
医歯薬系図書購入リスト（6月） （蔵本分館）

書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

1
細胞検査技術教本 (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 492.19||Sa 321000144

2
病理組織の見方と鑑別診断 第7版 (カ
ラーアトラス)

吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 491.6||By 321000145

3 細胞診を学ぶ人のために 第6版 坂本穆彦編 医学書院 492.19||Sa 321000146

4
薬物治療学 改訂10版 (Visual core
pharma)

吉尾隆 [ほか] 編集 南山堂 492.3||Ya 321000148

5
薬物治療学 改訂10版 (Visual core
pharma)

吉尾隆 [ほか] 編集 南山堂 492.3||Ya 321000149

6
人間にとって教養とはなにか (SB新
書:530)

橋爪大三郎著 SBクリエイティブ 002||Ha 321000150

7
ゲンロン戦記 : 「知の観客」をつくる (中
公新書ラクレ:709)

東浩紀著 中央公論新社 023.067||Az 321000151

8 読書の価値 (NHK出版新書:547) 森博嗣著 NHK出版 019||Mo 321000152

9 接着歯学 第2版 日本接着歯学会編 医歯薬出版 497.4||Se 321000153

10 接着歯学 第2版 日本接着歯学会編 医歯薬出版 497.4||Se 321000154

11
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 321000155

12
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 321000156

13
病理学/病理組織細胞学 (ポケットマス
ター臨床検査知識の整理)

新臨床検査技師教育研究
会編/福留伸幸, 木村文一,
大河戸光章責任編集

医歯薬出版 492.1||By 321000158

14
病理学/病理組織細胞学 (ポケットマス
ター臨床検査知識の整理)

新臨床検査技師教育研究
会編/福留伸幸, 木村文一,
大河戸光章責任編集

医歯薬出版 492.1||By 321000159

15
MRIの基本パワーテキスト : 基礎理論
から最新撮像法まで 第4版

レイ H. ハシェミ, クリスト
ファー J. リサンチ, ウィリア
ム G. ブラッドリー,Jr. 著/荒

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.1||Ha 321000160

16
MRIの基本パワーテキスト : 基礎理論
から最新撮像法まで 第4版

レイ H. ハシェミ, クリスト
ファー J. リサンチ, ウィリア
ム G. ブラッドリー,Jr. 著/荒

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

492.1||Ha 321000161

17 歯科審美学 日本歯科審美学会編 永末書店 497.69||Sh 321000162

18 歯科審美学 日本歯科審美学会編 永末書店 497.69||Sh 321000163

19 カラーで学べる病理学 第5版 渡辺照男編集 ヌーヴェルヒロカワ 491.6||Ka 321000164

20 カラーで学べる病理学 第5版 渡辺照男編集 ヌーヴェルヒロカワ 491.6||Ka 321000165

21

Briggs drugs in pregnancy and
lactation : a reference guide to fetal
and neonatal risk Twelfth edition /
Gerald G. Briggs, Roger K. Freeman,
Craig V. Towers, Alicia B. Forinash
hbk.

Lippincott Williams
& Wilkins

491.5||Br 321000170



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22 細胞診鑑別アトラス
金城満, 亀井敏昭, 樋口佳
代子編集

医歯薬出版 492.19||Sa 321000171

23
変形性膝関節症外科的治療の要点と
盲点 (整形外科手術Knack & Pitfalls)

松田秀一編集 文光堂 494.77||He 321000172

24
脊椎インストゥルメンテーション手術の
要点と盲点 (整形外科手術Knack &
Pitfalls)

波呂浩孝編集 文光堂 494.66||Se 321000173

25
子どもの食べる機能の障害とハビリ
テーション : 患児指導用絵カード付き

田村文誉編著/綾野理加,
大久保真衣, 水上美樹著

医歯薬出版 493.937||Ko 321000174

26
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯
科医療の統計 2021年版

口腔保健協会
497.059||Sh||'
21

321000175

27 歯科保健指導関係資料 2021年版
東京歯科大学社会歯科学
講座監修

口腔保健協会 497.9||Sh||'21 321000176

28
歯科医院が関わっていくための障害児
者の診かたと口腔管理

小方清和, 小坂美樹編集 医歯薬出版 497||Sh 321000177

29
消化器内視鏡外科手術トラブルシュー
ティング

宮澤光男編集/竹内裕也編
集

医学書院 494.65||Sh 321000178

30 心臓超音波テキスト 第3版 種村正, 高橋秀一編集 医歯薬出版 492.12||Sh 321000179

31
パーフェクトマスター脳血管内治療 : 必
須知識のアップデート 第3版

中原一郎, 太田剛史編 メジカルビュー社 494.627||Pa 321000180

32
臨床論文を批判的吟味するための
Method Journal clubをやってみよう

安田英人著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

490.7||Ya 321000181

33
基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執
筆 第2版

中村好一著 医学書院 490.7||Na 321000182

34
イラストレイテッド生理学 原書2版 (リッ
ピンコットシリーズ)

Robin R.Preston, Thad
E.Wilson [著]/鯉淵典之, 栗
原敏監訳/安西尚彦 [ほか

丸善出版 491.3||Ir 321000183

35 循環器病予防エビデンスブック 三浦克之, 大久保孝義編集 医歯薬出版 493.2||Ju 321000184

36
てんかん症候群 : 乳幼児・小児・青年
期のてんかん学 第6版

Michelle Bureau編集/Pierre
Genton編集/Charlotte
Dravet編集/Antonio

中山書店 493.74||Te 321000185

37
1868-2019増補 (日本近現代医学人名
事典:別冊)

医学書院 490.35||Ni 321000186

38 即戦力が身につく脳の画像診断 三木幸雄, 山田惠編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493.73||So 321000187

39 看護法令要覧 令和3年版 勝又浜子 [ほか] 編
日本看護協会出版
会

498.12||Ka||'2
1

321000188

40 実践マタニティ診断 第5版
日本助産診断実践学会編
集/齋藤益子 [ほか] 執筆

医学書院 495.9||Ji 321000189

41
医療系データのとり方・まとめ方 : 実験
計画法と分散分析 第2版

対馬栄輝著/石田水里著 東京図書 490.19||Tu 321000190

42
免疫ペディア : 101のイラストで免疫学・
臨床免疫学に強くなる!

熊ノ郷淳編集 羊土社 491.8||Me 321000192

43
免疫ペディア : 101のイラストで免疫学・
臨床免疫学に強くなる!

熊ノ郷淳編集 羊土社 491.8||Me 321000193

44
サイトカイン・増殖因子キーワード事典
: 膨大なデータを徹底整理する

宮園浩平 [ほか] 編 羊土社 491.8||Sa 321000194
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45
サイトカイン・増殖因子キーワード事典
: 膨大なデータを徹底整理する

宮園浩平 [ほか] 編 羊土社 491.8||Sa 321000195


