
ブックハンティング購入リスト（12月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 新小児薬用量 改訂第8版 岡明, 木津純子編集 診断と治療社 493.92||Sh 320001173

2 JAID/JSC感染症治療ガイド 2019
JAID/JSC感染症治療ガイド
委員会編

日本感染症学会 :
日本化学療法学会
/ライフサイエンス
出版 (販売)

493.8||Ja 320001174

3
サンフォード感染症治療ガイド : 日本
語版 2020

David N. Gilbert [ほか] 編集
/井口成一 [ほか] 日本語版
翻訳

ライフサイエンス出
版

493.8||Sa 320001175

4
服薬指導コンパクトブック : 薬剤師必携
第2版

水田尚子, 池田由紀編著
TAC株式会社出版
事業部

492.3||Fu 320001176

5
摂食嚥下障害の栄養食事指導マニュ
アル : 嚥下調整食学会分類2013に基
づくコード別解説

藤谷順子, 小城明子編 医歯薬出版 498.59||Se 320001177

6
超実践!がん患者に必要な口腔ケア :
適切な口腔管理でQOLを上げる

山﨑知子編 全日本病院出版会 497.9||Ch 320001178

7
誤嚥性肺炎の予防とケア : 7つの多面
的アプローチをはじめよう

前田圭介著 医学書院 493.38||Ma 320001179

8
第6分野小児の摂食嚥下障害 : 日本摂
食嚥下リハビリテーション学会eラーニ
ング対応 Ver.3

日本摂食嚥下リハビリテー
ション学会編

医歯薬出版 493.937||Da 320001180

9
医療系学生のための解剖見学実習
ノート

千田隆夫, 小村一也著
アドスリー/丸善出
版 (発売)

491.1||Se 320001181

10
発達障害の臨床 : レッテル貼りで終わ
らせないよき成長のための診療・子育
てからはじめる支援

横山浩之著 診断と治療社 493.937||Yo 320001182

11
認知症診療のために知っておきたい法
制度・法律問題

川畑信也著 中外医学社 493.758||Ka 320001183

12
必修 2021 (歯科医師国家試験参考書
: New text:0)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
21-0

320001184

13
基礎/正常 異常 微生物学 薬理学 歯
科理工学 診療総論 2021 (歯科医師国
家試験参考書 : New text:1)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
21-1

320001185

14
衛生 2021 (歯科医師国家試験参考書
: New text:2)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
21-2

320001186

15
保存/保存修復学 歯内療法学 歯周病
学 2021 (歯科医師国家試験参考書 :
New text:3)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
21-3

320001187

16

補綴 : 補綴総論/全部床義歯学/部分
床義歯学/冠橋義歯学/インプラント
2021 (歯科医師国家試験参考書 : New
text:4)

麻布デンタルアカデミー編
千乃コーポレーショ
ン

497.079||Sh||'
21-4

320001188

17
無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計
学 : EBMの実践から臨床研究まで 改
訂3版

神田善伸著 中外医学社 490.19||Ka 320001189

18
歯列不正・不正咬合の患者が来院した
ら : 補綴的処置の選択基準と矯正治療
介入のタイミング

山影俊一, 山影章子著
クインテッセンス出
版

497.6||Ya 320001190

19
IBSの診かたでお困りですか? : 内科外
来診療術

田中由佳里著 南江堂 493.46||Ta 320001191

20
小児・矯正/成長・発育 小児歯科学 歯
科矯正学 2021 (歯科医師国家試験参
考書 : New text:5)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
21-5

320001192

21
外科・放射/口腔外科学 歯科放射線学
歯科麻酔学 2021 (歯科医師国家試験
参考書 : New text:6)

麻布デンタルアカデミー編 麻布プレス
497.079||Sh||'
21-6

320001193



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22 症例から学ぶ薬剤性肺障害 花岡正幸, 牛木淳人編著 日本医事新報社 493.38||Sh 320001195

23
原理からよくわかるリアルタイムPCR完
全実験ガイド 改訂新版 (実験医学:別
冊. 最強のステップUPシリーズ)

北條浩彦編集 羊土社 467.21||Ge 320001197

24
精鋭問題集 : 最新版 : 歯学部の進級・
CBT・歯科医師国家試験対策

岩脇清一著/東京メディカル
スクール編著

東京メディカルス
クール

497.079||Se 320001198

25
はじめましょう有病者の口腔ケア : 歯
科衛生士のためのチェックポイント

神部芳則, 井上千恵子, 秋
元留美編

学建書院 497.9||Ha 320001199

26
アレルギー疾患まるわかりBOOK : ど
んな診察室にも役立つ

橋本浩著 南山堂 493.14||Ha 320001200

27 すぐに使える診療英語
加藤秀一, Timothy
M.Sullivan著

南山堂 490.7||Ka 320001201

28 事例・症例に学ぶ栄養管理 改訂2版 中村丁次, 板倉弘重編集 南山堂 498.58||Ji 320001202

29
歯科国試パーフェクトマスター高齢者
歯科学

佐藤裕二, 北川昇著 医歯薬出版 497.079||Sh 320001203

30
類似薬の使い分け : 症状に合った薬の
選び方とその根拠がわかる 第3版

藤村昭夫編 羊土社 492.3||Ru 320001204

31 歯科のための内科学 改訂第4版
西田次郎, 小島孝雄, 大久
保直編

南江堂 493||Sh 320001205

32
いちばん親切なモニター心電図の読み
方 : 図解オールカラー

池田隆徳監修 新星出版社 492.123||Ic 320001206

33
歯科衛生士のための21世紀のペリオド
ントロジーダイジェスト : あなたの知識
は最新ですか? 増補改訂版

天野敦雄著
クインテッセンス出
版

497.26||Am 320001207

34
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」 2021 (薬学必修講座)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'
21

320001209

35
フォルトゥナの瞳 (新潮文庫:10396, ひ-
39-1)

百田尚樹著 新潮社 913.6||Hy 320001210

36
死因不明社会2018 (講談社文庫:[か-
115-7])

海堂尊 [著] 講談社 491.6||Ka 320001211

37
その言い方は「失礼」です! (幻冬舎新
書:601, よ-7-2)

吉原珠央著 幻冬舎 361.454||Yo 320001212

38 女子校育ち (ちくまプリマー新書:156) 辛酸なめ子著 筑摩書房 376.4||Sh 320001213

39
丁寧に考える新型コロナ (光文社新
書:1092)

岩田健太郎著 光文社 498.6||Iw 320001214

40
VR/AR医療の衝撃 : ヘルスケアから医
療現場、教育、コンテンツビジネスへ

杉本真樹編著 ボーンデジタル 492.8||Vr 320001215

41
Unity C#ゲームプログラミング入門 :
2020対応

掌田津耶乃著 秀和システム 798.507||Sh 320001216

42
自由であり続けるために20代で捨てる
べき50のこと (Sanctuary books)

四角大輔著 サンクチュアリ出版 159.7||Yo 320001217

43
「なりたい自分」になる方法 : 1%の素敵
な人だけが実践している

冨山真由著 あさ出版 159.6||To 320001218



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44 薬学DDS : DDS製剤と,その薬物治療
岡本浩一編著/奥田知将,
平大樹著

京都廣川書店 499.6||Ya 320001241

45
甲の薬は乙の毒薬剤師・毒島花織の
名推理 (宝島社文庫:[Cと-1-8])

塔山郁著 宝島社 913.6||To 320001242

46 基礎から学ぶ学校保健 新版第2版
瀧澤利行編著/青栁直子
[ほか] 共著

建帛社 374.9||Ki 320001243

47 多職種でひらく次世代のこころのケア
日本精神神経学会多職種
協働委員会編

新興医学出版社 493.7||Ta 320001244

48 実践多職種連携教育 駒澤伸泰編著 中外医学社 490.7||Ji 320001245

49
糖尿病作って食べて学べるレシピ : 療
養指導にすぐに使える糖尿病食レシピ
集&資料集

高村宏 [ほか] 編 医学書院 493.123||To 320001246

50
患者の話は医師にどう聞こえるのか :
診察室のすれちがいを科学する

ダニエル・オーフリ[著]/原井
宏明訳/勝田さよ訳

みすず書房 490.14||Of 320001247

51
ただいま留学準備中 : 医師が知るべき
留学へのコンパス

大谷隼一著 南江堂 490.7||Oy 320001248

52

Theヨーロッパ医学留学 : 7カ国を完全
制覇!11人の若手医師たちがホンネで
語る熱き挑戦のすべて (Circulation
up-to-date books:13)

金子英弘編著 メディカ出版 490.7||Yo 320001249

53
1日1ページ、読むだけで身につく世界
の教養365 現代編

デイヴィッド・S・キダー, ノア・
D・オッペンハイム著/小林朋
則訳

文響社 033||Ki 320001250

54
1日1ページ、読むだけで身につくから
だの教養365

デイヴィッド・S・キダー, ノア・
D・オッペンハイム, ブルー
ス・K・ヤング著/久原孝俊訳

文響社 490.4||Ki 320001251

55
すべての不調は口から始まる (集英社
新書:1020I)

江上一郎著 集英社 497.9||Eg 320001252

56
苦しかったときの話をしようか : ビジネ
スマンの父が我が子のために書きため
た「働くことの本質」

森岡毅著 ダイヤモンド社 159.4||Mo 320001253

57
とにかくうちに帰ります (新潮文
庫:10354, つ-34-1)

津村記久子著 新潮社 913.6||Ts 320001254

58
人は話し方が9割 : 1分で人を動かし、
100%好かれる話し方のコツ

永松茂久著 すばる舎 361.454||Na 320001255

59 やってはいけないお金の貯め方 大村大次郎著 宝島社 591||Om 320001256

60 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長著 朝日新聞出版 591||Ry 320001257

61
世界のエリートが実践する心を磨く11
のレッスン

Nami Barden著/河合克仁著
/Krishnaraj著

サンガ 159||Ba 320001258

62
少食を愉しむ : シンプルにやせる、太ら
ない習慣

ドミニック・ローホー著/原秋
子訳

幻冬舎 498.583||Lo 320001259

63
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理 :
人工呼吸器設定の根拠を病態から理
解し、ケーススタディで実践力をアップ!

田中竜馬著 羊土社 492.28||Ta 320001260

64
歯髄を守るCR修復のポイント : 接着を
極めれば、修復のレベルがあがる

新海航一, 鈴木雅也, 三枝
尚登著

インターアクション 497.4||Sh 320001261



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

65 プロカウンセラーの聞く技術 東山紘久著 創元社 361.4||Hi 320001262

66
「大学時代」自分のために絶対やって
おきたいこと

千田琢哉著 三笠書房 159||Se 320001263

67 医療系のための心理学 樫村正美, 野村俊明編著 講談社 140||Ir 320001264

68 まんがでわかる理科系の作文技術
木下是雄原作/久間月慧太
郎作画

中央公論新社 407||Ki 320001265

69
最新図解で早わかり5Gがまるごとわか
る本

水上貴博, 中村邦明著 ソーテック社 547.5||Mi 320001266

70
新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）の基礎と臨床 (臨床と微生
物:Vol.47 No.6 (通巻283号))

近代出版 491.7||Sh 320001267

71 メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著 幻冬舎 002.7||Ma 320001268

72 人生の大切なことに気づく奇跡の物語 寺井広樹著 かんき出版 914.6||Te 320001269

73 四季を楽しむビジュアル嚥下食レシピ 原浩貴編集 全日本病院出版会 493.73||Sh 320001270

74
季節の薬膳 : 二十四節気の養生レシ
ピ

猪俣稔成編著 緑書房 498.583||Ki 320001271

75 海外医学留学のすべて 改題改訂2版 島田悠一編著 日本医事新報社 490.7||Ka 320001272

76 患者さんは「英語で…」と言ってます!
齋藤宣彦, 野中泉, アラン・
ハウク編著

メジカルビュー社 490.7||Ka 320001273

77
1日1ページ、読むだけで身につく世界
の教養365 人物編

デイヴィッド・S・キダー, ノア・
D・オッペンハイム著/小林朋
則訳

文響社 033||Ki 320001274

78
米トップトレーダーが語る成功の秘訣
(ウィザード・ブック・シリーズ:19. マー
ケットの魔術師)

ジャック・D・シュワッガー著/
横山直樹監訳

パンローリング 338.1||Sc 320001275

79 悶絶ずぼら飯 (FUSOSHA MOOK) だれウマ著 扶桑社 596||Da 320001276

80
歯科補綴学模型実習マニュアル 改訂
第2版 (大阪大学新世紀レクチャー)

矢谷博文, 前田芳信編著/
石垣尚一 [ほか] 執筆

大阪大学出版会 497.5||Sh 320001277

81
病理組織の見方と鑑別診断 第7版 (カ
ラーアトラス)

吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 491.6||By 320001278

82 医者の本音 (SB新書:444) 中山祐次郎著 SBクリエイティブ 498.14||Na 320001279

83
若者たちの食卓 : 自己、家族、格差、
そして社会

外山紀子, 長谷川智子, 佐
藤康一郎編著

ナカニシヤ出版 377.9||Wa 320001280

84
薬も過ぎれば毒となる薬剤師・毒島花
織の名推理 (宝島社文庫:[Cと-1-7])

塔山郁著 宝島社 913.6||To 320001281

85
ソーシャルワーカーという仕事 (ちくま
プリマー新書:192)

宮本節子著 筑摩書房 369.17||Mi 320001282

86
コロナ禍の東京を駆ける : 緊急事態宣
言下の困窮者支援日記

稲葉剛, 小林美穂子, 和田
靜香編

岩波書店 368.2||Ko 320001284

87
大阪万博の戦後史 : EXPO'70から2025
年万博へ

橋爪紳也著 創元社 216.3||Ha 320001285



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

88
基礎から学ぶ!スポーツ救急医学 令和
版

輿水健治著
ベースボール・マガ
ジン社

780.19||Ko 320001286

89 血液 第2版 (病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||5 320001287

90
世界のお金持ちが実践するお金の増
やし方

高橋ダン著 かんき出版 338.18||Ta 320001288

91

企業研究者のための人生設計ガイド :
進学・留学・就職から自己啓発・転職・
リストラ対策まで (ブルーバックス:B-
2122)

鎌谷朝之著 講談社 507||Ka 320001289

92 訪問看護師という生き方 森元陽子著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬
舎 (発売)

498.14||Mo 320001290

93 新エスト総合英語 4訂版 エスト出版 835||Sh 320001291

94
そうだったのか!CR (コンポジットレジン)
修復 : CR修復に悩んでいる人に読ん
でほしい本 増補改訂版

須崎明著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.4||Su 320001292

95 コロナと生きる (朝日新書:783) 内田樹, 岩田健太郎著 朝日新聞出版 498.6||Uc 320001293

96
マスカレード・ナイト (集英社文庫:[ひ
15-12])

東野圭吾著 集英社 913.6||Hi 320001294

97 〈小説版〉まんがでわかる7つの習慣
山神碧文/フランクリン・コ
ヴィー・ジャパン監修

宝島社 159||Ya 320001295

98 罪の声 塩田武士著 講談社 913.6||Sh 320001296

99
事例から学ぶ支援を深める相談技術 :
現場実践から導き出された17のメソッド

吉田悦規著 中央法規出版 369.28||Yo 320001297


