
医歯薬系図書購入リスト（5月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 人体の構造と機能 第4版
エレイン N. マリーブ著/林正
健二 [ほか] 訳

医学書院 491.1||Ma 320000099

2 人体の構造と機能 第4版
エレイン N. マリーブ著/林正
健二 [ほか] 訳

医学書院 491.1||Ma 320000100

3 眼科学 第3版 1
大鹿哲郎編集主幹/園田康
平, 近藤峰生, 稲谷大編集

文光堂 496||Ga||1 320000101

4 眼科学 第3版 2
大鹿哲郎編集主幹/園田康
平, 近藤峰生, 稲谷大編集

文光堂 496||Ga||2 320000102

5 眼科学 第3版 総目次・総索引
大鹿哲郎編集主幹/園田康
平, 近藤峰生, 稲谷大編集

文光堂 496||Ga 320000103

6 日本人体解剖学 改訂20版 上巻
金子丑之助原著/穐田真澄
編著

南山堂 491.1||Ka||1 320000104

7 日本人体解剖学 改訂20版 上巻
金子丑之助原著/穐田真澄
編著

南山堂 491.1||Ka||1 320000105

8 日本人体解剖学 改訂20版 下巻
金子丑之助原著/穐田真澄
編著

南山堂 491.1||Ka||2 320000106

9 日本人体解剖学 改訂20版 下巻
金子丑之助原著/穐田真澄
編著

南山堂 491.1||Ka||2 320000107

10
薬力学/薬物動態学/相互作用/製剤
学/薬剤の使用と実務 (薬がみえる:v.
4)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 499.1||Ku||4 320000108

11 新臨床内科学 第10版, デスク判 徳田安春[ほか]編集 医学書院 493||Sh 320000109

12
ビジュアル歯科臨床解剖 : 基礎から応
用まで

岩永譲著
クインテッセンス出
版

497.11||Iw 320000110

13
包括的歯科治療で審美と機能を極める
: 時代はMI<Minimal Intervention>から
OI<Optimal Intervention>へ

田ケ原昭弘著
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ta 320000111

14 消毒と滅菌のガイドライン 第4版
大久保憲, 尾家重治, 金光
敬二編集

へるす出版 498.6||Sh 320000112

15 静脈経腸栄養年鑑 2020-21
ジェフコーポレー
ション

492.26||Jo||'2
0-'21

320000113

16
臨床試験のデータを読み解く : 精神科
における最適な治療をめざして

中林哲夫著 星和書店 493.72||Na 320000114

17 小児歯科学専門用語集 第2版 日本小児歯科学会編 医歯薬出版 497.7||Sh 320000115

18 外科病理学 第5版 1
深山正久, 森永正二郎編集
主幹/小田義直 [ほか] 編集

文光堂 494.16||Ge||1 320000116

19 外科病理学 第5版 1
深山正久, 森永正二郎編集
主幹/小田義直 [ほか] 編集

文光堂 494.16||Ge||1 320000117

20 外科病理学 第5版 2
深山正久, 森永正二郎編集
主幹/小田義直 [ほか] 編集

文光堂 494.16||Ge||2 320000118

21 外科病理学 第5版 2
深山正久, 森永正二郎編集
主幹/小田義直 [ほか] 編集

文光堂 494.16||Ge||2 320000119

22 脊椎脊髄病用語事典 改訂第6版 日本脊椎脊髄病学会編 南江堂 494.66||Se 320000120



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23 誤作動する脳 (シリーズケアをひらく) 樋口直美著 医学書院 916||Hi 320000121

24
Principles of instrumental analysis 7th
ed : hbk

Douglas A. Skoog, F. James
Holler, Stanley R. Crouch

Cengage Learning 433||Sk 320000122

25
スタンダードパーシャルデンチャー補綴
学

藍稔, 五十嵐順正編集・執
筆/石上友彦 [ほか] 執筆

学建書院 497.56||Su 320000126

26
スタンダードパーシャルデンチャー補綴
学

藍稔, 五十嵐順正編集・執
筆/石上友彦 [ほか] 執筆

学建書院 497.56||Su 320000127

27
標準クラウン・ブリッジ補綴学
(Standard textbook of dentistry)

羽賀通夫〔ほか〕編集 医学書院 497.5||Hy 320000128

28
婦人科・乳腺外科 第4版 (病気がみえ
る:v. 9)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||9 320000129

29
婦人科・乳腺外科 第4版 (病気がみえ
る:v. 9)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||9 320000130

30 エッセンシャル免疫学 第3版 ピーター・パーラム著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.8||Pa 320000132

31
休み時間の免疫学 第3版 (休み時間シ
リーズ)

齋藤紀先著 講談社 491.8||Sa 320000133

32 腎・泌尿器 第3版 (病気がみえる:v. 8) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||8 320000134

33 よくわかる口腔インプラント学 第3版 赤川安正 [ほか] 編 医歯薬出版 497.56||Yo 320000137

34 モリス生物学 : 生命のしくみ J.MORRIS[ほか著] 東京化学同人 460||Mo 320000140

35
耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス 第2版
下巻

岸本誠司, 村上信五, 春名
眞一編集

医学書院 496.5||Ji||2 320000141

36
インプラントトラブルの対応策と予防策
: エビデンスと臨床症例から学ぶトラブ
ルシューティング

鈴木貴規著 医歯薬出版 497.5||Su 320000142

37
医師国家試験問題解説 第114回[セッ
ト]

国試対策問題編集委員会
編集

MEDIC MEDIA
490.79||Is||11
4

320000143

38 看護研究ミニマム・エッセンシャルズ 川口孝泰著 医学書院 492.907||Ka 320000144

39 緩和ケアレジデントの鉄則 西智弘 [ほか] 編集 医学書院 492||Ka 320000145

40
がんゲノム医療遺伝子パネル検査実
践ガイド

角南久仁子, 畑中豊, 小山
隆文編著

医学書院 491.69||Ga 320000146

41
急性白血病治療・#チーム医療でまとま
る移植後長期フォローアップ外来
(LTFU外来) (ヘマトロジー:2(2020No.2))

谷口修一編 クリニコ出版 493.17||Ky 320000147

42
見てわかるがん薬物療法における曝
露対策 第2版

平井和恵, 飯野京子, 神田
清子編

医学書院 492.926||Mi 320000148

43 小児リウマチ学
伊藤秀一監修/森雅亮監修
/日本小児リウマチ学会編
集

朝倉書店 493.936||Sh 320000149

44
ミトコンドリアと病気 (遺伝子医学
MOOK:35)

村山圭, 小坂仁, 三牧正和
編集

メディカルドゥ 493.12||Mi 320000150



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

45
事例でわかる死亡診断書・死体検案書
記載の手引き

岩瀬博太郎編 医歯薬出版 498.94||Ji 320000151

46
ABC of臨床コミュニケーション : 医療を
スムーズにする“伝える/聞き取る"技
術

Nicola Cooper, John Frain編
/坂本壮, 高橋宏瑞, 小森大
輝訳

羊土社 492||Ab 320000152

47
新時代の歯周外科 : 切開と縫合の基
本から拡大視野下の手術手技

佐藤琢也著
クインテッセンス出
版

497.26||Sh 320000153

48
ビジュアルマイクロサージェリー : 口腔
外科・インプラントにおける顕微鏡治療
ガイドブック

柴原清隆著
クインテッセンス出
版

497.2||Sh 320000154

49
整形外科 第2版 (シリーズまとめてみ
た)

天沢ヒロ著 医学書院 490.79||Sh 320000155

50
病状説明 : ケースで学ぶハートとスキ
ル

天野雅之著 医学書院 490.14||Am 320000156

51
Dr.KIDの小児診療×抗菌薬のエビデン
ス

大久保祐輔執筆/宮入烈監
修/宇田和宏執筆協力

医学書院 493.938||Ok 320000157

52 看護師が「書く」こと 宮子あずさ著 医学書院 498.14||Mi 320000158

53 ナイチンゲールと医師たち 新装復刻版
ザカリイ・コープ著/小池明
子, 田村真訳

日本看護協会出版
会

289.3||Co 320000159

54
医療統計解析使いこなし実践ガイド :
臨床研究で迷わないQ&A

対馬栄輝編 羊土社 490.19||Ir 320000160

55 歯内治療学 第5版
勝海一郎 [ほか] 編/勝海一
郎 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.2||Sh 320000162

56 歯内治療学 第5版
勝海一郎 [ほか] 編/勝海一
郎 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.2||Sh 320000163


