀明, 平井都始子編集 文光堂 492.1||Re 319000879

85 症例でわかる精神病理学 松本卓也著 誠信書房 493.71||Ma 319000880

86
【現代語訳】呉秀三・樫田五郎 精神病
者私宅監置の実況

[呉秀三, 樫田五郎著]/金川
英雄訳・解説

医学書院 493.7||Ge 319000881

87 小児腎臓病学 改訂第2版 日本小児腎臓病学会編集 診断と治療社 493.935||Sh 319000882

88 小児・成育循環器学 日本小児循環器学会編集 診断と治療社 493.932||Sh 319000883

89 皮膚科学 第10版 上野賢一原著/大塚藤男著 金芳堂 494.8||Ue 319000884

90 皮膚外科基本テキスト 出光俊郎, 山本直人編集 文光堂 494.8||Hi 319000885

91
ここが知りたい定位脳手術・電気刺激
療法Q&A

伊達勲編著 中外医学社 494.627||Ko 319000886

92
極めるアスリートの腰痛 : 100%を超え
る復帰

西良浩一編集 文光堂 780.19||Ki 319000887

93
周術期超音波ガイド下神経ブロック 改
訂第2版

佐倉伸一編
真興交易医書出版
部

494.24||Sh 319000888

94 ペインクリニック治療指針 改訂第6版
日本ペインクリニック学会治
療指針検討委員会編

日本ペインクリニッ
ク学会/真興交易
(株)医書出版部

494.24||Pe 319000889

95
心臓手術チームのための経食道心エ
コー : 周術期TEE評価のポイントと外科
医の視点

村田光繁, 山田達也編集 文光堂 494.643||Sh 319000890

96 統計学の図鑑 (まなびのずかん) 涌井良幸, 涌井貞美著 技術評論社 417||Wa 319000891

97 統計学図鑑 栗原伸一, 丸山敦史共著 オーム社 417||Ku 319000892

98
観察データの多変量解析 : 疫学データ
の因果分析 (バイオ統計シリーズ:5)

柳川堯著 近代科学社 490.19||Ba||5 319000893

99
医療・臨床データチュートリアル : 医
療・臨床データの解析事例集 (バイオ
統計シリーズ:4)

柳川堯著 近代科学社 490.19||Ba||4 319000894

100 ザ・フード・ラボ : 料理は科学だ
J.ケンジ・ロペス=アルト著・
写真/上川典子訳

岩崎書店 596||Lo 319000895

101
サバイバルデータの解析 : 生存時間と
イベントヒストリデータ (バイオ統計シ
リーズ:3)

赤澤宏平, 柳川堯著 近代科学社 490.19||Ba||3 319000896

102
臨床試験のデザインと解析 : 薬剤開発
のためのバイオ統計 (バイオ統計シ
リーズ:2)

角間辰之, 服部聡著 近代科学社 490.19||Ba||2 319000897

103
フィールドデータによる統計モデリング
とAIC (ISMシリーズ : 進化する統計数
理:2)

島谷健一郎著 近代科学社 417||Is||2 319000898

104
The kitchen as laboratory : 新しい「料
理と科学」の世界

セザール・ベガ, ジョブ・アビ
ンク, エリック・ファン・デル・
リンデン編/阿久澤さゆり, 石

講談社 596||Ki 319000899



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

105
管理栄養士・栄養士のためのやさしく
学べる!EBN入門 : 健康情報・栄養疫学
の理解と実践にむけて

佐々木由樹著 講談社 498.55||Sa 319000900

106 料理の科学大図鑑
スチュアート・ファリモンド著/
熊谷玲美, 渥美興子翻訳/
ぷれす日本語版編集

河出書房新社 596||Fa 319000901

107 NHK出版からだのための食材大全 NHK出版編 NHK出版 498.583||Nh 319000902

108
食品の科学知識 : 科学的に正しい
「食」の知識を身につけよう! 第3版
(ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプレス 498.51||Sh 319000903

109
統計と確率 : よりよい判断をするため
の数学 改訂版 (ニュートン別冊)
(Newtonムック)

ニュートンプレス 417||To 319000904

110 わかりやすい公衆栄養 第3版
篠田粧子, 永吉道子編著/
稲山貴代 [ほか] 共著

三共出版 498.55||Wa 319000905

111
免疫 : からだを護る不思議なしくみ 第5
版

矢田純一著 東京化学同人 491.8||Ya 319000906

112
イラストで学ぶ高齢者リハビリテーショ
ン栄養

若林秀隆著 講談社 493.185||Wa 319000907

113 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 319000908

114 スポーツ栄養学 : 理論と実践 鈴木志保子著 日本文芸社 780.19||Su 319000909

115
とことんシンプルに作り込むスライドテ
クニック (あなたのプレゼン誰も聞いて
ませんよ!. 続)

渡部 欣忍 著 南江堂 490.7||Wa||2 319000910

116
臨床研究と論文作成のコツ : 読む・研
究する・書く

松原茂樹編集/松原茂樹,
大口昭英, 名郷直樹著

東京医学社 490.7||Ma 319000911

117 口腔顎顔面解剖ノート 阿部伸一 [ほか] 編 学建書院 497.11||Ko 319000912

118
野菜と栄養素キャラクター図鑑 : キライ
がスキに大へんしん!

田中明, 蒲池桂子監修/いと
うみつるイラスト

日本図書センター 498.55||Ya 319000913

119
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 319000914

120
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

学建書院 497.8||Su 319000915

121 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 319000916

122
文献ベースで歯科臨床の疑問に答え
るチェアサイドQ&A 予防歯科編PART1

於保孝彦監著/予防歯科臨
床教育協議会編著

クインテッセンス出
版

497.2||Bu 319000917

123 ラルース美しいハーブの図鑑
ジェラール・デュブュイー
ニュ, フランソワ・クプラン著/
ピエール・ヴィーニュ, デリ

ONDORI/中央経済
グループパブリッシ
ング (発売)

499.87||Ra 319000918

124
インプラント・ガイデッドサージェリー :
デジタルソリューションによる安全・安
心な治療

水木信之, 末瀬一彦編著 医歯薬出版 497.5||In 319000919

125
インプラントの迷信と真実 : 診査・診断
〜インプラント周囲炎治療まで

中居伸行, 大月基弘著
クインテッセンス出
版

497.5||Na 319000920

126
骨補填材料&メンブレンの歴史的変遷
と最新トレンド : 歯槽堤再生のための
最適な材料および術式とは?

岩野義弘, 小田師巳監著/
岡田素平太, 増田英人著

クインテッセンス出
版

497.56||Ok 319000921



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

127 歯学生のパーシャルデンチャー 第6版
三谷春保原著/赤川安正
[ほか] 編集

医歯薬出版 497.56||Sh 319000922

128 歯科補綴学専門用語集 第5版 日本補綴歯科学会編 医歯薬出版 497.5||Sh 319000923

129
すれ違い咬合 : パーシャルデンチャー
難症例の攻略

高山慈子編 医歯薬出版 497.5||Su 319000924

130
義歯調整Update : リリーフ, 咬合調整,
クラスプの調整からリライン, 不安定な
顎位への対応

村田比呂司, 鳥巣哲朗, 黒
木唯文著

医歯薬出版 497.56||Mu 319000925

131
全部床義歯臨床のビブリオグラフィー :
時代を映した材料・手技・コンセプトに
見る教育・臨床の変遷

松田謙一著 医歯薬出版 497.56||Ma 319000926

132
かかりつけ歯科医のための口腔機能
低下症入門

櫻井薫, 水口俊介編著
デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ka 319000927

133
Dysphagia evaluation and treatment
from the perspective of rehabilitation
medicine : 日本語版

稲本陽子, 柴田斉子, 才藤
栄一編著

医歯薬出版 491.343||Dy 319000928

134
一般開業医のための訪問歯科診療入
門 : まずは行ってみよう! 第2版
(Welcome to dental office)

高橋英登編著代表/岩田美
穂子, 松浦由佳, 岩間さおり
著

医歯薬出版 497.2||Ip 319000929

135
歯科医師のための構音障害ガイドブッ
ク

田村文誉 [ほか] 編 医歯薬出版 497||Sh 319000930

136
咬合挙上をうまくなりたい : どうする?咬
合高径・咬合平面・咬合崩壊症例

五十嵐順正, 増田裕次著
クインテッセンス出
版

497.6||Ko 319000931

137
妊産婦と歯科治療 (Dd隣接医学シリー
ズ)

滝川雅之編・著
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ni 319000932

138
歯科衛生士のための訪問歯科ハンド
ブック : ここからはじめるここから深め
る

米山武義, 篠原弓月編著 医歯薬出版 497.9||Sh 319000933

139
非外科治療による歯周病コントロール :
歯科医師・歯科衛生士のための
Clinical handbook

Paul A. Levi, Jr. [ほか] 著 医歯薬出版 497.26||Hi 319000934

140
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 '19 (別冊the

瀬戸晥一 [ほか] 編集委員
クインテッセンス出
版

497.3||Ip||'19 319000935

141
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 319000936

142

患者さんのためのオーラルフレイルと
口腔機能低下症の本 : お口,弱ってい
ませんか? : 嚙みにくい・食べにくいは
歯科医院で相談できます

菊谷武著 医歯薬出版 497.9||Ka 319000937

143
ナノジルコニアを活かしたオールセラ
ミック修復 : 新たなメタルフリー修復の
時代

三浦宏之 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.5||Na 319000938

144
Pythonではじめる機械学習 : scikit-
learnで学ぶ特徴量エンジニアリングと
機械学習の基礎

アンドレアス・C・ミュラー, サ
ラ・グイド著/中田秀基訳

オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

007.13||Mu 319000939

145
PythonとKerasによるディープラーニン
グ

François Chollet著/クイープ
訳

マイナビ出版 007.13||Ch 319000940

146
よくわかるバイオインフォマティクス入
門

藤博幸編 講談社 467.3||Yo 319000941

147
自然言語処理編 (ゼロから作るdeep
learning:2)

斎藤康毅著
オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

007.13||Sa||2 319000942



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

148 Dr. Bonoの生命科学データ解析 坊農秀雅著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467.3||Bo 319000943

149
神経・筋・精神/麻酔・鎮痛 (臨床薬学
テキストシリーズ. 薬理・病態・薬物治
療)

赤池昭紀担当編集/高橋良
輔, 武田弘志ゲスト編集

中山書店 493.72||Sh 319000944

150
神秘の巨大ネットワーク/"腎臓"が寿
命を決める (NHKスペシャル. 人体 : 神
秘の巨大ネットワーク:1)

NHKスペシャル「人体」取材
班編

東京書籍 491.3||Ji||1 319000945

151
分子病態薬物治療学 : 生化・生理・薬
理的視点にたった疾患へのアプローチ

秋葉聡編著/石原慶一著 京都廣川書店 492.3||Ak 319000946

152
実践製剤学 : そしてその基盤となる物
理薬剤学 第2版

飯村菜穂子, 萩原琢男編著
京都廣川書店,
2016.8

499.6||Ji 319000947

153
脳の左右差 : 右脳と左脳をつくり上げ
るしくみ (ブレインサイエンス・レク
チャー:5)

伊藤功著/市川眞澄編 共立出版 491.371||It 319000948

154
脳の進化形態学 (ブレインサイエンス・
レクチャー:2)

村上安則著/徳野博信編 共立出版 491.371||Mu 319000949

155
日本の野生植物 改訂新版 第1巻ソテ
ツ科～カヤツリグサ科

大橋広好 [ほか] 編 平凡社 470.38||Ni||1 319000950

156
日本の野生植物 改訂新版 第2巻イネ
科～イラクサ科

大橋広好 [ほか] 編 平凡社 470.38||Ni||2 319000951

157
日本の野生植物 改訂新版 第3巻バラ
科～センダン科

大橋広好 [ほか] 編 平凡社 470.38||Ni||3 319000952

158
日本の野生植物 改訂新版 第4巻アオ
イ科～キョウチクトウ科

大橋広好 [ほか] 編 平凡社 470.38||Ni||4 319000953

159
日本の野生植物 改訂新版 第5巻ヒル
ガオ科～スイカズラ科

大橋広好 [ほか] 編 平凡社 470.38||Ni||5 319000954

160 有機化学1000本ノック 反応機構編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 319000955

161
大学院をめざす人のための有機化学
演習 : 基本問題と院試問題で実戦ト
レーニング!

東郷秀雄著 化学同人 437||To 319000956

162 有機化学1000本ノック 立体化学編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 319000957

163 有機化学1000本ノック 命名法編 矢野将文著 化学同人 437||Ya 319000958

164 困ったときの有機化学 第2版 下
D. R. クライン著/竹内敬人,
山口和夫訳

化学同人 437||Kl||2 319000959

165
フロンティア軌道論で理解する有機化
学

稲垣都士, 池田博隆, 山本
尚著

化学同人 437.01||In 319000960

166
光化学フロンティア : 未来材料を生む
有機光化学の基礎 (Dojin academic
series:9)

水野一彦, 宮坂博, 池田浩
編

化学同人 431.5||Ko 319000961

167 困ったときの有機化学 第2版 上
D. R. クライン著/竹内敬人,
山口和夫訳

化学同人 437||Kl||1 319000962

168
生物有機化学 : 生物活性物質を中心
に 第2版

長澤寛道著 東京化学同人 464||Na 319000963

169
分子構造と反応・有機金属化学 第2版
(大学院講義有機化学:1)

野依良治 [ほか] 編 東京化学同人 437||Da||1 319000964



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

170 知っておきたい有機反応100 第2版 日本薬学会編 東京化学同人 437.01||Sh 319000965

171 ラウドン有機化学 下
Marc Loudon, Jim Parise著/
後藤敬 [ほか] 訳

東京化学同人 437||Lo||2 319000966

172
化学のしごと図鑑 : きみの未来をさが
してみよう

近畿化学協会編 化学同人 430||Ka 319000967

173
色彩工学入門 : 定量的な色の理解と
活用

篠田博之, 藤枝一郎共著 森北出版 425.7||Sh 319000968

174 色彩工学 第2版 大田登著
東京電機大学出版
局

425.7||Ot 319000969

175 デジタル色彩工学 谷口慶治編著/張小忙著 共立出版 547.8||Ch 319000970

176 色彩工学の基礎と応用 嶋野法之著 コロナ社 425.7||Sh 319000971

177
はじめてのVisual Studio 2017 (I/O
books)

森博之著 工学社 007.64||Mo 319000972

178 色彩 2019 (JISハンドブック:33, 61) 日本規格協会 509.13||Ji||'19 319000973

179
子ども外来ケア : クリニックナースがナ
ビゲート

伊藤舞美著 へるす出版 492.925||It 319000974

180
老年看護学/小児看護学 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:7)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
7

319000975

181
小児看護技術 第2版 (看護実践のため
の根拠がわかる)

添田啓子 [ほか] 編著 メヂカルフレンド社 492.925||Sh 319000976

182
これからの小児救急電話相談ガイド
ブック

福井聖子, 白石裕子著/日
本小児保健協会小児救急
の社会的サポートに関する

へるす出版 493.92||Fu 319000977

183
小児の入退院支援と訪問看護実践ガ
イド : 診療報酬まるわかり

梶原厚子, 萩原綾子, 又村
あおい著

へるす出版 492.925||Ka 319000978

184
虐待が脳を変える : 脳科学者からの
メッセージ

友田明美, 藤澤玲子著 新曜社 493.937||To 319000979

185 ユマニチュードと看護 本田美和子, 伊東美緒編集 医学書院 493.758||Yu 319000980

186
ワンランク上の産科麻酔に必要なエビ
デンス

松田祐典, 田中基編集 克誠堂出版 495.5||Wa 319000981

187 無痛分娩の極意 奥富俊之著 克誠堂出版 495.7||Ok 319000982

188
診断X線領域における吸収線量の標準
測定法 (放射線技術学スキルUPシリー
ズ)

根岸徹編 オーム社 492.42||Sh 319000983

189 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 319000984

190 画像情報処理の基礎 田中敏幸著 コロナ社 007.1||Ta 319000985

191
力学系入門 : 微分方程式からカオスま
で

Morris W. Hirsch, Stephen
Smale, Robert L. Devaney著
/桐木紳 [ほか] 訳

共立出版 413.6||Hi 319000986



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

192
共生のはじまり : 財団法人日本ビフィ
ズス菌センター30周年記念 (DVD
BOOK)

武田純一郎監督 アイカム 491||DVD 319000987

193
あなたの体は9割が細菌 : 微生物の生
態系が崩れはじめた

アランナ・コリン著/矢野真千
子訳

河出書房新社 491.7||Co 319000988

194 日本の野生植物 改訂新版 総索引 大橋広好 [ほか] 編 平凡社 470.38||Ni 319000989

195
内科學 分冊版 第11版 1.内科学総論
老年医学 心身医学 症候学 治療学 感
染症

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||1 319000990

196
内科學 分冊版 第11版 2.循環器系 血
圧 呼吸器系

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||2 319000991

197
内科學 分冊版 第11版 3.消化管・腹膜
肝・胆道・膵 リウマチ・アレルギー

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||3 319000992

198
内科學 分冊版 第11版 4.腎・尿路系
内分泌系 代謝・栄養

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||4 319000993

199
内科學 分冊版 第11版 5.血液・造血器
神経系 環境要因・中毒

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||5 319000994

200
保存期腎不全の診かた : 慢性腎臓病
(CKD)のマネジメント

柴垣有吾著 中外医学社 494.93||Sh 319000995

201
内分泌外科の要点と盲点 第2版
(Knack & pitfalls)

小原孝男編集 文光堂 494.2||Na 319000996

202
食道外科の要点と盲点 (Knack &
pitfalls)

幕内博康編集 文光堂 494.644||Sh 319000997

203 調査法ハンドブック
Robert M. Groves [ほか著]/
氏家豊 [ほか] 訳

朝倉書店 361.9||Ch 319000998

204 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 319000999

205
薬物治療総論/症候・臨床検査/個別
化医療 (臨床薬学テキストシリーズ. 薬
理・病態・薬物治療)

赤池昭紀担当編集/河野武
幸, 福井次矢ゲスト編集

中山書店 499||Ya 319001000

206

"生命誕生"見えた!母と子ミクロの会話
/"健康長寿"究極の挑戦 (NHKスペ
シャル. 人体 : 神秘の巨大ネットワー
ク:4)

NHKスペシャル「人体」取材
班編

東京書籍 491.3||Ji||4 319001001

207 山の大気環境科学 土器屋由紀子[ほか]編著 養賢堂 519.3||Ya 319001002

208
環境測定 2019 2:水質 (JISハンドブッ
ク:10, 52, 52-1, 52-2, 53)

日本規格協会編集 日本規格協会
509.13||Ji||'19
-2

319001003

209
環境測定 2019 1-1:大気 (JISハンド
ブック:10, 52, 52-1, 52-2, 53)

日本規格協会編集 日本規格協会
509.13||Ji||'19
-1-1

319001004

210 化学分析 2019 (JISハンドブック:31, 49) 日本規格協会編 日本規格協会 509.13||Ji||'19 319001005

211
チャーリー・ブラウンなぜなんだい? : と
もだちがおもい病気になったとき

チャールズ・M・シュルツ作/
細谷亮太訳

岩崎書店 493.173||Sc 319001006

212 18歳からはじめる情報法 (From 18) 米丸恒治編 法律文化社 007.3||Ju 319001007



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

213
Mandell, Douglas, and Bennett's
principles and practice of infectious
diseases 9th ed v. 1 (Expert consult)

[edited by] John E. Bennett,
Raphael Dolin, Martin J.
Blaser

Elsevier 493.8||Ma||1 319001008

214
Mandell, Douglas, and Bennett's
principles and practice of infectious
diseases 9th ed v. 2 (Expert consult)

[edited by] John E. Bennett,
Raphael Dolin, Martin J.
Blaser

Elsevier 493.8||Ma||2 319001009

215 包括的治療戦略 Vol.2/ 土屋賢司著 医歯薬出版 497.2||Ts 319001010

216
Advanced神経内視鏡手術 : 神経内視
鏡の可能性をさらに拡げる (新 NS
NOW:19)

伊達勲担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
19

319001011

217
消化器外科手術手術の基礎知識 : イ
ラストと動画で学ぶ手術の基本 (ビジュ
アルサージカル)

上西紀夫, 正木忠彦編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.65||Sh 319001012

218
ペリオに挑戦!動画でわかるSRP (ス
テップアップ歯科衛生士)

佐藤昌美著 医歯薬出版 497.9||Sa 319001013

219
コレラ、クロロホルム、医の科学 : 近代
疫学の創始者ジョン・スノウ

ピーター・ヴィンテン=ヨハン
センほか著/井上栄訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

289.3||Vi 319001014

220
決定版阻害剤・活性化剤ハンドブック :
作用点、生理機能を理解して目的の薬
剤が選べる実践的データ集

秋山徹, 河府和義編 羊土社 491.5||Ke 319001015

221
膵・消化管神経内分泌腫瘍<NEN>診療
ガイドライン 2019年 : 第2版

日本神経内分泌腫瘍研究
会膵・消化管神経内分泌腫
瘍診療ガイドライン第2版作

金原出版 493.4||Su 319001016

222
ERでの創処置 : 縫合・治療のスタン
ダード

Alexander T. Trott原著/岡
正二郎監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/羊土社 (発売)

492.29||Tr 319001017

223 領域横断的がん取扱い規約 第1版
日本癌治療学会, 日本病理
学会編

金原出版 494.5||Ry 319001018

224 看護技術プラクティス 第4版 竹尾惠子監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.911||Ka 319001019

225 医療・看護系のための情報リテラシー
松木秀明著/須藤真由美著
/松木勇樹著

東京図書 490.7||Ma 319001020

226 Rによる心理・調査データ解析 第2版 緒賀郷志著 東京図書 140.7||Og 319001021

227 新遺伝医学やさしい系統講義19講 櫻井晃洋, 古庄知己編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.69||Sh 319001022

228
ゴイテン放射線腫瘍学 : 医学物理士の
視点

Michael Goitein 原著/森慎
一郎, 綱島義一, 遠藤真広
訳

医歯薬出版 494.54||Go 319001023

229
看護に活かす基準・指針・ガイドライン
集 2019

日本看護協会編
日本看護協会出版
会

492.915||Ka 319001024

230
女性ヘルスケア (産科婦人科臨床
series collection : Science and
Practice:6)

加藤聖子専門編集 中山書店 495.08||Jo 319001025

231
経食道心エコー法マニュアル 改訂第5
版

渡橋和政著 南江堂 492.12||Or 319001026

232
薬学管理に生かす臨床推論 : カンファ
レンスで学ぶ : 総合診療医が伝授する!

岸田直樹著・監修/日経ド
ラッグインフォメーション編集

日経BP/日経BP
マーケティング(発
売)

492.1||Ki 319001027

233 骨関節のX線診断 新版 江原茂著 金原出版 492.436||Eh 319001028



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

234
これ一冊でパーフェクト!!泌尿器科薬物
療法 (泌尿器外科:Vol.32特別号(2019
年4月))

医学図書出版 494.92||Hi 319001029

235
クリッピング・バイパス・CEAのリクツと
ワザ : 脳血管外科の学び方・教え方
新版

石川達哉編著/中山若樹著 メディカ出版 494.627||Na 319001030

236
ICTのための耐性菌対策お助けブック :
ベッドサイドで使える! (Infection
control:2019年春季増刊(通巻326号))

山本剛編著 メディカ出版 498.6||Ic 319001031

237

助産師が今さら聞けない臨床のギモン
: はせじゅん先生のおもしろセレクショ
ン (ペリネイタルケア:2018年夏季増刊
(通巻491号))

長谷川潤一編著 メディカ出版 495.9||Jo 319001032

238
細胞診のすすめ方 : 基礎から学ぶ 第4
版

西国広編著
松浪硝子工業/近
代出版 (発売)

492.19||Sa 319001033

239
細胞診のすすめ方 : 基礎から学ぶ 第4
版

西国広編著
松浪硝子工業/近
代出版 (発売)

492.19||Sa 319001034

240
医療関係者のための放射線安全利用
マニュアル : 放射線安全管理のプロが
語る60章

大学等放射線施設協議会
監修

アドスリー/丸善出
版(発売)

492.4||Ir 319001035

241
耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック 第2
版

中尾一成編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

496.5||Ji 319001036

242
ワシントンマニュアル患者安全と医療
の質改善

エミリー フォンダン, マイケ
ル レーン, アンドレア バヌチ
編

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.163||Wa 319001037

243 放射線治療技術標準テキスト
奥村雅彦, 小口宏, 保科正
夫編

医学書院 492.4||Ho 319001038

244 読んでわかる!疫学入門 ロドルフォ・サラッチ著 大修館書店 498.6||Sa 319001039

245
管理栄養士国家試験過去問解説集 : 5
年分徹底解説 2020

管理栄養士国試対策研究
会編

中央法規出版
498.55||Ka||'2
0

319001040

246 食品安全検定テキスト 第2版 中級 食品安全検定協会編集 中央法規出版 498.54||Sh 319001041

247 多重比較法 (統計解析スタンダード)
坂巻顕太郎, 寒水孝司, 濱
﨑俊光著

朝倉書店 417||Sa 319001042

248
医療機器安全実践必携ガイド : 医療ス
タッフ、製造販売業者等のための 第3
版 臨床医学編

日本医療機器学会監修
エム・イー振興協
会

492.8||Ir 319001043

249
医療機器安全実践必携ガイド : 医療ス
タッフ、製造販売業者等のための 第3
版 臨床工学編

日本医療機器学会監修
エム・イー振興協
会

492.8||Ir 319001044

250
医療機器安全実践必携ガイド : 医療ス
タッフ、製造販売業者等のための 第3
版 医療情報編

日本医療機器学会監修
エム・イー振興協
会

492.8||Ir 319001045

251
SPPARMαへの期待 : 新しい脂質改善
薬の位置付けと役割 : 選択的PPARα
モジュレーター

山下静也編集 フジメディカル出版 493.2||Sp 319001046

252
世界に通じるメディカルライティング :
ネイティブライターが伝授する3Cs
English

by Lee Seaman, Tom
Lang/with contributions by
Raoul Breugelmans, Edward

ライフサイエンス出
版

490.7||Se 319001047

253
食品の変敗微生物 : その原因菌と制
御 再改訂増補

内藤茂三著 幸書房 498.54||Na 319001048

254
プライマリケアに活かす臨床耳鼻咽喉
科学

白幡雄一著 中山書店 496.5||Sh 319001049



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

255
ボルハルト・ショアー現代有機化学 第6
版 下

K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore
[著]/大嶌幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Vo||2 319001050

256
精神症状の把握と理解 (精神医学の知
と技)

原田憲一著 中山書店 493.72||Ha 319001052

257
運動療法エビデンスレビュー : 臨床・研
究に役立つ評価指標・基準値・介入の
エビデンスをこの一冊に凝縮

松永篤彦, 神谷健太郎編 文光堂 492.5||Un 319001053

258
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 319001054

259
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001055

260
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001056

261
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001057

262
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001058

263
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001059

264
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001060

265
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001061

266
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001062

267
ドラッグキャリア設計入門 : DDSからナ
ノマシンまで

片岡一則, 原島秀吉編 丸善出版 499.6||Do 319001063

268
薬学倫理・医薬品開発・臨床研究・医
療統計学 (臨床薬学テキストシリーズ)

安原眞人担当編集/佐藤俊
哉, 平山佳伸ゲスト編集

中山書店 499||Ya 319001064

269
対話をめぐる現象学 : 看護の経験を意
味づける (教養と看護)

西村ユミ編
日本看護協会出版
会

492.901||Ta 319001065

270

栄養ケア・マネジメントQ&A40+栄養強
化おやつレシピ27 : 高齢者の食事支援
における管理栄養士・栄養士のアプ
ローチ (Nutrition care:2019年春季増刊
(通巻141号))

田村佳奈美編著 メディカ出版 498.59||Ei 319001066

271 腎生検病理アトラス 改訂版
日本腎病理協会, 日本腎臓
学会編集

東京医学社 494.93||Ji 319001068

272
小児泌尿器疾患診療ガイドブック : 泌
尿器科医,小児外科医,小児科医も使え
る

島田憲次編集 診断と治療社 493.935||Sh 319001069

273 頚部郭清術 : 愛知県がんセンター 長谷川泰久著 金芳堂 494.63||Ha 319001070

274
臨床遺伝に関わる人のためのマイクロ
アレイ染色体検査

山本俊至著 診断と治療社 491.69||Ya 319001071

275
からだの免疫キャラクター図鑑 : 病気
をふせぐしくみがよくわかる!

岡田晴恵監修/いとうみつる
イラスト

日本図書センター 491.8||Ka 319001072



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

276
食物アレルギーキャラクター図鑑 : 安
心して食事ができる!

赤澤晃監修/いとうみつるイ
ラスト

日本図書センター 493.14||Sh 319001073

277
感染根管治療Retreatment : 感染制御
の要点を知る (歯内療法成功への道)

木ノ本喜史編著/新野侑子
[ほか著]

ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Ka 319001074

278
抜髄Initial Treatment : 治癒に導くため
の歯髄への臨床アプローチ (歯内療法
成功への道)

木ノ本喜史編著/興地隆史
[ほか著]

ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Ba 319001075

279
心をつなぐコミュニケーション : 歯科医
院あるあるお悩み解決ヒント集

柴原由美子著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497||Sh 319001076

280
エビデンスに基づいた切開・剥離・縫合
(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:天然歯編)

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 319001077

281
インプラント材料Q&A : 臨床の疑問に
答える クリニカル編

吉成正雄著 医歯薬出版 497.56||Yo||2 319001078

282
インプラント材料Q&A : 臨床の疑問に
答える マテリアル編

吉成正雄著 医歯薬出版 497.56||Yo||1 319001079

283 基礎から学ぶCAD/CAMテクノロジー 末瀬一彦, 宮崎隆編 医歯薬出版 497.5||Ki 319001080

284
下顎総義歯吸着テクニック : ザ・プロ
フェッショナル : Class I/II/IIIの臨床と技
工、そしてエステティック

阿部二郎監著/岩城謙二,
須藤哲也, 小久保京子著

クインテッセンス出
版

497.56||Iw 319001081

285
トラブル事例に学ぶ歯科訪問診療 :
困ったぞ!こうなりたくない!

浅野倉栄 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497||To 319001082

286
限られた時間・限られた器材で行う訪
問診療における義歯修理のコツ

竹前健彦, 戸原玄, 野本亜
希子著

医歯薬出版 497.56||Ta 319001083

287
一刀両断! : 高齢者補綴治療のお悩み
解決 : Q&Aで学ぶ理論と70のコツ

佐藤裕二著 医歯薬出版 497.5||Sa 319001084

288
これから始める歯科医師のための接着
ブリッジ講座

清水博史編著/松村英雄,
福井淳一著

医歯薬出版 497.5||Sh 319001085

289 接着歯学 第2版 日本接着歯学会編 医歯薬出版 497.4||Se 319001086

290 The CAD/CAMジルコニアセラミックス 浅野正司著 医歯薬出版 497.5||As 319001087

291 障害者の歯科治療 臨床編 日本障害者歯科学会編 永末書店 497.2||Sh 319001088

292
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 319001089

293
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 319001090

294 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 319001091

295
牛山京子の在宅訪問における口腔ケ
ア : きれいな口・動く口・食べる口

牛山京子著 医歯薬出版 497.9||Us 319001092

296
学生のための解剖・組織・発生学 第2
版

諏訪文彦ほか著 医歯薬出版 491.1||Ga 319001093



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

297

研修医・歯科衛生士にこそ読んでもら
いたい!学校では習わなかった義歯と義
歯ケアの話 : オーラルフレイルの時代:
患者さんに説明できますか?義歯と全
身・食事・栄養のこと

水口俊介, 古屋純一監著
クインテッセンス出
版

497.56||Ke 319001094

298
Step by step下顎遊離端欠損 (DVD術
者の視野で見るインプラント治療:1)

武田孝之編著/井上敬介著 医歯薬出版 497.5||In 319001095

299
カラー図解分子レベルで見た体のはた
らき : いのちを支えるタンパク質を視る
(ブルーバックス:B-2057)

平山令明著 講談社 464.2||Hi 319001096

300

Phenomenology of practice : meaning-
giving methods in phenomenological
research and writing : pbk (Developing
qualitative inquiry:v. 13)

Max van Manen Left Coast Press 490.15||Ma 319001097

301
膠原病診療ノート : 症例の分析 文献
の考察 実践への手引き 第4版

三森明夫著 日本医事新報社 493.14||Mi 319001098

302
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 319001099

303
Oda Nobunaga (洋販ラダーシリー
ズ:Level 3 (1600‐word))

Coen Nishiumi IBCパブリッシング 837.7||Yo||3 319001100

304
The history of the earth (洋販ラダーシ
リーズ:Level 5)

Coen Nishiumi IBCパブリッシング 837.7||Yo||5 319001101

305
Saigō Takamori (洋販ラダーシリー
ズ:Level 5)

西海コエン著 IBCパブリッシング 837.7||Yo||5 319001102

306
The Bill Gates story (洋販ラダーシリー
ズ:Level 5)

Tom Christian IBCパブリッシング 837.7||Yo||5 319001103

307
Exploring Hiroshima : Japan's symbol
for peace Special ed (洋販ラダーシ
リーズ)

by Coen Nishiumi/English
translated by Masahiro
Okoshi

IBCパブリッシング 837.7||Yo 319001104

308 英語の格言に学ぶグローバルビジネス
山久瀬洋二, アンドリュー・ロ
ビンス著

IBCパブリッシング 837||Ya 319001105

309 英語の速読入門 浅見ベートーベン著 IBCパブリッシング 837.5||As 319001106

310
英語スタイルブック : ライティングの表
記ルール辞典

石井隆之著
クロスメディア・ラン
ゲージ/インプレス
(発売)

831.5||Is 319001107

311
新社会人の英語 : 若手社員がビジネ
スで最低限必要な英会話表現・英文E
メールテンプレート

海渡寛記, ローレン・キーズ
著

クロスメディア・ラン
ゲージ/インプレス
(発売)

837.8||Ka 319001108

312 TOEIC L&Rテストこの1冊で750点 生越秀子著 コスモピア 830.79||Og 319001109

313
極めろ!TOEFL iBTテストリーディング・
リスニング解答力

森田鉄也, 日永田伸一郎,
山内勇樹著

スリーエーネット
ワーク

830.79||Mo 319001110

314
TOEIC L&Rテスト絶対攻略リーディン
グ : 1ヶ月集中速読トレーニング!

谷口恵子著 プチ・レトル 830.79||Ta 319001111

315
アメリカで生活する英語表現集 改訂新
版

長井千枝子著 ベレ出版 837.8||Na 319001112

316
英語ライティングこれ一冊 : 英検・
TOEFL・IELTSに共通する基礎

津村元司著 ベレ出版 836||Ts 319001113
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317 大学一年生のための情報リテラシー 小棹理子編著 丸善出版 007.6||Da 319001114

318
医学領域における臨床検査学入門 第
4版

藤田保健衛生大学『臨床検
査学入門』編集委員会編著

KTC中央出版 492.1||Ig 319001118

319
神経眼科診療のてびき : 病歴と診察か
ら導く鑑別疾患 第2版

石川弘著 金原出版 496.2||Is 319001119

320 看護学生スタディガイド 2020 : [セット] 池西静江, 石束佳子編集 照林社 492.907||Ka 319001120

321
関節リウマチ看護ガイドブック : 共同意
思決定をめざしたトータルケアの実践

中原英子, 金子祐子編 羊土社 492.926||Ka 319001121

322 冠橋義歯補綴学テキスト 第3版 石神元 [ほか] 編集委員 永末書店 497.5||Ka 319001122

323
現代社会と倫理 : 倫理学から見た高度
テクノロジーと現代医療

五十嵐靖彦著
花伝社/共栄書房
(発売)

490.15||Ig 319001123

324
食事療養実務入門 : 管理栄養士・栄養
士になるための臨床栄養学実習 第8
版

芦川修貮, 服部富子, 古畑
公編集

学建書院 498.583||Ka 319001124

325
食事療養実務実習書 : 管理栄養士・栄
養士になるための臨床栄養学実習 別
冊 第4版

芦川修貮, 服部富子, 古畑
公編集

学建書院 498.583||Ka 319001125

326 キャンベル生物学
Lisa A. Urry [ほか著]/池内
昌彦 [ほか訳]

丸善出版 460||Ca 319001126

327
検診カテゴリーと診断カテゴリーに基づ
く乳がん検診精検報告書作成マニュア
ル

日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ke 319001127

328
医学生・若手医師のための誰も教えて
くれなかったノンテクニカルスキル

笹本浩平著 金芳堂 498.14||Sa 319001128

329
食品衛生学 第2版 (新スタンダード栄
養・食物シリーズ:8)

一色賢司編 東京化学同人 498.5||Sh||8 319001129

330
トコトンやさしい微生物の本 (B&Tブック
ス. 今日からモノ知りシリーズ)

中島春紫著 日刊工業新聞社 465||Na 319001130

331
運動器エコー指南書 : スポーツ現場で
役立つ!

高橋周編 日本医事新報社 780.19||Un 319001131

332
超・図解身近にあふれる「微生物」が3
時間でわかる本 : 思わずだれかに話し
たくなる

左巻健男編著 明日香出版社 465||Ch 319001132

333
精神疾患神経・筋疾患 改訂2版 (病気
と薬物療法)

畝﨑榮 [ほか] 共編 オーム社 493.72||Sh 319001133

334
歯科用CTの見かた・読みかた : 決定
版 : 実践マニュアル (今さら聞けない歯
科用CBCTとCTの読像法:続)

森本泰宏, 金田隆, 鱒見進
一監著

クインテッセンス出
版

497.2||Sh 319001134

335
病態を見抜き、看護にいかすバイタル
サイン

上谷いつ子編集 中央法規出版 492.911||By 319001135

336
生命の歴史は繰り返すのか? : 進化の
偶然と必然のナゾに実験で挑む

ジョナサン・B・ロソス著/的
場知之訳

化学同人 467.5||Lo 319001136

337
60分でわかる!AI医療&ヘルスケア最前
線 : 進化するAIが医療のすべてを変え
る!

三津村直貴著/岡本将輝監
修/杉野智啓監修

技術評論社 498||Mi 319001137

338
患者さんのための乳がん診療ガイドラ
イン 2019年版

日本乳癌学会編 金原出版
495.46||Ka||'1
9

319001138
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339
医療の本懐 : 令和時代に承継すべき、
日本の医療とは

吉田静雄著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬
舎(発売)

498.021||Yo 319001139

340
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
訳]

丸善出版 491.7||Ha 319001140

341
Principles of pulmonary medicine
Seventh edition pbk. : alk. paper

Steven E. Weinberger,
Barbara A. Cockrill, Jess
Mandel

Elsevier 493.38||We 319001141

342
Vitamin D hormone (Vitamins and
hormones : advances in research and
applications:v. 100)

series editor, Gerald Litwack
Academic Press,
an imprint of
Elsevier

464.5||Vi 319001142

343 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 319001143

344

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 319001144

345

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||Pa 319001145

346 口腔科学 新装版 飯田順一郎 [ほか] 編集 朝倉書店 497||Ko 319001146

347
すぐひける、現場で役立つ歯科衛生士
のためのポケット版最新歯科用語辞典

栢豪洋 [ほか] 編
クインテッセンス出
版

497.033||Su 319001147

348
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 319001148

349 新分類牧野日本植物図鑑
牧野富太郎原著/邑田仁,
米倉浩司編集

北隆館 470.38||Sh 319001149

350
Polycyclic aromatic hydrocarbons :
environmental behavior and toxicity in
East Asia

Kazuichi Hayakawa, editor Springer 519.3||Po 319001150

351

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 319001151

352
MRI atlas of human white matter 2nd
ed

by Kenichi Oishi ... [et
al.]/collaborator Barbara J.
Crain

Academic 492.1||Mr 319001152

353
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 319001153

354
プレイ・プレパレーション導入・実践の
手引き

松平千佳編著 日総研出版 493.9||Pu 319001154

355
新手術記録の書き方 (消化器外
科:vol.42 no.5)

へるす出版 494.65||Sh 319001156

356
これが決め手!マイクロスコープの臨床
(日本歯科評論:別冊:2017)

辻本恭久, 三橋純編著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Ko 319001157

357
知っておくべきインプラントオーバーデ
ンチャー : これからのスタンダード (補
綴臨床:別冊)

前田芳信, 萩原芳幸, 和田
誠大編著/大久保力廣 [ほ
か] 執筆

医歯薬出版 497.56||Sh 319001158

358
膵・消化管神経内分泌腫瘍<NEN>診療
ガイドライン 2019年 : 第2版

日本神経内分泌腫瘍研究
会膵・消化管神経内分泌腫
瘍診療ガイドライン第2版作
成委員会編

金原出版 493.4||Su 319001164
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359
管理栄養士国家試験過去問解説集 : 5
年分徹底解説 2020

管理栄養士国試対策研究
会編

中央法規出版
498.55||Ka||'2
0

319001165

360
A handbook for caring science :
expanding the paradigm

editors, William E. Rosa,
Sara Horton-Deutsch, Jean
Watson/associate editors,

Springer Publishing
Company

490.1||Ha 319001167

361
Harrison's pulmonary and critical care
medicine 3nd ed pbk. : alk. paper

editor, Joseph Loscalzo
McGraw-Hill
Education/Medical

493.38||Ha 319001171


