
医歯薬系図書購入リスト（11月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 クラウンブリッジテクニック 第2版 三浦宏之 [ほか] 編 医歯薬出版 497.5||Ku 319001172

2 コンプリートデンチャーテクニック 第6版 細井紀雄 [ほか] 編 医歯薬出版 497.56||Ko 319001173

3
医療を変えるエクソソーム : 生体機能
から疾患メカニズム、臨床応用まで

落谷孝広, 吉岡祐亮編 化学同人 491.31||Ir 319001174

4
医療を変えるエクソソーム : 生体機能
から疾患メカニズム、臨床応用まで

落谷孝広, 吉岡祐亮編 化学同人 491.31||Ir 319001175

5
医療を変えるエクソソーム : 生体機能
から疾患メカニズム、臨床応用まで

落谷孝広, 吉岡祐亮編 化学同人 491.31||Ir 319001176

6
医療を変えるエクソソーム : 生体機能
から疾患メカニズム、臨床応用まで

落谷孝広, 吉岡祐亮編 化学同人 491.31||Ir 319001177

7
医療を変えるエクソソーム : 生体機能
から疾患メカニズム、臨床応用まで

落谷孝広, 吉岡祐亮編 化学同人 491.31||Ir 319001178

8
クエスチョン・バンクCBT2019 第12版
v. 3

国試対策問題編集委員会
編

メディックメディア
490.79||Qu||'1
9-3

319001180

9
感染症キャラクター図鑑 : 気になるあ
の病気から自分を守る!

岡田晴恵監修/いとうみつる
イラスト

日本図書センター 493.8||Ka 319001185

10 造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年版 日本血液学会編 金原出版 493.29||Zo 319001188

11 食道癌診療ガイドライン 2017年版 日本食道学会編 金原出版
494.644||Sh||'
17

319001189

12
嚥下障害診療ガイドライン 第3版(2018
年版) 2018年版

日本耳鼻咽喉科学会編 金原出版 496.8||En 319001190

13 高血圧治療ガイドライン 2019年版
日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員会
編

日本高血圧学会
493.25||Ko||'1
9

319001191

14
腎障害患者におけるヨード造影剤使用
に関するガイドライン 2018

日本腎臓学会, 日本医学放
射線学会, 日本循環器学会
共同編集

東京医学社 494.93||Ji 319001192

15
がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静
に関する基本的な考え方の手引き 第2
版 2018年版

日本緩和医療学会ガイドラ
イン統括委員会編

金原出版 494.5||Ga 319001193

16
がんのリハビリテーション診療ガイドラ
イン 第2版

日本リハビリテーション医学
会, がんのリハビリテーショ
ン診療ガイドライン改訂委員
会編

金原出版 494.5||Ga 319001194

17 バセドウ病治療ガイドライン 2019 日本甲状腺学会編集 南江堂
493.49||Ba||'1
9

319001195

18
高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン
第3版ダイジェスト・ポケット版

日本痛風・尿酸核酸学会ガ
イドライン改訂委員会編集

診断と治療社 493.6||Ko 319001196

19
原発不明がん診療ガイドライン 改訂第
2版

日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 494.5||Ge 319001197

20
よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使
い方 : 高血圧治療ガイドライン2014対
応 改訂4版

後藤敏和, 鈴木恵綾著 金芳堂 493.25||Go 319001198

21
脳神経内科医のための末梢神経・筋
疾患診断トレーニング : 「電気生理×
病理×画像」を読み解く30ケース

楠進, 園生雅弘, 清水潤編
集

南江堂 493.73||No 319001199



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
脳の可塑性 : 可塑性のメカニズムと神
経系の障害

Aage R. Møller著 医歯薬出版 493.73||Mo 319001200

23
神経科学の最前線とリハビリテーション
: 脳の可塑性と運動

岡野ジェイムス洋尚 [ほか]
編

医歯薬出版 493.73||Sh 319001201

24
慢性疾患の病みの軌跡 : コービンとス
トラウスによる看護モデル

ピエール ウグ編集/黒江ゆ
り子〔ほか〕訳

医学書院 493.1||Ma 319001202

25
標準形成外科学 第7版 (Standard
textbook)

鈴木茂彦, 岡崎睦編集 医学書院 494.288||Hy 319001203

26
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験
問題集 2020年版 : セット

歯科衛生士国試問題研究
会編

医歯薬出版
497.9079||Te||
'20

319001204

27
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験
問題集 2020年版 : セット

歯科衛生士国試問題研究
会編

医歯薬出版
497.9079||Te||
'20

319001205

28
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験
問題集 2020年版 : セット

歯科衛生士国試問題研究
会編

医歯薬出版
497.9079||Te||
'20

319001206

29
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験
問題集 2020年版 : セット

歯科衛生士国試問題研究
会編

医歯薬出版
497.9079||Te||
'20

319001207

30
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験
問題集 2020年版 : セット

歯科衛生士国試問題研究
会編

医歯薬出版
497.9079||Te||
'20

319001208

31 新口腔病理学 第2版
下野正基 [ほか] 編/田中昭
男 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.1||Sh 319001209

32
臨床検査技師国家試験問題集 2020年
版

全国臨床検査技師教育施
設協議会編

医歯薬出版
492.1079||Ri||'
20

319001210

33
臨床検査技師国家試験問題集 2020年
版

全国臨床検査技師教育施
設協議会編

医歯薬出版
492.1079||Ri||'
20

319001211

34
やさしくわかる矯正歯科治療 : 歯並び
コーディネーター入門書 : orthodontic
treatment coordinator 第2版

日本成人矯正歯科学会編 医歯薬出版 497.6||Ya 319001212

35
歯学生のための摂食嚥下リハビリテー
ション学 新版

向井美惠 [ほか] 編著 医歯薬出版 496.8||Sh 319001213

36
31症例から学ぶ口腔内スキャナー徹
底活用

野本秀財著 医歯薬出版 497.8||No 319001214

37
装置に頼らない子どもの咬み合わせ治
療 : MFTを応用した咬合育成の実践

高田泰著
クインテッセンス出
版

497.7||Ta 319001215

38
心理学を活かした子どもの心に響く歯
みがき習慣指導

鯨井正夫著
デンタルダイヤモン
ド社

497.7||Ku 319001216

39 最新呼吸器内科・外科学 伊達洋至, 平井豊博監修
メディカルレビュー
社

493.3||Sa 319001217

40 顔面骨への手術アプローチ
Edward Ellis III, Michael F.
Zide [著]/下郷和雄 [ほか]
訳

医学書院 494.62||Ga 319001218

41 眼内腫瘍アトラス 後藤浩著 医学書院 496.38||Go 319001219

42 血液専門医テキスト 改訂第3版 日本血液学会編 南江堂 493.17||Ke 319001220

43 ストロムの薬剤疫学

[Brian L. Strom, Stephen E.
Kimmel, Sean Hennessy編]/
井出和希, 古閑晃監訳/青
木事成 [ほか] 訳

南山堂 491.5||St 319001221



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44 呼吸器外科手術アドバンス
岩崎昭憲編著/白石武史,
山下眞一, 岡林寛著

南江堂 494.64||Ko 319001222

45 高齢不妊診療ハンドブック
森本義晴編集/太田邦明編
集

医学書院 495.48||Ko 319001223

46
医学とはどのような学問か : 医学概
論・医学哲学講義

杉岡良彦著 春秋社 490.1||Su 319001224

47
究める脳腫瘍 : 脳神経外科学は“ワシ
"にまかせて

窪田惺著 ぱーそん書房 494.627||Ku 319001225

48
医学・理系留学海外に翔び立つ人のコ
ピペで使える英文メール60

阿川敏恵著 金芳堂 490.7||Ag 319001226

49
うまい英語で医学論文を書くコツ : 世界
の一流誌に採択されるノウハウ 新訂

植村研一著 医学書院 490.7||Ue 319001227

50
128症例で身につける臨床薬学ハンド
ブック : 薬物治療の考え方と服薬指導
のポイント 改訂第3版

越前宏俊, 鈴木孝編 羊土社 492.3||Hy 319001228

51 トリアージナースガイドブック 2020
日本救急看護学会トリアー
ジ委員会編

へるす出版 492.916||To 319001229

52
助産師のための妊娠糖尿病ケア実践
ガイド

福井トシ子, 井本寛子編著 医歯薬出版 493.123||Jo 319001230

53 こどもセルフケア看護理論 片田範子編集 医学書院 492.925||Ko 319001231

54 看護白書 令和元年版 日本看護協会編
日本看護協会出版
会

492.903||Ka||'
19

319001232

55
学生・新人看護師の目の色が変わるア
イスブレイク30

内藤知佐子, 宮下ルリ子, 三
科志穂著

医学書院 492.907||Na 319001233

56
栄養解剖生理学 : 人体の構造と機能
及び疾病の成り立ち (栄養科学シリー
ズNEXT)

河田光博編/小澤一史編/
上田陽一編

講談社 498.55||Ei 319001234

57
働き方改革時代の高齢者の健康と労
働

垂水公男, 萩原明人編著 中外医学社 498.8||Ha 319001235

58
ケアするまちのデザイン : 対話で探る
超長寿時代のまちづくり

山崎亮編集 医学書院 318.8||Ke 319001236

59
ヒトマイクロバイオーム研究最前線 : 常
在菌の解析技術から生態、医療分野、
食品への応用研究まで

服部正平監修 NTS 491.7||Hi 319001237

60 プライマリ・ケアを極める 赤石哲也, 阿部倫明編著 中外医学社 492||Pu 319001238

61 Where the crawdads sing hbk. Delia Owens Corsair 939.37||Ow 319001243

62
腫瘍・母斑・血管奇形 (形成外科治療
手技全書:5)

磯貝典孝, 山本有平編集 克誠堂出版 494.288||Sh 319001244

63 美容医療 (形成外科治療手技全書:7) 大慈弥裕之, 小室裕造編集 克誠堂出版 494.288||Bi 319001245

64
口がきれいだと、健康で長生きできる :
万病・突然死を遠ざける近道

古舘健著 KADOKAWA 497.9||Fu 319001246

65
医薬品モダリティの特許戦略と技術開
発動向

技術情報協会企画編集 技術情報協会 499.1||Iy 319001249

66
認知症の早期診断技術と進行抑制/予
防薬・機能性食品の開発

技術情報協会企画編集 技術情報協会 493.758||Ni 319001250



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67
ペプチド医薬品のスクリーニング・安定
化・製剤化技術

技術情報協会企画編集 技術情報協会 499.3||Pe 319001251

68
希少疾患用医薬品の適応拡大と事業
性評価

技術情報協会企画編集 技術情報協会 499.09||Ki 319001252

69 エンサイクロペディア社会福祉学 岡本民夫 [ほか] 編 中央法規出版 369.036||En 319001255

70 栄養・食糧学用語辞典 第2版 日本栄養・食糧学会編 建帛社 498.5||Ei 319001256

71
地域医療学入門 : 国試・改訂コアカリ
対応

岡崎仁昭, 松本正俊責任編
集

診断と治療社 498||Ch 319001257

72
高齢者在宅医療・介護サービスガイド
ライン 2019

日本老年医学会, 日本在宅
医学会, 国立長寿医療研究
センター編集

日本老年医学会/
日本在宅医学会/
国立長寿医療研究

498||Ko 319001258

73

保健・医療・福祉専門職のためのスー
パービジョン : 支援の質を高める手法
の理論と実際 (新・Minerva福祉ライブ
ラリー:30)

福山和女 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.16||Ho 319001259

74

福祉専門職のための統合的・多面的ア
セスメント : 相互作用を深め最適な支
援を導くための基礎 (新・Minerva福祉
ライブラリー:34)

渡部律子著 ミネルヴァ書房 369.16||Wa 319001260

75
Handbook of theories of aging 3rd
edition

editors, Vern L. Bengtson ...
[et al.]

Springer Publishing
Company

491.358||Ha 319001418


