
医歯薬系図書購入リスト（10月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
DPC点数早見表 : 診断群分類樹形図
と包括点数・対象疾患一覧 2020年4月
版

医学通信社編集部編 医学通信社
498.163||Dp||'
20

320000521

2
続・日本人はこうして歯を失っていく :
専門医が教える全身の健康につなが
る歯周病予防

日本歯周病学会, 日本臨床
歯周病学会著

朝日新聞出版 497.26||Ni 320000522

3
今日からできるフレイル対策 : 在宅時
代の落とし穴

飯島勝矢著 KADOKAWA 493.185||Ij 320000523

4
プラスチック汚染とは何か (岩波ブック
レット:No. 1003)

枝廣淳子著 岩波書店 519.4||Ed 320000524

5
ルポ保健室 : 子どもの貧困・虐待・性
のリアル (朝日新書:576)

秋山千佳著 朝日新聞出版 374.9||Ak 320000525

6
精神科臨床における心理アセスメント
入門 改訂増補版

津川律子著 金剛出版 146.3||Ts 320000526

7
A practical approach to regional
anesthesiology and acute pain
medicine 5th edition

editors, Joseph M. Neal, De
Q.H. Tran, Francis V.
Salinas, Michael F. Mulroy

Wolters Kluwer
Health

494.24||Pr 320000527

8
つくりながら学ぶ!Pythonによる因果分
析 : 因果推論・因果探索の実践入門

小川雄太郎著 マイナビ出版 417||Og 320000528

9
有機反応機構 : 酸・塩基からのアプ
ローチ

奥山格著 東京化学同人 437.01||Ok 320000529

10
動機づけとやる気 (DVD Psychology
series. ビジュアル教育心理学入門:2)

サン・エデュケーショナル
[制作・著作]

サン・エデュケー
ショナル

371||DVD 320000530

11
看護師のための「困難を乗り越える力」
: 自分を思いやる8つのレッスン

秋山美紀著 メヂカルフレンド社 498.14||Ak 320000531

12
気になるあの子、気になるあのこと : 保
健室の先生に聞く

澤栄美著 さくら社 374.9||Sa 320000532

13

WHO classification of tumours of
haematopoietic and lymphoid tissues
rev. 4th ed (World Health Organization
classification of tumours)

edited by Steven H.
Swerdlow ... [et al.]

International
Agency for
Research on
Cancer

491.6||Wh 320000533

14
「食事」を正せば、病気、不調知らずの
からだになれる : ふるさと村のからだを
整える「食養術」

秋山龍三, 草野かおる [著]
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

498.3||Ak 320000534

15
子どもを虐待から護る : Child Abuse &
Neglect (Nursing Todayブックレット:03)

上野昌江編
日本看護協会出版
会

493.92||Ko 320000535

16 一目でわかる臨床遺伝学 第2版
ドリアン J.プリチャード, ブ
ルース R.コルフ著/古関明
彦 [ほか] 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.69||Pr 320000536

17 一目でわかる臨床遺伝学 第2版
ドリアン J.プリチャード, ブ
ルース R.コルフ著/古関明
彦 [ほか] 訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.69||Pr 320000537

18 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 320000538

19 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 320000539

20 臨床微生物学 (最新臨床検査学講座) 松本哲哉編集 医歯薬出版 492.1||Sa 320000540

21 臨床微生物学 (最新臨床検査学講座) 松本哲哉編集 医歯薬出版 492.1||Sa 320000541

22
カラー図解基礎から疾患までわかる遺
伝学

エーベルハルト・パッサルゲ
著/新川詔夫, 吉浦孝一郎
監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467||Pa 320000542



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
カラー図解基礎から疾患までわかる遺
伝学

エーベルハルト・パッサルゲ
著/新川詔夫, 吉浦孝一郎
監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467||Pa 320000543

24
レジデントのための感染症診療マニュ
アル : principles & practice 第3版

青木眞著 医学書院 493.8||Ao 320000544

25
レジデントのための感染症診療マニュ
アル : principles & practice 第3版

青木眞著 医学書院 493.8||Ao 320000545

26
新・カラーアトラス微生物検査 (月刊
Medical Technology:別冊)

山中喜代治編集 医歯薬出版 492.18||Sh 320000546

27
新・カラーアトラス微生物検査 (月刊
Medical Technology:別冊)

山中喜代治編集 医歯薬出版 492.18||Sh 320000547

28 感染症レジデントマニュアル 第2版 藤本卓司著 医学書院 493.8||Fu 320000548

29 感染症レジデントマニュアル 第2版 藤本卓司著 医学書院 493.8||Fu 320000549

30
国民衛生の動向 2020/2021年 (厚生
の指標臨時増刊:第67巻第9号)

厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
498||Ko||'20-
'21

320000550

31
国民衛生の動向 2020/2021年 (厚生
の指標臨時増刊:第67巻第9号)

厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
498||Ko||'20-
'21

320000551

32
国民衛生の動向 2020/2021年 (厚生
の指標臨時増刊:第67巻第9号)

厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
498||Ko||'20-
'21

320000552

33
国民の福祉と介護の動向 : 最新の
データと施策の動き 2020/2021 (厚生
の指標臨時増刊:第67巻第10号)

厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
369||Ko||'20-
'21

320000553

34
保険と年金の動向 2019/2020 (厚生の
指標臨時増刊)

厚生統計協会編 厚生統計協会
498||Ko||'19-
'20

320000554

35 エース薬理学
安西尚彦, 安藤仁, 浅井聰
編集

南山堂 491.5||Es 320000555

36
エモリー大学クラインバウム教授の生
存時間解析 : 基礎から学べる教科書

David G. Kleinbaum, Mitchel
Klein著/神田英一郎, 藤井
朋子訳/古川敏仁翻訳協力

サイエンティスト社 490.19||Kl 320000556

37 実用SAS生物統計ハンドブック 新版
臨床評価研究会(ACE)基礎
解析分科会執筆

サイエンティスト社 499.4||Ji 320000557

38
介護報酬の解釈 : サービス提供と算定
の実際 令和元年10月版 1

社会保険研究所
364.4||Ka||201
9-1

320000558

39
造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年版
補訂版(2020年4月)

日本血液学会編 金原出版 493.29||Zo 320000559

40 造血幹細胞移植ポケットマニュアル
福田隆浩執筆 : 国立がん研
究センター中央病院造血幹
細胞移植科編集

医学書院 493.29||Zo 320000560

41 血液病レジデントマニュアル 第3版 神田善伸著 医学書院 493.17||Ka 320000561

42 消化管の病理学 第2版 藤盛孝博著 医学書院 493.4||Fu 320000562

43 炎症性腸疾患 日比紀文編集 医学書院 493.46||En 320000563

44 腎生検診断Navi 改訂第2版 片渕律子編著 メジカルビュー社 494.93||Ji 320000564
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45 神経診断学を学ぶ人のために 第2版 柴崎浩著 医学書院 493.72||Sh 320000565

46
神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のた
めに 第2版

木村淳, 幸原伸夫著 医学書院 492.16||Ki 320000566

47
神経内科ハンドブック : 鑑別診断と治
療 第5版

水野美邦編集 医学書院 493.7||Sh 320000567

48 マクロ神経病理学アトラス 新井信隆著 医学書院 493.73||Ar 320000568

49
こころの病を診るということ : 私の伝え
たい精神科診療の基本

青木省三著 医学書院 493.72||Ao 320000569

50
標準皮膚科学 第11版 (Standard
textbook)

照井正, 石河晃編集/岩月
啓氏 [ほか] 執筆

医学書院 494.8||Hy 320000570

51
標準皮膚科学 第11版 (Standard
textbook)

照井正, 石河晃編集/岩月
啓氏 [ほか] 執筆

医学書院 494.8||Hy 320000571

52
標準皮膚科学 第11版 (Standard
textbook)

照井正, 石河晃編集/岩月
啓氏 [ほか] 執筆

医学書院 494.8||Hy 320000572

53
標準皮膚科学 第11版 (Standard
textbook)

照井正, 石河晃編集/岩月
啓氏 [ほか] 執筆

医学書院 494.8||Hy 320000573

54
イラストレイテッド外科手術 : 膜の解剖
からみた術式のポイント 第3版

篠原尚, 水野惠文, 牧野尚
彦著

医学書院 494.65||Sh 320000574

55
標準外科学 第15版 (Standard
textbook)

坂井義治, 田邉稔, 池田徳
彦編集

医学書院 494||Hy 320000575

56 呼吸器外科学 改訂4版 藤井義敬編 南山堂 494.64||Ko 320000576

57
わが国で生まれた心臓血管外科手術 :
先達の創意工夫に学ぶ

Developing the Academic
Surgeon編/川副浩平責任編
集

メジカルビュー社 494.643||Wa 320000577

58
尿路変向・再建術 (Urologic surgery
next:5)

荒井陽一担当編集委員 メジカルビュー社 494.92||Ny 320000578

59
尿失禁・女性泌尿器科手術 (Urologic
surgery next:6)

高橋悟担当編集委員 メジカルビュー社 494.92||Ny 320000579

60
究める鏡視下膀胱全摘術・尿路変向術
: Level up LRC,RARC

三木淳, 古家琢也編集/三
木淳 [ほか] 執筆

メジカルビュー社 494.95||Ki 320000580

61
標準泌尿器科学 第9版 (Standard
textbook)

並木幹夫, 堀江重郎編集/
本間之夫 [ほか] 執筆

医学書院 494.9||Hy 320000581

62 脳神経外科手術アトラス 上巻 山浦晶編集 医学書院
494.627||No||
1

320000582

63
麻酔科学レビュー : 最新主要文献集
2020

天羽敬祐監修 総合医学社 494.24||Ma 320000583

64
標準眼科学 第14版 (Standard
textbook)

中澤満, 村上晶, 園田康平
編集/辻川明孝[ほか] 執筆

医学書院 496||Hy 320000584

65
標準眼科学 第14版 (Standard
textbook)

中澤満, 村上晶, 園田康平
編集/辻川明孝[ほか] 執筆

医学書院 496||Hy 320000585

66
メニエール病・遅発性内リンパ水腫診
療ガイドライン 2020年版

日本めまい平衡医学会編 金原出版 496.6||Me 320000586



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67 老年医学テキスト 改訂第3版 日本老年医学会編 メジカルビュー社 493.185||Ro 320000587

68
日本プライマリ・ケア連合学会基本研
修ハンドブック 改訂2版

日本プライマリ・ケア連合学
会編

南山堂 492||Ni 320000588

69
異常値の出るメカニズム 第7版
(Laboratory medicine)

山田俊幸, 本田孝行編集/
本田孝行 [ほか] 執筆

医学書院 492.1||Ij 320000589

70
ジェネラリストのための内科診断リファ
レンス : エビデンスに基づく究極の診
断学をめざして

上田剛士著 医学書院 492.1||Ue 320000590

71
六甲かもめ食堂野菜が美味しい季節
の献立 : 旬の素材と定番調味料でいつ
ものおかずが格別の味になる

船橋律子著 誠文堂新光社 596||Fu 320000591

72
解説食品表示基準 : 表示ルールの正
しい理解のために

中原繁著 中央法規出版 498.54||Na 320000592

73 新・栄養塾 大村健二, 濵田康弘編 医学書院 498.58||Sh 320000593

74
佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫
学研究から読み解くぶれない食べ方
第2版

佐々木敏著
女子栄養大学出版
部

498.55||Sa 320000594

75
コレステロール・食物繊維早わかり
(Food & cooking data)

女子栄養大学出版部編
女子栄養大学出版
部

498.51||Ko 320000595

76
減塩のコツ早わかり : 塩分を減らす食
べ方がひと目でわかる (Food &
cooking data)

牧野直子, 松田康子データ
作成・指導/女子栄養大学
出版部編

女子栄養大学出版
部

498.55||Ge 320000596

77
エネルギー早わかり : いつも食べる量
のエネルギーがひと目でわかる 第4版
(Food & cooking data)

女子栄養大学出版部編
女子栄養大学出版
部

498.55||En 320000597

78
カロリーダウンのコツ早わかり : エネル
ギーを下げる料理テク大公開! (Food &
cooking data)

女子栄養大学出版部編
女子栄養大学出版
部

498.55||Ka 320000598

79
糖質早わかり : 炭水化物や食物繊維
の量もひと目でわかる (Food & cooking
data)

牧野直子監修・データ作成/
女子栄養大学出版部編

女子栄養大学出版
部

498.55||To 320000599

80
腎臓病の満足ごはん : ゆるい制限で、
無理なく続ける (食事療法はじめの一
歩シリーズ)

榎本眞理栄養指導・献立
女子栄養大学出版
部

494.93||Ji 320000600

81
透析・腎移植の安心ごはん : 自分の適
量を知ってきちんと食べる (食事療法
はじめの一歩シリーズ)

菅野義彦, 榎本眞理, 浦上
理絵, 武田知世著

女子栄養大学出版
部

494.93||To 320000601

82
腎臓病の食品早わかり : 塩分、たんぱ
く質、カリウム、リンがひと目でわかる
改訂版 (Food & cooking data)

牧野直子監修・データ作成/
女子栄養大学出版部編

女子栄養大学出版
部

494.93||Ji 320000602

83
がん患者の栄養管理 : がん化学療法
チームハンドブック

大村健二編集 南山堂 494.53||Ga 320000603

84 今日から使える医療統計 新谷歩著 医学書院 490.19||Sh 320000604

85
消化器癌化学療法 改訂4版 (オンコロ
ジークリニカルガイド)

大村健二編 南山堂 493.4||Sh 320000605

86
基礎免疫学 : アバス-リックマン-ピレ :
免疫系の機能とその異常 原著第6版

Abul K.Abbas, Andrew
H.Lichtman, Shiv Pillai著/中
尾篤人監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

491.8||Ab 320000606

87
イラストで理解するかみくだき薬理学
改訂2版

町谷安紀著 南山堂 491.5||Ma 320000607

88 口腔咽頭の臨床 第3版
吉原俊雄, 湯本英二, 黒野
祐一総編集/川内秀之 [ほ
か] 編

医学書院 496.8||Ko 320000608
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89
図解医薬品情報学 改訂4版 (みてわか
る薬学)

折井孝男編集 南山堂 499.1||Zu 320000609

90 基礎と臨床の両側面からみた胎盤学 日本胎盤学会編集 メジカルビュー社 495.6||Ki 320000610

91

心臓外科医が描いた正しい心臓解剖
図 : 透視図→心カテ : 断面図→心エ
コー : 見たいところが見える : 心臓の
立体構造を細密画で理解する
(Circulation up-to-date books:01)

末次文祥著 メディカ出版 491.123||Su 320000611

92
はじめての消化器内視鏡看護 (カラー
ビジュアルで見てわかる!)

山田拓哉編著 メディカ出版 492.926||Ha 320000612

93
写真でわかる小児看護技術アドバンス
: 小児看護に必要な臨床技術を中心に
新訂版

佐々木祥子編著 インターメディカ 492.925||Sh 320000613

94
新生児医療から療育支援へ : すべて
のいのちを育むために

鈴木康之, 舟橋満寿子編集 インターメディカ 493.937||Sh 320000614

95
先輩ナースの視点がわかる新生児ケ
アのきほん : まず押さえたい20のポイ
ント (with NEO:別冊. るるNEO)

豊島万希子, 中野幸子, 古
都美智子編集

メディカ出版 492.925||Se 320000615

96
保育・教育施設における事故予防の実
践 : 事故データベースを活かした環境
改善

西田佳史, 山中龍宏編著 中央法規出版 376.14||Ho 320000616

97 標準ディベロップメンタルケア 改訂2版
日本ディベロップメンタルケ
ア(DC)研究会編

メディカ出版 493.95||Hy 320000617

98 第三期特定健診・特定保健指導ガイド 門脇孝, 津下一代編 南山堂 498.81||Da 320000618

99
看護で使える言葉がけ : シーン別実例
250 : 現場で役立つ会話術

木澤晃代, 濱田安岐子監修 つちや書店 492.9014||Ka 320000619

100
新生児蘇生法の20の秘訣 : Dr.Rinshu
が紐解く超講義

島袋林秀著 メディカ出版 493.95||Sh 320000620

101
新生児の正常・異常みきわめブック :
豊富な写真で正常所見と疾患がわか
る 正期産児編

田中太平著 メディカ出版 493.95||Ta 320000621

102
実践!医用画像情報学 : 基礎から実験・
演習まで

橋本雄幸編集 メジカルビュー社 492.8||Ji 320000622

103 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 320000625

104
ブルーメンフェルトカラー神経解剖学 :
臨床例と画像鑑別診断

ハル・ブルーメンフェルト著/
安原治訳

西村書店 491.17||Bl 320000626

105
やさしい自律神経生理学 : 命を支える
仕組み

鈴木郁子編著 中外医学社 491.373||Ya 320000627

106 カラー新しい薬理学 石井邦明, 西山成監修 西村書店 491.5||Ka 320000628

107 戸田新細菌学 改訂34版
吉田眞一, 柳雄介, 吉開泰
信編

南山堂 491.7||To 320000629

108
臨床疫学 : EBM実践のための必須知
識 第3版

ロバート H. フレッチャー, ス
ザンヌ W. フレッチャー, グラ
ント S. フレッチャー著/福井

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6||Fl 320000630

109
統計を知らない人のためのSAS入門
Ver.9.3対応版

大橋渉著 オーム社 417||Oh 320000631

110 統計解析ソフト「SAS」 改訂版 高浪洋平, 舟尾暢男共著 カットシステム 417||Ta 320000632



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

111
障害や病気などと向き合い、全ての人
が活躍できる社会に (厚生労働白書:平
成30年版)

厚生労働省編
日経印刷/全国官
報販売協同組合
(発売)

498.059||Ko||'
18

320000633

112 日本の医療 : 制度と政策 増補改訂版 島崎謙治著 東京大学出版会 498.13||Sh 320000634

113 多発性骨髄腫の診療指針 第4版 日本骨髄腫学会編 文光堂 493.29||Ta 320000635

114 リンパ系腫瘍診療ハンドブック
磯部泰司, 佐々木純, 塚田
信弘編著

中外医学社 493.29||Ri 320000636

115 血液内科ただいま診断中! 渡邉純一著 中外医学社 493.17||Wa 320000637

116 糖尿病治療ガイド 2020-2021 日本糖尿病学会編・著 文光堂
493.123||To||'
20-'21

320000638

117 糖尿病治療ガイド 2020-2021 日本糖尿病学会編・著 文光堂
493.123||To||'
20-'21

320000639

118 糖尿病治療ガイド 2020-2021 日本糖尿病学会編・著 文光堂
493.123||To||'
20-'21

320000640

119 糖尿病治療ガイド 2020-2021 日本糖尿病学会編・著 文光堂
493.123||To||'
20-'21

320000641

120 糖尿病治療ガイド 2020-2021 日本糖尿病学会編・著 文光堂
493.123||To||'
20-'21

320000642

121 高齢者糖尿病治療ガイド 2018
日本糖尿病学会, 日本老年
医学会編・著

文光堂 493.123||Ko 320000643

122 内分泌代謝科専門医研修ガイドブック 日本内分泌学会編集 診断と治療社 493.49||Na 320000644

123
日本人の食事摂取基準 : 厚生労働省
「日本人の食事摂取基準」策定検討会
報告書 2020年版

伊藤貞嘉, 佐々木敏監修 第一出版 498.55||Ni||'20 320000645

124 ハルペリン病態から考える電解質異常
Kamel S. Kamel, Mitchell L.
Halperin[著]/門川俊明訳

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 (販売)

493.12||Ka 320000646

125
ネイティブが教える日本人研究者のた
めの論文の書き方・アクセプト術

エイドリアン・ウォールワーク
著/前平謙二, 笠川梢訳

講談社 407||Wa 320000647

126
医学生・研修医のための神経内科学
改訂3版

神田隆著 中外医学社 493.7||Ka 320000648

127
不随意運動の診断と治療 : 動画で学
べる神経疾患 改訂第2版

梶龍兒編集 診断と治療社 493.74||Fu 320000649

128 気分症群 (講座精神疾患の臨床:1) 神庭重信編 中山書店 493.7||Ki 320000650

129 うつ病の真実 野村総一郎著 日本評論社 493.76||No 320000651

130
心病む母が遺してくれたもの : 精神科
医の回復への道のり

夏苅郁子著 日本評論社 916||Na 320000652

131 テキストブック児童精神医学 井上勝夫著 日本評論社 493.937||In 320000653

132 うつ病臨床のエッセンス : 新装版 笠原嘉 [著] みすず書房 493.764||Ka 320000654



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

133
こどもの摂食障害 : エビデンスにもとづ
くアプローチ

稲沼邦夫著 金剛出版 493.937||In 320000655

134
ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出な
い事態に耐える力 (朝日選書:958)

帚木蓬生著 朝日新聞出版 493.7||Ha 320000656

135
こうすればうまくいく! 精神科臨床はじ
めの一歩

宮内倫也著 中外医学社 493.72||Mi 320000657

136
新・心理学の基礎知識 (有斐閣ブック
ス:[681])

中島義明, 繁桝算男, 箱田
裕司編

有斐閣 140.1||Sh 320000658

137 精神力動的精神療法 : 基本テキスト
グレン・O・ギャバード著/池
田暁史訳

岩崎学術出版社 493.72||Ga 320000659

138 最新NICUマニュアル 改訂第6版
徳田幸子編著/京都府立医
科大学大学院医学研究科
小児科学編

診断と治療社 493.95||Sa 320000660

139
新しい薬疹 : 薬剤による皮膚有害事象
の新タイプ

戸倉新樹編 文光堂 494.84||At 320000661

140 医療情報学入門 第2版 樺澤一之, 豊田修一著 共立出版 498||Ka 320000662

141 新心臓血管外科テキスト 安達秀雄 [ほか] 編集 中外医学社 494.643||Sh 320000663

142 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 320000664

143 先天異常 (形成外科治療手技全書:4) 朝戸裕貴, 四ツ柳高敏編集 克誠堂出版 494.288||Se 320000665

144
腫瘍・母斑・血管奇形 (形成外科治療
手技全書:5)

磯貝典孝, 山本有平編集 克誠堂出版 494.288||Sh 320000666

145
あなたの中の宝物"トレジャーDNA" 学
校・公共図書館用 (NHK DVD. NHKス
ペシャル/人体II遺伝子:第1集)

NHKエンタープライ
ズ (発行・販売元)

491||DVD||1 320000667

146
"DNAスイッチ"が運命を変える 学校・
公共図書館用 (NHK DVD. NHKスペ
シャル/人体II遺伝子:第2集)

NHKエンタープライ
ズ (発行・販売元)

491||DVD||2 320000668

147
感染と生体防御 改訂 (管理栄養士講
座)

酒井徹, 鈴木克彦編著 建帛社 498.55||Ka 320000669

148

公衆栄養学 : 地域・国・国際レベルで
の栄養マネジメント 2020年版 (管理栄
養士養成課程におけるモデルコアカリ
キュラム準拠:第8巻)

酒井徹, 由田克士編 医歯薬出版 498.55||Ka||8 320000670

149 災害時の栄養・食糧問題
板倉弘重, 渡邊昌, 近藤和
雄責任編集

建帛社 498.59||Sa 320000671

150
日本人の食事摂取基準2020年版の実
践・運用 : 特定給食施設等における栄
養・食事管理 : 演習付

食事摂取基準の実践・運用
を考える会編

第一出版 498.59||Ni||'20 320000672

151
フランス式おいしい調理科学の雑学 :
料理にまつわる700の楽しい質問

アルテュール・ル・ケンヌ著/
ヤニス・ヴァルツィコス絵/広
野和美訳

パイインターナショ
ナル

596.23||Le 320000673

152
いのち愛しむ、人生キッチン : 92歳の
現役料理家・タミ先生のみつけた幸福
術

桧山タミ著 文藝春秋 596||Hi 320000674

153
オムロンヘルスケアの社員食堂レシピ
: 血圧を下げる新習慣

オムロン ゼロイベントランチ
プロジェクト著

青春出版社 493.25||Om 320000675

154
最新調理機器で作る魅力メニュー : ス
チコン/真空調理/ブラストチラー/VCC

旭屋出版編集部編 旭屋出版 596||Sa 320000676

155 その調理、9割の栄養捨ててます!
東京慈恵会医科大学附属
病院栄養部監修

世界文化社 498.55||So 320000677



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

156
その調理、まだまだ9割の栄養捨てて
ます!

東京慈恵会医科大学附属
病院栄養部監修

世界文化社 498.55||So 320000678

157
新しい腸の教科書 : 健康なカラダは、
すべて腸から始まる

江田証著 池田書店 493.46||Ed 320000679

158
統計 (ニュートン式超図解最強に面白
い!!)

木村直之編集 ニュートンプレス 417||To 320000680

159 サルコペニアQ&A : イチからわかる! 山田実著 医歯薬出版 493.18||Ya 320000681

160
塩分早わかり : いつも食べる量の塩分
がひと目でわかる 第4版 (Food &
cooking data)

女子栄養大学出版部編
女子栄養大学出版
部

498.55||En 320000682

161
代謝ナビゲーション : ミトコンドリアを中
心とする代謝ネットワーク

Navdeep S. Chandel著/大竹
明, 岡崎康司, 村山圭監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.47||Ch 320000683

162 これでOK!静脈栄養のレシピ
川添和義編集/徳島大学病
院栄養サポートチーム(NST)
著

じほう 492.26||Ko 320000684

163
脳腸相関 : 各種メディエーター,腸内フ
ローラから食品の機能性まで

内藤裕二編集 医歯薬出版 491.346||No 320000685

164
栄養管理をマスターする : 代謝の理解
はなぜ大事? (Bunkodo Essential &
Advanced Mook)

大村健二, BEAM (Bunkodo
Essential & Advanced Mook)
編集委員会編

文光堂 498.58||Ei 320000686

165
新型コロナウイルスを制圧する : ウイ
ルス学教授が説く、その「正体」

河岡義裕著/河合香織聞き
手

文藝春秋 493.87||Ka 320000687

166
10万個の子宮 : あの激しいけいれんは
子宮頸がんワクチンの副反応なのか

村中璃子著 平凡社 495.43||Mu 320000688

167
走査電子顕微鏡で旅する口腔のミクロ
な世界

神山卓久著 医歯薬出版 497.1||Ka 320000689

168
アロマテラピー精油事典 : 150の精油
ガイド

バーグ文子著 成美堂出版 499.87||Be 320000690

169
アロマセラピーのための精油ハンドブッ
ク

日本アロマセラピー学会編 丸善出版 499.87||Ar 320000691

170
むし歯・歯周病・歯のみがきかたその
常識、ホントにほんと?歯科の伝説検証
ファイル!

伊藤公一 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.04||Mu 320000692

171
GPのエンド,専門医のエンド : GPにもで
きる米国式無菌的処置のテクニック

石井宏監著/黒瀬尚利 [ほ
か] 著

クインテッセンス出
版

497.2||Gp 320000693

172
X線写真クイズ : 1枚のデンタルから何
を読み取るか?

鷹岡竜一著 医歯薬出版 497.2||Ta 320000694

173
歯科国試パーフェクトマスター保存修
復学

奈良陽一郎, 柵木寿男著 医歯薬出版 497.079||Sh 320000695

174 かとうひさこのブラッシングガイド 加藤久子著 医歯薬出版 497.9||Ka 320000696

175
高齢者の状態に合わせた義歯・補綴治
療 : フレイル,長期入院後,麻痺,認知症,
在宅療養患者の口腔機能改善

市川哲雄, 水口俊介, 池邉
一典編著

医歯薬出版 497.56||Ko 320000697

176
高齢者の状態に合わせた義歯・補綴治
療 : フレイル,長期入院後,麻痺,認知症,
在宅療養患者の口腔機能改善

市川哲雄, 水口俊介, 池邉
一典編著

医歯薬出版 497.56||Ko 320000698

177
高齢者の状態に合わせた義歯・補綴治
療 : フレイル,長期入院後,麻痺,認知症,
在宅療養患者の口腔機能改善

市川哲雄, 水口俊介, 池邉
一典編著

医歯薬出版 497.56||Ko 320000699
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178 認知症の人への歯科治療ガイドライン

日本老年歯科医学会, 日本
医療研究開発機構研究費
「認知症の容態に応じた歯
科診療等の口腔管理及び
栄養マネジメントによる経口
摂取支援に関する研究」ガ
イドライン作成班編

医歯薬出版 497||Ni 320000700

179 認知症の人への歯科治療ガイドライン

日本老年歯科医学会, 日本
医療研究開発機構研究費
「認知症の容態に応じた歯
科診療等の口腔管理及び
栄養マネジメントによる経口
摂取支援に関する研究」ガ
イドライン作成班編

医歯薬出版 497||Ni 320000701

180
訪問診療での歯科臨床 : 在宅歯科医
療をさらに高めるclinical questionsと
questions & answers

戸原玄, 中川量晴編集 医歯薬出版 497.2||Ho 320000702

181
パーシャルデンチャー活用力 : ライフ
コースに沿った基本から使いこなしまで

和田淳一郎, 高市敦士, 若
林則幸著

医歯薬出版 497.56||Wa 320000703

182
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 320000704

183
徹底解説!ナイトガード : エビデンスに
基づいた睡眠時ブラキシズムの診断・
治療

鈴木善貴 [ほか] 著 医歯薬出版 497.2||Te 320000705

184 知っておきたい医工計測技術入門
鈴木良次, 辰巳仁史, 宮原
英夫編著

朝倉書店 492.8||Sh 320000706

185 口腔外科学 第4版
白砂兼光, 古郷幹彦編/白
砂兼光 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.3||Ko 320000707

186
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 320000708

187
チェアサイド・介護で役立つ口腔粘膜
疾患アトラス : どこで見わけて、どう対
応? 新版

中川洋一著
クインテッセンス出
版

496.8||Na 320000709

188
臨床で遭遇する口腔粘膜疾患に強くな
る本 : 歯科医院の診断力・対応力UP!

岩渕博史編著/伊東大典
[ほか] 著

クインテッセンス出
版

497.2||Ri 320000710

189
口の中がわかるビジュアル歯科口腔科
学読本

全国医学部附属病院歯科
口腔外科科長会議監修

クインテッセンス出
版

497||Ku 320000711

190
医療・介護の現場で役立つベーシック
オーラルケア : BOCプロバイダー入門

長縄拓哉編著
クインテッセンス出
版

497.9||Na 320000712

191
組織開発の探究 : 理論に学び、実践に
活かす

中原淳, 中村和彦著 ダイヤモンド社 336.3||Na 320000713

192
フレームワーク編 (ゼロから作るdeep
learning:3)

斎藤康毅著
オライリー・ジャパ
ン/オーム社 (発
売)

007.13||Sa 320000714

193
AIエンジニアを目指す人のための機械
学習入門 : 実装しながらアルゴリズム
の流れを学ぶ (Software design plusシ

清水琢也, 小川雄太郎著 技術評論社 007.13||Sh 320000715

194
医学英語執筆のためのときめく実践例
文集 : 逆転発想法で攻略

小出徹著 じほう 490.7||Ko 320000716

195
ゲノム : 生命情報システムとしての理
解 第4版

T.A. ブラウン著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467.3||Br 320000717

196 遺伝子・DNAのすべて 改訂版 夏緑著 童心社 467.2||Na 320000718

197
分子病態薬物治療学 : 生化・生理・薬
理的視点にたった疾患へのアプローチ
第2版

秋葉聡編著/石原慶一著 京都廣川書店 492.3||Ak 320000719
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198
ブランニューアプローチ新釈薬理論 :
受容体から生体,疾患,そして薬の関係
を考える

小野景義著 京都廣川書店 491.5||On 320000720

199
エピソードから地域に根ざした医療とケ
アの在り方を考える

安井浩樹責任総編集/野呂
瀬崇彦編著

京都廣川書店 498||Ep 320000721

200
臨床への有機と薬理からのアプローチ
: 事例を基に新時代の薬学的介入を考
察する

宮田興子, 水谷暢明, 土生
康司著

京都廣川書店 491.5||Mi 320000722

201
フローチャート抗がん薬副作用 : 対応
の流れと治療のポイントがわかる

渡邊裕之 [ほか] 編 じほう 494.53||Fu 320000723

202
症例から考える代表的な8疾患 第2版 :
解答・解説付

京都府薬剤師会編 じほう 492.3||Sh 320000724

203
消化器/感覚器・皮膚/生殖器・産婦人
科 (臨床薬学テキストシリーズ. 薬理・
病態・薬物治療)

安原眞人担当編集/木内祐
二, 服部尚樹ゲスト編集

中山書店 492.3||Sh 320000725

204
考えるナメクジ : 人間をしのぐ驚異の脳
機能

松尾亮太著 さくら舎 484.6||Ma 320000726

205 Encyclopedia of medicinal plants v. 1
edited by Z.Z. Zhao & P.G.
Xiao

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||1 320000727

206 Encyclopedia of medicinal plants v. 2
edited by Z.Z. Zhao & P.G.
Xiao

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||2 320000728

207 Encyclopedia of medicinal plants v. 3
edited by Z.Z. Zhao & P.G.
Xiao

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||3 320000729

208 Encyclopedia of medicinal plants v. 4
edited by Z.Z. Zhao & P.G.
Xiao

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||4 320000730

209
薬理学 (ベーシック薬学教科書シリー
ズ:16)

金子周司編 化学同人
499.07||Be||1
6

320000731

210
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 320000732

211
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 320000733

212
高機能性金属錯体が拓く触媒科学 :
革新的分子変換反応の創出をめざして
(CSJ Current Review:37)

日本化学会編 化学同人 431.35||Ko 320000734

213
生体分子反応を制御する : 化学的手
法による機構と反応場の解明 (CSJ
Current Review:36)

日本化学会編 化学同人 464||Se 320000735

214
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 320000736

215
構造有機化学 : 基礎から物性へのア
プローチまで

中筋一弘 [ほか] 編 東京化学同人 437.01||Ko 320000737

216 有機合成のためのフロー化学
F.Darvas, G.Dormán,
V.Hessel編/小林修, 小野澤
俊也監訳・編著

東京化学同人 434||Yu 320000738

217
薬の生体内運命 (スタンダード薬学シ
リーズII:6. 医療薬学:6)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||6-6 320000739

218
物質の物理的性質 (スタンダード薬学
シリーズII:2. 物理系薬学:1)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-1 320000740

219
化学物質の分析 (スタンダード薬学シ
リーズII:2. 物理系薬学:2)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-2 320000741
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220
機器分析・構造決定 (スタンダード薬学
シリーズII:2. 物理系薬学:3)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||2-3 320000742

221
海洋プラスチック汚染 : 「プラなし」博
士、ごみを語る (岩波科学ライブラ
リー:288)

中嶋亮太著 岩波書店 519.4||Na 320000743

222
プラスチックの現実と未来へのアイデ
ア : みんなで考えたい : 未来のため
に、今から出来るアイデアの数々

高田秀重監修 東京書籍 519||Pu 320000744

223
脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な
地球と世界ビジネスの潮流 (SDGs時代
の環境問題最前線)

堅達京子, NHK BS1スペ
シャル取材班著

山と溪谷社 519||Ge 320000745

224
図解でわかる14歳からのプラスチック
と環境問題

インフォビジュアル研究所著 太田出版 519||In 320000746

225 イオン交換膜 : 基礎と応用 田中良修著 丸善出版 578.45||Ta 320000747

226
量子化学 : 基礎から応用まで (エキス
パート応用化学テキストシリーズ)

金折賢二著 講談社 431.19||Ka 320000748

227
現場ですぐに使える!Pythonプログラミ
ング逆引き大全357の極意

金城俊哉著 秀和システム 007.64||Ki 320000749

228
スーパーコンピュータ (岩波講座計算
科学:別巻)

小柳義夫 [ほか] 著 岩波書店 007.6||Iw 320000750

229
スパコンを知る : その基礎から最新の
動向まで

岩下武史, 片桐孝洋, 高橋
大介著

東京大学出版会 548.291||Iw 320000751

230
化石燃料の逆襲 : 暑すぎる地球よ、さ
ようなら (よごされた地球 : たのしく学
ぶ、これからの環境問題:1)

ロビン・ツイッディ著, 小島亜
佳莉訳

創元社 519||Tw||1 320000752

231
プラスチックで大パニック : 未来から、
ありがとう (よごされた地球 : たのしく学
ぶ、これからの環境問題:2)

ロビン・ツイッディ著, 小島亜
佳莉訳

創元社 519||Tw||2 320000753

232
毒毒星人の地球侵略 : たたかう、アン
ジェリーナ (よごされた地球 : たのしく
学ぶ、これからの環境問題:3)

ロビン・ツイッディ著, 小島亜
佳莉訳

創元社 519||Tw||3 320000754

233 コンピュータグラフィックス 改訂新版
画像情報教育振興
協会 (CG-ARTS
協会)

007.642||Ko 320000755

234 ディジタル画像処理 改訂第2版
画像情報教育振興
協会

007.1||De 320000756

235
基礎Visual Basic 2019 (Impress kiso
series)

羽山博著 インプレス 007.64||Ha 320000757

236
ビジュアル情報処理 : CG・画像処理入
門 改訂新版

画像情報教育振興
協会

007.642||Bi 320000758

237 ビギナーズデジタルフーリエ変換 中村尚五著
東京電機大学出版
局

413.66||Na 320000759

238 採血 (看護師がおこなう静脈注射:1) 花田妙子,東清己監修
ビデオ・パック・ニッ
ポン(制作・発行)/
京都科学(発売)

492||DVD 320000760

239
留置針を用いた点滴静脈注射 改訂版
(看護師がおこなう静脈注射:4)

花田妙子, 東清己監修
ビデオ・パック・ニッ
ポン

492||DVD 320000761

240
総論 (医学教育シリーズ. 臨床診断推
論入門:vol. 1)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||1 320000762

241
胸痛 (医学教育シリーズ. 臨床診断推
論入門:vol. 2)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||2 320000763



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

242
腹痛 (医学教育シリーズ. 臨床診断推
論入門:vol. 3)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||3 320000764

243
頭痛 (医学教育シリーズ. 臨床診断推
論入門:vol. 4)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||4 320000765

244
呼吸器症状・発熱 (医学教育シリーズ.
臨床診断推論入門:vol. 5)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||5 320000766

245
めまい (医学教育シリーズ. 臨床診断
推論入門:vol. 6)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||6 320000767

246
疲労感 (医学教育シリーズ. 臨床診断
推論入門:vol. 7)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||7 320000768

247
失神 (医学教育シリーズ. 臨床診断推
論入門:v. 8)

[医学映像教育センター制作
著作]

医学映像教育セン
ター

492||DVD||8 320000769

248
呼吸困難 (医学教育シリーズ. 臨床診
断推論入門:vol. 9)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||9 320000770

249
腰痛 (医学教育シリーズ. 臨床診断推
論入門:vol. 10)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||10 320000771

250 「聞く力」こそがリーダーの武器である 國武大紀著 フォレスト出版 336.3||Ku 320000772

251
小児看護と看護倫理 : 日常的な臨床
場面での倫理的看護実践

松岡真里編集 へるす出版 492.925||Sh 320000773

252

看護の現場ですぐに役立つ小児救急
看護のキホン : 子どもの健康といのち
を守る技術が身に付く! (ナースのため
のスキルアップノート)

横山奈緒実編著 秀和システム 492.925||Ka 320000774

253
感染症対策サポート・ブック : 子どもと
一緒にすぐできる! (ひろばブックス)

藤井祐子監修 メイト 376.14||Ka 320000775

254 「わざ」を伝える (シリーズ「看護の知」) 川名るり著
日本看護協会出版
会

492.925||Ka 320000776

255
ケアの基本がわかる重症心身障害児
の看護計画 : ライフステージにそった
乳幼児期から成人期まで

倉田慶子, 市原真穂, 仁宮
真紀編集

へるす出版 492.925||Ke 320000777

256
「いつもと違う」と感じ、思わず行う行為
は実践の知なのか (シリーズ「看護の
知」)

大谷則子著
日本看護協会出版
会

492.9||Oy 320000778

257

地域保健福祉活動のための地域看護
アセスメントガイド : 地区活動ならびに
施策化のアセスメント・活動計画・評価
計画の立案 第2版

佐伯和子編著 医歯薬出版 492.99||Ch 320000779

258
はじめてのタクティールケア : 手で"触
れて"痛み・苦しみを緩和する
(C.C.MOOK)

木本明恵総監修
日本看護協会出版
会

492.7||Ha 320000780

259 これで解決!保健室経営Q&A 三木とみ子編集代表 ぎょうせい 374.9||Ko 320000781

260
養護教諭仕事スキル大全 : 実務力アッ
プのための必須スキルを42本収録!

森慶惠著 明治図書出版 374.9||Mo 320000782

261
おうち性教育はじめます : 一番やさし
い!防犯・SEX・命の伝え方 (MF comic
essay)

フクチマミ, 村瀬幸浩著 KADOKAWA 367.99||Fu 320000783

262
小学生のための歯のはなし : 保健室の
先生がお母さんに教える

渡邊真亀子著 WAVE出版 497.7||Wa 320000784

263
まちかど保健室にようこそ : 〈川中島の
保健室〉ものがたり : からだ・こころ・性
のことなんでも話してホッとできる

白澤章子著 かもがわ出版 498.07||Sh 320000785
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264
養護教諭の職務と法的責任 : 判例から
学ぶ法リスクマネジメント

菅原哲朗, 入澤充著 道和書院 374.92||Su 320000786

265 ぼちぼち行こうか : 保健室の窓から 藤田照子[ほか]著 本の泉社 374.9||Bo 320000787

266
男性養護教諭がいる学校 : ひらかれた
保健室をめざして

川又俊則, 市川恭平著 かもがわ出版 374.9||Ka 320000788

267
養護教員という仕事 : まじょりんはいつ
も保健室のおばさん!

小里純子著
ジャパンマシニスト
社

374.9||Ko 320000789

268
養護教諭の実務マニュアル : オイカワ
先生の仕事術

及川比呂子著 明治図書出版 374.9||Oi 320000790

269
特別支援教育における養護教諭の役
割

全国特別支援教育推進連
盟, 全国養護教諭連絡協議
会編

東洋館出版社 378||To 320000791

270

医療的ケア概論&喀痰吸引 (Japan
Laim original DVD
series:Education:Y02-1. 教員ができる
医療的ケア : 最新の法制度改正を受
けての知識から手順まで:1)

ジャパンライム (発
売)

378||DVD||1 320000792

271

経管栄養 (Japan Laim original DVD
series:Education:Y02-2. 教員ができる
医療的ケア : 最新の法制度改正を受
けての知識から手順まで:2)

ジャパンライム (発
売)

378||DVD||2 320000793

272

自己導尿の補助 (Japan Laim original
DVD series:Education:Y02-3. 教員がで
きる医療的ケア : 最新の法制度改正を
受けての知識から手順まで:3)

ジャパンライム (発
売)

378||DVD||3 320000794

273
教員ができる医療的ケアハンドブック :
最新の法制度改正を受けての知識か
ら手順まで

福田博美 [ほか] 監修 ジャパンライム 378||Ky 320000795

274 日本の妊産婦を救うために2020 関沢明彦, 長谷川潤一編 東京医学社 495.5||Ni 320000796

275 産婦人科研修ポケットガイド 柴田綾子, 重見大介著 金芳堂 495||Sh 320000797

276
妊娠・授乳と薬のガイドブック : よくある
不安や疑問に応える

愛知県薬剤師会妊婦・授乳
婦医薬品適正使用推進研
究班編集

じほう 495.6||Ni 320000798

277
こどもと薬のQ&A : 現場の困った!作り
方・使い方・飲ませ方をエキスパートが
解決 [正]

小児薬物療法研究会編集 じほう 493.9||Ko 320000799

278
放射線生物学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:3)

森田明典 [ほか] 著 共立出版 464.1||Ho 320000800

279
放射線生物学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:3)

森田明典 [ほか] 著 共立出版 464.1||Ho 320000801

280
放射線生物学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:3)

森田明典 [ほか] 著 共立出版 464.1||Ho 320000802

281
放射線生物学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:3)

森田明典 [ほか] 著 共立出版 464.1||Ho 320000803

282
放射線生物学 (診療放射線基礎テキス
トシリーズ:3)

森田明典 [ほか] 著 共立出版 464.1||Ho 320000804

283 数学原論 斎藤毅著 東京大学出版会 410||Sa 320000805
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284 カオス : 力学系入門 1
K.T. アリグッド, T.D. サウ
アー, J.A. ヨーク著/星野高
志 [ほか] 訳

丸善出版 413.6||Al||1 320000806

285
感染予防,そしてコントロールのマニュ
アル : すべてのICTのために 第2版

ニザーム ダマーニ著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

498.6||Da 320000807

286
コアカリ準拠臨床遺伝学テキストノート
: ゲノム医療に必要な考え方を身につ
ける

日本人類遺伝学会編集 診断と治療社 491.69||Ko 320000808

287
病理組織の見方と鑑別診断 第6版 (カ
ラーアトラス)

吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 491.6||By 320000809

288
対人恐怖と社会不安障害 : 診断と治療
の指針 オンデマンド版

笠原敏彦著 金剛出版 493.74||Ka 320000810

289
エビデンスを臨床に!齲触予防マニュア
ル (デンタルハイジーン:別冊)

眞木吉信, 石塚洋一編著 医歯薬出版 497.9||Eb 320000811

290

看護の現場ですぐに役立つ急変時対
応のキホン : 患者さんを安心させる急
変時スキルが身に付く! (ナースのため
のスキルアップノート)

住永有梨著/辻本真由美著 秀和システム 492.916||Su 320000812

291

看護の現場ですぐに役立つ感染症対
策のキホン : 患者さんが安心できる処
置が身に付く! 第2版 (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 492.911||Og 320000813

292

看護の現場ですぐに役立つ地域包括
ケアのキホン : 患者さんの地域での
「安心」をサポートする! 第2版 (ナース
のためのスキルアップノート)

荒神裕之, 坂井暢子, 雜賀
智也著

秀和システム 492.9175||Ko 320000814

293

看護の現場ですぐに役立つ麻酔ケアの
基本 : 患者さんの痛みと不安を取り除
く方法を学ぶ! (ナースのためのスキル
アップノート)

佐々木克之著 秀和システム 492.9165||Sa 320000815

294

看護の現場ですぐに役立つ小児救急
看護のキホン : 子どもの健康といのち
を守る技術が身に付く! (ナースのため
のスキルアップノート)

横山奈緒実編著 秀和システム 492.925||Ka 320000816

295

薬局の英会話 : 実践で学ぶ!/ 井上さ
ゆり, 淺沼晋著 (薬局の現場ですぐに
役立つ : 薬剤師のためのスキルアップ
レシピ)

秀和システム 499.07||In 320000817

296 在宅褥瘡テキストブック 日本褥瘡学会編集 照林社 494.8||Za 320000818

297 医師の感情 : 「平静の心」がゆれるとき
ダニエル・オーフリ著/堀内
志奈訳

医学書院 498.14||Of 320000819

298 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 320000820

299 どもる体 (シリーズケアをひらく) 伊藤亜紗著 医学書院 496.9||It 320000821

300
逝かない身体 : ALS的日常を生きる
(シリーズケアをひらく)

川口有美子著 医学書院 493.64||Ka 320000822

301
感情と看護 : 人とのかかわりを職業と
することの意味 (シリーズケアをひらく)

武井麻子著 医学書院 498.14||Ta 320000823

302
ケア学 : 越境するケアへ (シリーズケア
をひらく)

広井良典著 医学書院 498.04||Hi 320000824

303
べてるの家の「非」援助論 : そのままで
いいと思えるための25章 (シリーズケア
をひらく)

浦河べてるの家著 医学書院 369.28||Be 320000825



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

304
「話せない」と言えるまで : 言語聴覚士
を襲った高次脳機能障害

関啓子著 医学書院 493.73||Se 320000826

305
誰も教えてくれなかったスピリチュアル
ケア

岡本拓也著 医学書院 490.16||Ok 320000827

306
高次脳機能がよくわかる脳のしくみとそ
のみかた

植村研一著 医学書院 491.371||Ue 320000828

307
実践!病を引き受けられない糖尿病患
者さんのケア

石井均編集 医学書院 493.123||Ji 320000829

308
移動と歩行 : 生命とリハビリテーション
の根源となるミクロ・マクロ的視座から

奈良勲 [ほ.か] 編集 医学書院 494.78||Id 320000830

309
見逃してはいけない!小児看護の落とし
穴

東京都立小児総合医療セン
ター看護部編集

医学書院 492.925||Mi 320000831

310 乳幼児健診マニュアル 第6版
福岡地区小児科医会乳幼
児保健委員会編集

医学書院 493.92||Ny 320000832

311
健康格差対策の進め方 : 効果をもたら
す5つの視点

近藤尚己著 医学書院 498||Ko 320000833

312
在宅で出会う「なんとなく変」への対応
法 : この熱「様子見」で大丈夫?

家研也編集 医学書院 492.993||Za 320000834

313 在宅ケアナースポケットマニュアル
ウィル訪問看護ステーション
編集

医学書院 492.993||Za 320000835

314
強みと弱みからみた在宅看護過程+総
合的機能関連図

河野あゆみ編集/草場鉄周
編集協力

医学書院 492.993||Ts 320000836

315
AAP/AHA新生児蘇生テキストブック
第2版

The American Academy of
Pediatrics, American Heart
Association著/田村正徳監

医学書院 493.95||Am 320000837

316
これでわかる!抗菌薬選択トレーニング
: 感受性検査を読み解けば処方が変わ
る

藤田直久編集/中西雅樹
[ほか] 執筆

医学書院 492.31||Ko 320000838

317
これでわかる!抗菌薬選択トレーニング
: 感受性検査を読み解けば処方が変わ
る

藤田直久編集/中西雅樹
[ほか] 執筆

医学書院 492.31||Ko 320000839

318 FLASH薬理学 丸山敬著 羊土社 491.5||Ma 320000840

319 バーチャルスライド組織学 駒﨑伸二著 羊土社 491.11||Ko 320000841

320
ゼロから実践する遺伝統計学セミナー
: 疾患とゲノムを結びつける

岡田随象著 羊土社 491.69||Ok 320000842

321
もっとよくわかる!医療ビッグデータ : オ
ミックス、リアルワールドデータ、AI医
療・創薬 (実験医学:別冊)

田中博著 羊土社 490.7||Ta 320000843

322 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 320000844

323
なぜあなたは論文が書けないのか? :
理由がわかれば見えてくる, 論文を書
ききるための処方箋

佐藤雅昭著
メディカルレビュー
社

490.7||Sa 320000845

324
ダーモスコピー超簡単ガイド 改訂第2
版

田中勝著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.8||Ta 320000846

325 眼科 (病気がみえる:v. 12) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||12 320000847

326
鼻アレルギー診療ガイドライン : 通年
性鼻炎と花粉症 2020年版(改訂第9版)

日本耳鼻咽喉科免疫アレル
ギー学会鼻アレルギー診療
ガイドライン作成委員会編

ライフ・サイエンス
(制作)

496.7||Ha||'20 320000848



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

327
図とイラストだからわかるサルコペニ
ア・フレイル

遠藤直人編 クリニコ出版 493.185||Zu 320000849

328
もっとよくわかる!免疫学 (実験医学:別
冊)

河本宏著 羊土社 491.8||Ka 320000850

329

知っておきたい顎・歯・口腔の画像診
断 : A key to jaw, teeth, and oral
cavity imaging (画像診断別冊. KEY
BOOKシリーズ)

金田隆, 中山秀樹, 平井俊
範、 生嶋一朗編著

学研メディカル秀
潤社

497.3||Sh 320000851

330
次世代シークエンサーDRY解析教本
改訂第2版

清水厚志, 坊農秀雅編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

467.3||Ji 320000852

331
RNA-Seqデータ解析 : WETラボのため
の鉄板レシピ (実験医学:別冊)

坊農秀雅編集 羊土社 467.3||Rn 320000853

332
もっとよくわかる!医療ビッグデータ : オ
ミックス、リアルワールドデータ、AI医
療・創薬 (実験医学:別冊)

田中博著 羊土社 490.7||Ta 320000854

333
Rをはじめよう生命科学のための
RStudio入門

Andrew P.Beckerman, Dylan
Z.Childs, Owen L.Petchey著
/富永大介訳

羊土社 460.7||Be 320000855

334

ゲノム編集実験スタンダード : 完全版 :
CRISPR-Cas9の設計・作製と各生物種
でのプロトコールを徹底解説 (実験医
学:別冊)

山本卓, 佐久間哲史編集 羊土社 467.25||Ge 320000856

335
薬剤経済はじめの一歩 : 薬を扱うなら
知っておきたい!

赤沢学著 羊土社 499.09||Ak 320000857

336
ナースが書いた看護に活かせる心電
図ノート

鈴木まどか著 照林社 492.123||Su 320000858

337
ナースが書いた看護に活かせるPCI
ノート

鈴木まどか著 照林社 492.926||Su 320000859

338
本当に大切なことが1冊でわかる循環
器 第2版

新東京病院看護部編著 照林社 492.926||Ho 320000860

339
小児看護ビジュアルナーシング (見て
できる臨床ケア図鑑)

大塚香, 半田浩美編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.925||Sh 320000861

340

はじめよう!おうちでできる子どものリハ
ビリテーション&やさしいケア : 小さく生
まれた子どもや重い障がいのある子ど
もの在宅支援のために

日本小児在宅医療支援研
究会編集

三輪書店 493.9||Ha 320000862

341
職場の健康がみえる : 産業保健の基
礎と健康経営 (健康がみえるシリーズ)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 336.48||Sh 320000863

342
在宅看護ビジュアルナーシング (見て
できる臨床ケア図鑑)

東京訪問看護ステーション
協議会編集

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.993||Za 320000864

343 見ためと症候で探す!こどもの皮膚診療 大橋博樹 [ほか] 編 羊土社 493.94||Mi 320000865

344 やさしくわかる放射線治療学 日本放射線腫瘍学会監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.54||Ya 320000866

345
脳卒中治療ガイドライン 2015 追補
2019対応

篠原幸人 [ほか] 編集
[脳卒中合同ガイド
ライン委員会]

493.73||No||'1
5

320000867

346
脳卒中治療ガイドライン 2015 追補
2019対応

篠原幸人 [ほか] 編集
[脳卒中合同ガイド
ライン委員会]

493.73||No||'1
5

320000868

347 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 320000869



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

348 抗菌薬おさらい帳 第2版
関雅文編著/石坂敏彦 [ほ
か] 著

じほう 492.31||Ko 320000870

349 抗菌薬おさらい帳 第2版
関雅文編著/石坂敏彦 [ほ
か] 著

じほう 492.31||Ko 320000871

350
目で見る感染症 : 見ためでここまで診
断できる!感染症の画像アトラス

原永修作, 藤田次郎編 羊土社 493.8||Me 320000872

351
目で見る感染症 : 見ためでここまで診
断できる!感染症の画像アトラス

原永修作, 藤田次郎編 羊土社 493.8||Me 320000873

352
分子生物学超図解ノート : 重要ワード
で一気にわかる 改訂版

田村隆明著 羊土社 464.1||Ta 320000874

353
分子生物学超図解ノート : 重要ワード
で一気にわかる 改訂版

田村隆明著 羊土社 464.1||Ta 320000875

354
メディカルサイエンス微生物検査学 第
2版

太田敏子 [ほか] 編集 近代出版 492.18||Me 320000876

355
メディカルサイエンス微生物検査学 第
2版

太田敏子 [ほか] 編集 近代出版 492.18||Me 320000877

356
やさしいインプラント治療 : 初めての1
本埋入をガイドします!

皆川仁著
クインテッセンス出
版

497.5||Mi 320000878

357
ジュンケイラ組織学 第5版 (Lange
textbookシリーズ)

[ジュンケイラ原著]/Anthony
L.Mescher [著]/青山裕彦
[ほか訳]

丸善出版 491.11||Me 320000879

358
脂質異常症診療ガイド : 動脈硬化性疾
患予防のための 2018年版

日本動脈硬化学会編 日本動脈硬化学会 493.2||Sh||'18 320000880

359
Clinical physiology of acid-base and
electrolyte disorders 5th ed

Burton David Rose,
Theodore W. Post

McGraw-Hill 491.3||Cl 320000881

360
ぼくらの中の発達障害 (ちくまプリマー
新書:189)

青木省三著 筑摩書房 493.937||Ao 320000882

361 創傷外科 (形成外科治療手技全書:3) 平林慎一, 川上重彦総編集 克誠堂出版 494.33||So 320000883

362
ロジカル和食 : 苦手な揚げ物も煮物も
魚料理も得意料理に変わる

前田量子著 主婦の友社 596.21||Ma 320000884

363 医学統計学ハンドブック 新版 丹後俊郎, 松井茂之編 朝倉書店 490.19||Ig 320000885

364 Adult T-cell leukemia/lymphoma
Toshiki Watanabe, Takuya
Fukushima, editors

Springer 493.17||Ad 320000886

365

Muse Cells : endogenous reparative
pluripotent stem cells (Advances in
experimental medicine and biology:v.
1103)

Mari Dezawa, editor Springer 491.11||Mu 320000887

366
イラストレイテッド生化学 (リッピンコット
シリーズ)

Denise R. Ferrier [著]/浅井
将 [ほか訳]

丸善出版 491.4||Ir 320000888

367 新編歯科理工学 第6版
服部雅之, 武本真治編集/
服部雅之 [ほか] 執筆

学建書院 497.8||Sh 320000889

368 新編歯科理工学 第6版
服部雅之, 武本真治編集/
服部雅之 [ほか] 執筆

学建書院 497.8||Sh 320000890

369 新編歯科理工学 第6版
服部雅之, 武本真治編集/
服部雅之 [ほか] 執筆

学建書院 497.8||Sh 320000891
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370 新編歯科理工学 第6版
服部雅之, 武本真治編集/
服部雅之 [ほか] 執筆

学建書院 497.8||Sh 320000892

371 新編歯科理工学 第6版
服部雅之, 武本真治編集/
服部雅之 [ほか] 執筆

学建書院 497.8||Sh 320000893

372
かかりつけ歯科医のための口腔機能
低下症入門 : 2020年保険改定対応
[2020年保険改定対応版]

佐藤裕二, 水口俊介, 櫻井
薫編著

デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ka 320000894

373
かかりつけ歯科医のための口腔機能
低下症入門 : 2020年保険改定対応
[2020年保険改定対応版]

佐藤裕二, 水口俊介, 櫻井
薫編著

デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ka 320000895

374
かかりつけ歯科医のための口腔機能
低下症入門 : 2020年保険改定対応
[2020年保険改定対応版]

佐藤裕二, 水口俊介, 櫻井
薫編著

デンタルダイヤモン
ド社

497.9||Ka 320000896

375 デンチャーメインテナンス
前畑香編著/三宅宏之, 湯
田亜希子 [著]

デンタルダイヤモン
ド社

497.56||Ma 320000897

376
生体に優しい総義歯製作法 : 高維持
力機能総義歯 (シリーズMIに基づく歯
科臨床:補巻)

五十嵐尚美, 高橋宗一郎著
クインテッセンス出
版

497.2||Sh 320000898

377 要説スポーツ歯科医学 第2版 上野俊明 [ほか] 編 医学情報社 780.19||Yo 320000899

378 新・口腔外科はじめましょう 片倉朗編
デンタルダイヤモン
ド社

497.3||Sh 320000900

379
患者さんと家族のためのよくわかる口
腔がん治療

石崎憲 [ほか] 著 インターアクション 496.8||Ka 320000901

380
マンガでわかるオーラルフレイル : 心
身の衰え (フレイル) はお口 (オーラル)
から始まります

大久保満男, 飯島勝矢著 主婦の友社 497.9||Ok 320000902

381 歯科学生のための医学英語 影山幾男, 羽村章編 学建書院 497.07||Sh 320000903

382
地域の見方を変えると福祉実践が変わ
る : コミュニティ変革の処方箋 (新・
Minerva福祉ライブラリー:29)

松端克文著 ミネルヴァ書房 369||Ma 320000904

383 高血圧治療ガイドライン 2019年版
日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員会
編

日本高血圧学会
493.25||Ko||'1
9

320000905

384 高血圧治療ガイドライン 2019年版
日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員会
編

日本高血圧学会
493.25||Ko||'1
9

320000906

385 高血圧治療ガイドライン 2019年版
日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員会
編

日本高血圧学会
493.25||Ko||'1
9

320000907

386 高血圧治療ガイドライン 2019年版
日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員会
編

日本高血圧学会
493.25||Ko||'1
9

320000908

387 高齢者医療薬学
石井敏浩, 田中博之編著/
石神昭人, 渡辺朋子著

京都廣川書店 493.18||Ko 320000909

388
薬の生体内運命 改訂8版 (NEO薬学シ
リーズ:2)

丸山一雄編集 ネオメディカル 499.6||Ku 320000910

389
製剤化のサイエンス 改訂10版 (NEO薬
学シリーズ:1)

寺田勝英, 高山幸三編集 ネオメディカル 499.6||Se 320000911

390 基礎薬学分析化学 第4版 1
中村洋編/阿部芳廣 [ほか
執筆]

廣川書店 433||Ki||1 320000912

391 基礎薬学分析化学 第4版 2
中村洋編/阿部芳廣 [ほか
執筆]

廣川書店 433||Ki||2 320000913

392
プラスチックスープの海 : 北太平洋巨
大ごみベルトは警告する

チャールズ・モア, カッサンド
ラ・フィリップス著/海輪由香
子訳

NHK出版 519.4||Mo 320000914



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

393
世界中の子どもの権利をまもる30の方
法 : だれひとり置き去りにしない!

国際子ども権利センター, 甲
斐田万智子編

合同出版 369.4||Se 320000915

394
放射線治療科学概論 改訂2版 (診療
画像検査法)

青山裕一 [ほか] 編 医療科学社 494.54||Ho 320000916

395 精神科 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 320000917

396
感じる細菌学×抗菌薬 : 染方史郎の
楽しく覚えず好きになる

染方史郎著 じほう 491.7||So 320000918

397
デンタルプラークのすべて : 歯科疾患
の予防と治療はバイオフィルムとの戦
い

奥田克爾著 医歯薬出版 497.26||Ok 320000919

398
高齢者の状態に合わせた義歯・補綴治
療 : フレイル,長期入院後,麻痺,認知症,
在宅療養患者の口腔機能改善

市川哲雄, 水口俊介, 池邉
一典編著

医歯薬出版 497.56||Ko 320000920

399
インスリンポンプとCGM : 糖尿病をうま
く管理するためのガイド 第2版

Francine, R. Kaufman, Emily
Westfall著/雨宮伸, 難波光
義監訳/村田敬, 坂根直樹,
松久宗英代表翻訳

医歯薬出版 493.123||Ka 320000921

400
認知症の排泄ケアベッドサイドマニュア
ル

榊原隆次編著/関戸哲利編
著/西村かおる編著

中外医学社 494.95||Ni 320000922

401 NEW薬理学 改訂第7版
田中千賀子, 加藤隆一, 成
宮周編集

南江堂 491.5||Ne 320000923

402
生命科学のためのウイルス学 : 感染と
宿主応答のしくみ, 医療への応用

David R. Harper著/下遠野
邦忠, 瀬谷司監訳

南江堂 491.77||Ha 320000924

403 医科ウイルス学 改訂第3版 高田賢蔵編集 南江堂 491.77||Ik 320000925

404

食と健康を結ぶメディカルサイエンス :
生体防御系を亢進し、健康の維持に働
く分子機構 (実験医学:増刊:v. 38-no.
10 2020)

内田浩二編集 羊土社 498.5||Sh 320000926

405 公衆衛生がみえる2020-2021 第4版 医療情報科学研究所編集 Medic Media
498||Ko||'20-
'21

320000927

406 公衆衛生がみえる2020-2021 第4版 医療情報科学研究所編集 Medic Media
498||Ko||'20-
'21

320000928

407
はじめて学ぶやさしい疫学 : 日本疫学
会標準テキスト 改訂第3版

日本疫学会監修 南江堂 498.6||Ha 320000929

408
はじめて学ぶやさしい疫学 : 日本疫学
会標準テキスト 改訂第3版

日本疫学会監修 南江堂 498.6||Ha 320000930

409
はじめて学ぶやさしい疫学 : 日本疫学
会標準テキスト 改訂第3版

日本疫学会監修 南江堂 498.6||Ha 320000931

410 血液専門医テキスト 改訂第3版 日本血液学会編 南江堂 493.17||Ke 320000932

411
造血幹細胞移植診療実践マニュアル :
データと経験を凝集した医療スタッフの
ための道標

神田善伸著 南江堂 493.29||Ka 320000933

412
水・電解質と酸塩基平衡 : step by step
で考える 改訂第2版 (Short seminars)

黒川清著 南江堂 493.12||Ku 320000934

413
酸塩基平衡、水・電解質が好きになる :
簡単なルールと演習問題で輸液をマス
ター

今井裕一著 羊土社 493.12||Im 320000935

414
ハイパーソノグラファーK : エコーの
Web動画が見られる! 1

山田博胤原作/小谷敦志原
作/小玉高弘漫画

メディカ出版 492.12||Ya 320000936
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415 実践に活きる臨床心エコー図法 伊藤浩, 渡辺弘之編 南江堂 492.12||Ji 320000937

416 神経内科疾患の画像診断 第2版 柳下章著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.73||Ya 320000938

417
脳・脊髄の画像診断 : “鑑別診断力"を
磨く厳選22題 : 専門医試験の画像問
題に自信がもてる!

里見淳一郎 [ほか] 編集 メディカ出版 493.73||No 320000939

418
精神鑑定への誘い : 精神鑑定を行う人
のために、精神鑑定を学びたい人のた
めに

安藤久美子著 星和書店 498.99||An 320000940

419
いやな気分よ、さようなら : 自分で学ぶ
「抑うつ」克服法 増補改訂第2版

デビッド D.バーンズ著/野村
総一郎 [ほか] 訳

星和書店 493.764||Bu 320000941

420
研修医のための見える・わかる外科手
術

畑啓昭編集 羊土社 494.2||Ke 320000942

421
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ!
: シンプルに伝える魔法のテクニック

渡部欣忍著 南江堂 490.7||Wa 320000943

422
とことんシンプルに作り込むスライドテ
クニック (あなたのプレゼン誰も聞いて
ませんよ!. 続)

渡部 欣忍 著 南江堂 490.7||Wa||2 320000944

423 ソーシャルワーク・スーパービジョン論
日本社会福祉教育学校連
盟監修

中央法規出版 369.16||So 320000945

424
いま、本格化する遺伝子治療 : 遺伝性
疾患・がんと戦う新たな一手 (実験医
学:増刊:v. 38-no. 2 2020)

小澤敬也編集 羊土社 491.69||Im 320000946

425 遺伝医学への招待 改訂第6版
太田亨, 吉浦孝一郎, 三宅
紀子著

南江堂 491.69||Ot 320000947

426 糖尿病診療ガイドライン 2019 日本糖尿病学会編著 南江堂 493.123||To 320000948

427 糖尿病診療ガイドライン 2019 日本糖尿病学会編著 南江堂 493.123||To 320000949

428 糖尿病診療ガイドライン 2019 日本糖尿病学会編著 南江堂 493.123||To 320000950

429
病態で考える薬学的フィジカルアセスメ
ント : 41の主訴と症候から行うべきアセ
スメントがわかる

鈴木孝著 羊土社 492.1||Su 320000951

430 薬系薬理学書
立川英一, 田野中浩一, 弘
瀬雅教編集

南江堂 491.5||Ya 320000952

431 分子薬物動態学 杉山雄一, 楠原洋之編集 南山堂 491.5||Bu 320000953

432
ねころんで読める新しいリハビリ : 内部
障害リハビリテーションの驚くべき効果
第1版

上月正博著 メディカ出版 494.78||Ko 320000954

433 腎臓リハビリテーションガイドライン
日本腎臓リハビリテーション
学会編集

南江堂 494.93||Ji 320000955

434
脳卒中の栄養療法 : 急性期・回復期・
維持期の栄養管理がこの一冊で実践
できる!

山本拓史編 羊土社 493.73||No 320000956

435
よくわかる関係法規 : 看護・医療を学
ぶ人のための : 看護学テキスト専門基
礎分野 : basic & practice

松原孝明編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.981||Yo 320000957

436
ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ"保
健指導 : アドラー心理学で面談技法の
スキルが身につく!

上谷実礼著 メディカ出版 498.07||Ue 320000958
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437
今日の助産 : マタニティサイクルの助
産診断・実践過程 改訂第4版

北川眞理子, 内山和美編集 南江堂 495.9||Ko 320000959

438 シンプル病理学 改訂第8版
笹野公伸, 岡田保典, 安井
弥編集

南江堂 491.6||Sh 320000960

439
脳卒中を生きる意味 : 病いと障害の社
会学

細田満和子著 青海社 493.73||Ho 320000961

440
がんゲノム医療結果報告書の読み方と
患者への伝え方 : エキスパートパネル
の実際

関根郁夫, 村谷匡史, 千葉
滋, 野口恵美子編集

医学と看護社 494.5||Ga 320000962

441
イラストレイテッドカラーテキスト神経解
剖学

A R Crossman, D Neary著/
水野昇, 野村嶬監訳

エルゼビア・ジャパ
ン/三輪書店 (発
売)

491.17||Cr 320000963

442 臨床微生物検査ハンドブック 第5版 小栗豊子編集 三輪書店 492.18||Ri 320000964

443
家庭医療の技術 : ファミリーフィジシャ
ン養成講座

ジャネット E.サウス‐ポール,
サミュエル C.マセニー, エブ
リン L.ルイス編/伴信太郎監
訳/日経メディカル編集

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

492||Ka 320000965

444
診断の近道 : チャートで示す症状から
診断まで

R.ダグラス・コリンズ著/日経
メディカル編

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

492.1||Co 320000966

445
Factfulness : 10の思い込みを乗り越
え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング, オーラ・
ロスリング, アンナ・ロスリン
グ・ロンランド著/上杉周作,
関美和訳

日経BP社/日経BP
マーケティング (発
売)

002.7||Ro 320000967

446 小児感染症のトリセツREMAKE : set 伊藤健太著 金原出版 493.938||It 320000968

447 現代の眼科学 改訂第13版 吉田晃敏, 谷原秀信編集 金原出版 496||Ge 320000969

448 頭頸部癌取扱い規約 第6版補訂版 日本頭頸部癌学会編 金原出版 494.5||To 320000970

449 音声障害診療ガイドライン 2018年版
日本音声言語医学会, 日本
喉頭科学会編

金原出版 496.9||On 320000971

450
腎臓病診療に自信がつく本 第2版
(「ジェネラリスト・マスターズ」シリー
ズ:2)

小松康宏著 カイ書林 494.93||Ko 320000972

451
機能物質の集積膜と応用展開 普及版
(CMCテクニカルライブラリー:492. 新材
料・新素材シリーズ)

関隆広監修 シーエムシー出版 501.49||Ki 320000973

452
社会・環境と健康 第2版 (管理栄養士
国家試験得点アップのための一問一
答Toku-ichi:1)

川村堅監修 インターメディカル 498.55||Sh 320000974

453 看護介入分類(NIC)
Howard K. Butcher [ほか]
原著/黒田裕子, 聖隷浜松
病院看護部監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

492.9||Ka 320000975

454
看護成果分類(NOC) : 成果測定のため
の指標・測定尺度

Sue Moorhead [ほか] 原著/
黒田裕子, 聖隷浜松病院看
護部監訳

エルゼビア・ジャパ
ン

492.912||Ka 320000976

455 感染症社会 : アフターコロナの生政治 美馬達哉著 人文書院 498.6||Mi 320000977

456 ウイルスの反乱
ロビン・マランツ・ヘニッグ著
/長野敬 , 赤松眞紀訳

青土社 491.77||He 320000978

457
創傷ケアワークブック : スキン-テア・褥
瘡・下肢潰瘍

田中秀子監修/紺家千津子
執筆/清藤友里絵執筆/渡
辺光子執筆/内藤亜由美執
筆

日本看護協会出版
会

492.926||So 320000979
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458
医療関係者のための脳機能研究入門
: 神経心理学と脳賦活化実験

佐藤正之, 田部井賢一編著 北大路書房 491.37||Ir 320000980

459
Emerging viruses 7th ed (Fields
virology:v. 1)

volume associate editor,
Sean P. J. Whelan

Wolters Kluwer 491.77||Fi||1 320000981

460 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 320000984

461 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 320000985

462 カラー版消化器病学 : 基礎と臨床
浅香正博, 菅野健太郎, 千
葉勉編

西村書店 493.4||Ka 320000986

463
新神経・筋疾患の電気診断学 : 筋電
図・神経伝導検査 : 原理と実際

木村淳著/栢森良二訳
西村書店東京出版
編集部

492.16||Ki 320000987

464
総合診療専門研修の手引き : 何をどう
教え学ぶか工夫と実例 (総合診療専門
医シリーズ:4)

草場鉄周編集主幹/一瀬直
日[ほか]編集委員

中山書店 492||So||4 320000988

465 主要症候からみた鑑別診断学 第2版
名尾良憲原著/村上義次,
勝健一改訂

金芳堂 492.1||Na 320000989

466
公衆栄養学 : 栄養政策、地域栄養活
動の理論と展開 第2版 (Dai-ichi
shuppan textbook series)

吉池信男編著 第一出版 498.55||Ko 320000990

467
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国
民健康・栄養調査報告より 平成29年

健康・栄養情報研究会編 第一出版 498.55||Ko||29 320000991

468 神戸の給食レシピ : 懐かしくて新しい 京阪神エルマガジン社編集
神戸市教育委員会
/京阪神エルマガ
ジン社 (発売)

596||Ko 320000992

469
日本一の給食メシ : 栄養満点3ステップ
簡単レシピ100 (光文社新書:990)

松丸奨著 光文社 596||Ma 320000993

470
気になる脂質早わかり : 体によい"あ
ぶら"のとり方がわかる (Food &
cooking data)

女子栄養大学出版部編
女子栄養大学出版
部

498.55||Ki 320000994

471
知る・診る・対応する酸蝕症 : 問診・視
診による診断ポイントから予防指導・修
復治療まで

北迫勇一, 岩切勝彦著
クインテッセンス出
版

497.2||Ki 320000995

472
歯科衛生士のための病院における医
科歯科連携・口腔機能管理マニュアル

石井拓男編集主幹 医歯薬出版 497.9||Sh 320000996

473
歯科用CTの見かた・読みかた : 決定
版 : 実践マニュアル (今さら聞けない歯
科用CBCTとCTの読像法:続)

森本泰宏, 金田隆, 鱒見進
一監著

クインテッセンス出
版

497.2||Sh 320000997

474
拡大写真で見るペリオとインプラントの
ための審美形成外科

Otto Zuhr, Marc Hürzeler著
/申基喆監訳

クインテッセンス出
版

497.69||Zu 320000998

475
歯周外科のハプニング&リカバリー : 早
わかりQ&A96

和泉雄一監著/小田茂, 竹
内康雄, 水谷幸嗣編著

クインテッセンス出
版

497.26||Sh 320000999

476
歯科医院で認知症の患者さんに対応
するための本 : ガイドラインに基づいた
理解・接遇・治療・ケア

平野浩彦, 枝広あや子, 本
橋佳子編著

医歯薬出版 497||Sh 320001000

477
Q&Aでわかるノンメタルクラスプデン
チャー : できること,できないこと

大久保力廣編著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.56||Qa 320001001

478

スキルアップをめざす!エビデンスに基
づく総義歯製作 : 生体情報を考慮した
客観的な人工歯排列法 : 臨床のポイン
トを動画でチェック!

佐藤幸司著 医歯薬出版 497.56||Sa 320001002

479
The fabric of the modern implantology
: 近代インプラント治療のテクニックとサ
イエンス

船登彰芳, 山田将博, 吉松
繁人編著/丹野努 [ほか] 著

医歯薬出版 497.5||Fa 320001003
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480
インプラント歯学におけるデジタルワー
クフロー (ITI treatment guide :
Japanese:v. 11)

Authors: G. Gallucci, C.
Evans, A. Tahmaseb/勝山英
明 [ほか] 監訳

クインテッセンス出
版

497.5||In 320001004

481 わかりやすいイラスト口腔外科小手術 朝波惣一郎 [ほか] 著
クインテッセンス出
版

497.3||Wa 320001005

482
口腔内に跋扈する魑魅魍魎の正体 (史
上最大の暗殺軍団デンタルプラーク:
続)

医歯薬出版 497.9||Ok 320001006

483
歯科衛生士のための口腔内科 : 全身
と口腔をつなぐオーラルメディシン

山根源之 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.9||Sh 320001007

484 削るう蝕削らないう蝕 林美加子, 伊藤中編集
クインテッセンス出
版

497.24||Ke 320001008

485
がん薬物治療学 : 悪性腫瘍,薬物治療
の理論と実践 第2版

山田安彦編著/片桐文彦,
下枝貞彦, 高柳理早著

京都廣川書店 494.53||Ga 320001009

486
Measuring colour 4th ed (Wiley-IS&T
series in imaging science and
technology)

R.W.G. Hunt, M.R. Pointer Wiley 425.7||Hu 320001010

487
Colorimetry : understanding the CIE
system : cloth

edited by János Schanda Wiley-Interscience 433.53||Co 320001011

488
糖尿病エンパワーメント : 愛すること,
おそれること, 成長すること 第2版

Bob Anderson, Martha
Funnell [編]/石井均監訳/
植田玲 [ほか] 訳

医歯薬出版 493.123||To 320001012

489 まさか、この私が : 脳卒中からの生還 関啓子著 教文館 493.73||Se 320001013

490
輝く子どものいのち : こどもホスピス・
癒しと希望

鍋谷まこと, 藤井美和, 柏木
道子編

いのちのことば社 490.14||Ka 320001014

491
保健師業務要覧 新版 第4版 2020年
版

井伊久美子 [ほか] 編
日本看護協会出版
会

498.14||Ho 320001015

492 保健室、開いてますよ。 朝比奈歩乃か著
幻冬舎メディアコン
サルティング/幻冬
舎 (発売)

913.6||As 320001016

493
どうして?どうする?教科書に載っていな
い養護教諭の仕事

スキルラダー研究会著 ふくろう出版 374.9||Do 320001017

494
カラールービン病理学 : 臨床医学への
基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デイ
ヴィッド・S・ストレイヤー編/
鈴木利光 [ほか] 監訳

西村書店 491.6||Ka 320001018

495 臨床医学総論 第2版 (臨床工学講座)
日本臨床工学技士教育施
設協議会監修/篠原一彦編
集/小谷透編集

医歯薬出版 492||Ri 320001019

496
放射線腫瘍学 (新・医用放射線科学講
座)

小泉雅彦, 川守田龍編集 医歯薬出版 494.54||Ho 320001020

497
放射線腫瘍学 (新・医用放射線科学講
座)

小泉雅彦, 川守田龍編集 医歯薬出版 494.54||Ho 320001021

498
NEW予防医学・公衆衛生学 改訂第4版
(Nankodo's essential well-advanced
series)

小泉昭夫 [ほか] 編集 南江堂 498||Ne 320001022

499 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 320001023

500 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 320001024

501 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 320001025



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

502
日本の医療と介護 : 歴史と構造、そし
て改革の方向性

池上直己著
日本経済新聞出版
社

498.13||Ik 320001026

503
大腸癌の腹腔鏡下手術 : 実践に役立
つ手術手技

エヌ・ティー・エス著作 エヌ・ティー・エス 494||DVD 320001027

504
スペシャルポピュレーションの抗菌薬投
与設計 (月刊薬事臨時増刊号:7月臨時
増刊号, 第62巻, 第10号)

村木優一, 高橋桂子編集 じほう 492.31||Su 320001028

505

小児疾患の薬物治療ガイドライン総ま
とめ : 標準治療をまるごと解説! (月刊
薬事臨時増刊号:5月臨時増刊号, 第62
巻, 第7号)

五十嵐隆編集代表/齊藤順
平, 山谷明正編集

じほう 493.92||Sh 320001029

506
フィジカルアセスメントの実際 (看護教
育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol.
1)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||1 320001030

507
フィジカルアセスメントの実際 (看護教
育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol.
1)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||1 320001031

508
フィジカルアセスメントの実際 (看護教
育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol.
1)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||1 320001032

509
皮膚・頭頸部・眼・耳 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 2)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||2 320001033

510
皮膚・頭頸部・眼・耳 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 2)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||2 320001034

511
皮膚・頭頸部・眼・耳 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 2)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||2 320001035

512
呼吸・心血管・乳房 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 3)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||3 320001036

513
呼吸・心血管・乳房 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 3)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||3 320001037

514
呼吸・心血管・乳房 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 3)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||3 320001038

515
腹部・筋骨格・神経 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 4)

医学映像教育センター制
作・著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||4 320001039

516
腹部・筋骨格・神経 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 4)

医学映像教育センター制
作・著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||4 320001040

517
腹部・筋骨格・神経 (看護教育シリー
ズ. フィジカルアセスメント:vol. 4)

医学映像教育センター制
作・著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||4 320001041

518
フィジカルアセスメントの所見 (看護教
育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol.
5)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||5 320001042

519
フィジカルアセスメントの所見 (看護教
育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol.
5)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||5 320001043

520
フィジカルアセスメントの所見 (看護教
育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol.
5)

医学映像教育センター制作
著作

医学映像教育セン
ター

492||DVD||5 320001044

521
看護師と医療スタッフのためのやさしく
わかる新生児疾患 : 原因・メカニズム、
症状 検査・診断、治療法、予防法

板橋家頭夫著 ナツメ社 493.95||It 320001045

522

発達障害のある子のサポートブック :
保育・教育の現場から寄せられた学習
困難・不適切行動へのすぐできる対応
策2800 (学研のヒューマンケアブックス)

榊原洋一, 佐藤曉著/日本
版PRIM作成委員会編

学研教育出版/学
研マーケティング
(発売)

378||Sa 320001046



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

523
ナースのためのやさしくわかる訪問看
護

椎名美恵子, 家崎芳恵監修 ナツメ社 492.993||Na 320001047

524
合併症妊娠の薬物治療 : 38症例と用
語解説で今度こそわかる! (調剤と情
報:5月臨時増刊号 vol.25 no.7)

村島温子監修 じほう 495.6||Ga 320001048

525
解析技術の進展とデータ駆動型・ター
ゲット機能型研究最前線 (ヒトマイクロ
バイオーム:v. 2)

服部正平監修
NTS(エヌ・ティー・
エス)

491.7||Hi 320001049

526
パーシャルデンチャー・オーバーデン
チャーを活かす31のQ&A : 患者さんに
も説明できる戦略的補綴治療

前田芳信, 権田知也著 永末書店 497.5||Ma 320001050

527
食品衛生学 第4版 (エキスパート管理
栄養士養成シリーズ:12)

甲斐達男, 小林秀光編 化学同人 498.54||Sh 320001051

528
ADHDとともに生きる人たちへ : 医療か
らみた「生きづらさ」と支援

田中康雄著 金子書房 493.73||Ta 320001052

529
ぐんぐんのびる看護技術 : そのコツと
ポイント

川﨑久子編著 サイオ出版 492.911||Gu 320001053

530
英文校正会社が教える英語論文のミス
分野別強化編

エディテージ著/熊沢美穂子
訳

ジャパンタイムズ 836.5||Ed 320001054

531
大阪市立十三市民病院がつくった新型
コロナウイルス感染症「COVID-19」対
応BOOK

西口幸雄, 白石訓, 山本紀
子編著

照林社 498.6||Os 320001055

532
免疫力をあげる東洋医学と漢方の図
鑑 : 中国伝統医学中医学の素晴らしさ

木本裕由紀著 宝島社 490.9||Ki 320001056

533

高次脳機能障害ビジュアル大事典 :
ナース・PT・OT・ST必携! (リハビリナー
ス:2020年秋季増刊(通巻89号).
Rehabilitation nurse)

大沢愛子監修 メディカ出版 492.926||Ko 320001057

534
家族看護学 : 家族のエンパワーメント
を支えるケア

中野綾美, 瓜生浩子編著 メディカ出版 492.99||Ka 320001058

535

パンデミックを阻止せよ! : 感染症を封
じ込めるための10のケーススタディ 新
型コロナウイルス対応改訂版 (DOJIN
選書:84)

浦島充佳著 化学同人 498.6||Ur 320001059

536
放射化学 (診療放射線基礎テキストシ
リーズ:5)

前原正義 [ほか] 著 共立出版 431.59||Ho 320001060

537
ホンモノの薬歴の書き方 : 薬歴ってどう
書くの?薬剤師のお悩み解決!

岡村祐聡著 金芳堂 499.2||Ok 320001061

538
宇宙を回す天使、月を飛び回る怪人 :
世界があこがれた空の地図 (National
geographic)

エドワード・ブルック=ヒッチン
グ著/関谷冬華訳

日経ナショナルジ
オグラフィック社/
日経BPマーケティ
ング (発売)

440.2||Br 320001062

539
地球をめぐる不都合な物質 : 拡散する
化学物質がもたらすもの (ブルーバック
ス:B-2097)

日本環境化学会編著 講談社 519.79||Ch 320001063

540
Emerging viruses 7th ed (Fields
virology:v. 1)

volume associate editor,
Sean P. J. Whelan

Wolters Kluwer 491.77||Fi||1 320001064

541
Emerging viruses 7th ed (Fields
virology:v. 1)

volume associate editor,
Sean P. J. Whelan

Wolters Kluwer 491.77||Fi||1 320001065

542
Orofacial Pain Biomarkers Softcover
reprint of the original 1st edition 2017

Springer Berlin :
Springer

497.3||Or 320001066



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

543
イラストレイテッド微生物学 第3版 (リッ
ピンコットシリーズ)

Richard A. Harvey, Cynthia
Nau Cornelissen, Bruce D.
Fisher [著]/石井良和 [ほか
訳]

丸善出版 491.7||Ha 320001067

544 “シャーロック"肝臓病学
Sheila Sherlock, James
Dooley著/小俣政男監訳

西村書店 493.47||Sh 320001068

545
腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第
8版

今井圓裕, 丸山彰一編著 診断と治療社 494.93||Ji 320001069

546 基本神経病理学
エスクロール[原著]/F.グレ
イ, U.デ・ジロラーミ, J.ポワリ
エ編著/村山繁雄監訳

西村書店 493.73||Es 320001070

547
形成外科の基本手技 1 (形成外科治
療手技全書:1-2)

鈴木茂彦, 貴志和生編集 克誠堂出版 494.288||Ke||1 320001071

548
形成外科の基本手技 2 (形成外科治
療手技全書:1-2)

鈴木茂彦, 貴志和生編集 克誠堂出版 494.288||Ke||2 320001072

549 最新知識フレイルサルコペニア
吉村芳弘監修・執筆/熊本リ
ハビリテーション病院栄養サ
ポートチーム, 森みさ子執筆

日総研出版 493.185||Sa 320001073

550 カラーエッセンシャル口腔組織・発生学
ジェームズ K.エイヴリー著/
高野吉郎監訳/佐々木崇寿,
矢嶋俊彦, 入江一元訳

西村書店 497.11||Av 320001074

551
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 320001075

552
無歯顎の治療 : 顎顔面欠損の治療 (プ
ロソドンティクス:第3巻)

古谷野潔第3巻責任編集 永末書店 497.56||Mu 320001076

553
有床義歯トラブルシューティング : 困っ
たときにSEOAPで解決

河相安彦 [ほか] 編集 永末書店 497.56||Yu 320001077

554 口腔内科学 第2版
山根源之 [ほか] 編集主幹/
片倉朗, 北川善政, 里村一
人編集委員

永末書店 497.2||Ko 320001078

555
歯冠修復と欠損補綴の治療と診療補
助 (歯科衛生士講座)

松村英雄 [ほか] 編集委員 永末書店 497.9||Sh 320001079

556
Narrative methods for the human
sciences : cloth

Catherine Kohler Riessman Sage Publications 301.6||Ri 320001080

557
この世の中を動かす暗黙のルール :
人づきあいが苦手な人のための物語

岡田尊司著 日本図書センター 361.454||Ok 320001083

558
基礎栄養学 第4版 (栄養科学シリーズ
NEXT)

木戸康博, 桑波田雅士, 原
田永勝編

講談社 498.55||Ei 320001084

559
応用栄養学 第6版 (栄養科学シリーズ
NEXT)

木戸康博 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 320001085

560
地域包括ケア病棟における退院支援 :
ナースのためのやさしくわかる!

遠藤寛子, 南川雅子編著 ナツメ社 492.9175||Ch 320001086

561 基礎からわかる服薬指導 第3版
浜田康次, 吉江文彦, 山口
晴美著

ナツメ社 499.2||Ha 320001087

562
網膜, 硝子体 (眼科診療ビジュアルラー
ニング:5)

近藤峰生編集 中山書店 496.2||Ga||5 320001088

563
好きになる免疫学ワークブック (好きに
なるシリーズ)

萩原清文著 講談社 491.8||Ha 320001089

564
そうだったのか!「臨床試験」のしくみと
実務

安藤克利著 南山堂 499.4||An 320001090



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

565
エビデンスに基づく検査データ活用マ
ニュアル : 検査の選択と意味・ケアへ
の生かし方 改訂第3版

下正宗編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.1||Eb 320001091

566 微生物学 (栄養科学イラストレイテッド) 大橋典男編 羊土社 491.7||Bi 320001092

567
イラストで理解するかみくだき薬理学
改訂2版

町谷安紀著 南山堂 491.5||Ma 320001093

568
もっとよくわかる!医療ビッグデータ : オ
ミックス、リアルワールドデータ、AI医
療・創薬 (実験医学:別冊)

田中博著 羊土社 490.7||Ta 320001094

569
ゼロから実践する遺伝統計学セミナー
: 疾患とゲノムを結びつける

岡田随象著 羊土社 491.69||Ok 320001095

570
管理栄養士国家試験受験必修過去問
集 2021

女子栄養大学管理栄養士
国家試験対策委員会編

女子栄養大学出版
部

498.55||Ka||'2
1

320001096

571 図解腫瘍薬学 (みてわかる薬学)
川西正祐, 賀川義之, 大井
一弥編集

南山堂 494.53||Zu 320001097

572
妊娠と授乳 : 薬物治療コンサルテー
ション 改訂3版

伊藤真也, 村島温子編集 南山堂 495.6||Ya 320001098

573
解剖生理学 : 学生の声を聞いてつくっ
た

安谷屋均著 南山堂 491.31||Ad 320001099

574
薬のうごきを「みえる化」する一目で伝
わるADME図鑑

高村徳人著 南山堂 491.5||Ta 320001100

575
アレルギーっ子のごはんとおやつ : 卵
なし牛乳なし小麦粉なしでも、家族で
いっしょの工夫がいっぱい 改訂版

主婦の友社編 主婦の友社 498.583||Ar 320001101

576
A pharmacology primer : techniques
for more effective and strategic drug
discovery 5th ed

Terry P. Kenakin
Academic Press,
an imprint of
Elsevier

491.5||Ke 320001102

577
学校の応急処置がよくわかる : 緊急度
の判断とその対応

玉川進著 東山書房 374.9||Ta 320001103

578 男性養護教諭 男性養護教諭友の会編 東山書房 374.9||Da 320001104

579 学校環境衛生180のギモン解決レシピ 東京都学校薬剤師会編 東山書房 374.91||Ga 320001105

580
すぐ使える!学校保健OJTシート : 養護
教諭からこれだけは伝えたいこと

東京都学校保健研究会編
著

東山書房 374.9||Su 320001106

581

養護教諭・保健室の5S+S : 整理・整
頓・清掃・清潔・躾・作法・セキュリ
ティー (スキルアップ養護教諭の実践
力)

林典子 [ほか] 著 東山書房 374.9||Yo 320001107

582
Obstetric anesthesiology : an
illustrated case-based approach

edited by Tauqeer Husain,
Ashford and St. Peter's
Hospitals NHS Foundation
Trust, Surrey, UK, Roshan
Fernando, Women's
Wellness and Research
Centre, Hamad Medical
Corporation, Doha, Qatar,
Scott Segal, Wake Forest
University, Raleigh, NC, USA

Cambridge
University Press

495.5||Ob 320001108

583 Neuroscience 6th ed : hbk
editors, Dale Purves ... [et
al.]

Sinauer Associates 491.37||Ne 320001109

584 寄生虫学テキスト 第4版 上村清 [ほか] 著 文光堂 491.9||Ki 320001113



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

585
意識の探求 : 神経科学からのアプロー
チ 上

クリストフ・コッホ著/土谷尚
嗣, 金井良太訳

岩波書店 491.371||Ko||1 320001114

586
意識の探求 : 神経科学からのアプロー
チ 下

クリストフ・コッホ著/土谷尚
嗣, 金井良太訳

岩波書店 491.371||Ko||2 320001115

587
がん薬物治療学 : 悪性腫瘍,薬物治療
の理論と実践 第2版

山田安彦編著/片桐文彦,
下枝貞彦, 高柳理早著

京都廣川書店 494.53||Ga 320001119

588
臨床栄養学概論 第2版 (栄養科学シ
リーズNEXT)

友竹浩之, 塚原丘美編 講談社 498.55||Ei 320001121

589 いのちの停車場 南杏子著 幻冬舎 913.6||Mi 320001122

590
Nestler, Hyman & Malenka's molecular
neuropharmacology : a foundation for
clinical neuroscience 4th ed

Eric J. Nestler ... [et al.] McGraw Hill 491.5||Ne 320001123

591
命を愛しむ養護教諭の仕事 : いま保健
室に求められている思想と技法

数見隆生著 本の泉社 374.9||Ka 320001124

592
保健室と社会をつなぐ : 本当の育ちと
学びの場

香山リカ著/『保健室』編集
部編

本の泉社 374.9||Ka 320001125

593
臨床看護で知っておきたい検査ガイド
ブック

江口正信編著 サイオ出版 492.1||Ri 320001132

594
卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドラ
イン 2020年版

日本婦人科腫瘍学会編 金原出版
495.43||Ra||'2
0

320001133


