
医歯薬系図書購入リスト（9月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
国際誌にアクセプトされる医学論文 :
一流誌査読者調査に基づく「再現性の
ある研究」時代の論文ガイド 第2版

Daniel W. Byrne [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

490.7||By 320000432

2
フィジカルアセスメント (看護がみえ
る:vol. 3)

メディックメディア 492.911||Ka||3 320000433

3 レビューブック管理栄養士 2021 医療情報科学研究所編集 メディックメディア
498.14||Re||'2
1

320000434

4
処方がわかる医療薬理学 第11版
2020-2021

中原保裕著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491.5||Na||'20
-'21

320000435

5
CKD慢性腎臓病看護ケアガイド : から
だ・こころ・社会的影響に関する看護

岡美智代編著 照林社 492.926||Ck 320000436

6
先輩ナースが書いた手術看護ノート :
ケアの根拠がわかる

齋藤直美著 照林社 492.9163||Sa 320000437

7
くすりに関するナースのギモン (日ごろ
の?をまとめて解決)

林太祐編著 照林社 492.911||Ku 320000438

8
送る・迎える・運ぶ・戻す新生児搬送A
to Z/家族に伝わる赤ちゃんのケアと手
技 (with NEO:Vol.33No.4(2020-4))

メディカ出版 493.95||Ok 320000439

9

透析患者の薬ちゃちゃっとガイド : ナー
スが服薬指導に使える418製剤の要点
ぎゅっ! (透析ケア:2020年夏季増刊(通
巻348号))

浦田元樹, 陳尾祐介編 メディカ出版 492.926||To 320000440

10
透析患者の検査値ポケットブック : 患
者指導にすぐ使える 改訂2版

友雅司編著 メディカ出版 494.93||To 320000441

11
救命救急ビジュアルナーシング (見て
できる臨床ケア図鑑)

小林繁樹監修・編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.916||Ky 320000442

12
ずっと動けるからだをつくる井関式整体
法 : ガンコな肩こり・腰痛をラクラク改
善!

井関光男著 ヒカルランド 492.79||Is 320000443

13
社会福祉の視点 : はじめて学ぶ社会
福祉 3訂版

鶴野隆浩著 ふくろう出版 369||Ts 320000444

14
ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技
術

中山有香里著 メディカ出版 492.911||Na 320000445

15
ねころんで読める救急患者のみかた :
ナース・救急救命士・研修医のための
診療とケア : やさしい救急入門書

坂本壮著 メディカ出版 492.29||Sa 320000446

16

「やりたいこと」がすぐできる!人工呼吸
器つかいこなしクイックリファレンスブッ
ク (みんなの呼吸器Respica:2020年夏
季増刊(通巻229号))

横山俊樹, 春田良雄編著 メディカ出版 492.28||Ya 320000447

17 PASS NOTE : 看護師国試 2021年版
チャレンジテスト看護師国試
対策室編

学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

492.9079||Ka||
'21

320000448

18 神経眼科学を学ぶ人のために 第2版 三村治著 医学書院 496||Mi 320000449

19 患者の声から考える看護 渡邉順子著 医学書院 492.9014||Wa 320000450

20 くるみぱんの薬学×付箋ノートBOOK くるみぱん編著 じほう 499.07||Ku 320000451

21
治験薬学 : 治験のプロセスとスタッフの
役割と責任 改訂第2版

亀井淳三, 鈴木彰人編集 南江堂 499.4||Ch 320000452

22
コンパス調剤学 : 実践的アプローチか
ら理解する 改訂第3版

八野芳已, 難波弘行, 八重
徹司編集

南江堂 499.6||Ko 320000453



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
コンパス衛生薬学 : 健康と環境 改訂
第3版

鍜冶利幸, 佐藤雅彦編集 南江堂 498||Ko 320000454

24
コンパス衛生薬学 : 健康と環境 改訂
第3版

鍜冶利幸, 佐藤雅彦編集 南江堂 498||Ko 320000455

25 臨床病態学 改訂第5版 勝田逸郎, 松本禎之編集 南江堂 491.6||Ri 320000456

26 泌尿器科レジデントマニュアル 第2版 安井孝周 [ほか] 編集 医学書院 494.92||Hi 320000457

27 胸部外科レジデントマニュアル

東京大学医学部附属病院
胸部外科(心臓外科・呼吸器
外科)編/佐藤雅昭, 縄田寛
責任編集

医学書院 494.64||Ky 320000458

28 生殖補助医療技術学テキスト 荒木康久著 医歯薬出版 495.48||Ar 320000459

29 薬理学・臨床薬理学 (リハベーシック)
内山靖, 藤井浩美, 立石雅
子編

医歯薬出版 491.5||Ya 320000460

30
衛生薬学 : 基礎・予防・臨床 改訂第3
版

今井浩孝, 小椋康光編集 南江堂 498||Ei 320000461

31
エキスパートが答えるDr.小川の傷や傷
あと治療Q&A

小川令著 南江堂 494.288||Og 320000462

32
老年看護学技術 : 最後までその人らし
く生きることを支援する 改訂第3版 (看
護学テキストnice)

真田弘美, 正木治恵編集 南江堂 492.929||Ro 320000463

33
老年看護学概論 : 「老いを生きる」を支
えることとは 改訂第3版 (看護学テキス
トnice)

正木治恵, 真田弘美編集 南江堂 492.929||Ro 320000464

34 パートナー薬理学 改訂第3版
石井邦雄, 栗原順一, 田中
芳夫編集

南江堂 491.5||Pa 320000465

35
くすりに携わるなら知っておきたい!医
薬品の化学

高橋秀依, 夏苅英昭著 じほう 499.3||Ta 320000466

36 こういうことだったのか!!ECMO・PCPS 小尾口邦彦著 中外医学社 492.28||Ko 320000467

37
新型コロナウイルスCOVID-19特講 :
Dr.岡の感染症ディスカバリーレク
チャー

岡秀昭編著 中外医学社 493.87||Sh 320000468

38
もう困らない : 外来・病棟での腎臓の
みかた

杉本俊郎著 中外医学社 494.93||Su 320000469

39
Textbook of medical physiology 14th
ed

John E. Hall, Michael E. Hall Elsevier 491.3||Ha 320000470

40 老いのたしなみ 石川恭三著 河出書房新社 159||Is 320000471

41
PythonでかなえるExcel作業効率化 :
プログラミングがはじめてでも大丈夫!

北野勝久, 高橋宣成著 技術評論社 007.64||Ki 320000472

42
SPSSによる統計データ解析 : 医学・看
護学・生物学、心理学の例題による統
計学入門 改訂新版

柳井晴夫, 緒方裕光編著 現代数学社 417||Sp 320000473

43
公式TOEIC Listening & Readingプラク
ティス リーディング編

Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュ
ニケーション協会

830.79||Ed 320000474

44
公式TOEIC Listening & Reading プラク
ティス リスニング編

Educational Testing Service
著

国際ビジネスコミュ
ニケーション協会

830.79||Ed 320000475
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45
デンマークの女性が輝いているわけ :
幸福先進国の社会づくり

澤渡夏代ブラント, 小島ブン
ゴード孝子著

大月書店 367.238||Br 320000476

46
アディクション・スタディーズ : 薬物依存
症を捉えなおす13章

松本俊彦編 日本評論社 368.81||Ad 320000477

47
70歳でボケる人、110歳まで元気な人 :
酵素の力で脳も身体もこんなに変わる!

鶴見隆史著
かざひの文庫/太
陽出版(発売)

498.583||Ts 320000478

48
臨床医学研究論文・講演集 (野中共平
著作集:2)

野中共平著 論創社 493.123||No 320000479

49 ダンラップ・ヒューリン創薬化学
N.K.Dunlap, D.M.Huryn著/長
野哲雄監訳

東京化学同人 499.3||Du 320000480

50
腎機能名医が教えるNo.1強化術
(Makino mook)

マキノ出版 494.93||Ji 320000481

51 衛生試験法註解 2020 日本薬学会編 金原出版 498.15||Ei||'20 320000482

52
コロナのせいにしてみよう。 : シャムズ
の話

國松淳和著 金原出版 498.39||Ku 320000483

53

インスタントヘルプ!10代のためのジェン
ダークエストトレーニング : 性のアイデ
ンティティ、その悩み・不安から心と体
をヘルプするワーク (10代の心理をサ
ポートするワークブック:3)

ライラン・ジェイ・テスタ, デボ
ラ・クールハート, ジェイミー・
ペタ著/上田勢子訳

合同出版 367.9||Te 320000484

54
「絆」を築くケア技法ユマニチュード : 人
のケアから関係性のケアへ

大島寿美子著 誠文堂新光社 369.26||Os 320000485

55
看護師国試これだけ覚える必修問題
'21年版

小木曽加奈子監修 成美堂出版
492.9079||Ka||
'21

320000489

56
看護師国試これだけ覚える一般問題
'21年版

小木曽加奈子監修 成美堂出版
492.9079||Ka||
'21

320000490

57
これならわかる!はじめての緩和ケア
(ナースのための基礎book)

林章敏監修 ナツメ社 492.918||Ko 320000491

58

看護の現場ですぐに役立つ循環器看
護のキホン : 患者さんの症状から緊急
性を見抜く力が身に付く! (ナースのた
めのスキルアップノート)

中澤真弥著 秀和システム 492.926||Na 320000492

59
感染・がん : 薬トレ : 薬剤師の臨床セン
スを磨くトレーニングブック

望月敬浩 [ほか] 編集 南山堂 493.8||Ka 320000493

60
コ・メディカルのための医事法学概論
第2版

野﨑和義著 ミネルヴァ書房 498.12||No 320000494

61
薬物治療学 改訂9版 (Visual core
pharma)

吉尾隆 [ほか] 編集 南山堂 492.3||Ya 320000495

62
冷えとりの専門医が教える病気を防ぐ
カラダの温め方

川嶋朗監修 日東書院本社 493.14||Hi 320000496

63 はじめの一歩の薬理学 第2版 石井邦雄, 坂本謙司著 羊土社 491.5||Is 320000497

64 はじめの一歩の病理学 第2版 深山正久編 羊土社 491.6||Fu 320000498

65
もっとよくわかる!炎症と疾患 : あらゆる
疾患の基盤病態から治療薬までを理
解する (実験医学:別冊)

松島綱治 [ほか] 著 羊土社 491.64||Mo 320000499

66
腰痛は歩いて治す : からだを動かした
くなる整形外科 (講談社現代新
書:2554)

谷川浩隆著 講談社 493.6||Ta 320000500
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67
イギリス人医師がたどりついたがんが
逃げ出すエッセンシャル統合医療

アンドリュー・ウォン著 ワニブックス 494.5||Wo 320000501

68
絵でわかる薬のしくみ (絵でわかるシ
リーズ)

船山信次著 講談社 491.5||Fu 320000502

69

看護の現場ですぐに役立つ周手術期
看護のキホン : 患者さんの手術への不
安をやわらげる! (ナースのためのスキ
ルアップノート)

兒嶋章仁著 秀和システム 492.9163||Ko 320000503

70

看護の現場ですぐに役立つ症状別看
護過程 : 患者さんの痛みや悩みの解
決方法を知る! (ナースのためのスキル
アップノート)

大口祐矢著 秀和システム 492.914||Og 320000504

71
看取り犬・文福 : 人の命に寄り添う奇
跡のペット物語

若山三千彦著 宝島社 369.263||Wa 320000505

72
妊婦の看護 (ナーシング・グラフィカ
DVDシリーズ. 母性看護技術:1)

藤本紗央里, 大平光子監
修・編集/舩場友木 [ほか]
編集/井上久子 [ほか] 出演

メディカ出版 492||Bo||1 320000506

73
産婦の看護 (ナーシング・グラフィカ
DVDシリーズ. 母性看護技術:2)

藤本紗央里, 大平光子監
修・編集/舩場友木 [ほか]
編集/井上久子 [ほか] 出演

メディカ出版 492||Bo||2 320000507

74
褥婦・新生児の看護 1 (ナーシング・グ
ラフィカDVDシリーズ. 母性看護技術:3)

藤本紗央里, 大平光子監
修・編集/舩場友木, 小澤未
緒, 福島紗世編集/井上久
子, 木戸優子出演

メディカ出版 492||Bo||3 320000508

75
褥婦・新生児の看護 2 (ナーシング・グ
ラフィカDVDシリーズ. 母性看護技術:4)

藤本紗央里, 大平光子監
修・編集/福島紗世, 小澤未
緒, 舩場友木 編集/井上久
子, 本田亮子, 木戸優子出

メディカ出版 492||Bo||4 320000509

76 マークス臨床生化学
Michael Lieberman, Alisa
Peet[著]/横溝岳彦訳

医学書院 491.19||Ma 320000510

77 トートラ人体解剖生理学 原書11版
Gerard J.Tortora, Bryan
Derrickson[著]/佐伯由香
[ほか] 編訳/石橋隆治 [ほ

丸善出版 491.31||To 320000511

78
Excelで学ぶ医療・看護のための統計
入門

石村友二郎著/今福恵子著
/石村貞夫監修

東京図書 490.19||Is 320000512

79

医学的研究のための多変量解析 : 標
準一般化線形モデルから一般化推定
方程式まで:最適モデルの選択、構築、
検証の実践ガイド 第2版

ミッチェル H. カッツ著/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

490.7||Ka 320000513

80 遺伝子 (NHKスペシャル. 人体:2)
NHKスペシャル「人体」取材
班編

医学書院 491.69||Id 320000514

81
Q&A歯科のくすりがわかる本 2020 (歯
界展望:別冊)

坂本春生, 一戸達也, 中川
種昭編

医歯薬出版
497.15||Qa||'2
0

320000515

82
顎関節症はこうして治す : 運動療法・ス
プリント療法入門 (臨床の味方シリー
ズ)

田口望著 永末書店 497.3||Ta 320000516

83

これで解決!顎関節症はこうして治す :
すぐできる診断法と治療の実際 : 運動
療法・スプリント療法臨床編 (臨床の味
方シリーズ)

田口望著 永末書店 497.3||Ta 320000517

84 薬理学 : クイックマスター 第3版 鈴木正彦編著 サイオ出版 491.5||Ya 320000518

85
歯内療法診療ガイドライン : 未処置の
根管に対する根管治療(初回根管治療)

日本歯内療法学会編 永末書店 497.2||Sh 320000519

86 口腔インプラント学実習書 第2版 日本口腔インプラント学会編 永末書店 497.56||Ko 320000520


