
医歯薬系図書購入リスト（2月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
First aid for the USMLE step 2 CK
10th ed

Tao Le ... [et al.]
McGraw-Hill
Education

490.79||Fi 319001557

2 イラスト解剖学 第9版 松村讓兒著 中外医学社 491.1||Ma 319001558

3 大学の生物学 : 基礎からスタート 道上達男著 裳華房 460||Mi 319001559

4 First aid for the USMLE step 3 5th ed
Tao Le, Kachiu Cecilia Lee,
Marina Boushra

McGraw-Hill
Education

490.79||Fi 319001560

5
生物学入門 第3版 (大学生のための基
礎シリーズ:2)

嶋田正和 [ほか] 編 東京化学同人 460||Se 319001564

6 科学大図鑑
アダム・ハート=デイヴィスほ
か著/田淵健太訳

三省堂 402||Ha 319001565

7
胸部/腹部・骨盤部 第3版 (プロメテウ
ス : 解剖学アトラス:[2])

Michael Schünke, Erik
Schulte, Udo Schumacher著
/青山裕彦 [ほか] 訳

医学書院 491.1||Pu 319001572

8
標準皮膚科学 第11版 (Standard
textbook)

照井正, 石河晃編集/岩月
啓氏 [ほか] 執筆

医学書院 494.8||Hy 319001573

9 抗酸菌検査ガイド 2020
日本結核病学会抗酸菌検
査法検討委員会編集

南江堂
492.18||Ko||'2
0

319001574

10
専門医を目指す医師のための器具の
使い方と基本手技 : 脳神経外科専門
医に求められる技 (新 NS NOW:20)

森田明夫担当編集委員 メジカルビュー社
494.627||Sh||
20

319001575

11 臨床歯周病学 第3版 村上伸也 [ほか] 編 医歯薬出版 497.26||Ri 319001576

12 臨床歯周病学 第3版 村上伸也 [ほか] 編 医歯薬出版 497.26||Ri 319001577

13 脊髄くも膜下麻酔

横山和子監修/益田律子編
著/近江禎子編著/田村高
子編著/内海功[ほか]特別
寄稿

ヌンク/診断と治療
社(発売)

494.24||Se 319001578

14 循環器疾患最新の治療 2020-2021 安田寿一, 杉本恒明編集 南江堂
493.2||Ju||'20
-'21

319001579

15
臨床神経科学とリハビリテーション : カ
ラー版

マーガレット・シェンクマン,
ジェームス・ボウマン, ロビ
ン・ギスバート [ほか] 著

西村書店 491.371||Ri 319001580

16 小児の医療倫理ケーススタディ
ダグラス S.ディーケマ, マー
ク R.マーキュリオ, メアリー
B.アダム編集

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.9||Sh 319001581

17
Dr.増井の神経救急セミナー : 結局現
場でどうする? 第2版

増井伸高著 日本医事新報社 493.73||Ma 319001582

18

がん化学療法ケアガイド : 治療開始前
からはじめるアセスメントとセルフケア
支援 第3版 (ベスト・プラクティスコレク
ション)

濱口恵子, 本山清美編集 中山書店 492.926||Ga 319001583

19 学生のための医療概論 第4版
小橋元, 近藤克則, 黒田研
二, 千代豪昭

医学書院 498||Ga 319001584

20
外来で診る感染症 : 感染症診療コツの
コツ

具芳明編 日本医事新報社 493.8||Ga 319001585

21
循環器/腎・泌尿器/代謝/内分泌 (臨
床薬学テキストシリーズ. 薬理・病態・
薬物治療)

赤池昭紀, 伊藤貞嘉担当編
集/上野和行ゲスト編集

中山書店 492.3||Ju 319001586
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22 シンプル薬理学 改訂第6版
野村隆英, 石川直久, 梅村
和夫編集

南江堂 491.5||Sh 319001587

23 モーズレイ処方ガイドライン : 日本語版
David M.Taylor, Thomas
R.E.Barnes, Allan H.Young原
著

ワイリー・パブリッ
シング・ジャパン

493.72||Ta 319001588

24 血液浄化療法ハンドブック 2020
透析療法合同専門委員会
企画・編集

協同医書出版社
494.93||Ke||'2
0

319001589

25
生涯人間発達論 : 人間への深い理解
と愛情を育むために 第3版

服部祥子著 医学書院 143||Ha 319001590

26
はじめての精神科看護 改訂2版 (カ
ラービジュアルで見てわかる!)

浅香山病院看護部編著 メディカ出版 492.927||Ha 319001591

27
解剖生理学 : 人体の構造と機能 第3版
(栄養科学シリーズNEXT)

河田光博, 三木健寿, 鷹股
亮編

講談社 498.55||Ei 319001592

28
国試合格力養成!補綴歯科学の要点と
解説

下山和弘, 羽村章編著 医歯薬出版 497.079||Ko 319001593

29
医療者のためのExcel入門 : 超・基礎
から医療データ分析まで 第2版

田久浩志著 医学書院 490.19||Ta 319001594

30
見逃してはいけない!小児看護の落とし
穴

東京都立小児総合医療セン
ター看護部編集

医学書院 492.925||Mi 319001595

31 遺伝医学への招待 改訂第6版
太田亨, 吉浦孝一郎, 三宅
紀子著

南江堂 491.69||Ot 319001596

32
謎解きで学ぶ薬学生・新人薬剤師のた
めの処方解析入門 改訂第3版 (薬ゼミ
ファーマブック)

根岸健一編集
薬ゼミ情報教育セ
ンター

499.2||Na 319001597

33
ここからはじめる抗凝固療法 : よくある
疑問にサラリと答える!

溝渕正寛, 野崎歩編著/堀
内望, 奥川寛著

じほう 493.23||Ho 319001598

34 はじめての医学 木南凌著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

490||Ko 319001599

35
外傷性脳損傷ハンドブック : 診断と治
療・評価・後遺症の管理 : 現場で役立
つ臨床マニュアル

アルシニェガス [ほか] 編/
中井啓 [ほか] 訳

西村書店 493.73||Ga 319001600


