
医歯薬系図書購入リスト（4月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 シンプル衛生公衆衛生学 2020 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'20 320000002

2 シンプル衛生公衆衛生学 2020 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 498||Sh||'20 320000003

3
骨格筋ハンドブック : 機能解剖からエク
ササイズまで一目でわかる

Chris Jarmey, John Sharkey
著/野村嶬監訳

南江堂 491.363||Ja 320000004

4
骨格筋ハンドブック : 機能解剖からエク
ササイズまで一目でわかる

Chris Jarmey, John Sharkey
著/野村嶬監訳

南江堂 491.363||Ja 320000005

5
カラー図解人体の正常構造と機能 全
10巻縮刷版, 改訂第3版

坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 491||Ka 320000006

6
カラー図解人体の正常構造と機能 全
10巻縮刷版, 改訂第3版

坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 491||Ka 320000007

7 グレイ解剖学
Richard L. Drake, A.Wayne
Vogl, Adam W.M. Mitchell原
著/秋田恵一訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.1||Gr 320000008

8 グレイ解剖学
Richard L. Drake, A.Wayne
Vogl, Adam W.M. Mitchell原
著/秋田恵一訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.1||Gr 320000009

9
医歯薬系学生のためのビジュアル生化
学・分子生物学 改訂第3版

大塚吉兵衛, 安孫子宜光共
著

日本医事新報社 491.4||Ot 320000010

10
医歯薬系学生のためのビジュアル生化
学・分子生物学 改訂第3版

大塚吉兵衛, 安孫子宜光共
著

日本医事新報社 491.4||Ot 320000011

11 トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版

ロバート L. ナスバウム, ロデ
リック R. マキネス, ハンチン
トン F. ウィラード著/福嶋義
光監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/メディカル・サイ
エンス・インターナ
ショナル (編集・販

491.69||Nu 320000012

12 トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版

ロバート L. ナスバウム, ロデ
リック R. マキネス, ハンチン
トン F. ウィラード著/福嶋義
光監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/メディカル・サイ
エンス・インターナ
ショナル (編集・販

491.69||Nu 320000013

13 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 320000014

14 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 320000015

15 新骨の科学 第2版
須田立雄 [ほか] 編著/田中
栄 [ほか] 著

医歯薬出版 491.16||Sh 320000016

16 新骨の科学 第2版
須田立雄 [ほか] 編著/田中
栄 [ほか] 著

医歯薬出版 491.16||Sh 320000017

17 放射線について考えよう。 多田将著 明幸堂 539.6||Ta 320000018

18 放射線について考えよう。 多田将著 明幸堂 539.6||Ta 320000019

19
人気レストランが探究するスチコンで作
る魅力料理

旭屋出版編集部編 旭屋出版 596||Ni 320000031

20
人気レストランが探究するスチコンで作
る魅力料理

旭屋出版編集部編 旭屋出版 596||Ni 320000032

21 ストライヤー生化学 第8版 Jeremy M. Berg [ほか] 著 東京化学同人 464||St 320000033

22 ストライヤー生化学 第8版 Jeremy M. Berg [ほか] 著 東京化学同人 464||St 320000034



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 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 320000035

24 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 320000036

25 レーニンジャーの新生化学 第7版 下
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||2 320000037

26 レーニンジャーの新生化学 第7版 下
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||2 320000038

27
放射線の生体影響と物理 : 原発事故
後の周辺住環境問題を考える

西嶋茂宏著 大阪大学出版会 493.195||Ni 320000039

28
放射線の生体影響と物理 : 原発事故
後の周辺住環境問題を考える

西嶋茂宏著 大阪大学出版会 493.195||Ni 320000040

29 消化器 第6版 (病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 492||By||1 320000043

30 消化器 第6版 (病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 492||By||1 320000044

31 プラクティカル解剖実習脳 千田隆夫, 小村一也著 丸善出版 491.171||Se 320000045

32 プラクティカル解剖実習脳 千田隆夫, 小村一也著 丸善出版 491.171||Se 320000046

33
図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれ
た激動の歴史 (ブルーバックス:B-
1853)

岩堀修明著 講談社 491.1||Iw 320000047

34
図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれ
た激動の歴史 (ブルーバックス:B-
1853)

岩堀修明著 講談社 491.1||Iw 320000048

35
妊娠期の正常と異常 (産科婦人科臨床
series collection : Science and
Practice:2)

藤井知行専門編集 中山書店 495.08||Ni 320000051

36 皮膚外科学 改訂第2版
中川浩一編集代表/大原國
章, 伊藤孝明編集幹事

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.8||Hi 320000052

37
新臨床栄養学 : 栄養ケアマネジメント
第4版

本田佳子編 医歯薬出版 498.58||Sh 320000053

38 基本クラスプデンチャーの設計 小出馨編 医歯薬出版 497.56||Ki 320000054

39 今日の診断指針 第8版 永井良三総編集 医学書院 492.1||Ko 320000055

40
マンモグラフィによる乳がん検診の手
引き : 精度管理マニュアル 第7版

大内憲明編 日本医事新報社 495.46||Ma 320000056

41
歯科衛生士のためのカリオロジー :
知っておきたい40のポイント (デンタル
ハイジーン:別冊)

伊藤中著 医歯薬出版 497.24||It 320000057

42
BALANCE : 患者と歯科医師のための
う蝕管理ガイド

V. Kim Kutsch, Robert J.
Bowers著

クインテッセンス出
版

497.24||Ku 320000063

43 ハインズ神経解剖学アトラス 第5版
デュアン E.ハインズ著/佐藤
二美訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.17||Ha 320000067



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
アドバンスト分析疫学 : 369の図表で読
み解く疫学的推論の論理と数理

モイセス スクロ, F. ハビエル
ニエト著/木原正博, 木原雅
子訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6||Sz 320000068

45
Excelによるアンケート分析 : 集計・グラ
フ化から統計解析まで

内田治著 東京図書 417||Uc 320000069

46
がん薬物療法のひきだし : 腫瘍薬学の
基本から応用まで

松尾宏一編集/緒方憲太郎
編集/林稔展編集

医学書院 494.53||Ga 320000070

47
審美的合併症編 : 診断と治療技術がも
たらすインプラント審美の記録 (SAFE
Troubleshooting Guide:Volume5)

中田光太郎監著/瀧野裕行
監著/南昌宏監著/岡崎英
起監著/小田師巳監著/平
山富興監著/金子潤平監著
/園山亘監著

クインテッセンス出
版

497.5||Sh 320000071

48
症例から学ぶ産婦人科疾患の画像診
断

鳴海善文監修/高濱潤子編
集/山本和宏編集

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

495.2||Sh 320000072

49
がん・生殖医療 : 妊孕性温存の診療
新版

鈴木直 [ほか] 編集 医歯薬出版 494.5||Ga 320000073

50 腎疾患・透析最新の治療 2020-2022 飯野靖彦, 槙野博史編集 南江堂
494.93||Ji||'20
-'22

320000074

51
応用栄養学 改訂第6版 (健康・栄養科
学シリーズ)

渡邊令子編集/伊藤節子編
集/瀧本秀美編集

南江堂 498.55||Ou 320000075

52 栄養教育論 (Visual栄養学テキスト)
永井成美編集/赤松利恵編
集

中山書店 498.55||Ei 320000076

53 応用栄養学 (Visual栄養学テキスト)
小切間美保編集/桑原晶子
編集

中山書店 498.55||Ou 320000077

54 肝癌診療ガイドライン 2017年版補訂版 日本肝臓学会編 金原出版 493.475||Ka 320000078

55
学習評価ハンドブック : アクティブラー
ニングを促す50の技法

エリザベス・F.バークレイ著/
クレア・ハウエル・メジャー著
/東京大学教養教育高度化
機構アクティブラーニング部
門監訳/吉田塁監訳

東京大学出版会 375.17||Ba 320000079

56
歯科臨床における画像診断アトラス 第
2版

日本歯科放射線学会編 医歯薬出版 497.2||Sh 320000080

57
歯科臨床における画像診断アトラス 第
2版

日本歯科放射線学会編 医歯薬出版 497.2||Sh 320000081

58 小児IgA腎症診療ガイドライン 2020 日本小児腎臓病学会編集 診断と治療社 493.935||Sh 320000082

59
乳房超音波入門 : 動画で学ぶ厳選100
症例

伊藤吾子編 日本医事新報社 495.46||Ny 320000083

60
膝関節鏡技術認定・公式トレーニング
テキスト

石橋恭之編集 南江堂 494.77||Sh 320000084

61
カプラン臨床精神医学ハンドブック :
DSM-5診断基準による診療の手引 第
4版

ベンジャミン J. サドック, サ
ムーン アーマッド, バージニ
ア A. サドック著/岩脇淳, 仙
波純一監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.72||Sa 320000085

62 医療福祉総合ガイドブック 2020年度版
日本医療ソーシャルワーク
研究会編集

医学書院 369.9||Ir||'20 320000086

63
対話と承認のケア : ナラティヴが生み
出す世界

宮坂道夫著 医学書院 490.14||Mi 320000087

64
看護のためのファシリテーション : 学び
合い育ち合う組織のつくり方

中野民夫, 浦山絵里, 森雅
浩編著

医学書院 492.983||Na 320000088



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

65 プロの対話から学ぶ感染症 岩田健太郎[ほか]著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.8||Pu 320000089

66
感染症クリスタルエビデンス : こういう
ときはこうする! 感染対策・予防編

岡秀昭編著 金芳堂 493.8||Ka 320000090

67
最強の医学英語学習メソッド : Dr.セザ
キング直伝!

瀬嵜智之著 医学書院 490.7||Se 320000091

68
スパルタ病理塾 : あなたの臨床を変え
る!病理標本の読み方

小島伊織執筆 医学書院 491.6||Ko 320000092

69
専門薬剤師からみた薬物治療の勘所
(プロフェッショナルEYE)

望月敬浩 [ほか] 編著 南山堂 492.3||Se 320000093


