
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 クラウンブリッジ補綴学 第6版
矢谷博文 [ほか] 編/井川知
子 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.5||Ku 321000021

2 クラウンブリッジ補綴学 第6版
矢谷博文 [ほか] 編/井川知
子 [ほか] 執筆

医歯薬出版 497.5||Ku 321000022

3
微生物検査学実習書 (臨床検査学実
習書シリーズ)

森田耕司編 医歯薬出版 492.1||Ri 321000023

4
微生物検査学実習書 (臨床検査学実
習書シリーズ)

森田耕司編 医歯薬出版 492.1||Ri 321000024

5
保健生態学 第3版 (最新歯科衛生士
教本. 歯・口腔の健康と予防に関わる
人間と社会の仕組み:1)

可児徳子ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 321000025

6
保健生態学 第3版 (最新歯科衛生士
教本. 歯・口腔の健康と予防に関わる
人間と社会の仕組み:1)

可児徳子ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 321000026

7
歯科予防処置論・歯科保健指導論 第2
版 (最新歯科衛生士教本)

高阪利美ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 321000027

8
歯科予防処置論・歯科保健指導論 第2
版 (最新歯科衛生士教本)

高阪利美ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 321000028

9
カラー図解人体の正常構造と機能 全
10巻縮刷版, 改訂第4版

坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 491||Ka 321000029

10
カラー図解人体の正常構造と機能 全
10巻縮刷版, 改訂第4版

坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 491||Ka 321000030

11 歯科疾患実態調査報告 平成28年 日本口腔衛生学会編 口腔保健協会
497.059||Sh||
28

321000031

12 歯科疾患実態調査報告 平成28年 日本口腔衛生学会編 口腔保健協会
497.059||Sh||
28

321000032

13
遺伝子・染色体検査技術教本 (JAMT
技術教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 491.69||Id 321000033

14
遺伝子・染色体検査技術教本 (JAMT
技術教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 491.69||Id 321000034

15
すぐひける、現場で役立つ歯科衛生士
のためのポケット版最新歯科用語辞典

栢豪洋 [ほか] 編
クインテッセンス出
版

497.033||Su 321000036

16
すぐひける、現場で役立つ歯科衛生士
のためのポケット版最新歯科用語辞典

栢豪洋 [ほか] 編
クインテッセンス出
版

497.033||Su 321000037

17 解る!歯科薬理学 第3版 安達一典 [ほか] 編集・執筆 学建書院 497.15||Wa 321000040

18 解る!歯科薬理学 第3版 安達一典 [ほか] 編集・執筆 学建書院 497.15||Wa 321000041

19
数学者の言葉では (新潮文庫:草
248=2)

藤原正彦著 新潮社 914.6||Fu 321000042

20
放射性同位元素等の規制に関する法
令 : 概説と要点 改訂12版

日本アイソトープ協会編集
日本アイソトープ協
会/丸善出版(発売)

498.12||Ho 321000044

21
放射性同位元素等の規制に関する法
令 : 概説と要点 改訂12版

日本アイソトープ協会編集
日本アイソトープ協
会/丸善出版(発売)

498.12||Ho 321000045

22
空気と水と放射線 : 切ろうにも切れな
い放射線との関係

下道國著 医療科学社 539.6||Sh 321000047



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

23
空気と水と放射線 : 切ろうにも切れな
い放射線との関係

下道國著 医療科学社 539.6||Sh 321000048

24
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 321000049

25 ミースフェルド生化学
Roger L. Miesfeld, Megan M.
McEvoy [著]/稲田利文 [ほ
か] 翻訳責任

東京化学同人 464||Mi 321000050

26 ミースフェルド生化学
Roger L. Miesfeld, Megan M.
McEvoy [著]/稲田利文 [ほ
か] 翻訳責任

東京化学同人 464||Mi 321000051

27
臨床微生物検査技術教本 (JAMT技術
教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 492.1||Ja 321000052

28
臨床微生物検査技術教本 (JAMT技術
教本シリーズ)

日本臨床衛生検査技師会
監修

丸善出版 492.1||Ja 321000053

29
感染症診療のロジック : 患者さんのモ
ンダイを解決するキホンとアプローチ法

大曲貴夫著 南山堂 493.8||Om 321000054

30
感染症診療のロジック : 患者さんのモ
ンダイを解決するキホンとアプローチ法

大曲貴夫著 南山堂 493.8||Om 321000055

31 イラスト解剖学 第10版 松村讓兒著 中外医学社 491.1||Ma 321000056

32 イラスト解剖学 第10版 松村讓兒著 中外医学社 491.1||Ma 321000057

33
大学生からの文章表現 : 無難で退屈
な日本語から卒業する (ちくま新
書:889)

黒田龍之助著 筑摩書房 816||Ku 321000058

34 魯迅 : 「人」「鬼」の葛藤 丸尾常喜著 岩波書店 920.28||Ma 321000059

35 Williams hematology 10th ed
editors, Kenneth
Kaushansky ... [et al.]

McGraw Hill 493.17||Wi 321000061

36

Moss and Adams' heart disease in
infants, children, and adolescents :
including the fetus and young adult
Tenth edition / edited by Daniel J.
Penny, Timothy F. Feltes, Frank Cetta,
Seema Mita, Robert E. Shaddy 1

Lippincott Williams
& Wilkins

493.932||Mo||
1

321000062

37

Moss and Adams' heart disease in
infants, children, and adolescents :
including the fetus and young adult
Tenth edition / edited by Daniel J.
Penny, Timothy F. Feltes, Frank Cetta,
Seema Mita, Robert E. Shaddy 2

Lippincott Williams
& Wilkins

493.932||Mo||
2

321000063

38 リンガルブラケット矯正の臨床 居波徹 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.6||Ri 321000064

39 臨床循環器学 伊藤浩, 坂田泰史編集 文光堂 493.2||Ri 321000065

40 脳神経外科学 改訂13版 1
太田富雄原著/松谷雅生,
野崎和彦編集

金芳堂
494.627||No||
1

321000066

41 脳神経外科学 改訂13版 2
太田富雄原著/松谷雅生,
野崎和彦編集

金芳堂
494.627||No||
2

321000067
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42 脳神経外科学 改訂13版 1
太田富雄原著/松谷雅生,
野崎和彦編集

金芳堂
494.627||No||
1

321000068

43 脳神経外科学 改訂13版 2
太田富雄原著/松谷雅生,
野崎和彦編集

金芳堂
494.627||No||
2

321000069

44 CRCテキストブック 第4版
日本臨床薬理学会編集/下
田和孝[ほか]責任編集

医学書院 499.4||Cr 321000070

45 薬学臨床推論 : 臨床での考えかた 川口崇編集/岸田直樹編集 南江堂 492.1||Ya 321000071

46
小児の服薬指導Next Step : よくある
ケースを薬理で考える

松本康弘著 じほう 493.92||Ma 321000072

47 現場で役立つ薬局業務ガイドブック
日経ドラッグインフォメーショ
ン編集/日本調剤株式会社
編集協力

日経BP/日経BP
マーケティング(発
売)

499.095||Ge 321000073

48
日本臨床栄養代謝学会JSPENテキスト
ブック

日本臨床栄養代謝学会編
集

南江堂 492.26||Ni 321000074

49
臨床・病理肺癌取扱い規約 第8版補訂
版

日本肺癌学会編 金原出版 493.38||Ri 321000075

50
新食品衛生学要説 : 食べ物と健康・食
品と衛生 2021年版

廣末トシ子, 安達修一編 医歯薬出版
498.54||Sh||'2
1

321000076

51
応用栄養学 : ライフステージからみた
人間栄養学 第11版

森基子, 玉川和子他著 医歯薬出版 498.55||Ou 321000077

52
看護リフレクション : 経験から学ぶ看護
師を育てる

東めぐみ著 医学書院 492.984||Hi 321000078

53
ティーチング・ポートフォリオ・チャート
作成講座 : リフレクションを可視化する

栗田佳代子著/吉田塁著 医学書院 492.907||Ku 321000079

54
統計学のキホン : 数学をつかう 意味が
わかる

石村友二郎著/石村貞夫監
修

東京図書 417||Is 321000080

55 たったこれだけ!医療統計学 第3版
Michael Harris, Gordon
Taylor著/奥田千恵子訳

金芳堂 490.19||Ha 321000081

56 Rコマンダーで簡単!医療系データ解析 対馬栄輝著 東京図書 490.19||Ts 321000082

57 歯科医師のための内科学 千葉俊美, 山田浩之編集 医歯薬出版 493||Sh 321000083

58
寿命遺伝子 : なぜ老いるのか何が長
寿を導くのか (ブルーバックス:B-2166)

森望著 講談社 467.2||Mo 321000084

59 冠橋義歯補綴学テキスト 第4版 石神元 [ほか] 編集委員 永末書店 497.5||Ka 321000085

60 冠橋義歯補綴学テキスト 第4版 石神元 [ほか] 編集委員 永末書店 497.5||Ka 321000086

61 新編顎関節症 改訂版
日本顎関節学会編/古谷野
潔 [ほか] 編集委員

永末書店 497.3||Sh 321000087

62 新編顎関節症 改訂版
日本顎関節学会編/古谷野
潔 [ほか] 編集委員

永末書店 497.3||Sh 321000088

63 沙林 : 偽りの王国 帚木蓬生著 新潮社 913.6||Ha 321000089

64
Histology and cell biology : an
introduction to pathology 5th ed

Abraham L. Kierszenbaum,
Laura L. Tres

Elsevier 491.11||Ki 321000090
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65
Histology and cell biology : an
introduction to pathology 5th ed

Abraham L. Kierszenbaum,
Laura L. Tres

Elsevier 491.11||Ki 321000091

66
八九六四 : 「天安門事件」は再び起き
るか

安田峰俊著 KADOKAWA 222.077||Ya 321000092

67
不死身の特攻兵 : 軍神はなぜ上官に
反抗したか (講談社現代新書:2451)

鴻上尚史著 講談社 210.75||Ko 321000093

68
ソロモンの指環 : 動物行動学入門 8刷
(ハヤカワ文庫:4191. ハヤカワ文庫
NF:NF222)

コンラート・ローレンツ著/日
高敏隆訳

早川書房 481.78||Lo 321000094

69
スパイス、爆薬、医薬品 : 世界史を変
えた17の化学物質

ペニー・ルクーター, ジェイ・
バーレサン著/小林力訳

中央公論新社 430.2||Le 321000095

70
日本語の作文技術 新版 (朝日文
庫:[ほ1-41])

本多勝一著 朝日新聞出版 816||Ho 321000096


