
医歯薬系図書購入リスト（8月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1 ロビンス基礎病理学 原書10版
Vinay Kumar, Abul K. Abbas,
Jon C. Aster原著

エルゼビア・ジャパ
ン/丸善出版 (発
売)

491.6||Ro 320000255

2 ロビンス基礎病理学 原書10版
Vinay Kumar, Abul K. Abbas,
Jon C. Aster原著

エルゼビア・ジャパ
ン/丸善出版 (発
売)

491.6||Ro 320000256

3 病理組織マップ&ガイド
深山正久編集/伊藤智雄,
宇於崎宏編集協力

文光堂 491.6||By 320000257

4 病理組織マップ&ガイド
深山正久編集/伊藤智雄,
宇於崎宏編集協力

文光堂 491.6||By 320000258

5
解剖から学ぶ口腔ケア・口腔リハビリ
の手技と、その実力 : オーラルフレイル
予防のために

北村清一郎監修・執筆/黒
岩恭子, 森淳一編集・執筆/
伊藤直樹 [ほか] 執筆

デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ka 320000259

6
Dysphagia evaluation and treatment
from the perspective of rehabilitation
medicine : 日本語版

稲本陽子, 柴田斉子, 才藤
栄一編著

医歯薬出版 491.343||Dy 320000260

7 組織病理アトラス 第6版
小田義直 [ほか] 編集/新井
信隆 [ほか] 執筆

文光堂 491.6||So 320000262

8 組織病理アトラス 第6版
小田義直 [ほか] 編集/新井
信隆 [ほか] 執筆

文光堂 491.6||So 320000263

9
トップジャーナルから学ぶ総合診療アッ
プデート : 西伊豆特講 第3版

仲田和正著 シービーアール 492||Na 320000265

10
人体のメカニズムから学ぶ画像診断技
術学

森墾, 小倉明夫編集 メジカルビュー社 492.43||Ji 320000266

11
デルカン : 国試直前対策ブック : ここが
出る看護婦国家試験ポイント [2021]

御供泰治編著/石原英子,
松下美惠著

メディカ出版
492.9079||De|
|'21

320000267

12 看護過程の展開 (看護がみえる:vol.4) メディックメディア 492.911||Ka||4 320000268

13
よくわかる脳MRI 改訂第4版 (画像診断
別冊. KEY BOOKシリーズ)

青木茂樹 [ほか] 編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.73||Yo 320000269

14
よくわかる脳MRI 改訂第4版 (画像診断
別冊. KEY BOOKシリーズ)

青木茂樹 [ほか] 編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.73||Yo 320000270

15
薬剤師国家試験のための薬単 : 試験
にでる医薬品暗記帳

木元貴祥著 秀和システム 499.1||Ki 320000271

16 Robbins basic pathology 10th ed
Vinay Kumar, Abul K. Abbas,
Jon C. Aster/artist, James
A. Perkins

Elsevier 491.6||Ro 320000272

17 Robbins basic pathology 10th ed
Vinay Kumar, Abul K. Abbas,
Jon C. Aster/artist, James
A. Perkins

Elsevier 491.6||Ro 320000273

18
Robbins and Cotran pathologic basis of
disease 10th ed : hardcover

[edited by] Vinay Kumar,
Abul K. Abbas, Jon C.
Aster/with illustrations by
James A. Perkins

Elsevier 491.6||Ro 320000274

19
Robbins and Cotran pathologic basis of
disease 10th ed : hardcover

[edited by] Vinay Kumar,
Abul K. Abbas, Jon C.
Aster/with illustrations by
James A. Perkins

Elsevier 491.6||Ro 320000275

20 肝癌診療マニュアル 第4版 日本肝臓学会編集 医学書院 493.475||Ka 320000276



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

21 がん診療レジデントマニュアル 第8版
国立がん研究センター内科
レジデント編

医学書院 494.5||Ga 320000277

22
がん化学療法レジメン管理マニュアル
第3版

青山剛 [ほか] 編集 医学書院 494.53||Ga 320000278

23
標準麻酔科学 第7版 (Standard
textbook)

稲田英一, 森崎浩, 西脇公
俊編集

医学書院 494.24||Hy 320000279

24
標準麻酔科学 第7版 (Standard
textbook)

稲田英一, 森崎浩, 西脇公
俊編集

医学書院 494.24||Hy 320000280

25
頭部外傷治療・管理のガイドライン 第4
版

頭部外傷治療・管理のガイ
ドライン作成委員会編集

医学書院 494.62||To 320000281

26 エンドのバイオロジー : イラストで学ぶ 吹譯景子著
クインテッセンス出
版

497.2||Fu 320000282

27
歯内療法のパラダイムシフト : 歯内療
法の最新トピックスと著者陣の勧める
MATERIAL (別冊the Quintessence)

北村和夫監著/吉岡隆知
[ほか] 著

クインテッセンス出
版

497.2||Sh 320000283

28
歯周再生療法を成功させるテクニック
とストラテジー

宮本泰和, 尾野誠著
クインテッセンス出
版

497.26||Mi 320000284

29 細胞診セルフアセスメント 第2版 坂本穆彦, 古田則行編集 医学書院 492.19||Sa 320000285

30 不明熱・不明炎症レジデントマニュアル 國松淳和編集 医学書院 492.11||Fu 320000286

31
カリエスブック : 5ステップで結果が出る
う蝕と酸蝕を予防するカリオロジーに基
づいた患者教育

伊藤直人著 医歯薬出版 497.24||It 320000287

32 投薬禁忌リスト 令和2年版 医薬品情報研究会編
医薬情報研究所/
薬業時報社 (発売)

499.1||To||'20 320000288

33 救急救命士標準テキスト 改訂第10版
救急救命士標準テキスト編
集委員会編集

へるす出版 492.29||Ky 320000289

34
救急撮影ガイドライン : 救急撮影認定
技師標準テキスト 改訂第3版

日本救急撮影技師認定機
構監修

へるす出版 492.43||Ky 320000290

35
ナースが行う入退院支援 : 患者・家族
の“その人らしく生きる"を支えるために

藤澤まこと編著 メヂカルフレンド社 492.9175||Na 320000291

36

在宅口腔衛生管理スタートブック : 集
まれ!訪問歯科衛生士ビギナーズ : 訪
問依頼への対応から日常的口腔ケア
の指導まで

有友たかねほか著
クインテッセンス出
版

497.9||Za 320000292

37

デジタル・モノリシック・インプラントレス
トレーション : Longevityを追求した,機
能と審美が両立するジルコニアモノリ
シック上部構造製作のためのプロト
コール

山下恒彦著
クインテッセンス出
版

497.5||Ya 320000293

38
削らない・抜かない歯科治療 : ドックベ
スト療法から原因療法まで

小峰一雄著
デンタルダイヤモン
ド社

497.2||Ko 320000294

39
しっかり質も高い25分メインテナンス
&SPT

長岐祐子著
デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Na 320000295

40
人をポジティブにするはじめての医療
コーチング

尾崎正雄著
デンタルダイヤモン
ド社

497||Oz 320000296

41

院内感染防止対策のスタンダード : グ
ローバル時代に求められる知識・器
材・システム (デンタルダイヤモンド:第
45巻第6号, 通巻664号, 増刊号)

泉福英信, 岩渕博史, 鈴木
信治編集委員

デンタルダイヤモン
ド社

497||In 320000297



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

42
エビデンス習得のための統計リテラ
シー : 歯科医師のための医療統計学

山本浩正著 医歯薬出版 497.019||Ya 320000298

43
歯科国試パーフェクトマスター歯周病
学

高山忠裕,好士亮介,佐藤秀
一著

医歯薬出版 497.079||Sh 320000299

44
コンポジットレジン修復の効率UP : 短
い時間で・無駄なく・ミスなく審美性を獲
得!

宮崎真至編著/秋本尚武,
保坂啓一著

医歯薬出版 497.4||Ko 320000300

45 小児歯科はじめましょう
田中晃伸, 仲野和彦, 権暁
成編著

デンタルダイヤモン
ド社

497.7||Sh 320000301

46
医学概論 改訂7版 (コメディカルのため
の専門基礎分野テキスト)

北村諭著 中外医学社 490||Ki 320000302

47 臨床研究アウトプット術 前田圭介, 室谷健太編著 中外医学社 490.7||Ri 320000303

48
医学論文を読んで活用するための10
講義 : 視野を広げるエビデンスの読み
方

青島周一著 中外医学社 490.7||Ao 320000304

49
周産期遺伝カウンセリングマニュアル
改訂3版

関沢明彦, 佐村修, 四元淳
子編著

中外医学社 495.6||Sh 320000305

50
人類を脅かす新型コロナウイルス : 緊
急出版 (Superサイエンス)

齋藤勝裕著
シーアンドアール
研究所

498.6||Sa 320000307

51
免疫力 : 正しく知って、正しく整える (ワ
ニブックス「Plus」新書:295)

藤田紘一郎著
ワニ・プラス/ワニ
ブックス(発売)

491.8||Fu 320000308

52

7か国語対応イラスト会話・単語帳 : メ
ディカルスタッフ必携 : 英語・中国語・
韓国語・ベトナム語・タガログ語・ポルト
ガル語・インドネシア語

宮川真奈美編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

490.7||Na 320000309

53
災害時の集中治療室 : 日頃の準備か
ら発災後まで-ICUの対応ガイダンス

日本集中治療医学会危機
管理委員会編

真興交易医書出版
部

492.29||Sa 320000310

54
運動器臨床解剖学 : チーム秋田の「メ
ゾ解剖学」基本講座

秋田恵一, 二村昭元編集 全日本病院出版会 491.16||Un 320000311

55
プライマリ・ケア診療診断エラー回避術
: 研修医と指導医の診断推論

宮田靖志, 中川紘明著 日本医事新報社 492.1||Mi 320000312

56
ナースの働き方相談室 : 看護部も経営
者も気になるQ&A25

竹中君夫著
日本看護協会出版
会

492.984||Ta 320000313

57
よくわかる看護研究論文のクリティーク
: 研究手法別のチェックシートで学ぶ
第2版

牧本清子, 山川みやえ編著
日本看護協会出版
会

492.907||Yo 320000314

58
認知症plus身体拘束予防 : ケアをみつ
め直し、抑制に頼らない看護の実現へ
(認知症plusシリーズ:09)

鈴木みずえ, 黒川美知代編
日本看護協会出版
会

492.929||Ni 320000315

59
解剖生理学 (健康・栄養科学シリーズ.
人体の構造と機能及び疾病の成り立
ち)

上嶋繁, 濱田俊編 南江堂 491.3||Ka 320000316

60
放射線検査で使える英会話 : 検査説
明は英語の時代

光野譲著 医療科学社 492.4||Ko 320000317

61 逆引きDICOM Book Plus
JIRA医用画像システム部会
編

医療科学社 492.8||Gy 320000318

62
はじめてのホワイトニング : まずはこの
1冊から!

新井聖範, 中島航輝, 長尾
龍典著

クインテッセンス出
版

497.69||Ar 320000319

63
0歳からの口腔機能と歯列の育て方 :
「赤ちゃん歯科」入門者のための基本
知識と実践ノウハウ

益子正範著
クインテッセンス出
版

497.7||Ma 320000320



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

64 薬事関係法規・制度解説 2020-21年版 薬事衛生研究会編 薬事日報社 499.091||Ya 320000321

65
治癒に導くエンドの秘訣 : 難症例克服
のための歯内療法ケースブック (歯内
療法成功への道)

阿部修 [ほか] 編著/淺井知
宏 [ほか著]

ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.2||Ch 320000322

66
GREAT BREAKTHROUGHS医学大事
典

ロバート・スネッデン著/高田
龍平監訳/竹薮理恵子訳

ニュートンプレス 490.2||Sn 320000323

67
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 320000324

68 心電図の読み"型"教えます! Season2 杉山裕章著 中外医学社
492.123||Su||
2

320000326

69 PICSのすべてQ&A40 井上茂亮編著 中外医学社 492.29||Pi 320000327

70 薬学人のための事例で学ぶ倫理学 有田悦子, 足立智孝編集 南江堂 490.15||Ya 320000328

71
スタートアップ心エコーマニュアル : 考
える心エコー実践のために 改訂第3版

増山理著/合田亜希子著 南江堂 492.12||Ma 320000329

72 エキスパートに学ぶ!完全胸腔鏡手術 河野匡著 南江堂 494.645||Ko 320000330

73 シンプル生化学 改訂第7版 野口正人, 五十嵐和彦編集 南江堂 464||Sh 320000331

74
はじめての看取りケア : 病棟・在宅・救
急外来・災害現場のケアと支援

山﨑智子, 佐々木吉子編著 メヂカルフレンド社 492.918||Ya 320000332

75
はじめての医用画像ディープラーニン
グ : 基礎・応用・事例 2020-2021年版
(医療AIとディープラーニングシリーズ)

藤田広志編 オーム社 492.8||Ha 320000337

76 乳腺腫瘍学 第3版 日本乳癌学会編 金原出版 495.46||Ny 320000338

77 膵癌診療ガイドライン 2019年版
日本膵臓学会膵癌診療ガイ
ドライン改訂委員会編

金原出版
493.475||Su||'
19

320000339

78 あたらしい耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 香取幸夫, 日高浩史編集 中山書店 496.5||At 320000340

79
知っておきたいカラダの不思議 : 人体
はうまくできている

恩田和世著 丸善出版 491.3||On 320000341

80 TEXT整形外科学 改訂5版 大鳥精司 [ほか] 編集 南山堂 494.7||Te 320000342

81 臨床検査法提要 改訂第35版 奥村伸生 [ほか] 編集 金原出版 492.1||Ri 320000343

82 また来たくなる外来 國松淳和著 金原出版 492||Ku 320000344

83
眼科ナースのギモン (日ごろの?をまと
めて解決)

内堀由美子, 永田万由美編
著

照林社 492.926||Ga 320000345

84 中医基本用語辞典 改訂版
劉桂平, 孟静岩主編/中医
基本用語辞典翻訳委員会
訳

東洋学術出版社 490.9||Ch 320000346



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

85
医用画像情報学 改訂4版 (診療放射
線技術選書)

桂川茂彦編 南山堂 492.43||Iy 320000347

86
日々の外来診療に役立つ!症状・症候
別POCUS実践活用術

畠二郎, 平井都始子編 文光堂 492.1||Hi 320000348

87
図解診療放射線技術実践ガイド : 第一
線で必ず役立つ知識・実践のすべて
第4版

遠藤啓吾編集主幹/杜下淳
次 [ほか] 編集委員

文光堂 492.4||Zu 320000349

88
忙しい人のための代謝学 : ミトコンドリ
アがわかれば代謝がわかる

田中文彦著 羊土社 491.47||Ta 320000350

89 自己免疫力を強化する方法 徳良悦子著 たま出版 491.8||To 320000351

90

看護の現場ですぐに役立つ看護英語
のキホン : 看護師さんのための外国人
患者接遇と会話! (ナースのためのスキ
ルアップノート)

松井美穂著 秀和システム 492.907||Ma 320000352

91
放射線計測学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:4)

齋藤秀敏 [ほか] 著 共立出版 492.42||Ho 320000392

92 基本がわかる分子生物学集中講義 武村政春著 講談社 464.1||Ta 320000393

93
Soft tissue and bone tumours 5th ed :
pbk (World Health Organization
classification of tumours)

edited by WHO
classification tumours
editorial board

World Health
Organization/Inter
national Agency for
Research on
Cancer

491.65||Wh 320000395

94
放射線取扱主任者試験問題集 2020年
版 : 第1種

通商産業研究社
539.6||Ho||'20
-1

320000396

95
休み時間のワークブック薬理学 : 1テー
マ10分 (休み時間シリーズ)

柳澤輝行, 小橋史著 講談社 491.5||Ya 320000397

96 入門腫瘍内科学 改訂第3版 日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 494.5||Ny 320000398

97
消化管腫瘍の内視鏡診断 (胃と腸:第
55巻5号・増刊号)

医学書院 493.4||Sh 320000399

98
遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2020年
版

大腸癌研究会編 金原出版
493.465||Id||'2
0

320000400

99
ボルハルト・ショアー現代有機化学 第8
版 上

K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore
[著]/大嶌幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Vo||1 320000405

100
ボルハルト・ショアー現代有機化学 第8
版 下

K.P.C. Vollhardt, N.E. Schore
[著]/大嶌幸一郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Vo||2 320000406

101
ボルハルト・ショアー現代有機化学問
題の解き方 第8版

N.E. Schore [著]/大嶌幸一
郎 [ほか] 訳

化学同人 437||Sc 320000407

102
有機・分光分析編 (機器分析ハンドブッ
ク:1)

川﨑英也, 中原佳夫, 長谷
川健編

化学同人 433||Yu 320000408

103
生命科学,食品・栄養学,化学を学ぶた
めの有機化学基礎の基礎 第3版

立屋敷哲著 丸善出版 437||Ta 320000409

104 マススペクトロメトリー
Jürgen H. Gross [著]/日本
質量分析学会出版委員会
訳

丸善出版 433.2||Gr 320000410

105 例題で学ぶはじめての電気電子工学
臼田昭司, 伊藤敏, 井上祥
史著

技術評論社 540||Us 320000411

106
生物の発光と化学発光 (化学の要点シ
リーズ:35)

松本正勝著/日本化学会編 共立出版 431.54||Ma 320000412



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

107
すごい分子 : 世界は六角形でできてい
る (ブルーバックス:B-2080)

佐藤健太郎著 講談社 438.1||Sa 320000413

108
聴覚障害者、ろう・難聴者と関わる医療
従事者のための手引

アンナ・ミドルトン編/小林洋
子, 松藤みどり訳

明石書店 496.6||Mi 320000414

109
診療放射線技師国家試験合格!Myテキ
スト : 過去問データベース+模擬問題付
2021年度

オーム社編 オーム社
492.4079||Sh|
|'21

320000415

110 基礎からの薬物動態学 第2版 弓田長彦, 千葉康司編集 テコム 491.5||Ki 320000416

111
これならわかる!看護に役立つくすりの
知識 (ナースのための基礎book)

赤瀬智子, 佐橋幸子監修 ナツメ社 492.911||Ko 320000417

112
らくらく完全攻略!登録販売者試験合格
テキスト&問題集 第3版

團野浩著 ナツメ社 499.095||Da 320000418

113
臨床精神病理学 : 精神医学における
疾患と診断

古茶大樹著 日本評論社 493.71||Ko 320000419

114
ネイティブが教える英語論文・グラント
獲得・アウトリーチ成功の戦略と文章術

Yellowlees Douglas, Maria B.
Grant著/布施雄士翻訳

羊土社 490.7||Do 320000420

115
人体は流転する : 医学書が説明しきれ
ないからだの変化

ギャヴィン・フランシス [著]/
鎌田彷月訳

みすず書房 491.3||Fr 320000421

116 バーチャルスライド組織学 駒﨑伸二著 羊土社 491.11||Ko 320000422

117 iPS細胞の歩みと挑戦
京都大学iPS細胞研究所国
際広報室編/中内彩香, 和
田濱裕之著

東京書籍 491.11||Na 320000423

118
解剖生理学 : 人体の構造と機能 第3版
(栄養科学イラストレイテッド)

志村二三夫, 岡純, 山田和
彦編

羊土社 491.1||Ka 320000424

119
人体完全ガイド : 巧妙な構造としくみが
よくわかる! 改訂第2版 (ニュートン別
冊) (Newtonムック)

ニュートンプレス 491.3||Ji 320000425

120
診療室ではじめよう!口腔機能管理と栄
養指導

上田貴之編著/大久保真衣
[ほか] 著

永末書店 497.9||Sh 320000426

121

疾患に挑むメカノバイオロジー : 循環
器、運動器、がん、再生・発生に生体内
の力はどうかかわるのか (実験医学:増
刊:vol. 38-No. 7 2020)

曽我部正博編集 羊土社 463||Sh 320000427

122
入門編 2020-2021年版 (医療AIと
ディープラーニングシリーズ. 標準医用
画像のためのディープラーニング)

福岡大輔編 オーム社 492.8||Ny 320000428

123
放射線治療AIと外科治療AI (医療AIと
ディープラーニングシリーズ)

有村秀孝, 諸岡健一共編 オーム社 494.5||Ho 320000429

124 大人の免疫学常識 トキオ・ナレッジ著 宝島社 498.3||To 320000430


