
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
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試
験問題解説 2022

医療情報科学研究所編集 メディックメディア
498.55||Qu||'2
2

321000253

2
爪の診療実践ガイド : カラーアトラス
改訂第2版

安木良博, 田村敦志編集 全日本病院出版会 494.8||Ts 321000254

3
新生児蘇生法テキスト : 日本版救急蘇
生ガイドライン2020に基づく 第4版

細野茂春監修 メジカルビュー社 493.95||Sh 321000255

4
糖尿病診療ハンドブック : ここが知りた
い! Ver.5

岩岡秀明, 栗林伸一編著 中外医学社 493.123||To 321000256

5
保健師国家試験のためのレビューブッ
ク 2022(第22版)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア
498.079||Ho||'
22

321000257

6
齋藤孝と考える医師のコミュニケーショ
ン力

齋藤孝著
メディカルレビュー
社

490.14||Sa 321000258

7

産婦人科必修母体急変時の初期対応
: J-CIMELS公認講習会ベーシックコー
ステキスト : シミュレーションで分娩前
後の母体安全を徹底理解! 第3版

日本母体救命システム普及
協議会, 京都産婦人科救急
診療研究会編著

メディカ出版 495.7||Sa 321000259

8

眼科スゴ技眼瞼手術 : 解剖がわかる!
エキスパートの手技・思考が学べる!
(眼科グラフィック : 「視る」からはじまる
眼科臨床専門誌:2021年別冊)

野田実香, 村上正洋監修 メディカ出版 496.24||Ga 321000260

9
ナーシングスキルズ (国際標準の感染
予防対策)

ICHG研究会編 医歯薬出版 492.911||Na 321000261

10
療養過程を支えるがん・非がん患者の
緩和ケア

千﨑登美子, 小山幸代編著 医歯薬出版 492.918||Ry 321000262

11
基礎医学 第4版 2022 (PT/OT国家試
験必修ポイント. 専門基礎分野)

医歯薬出版編 医歯薬出版 492.5||Pt||'22 321000263

12
臨床免疫学 (ポケットマスター臨床検査
知識の整理)

細井英司, 坊池義浩著/新
臨床検査技師教育研究会
編

医歯薬出版 492.1||Ho 321000264

13
標準免疫学 第4版 (Standard
textbook)

小安重夫, 椛島健治編集/
小安重夫 [ほか] 執筆

医学書院 491.8||Hy 321000265

14
歯科国試パーフェクトマスター口腔イン
プラント学

萩原芳幸著 医歯薬出版 497.079||Sh 321000266

15 治療薬マニュアル 2021
北原光夫, 上野文昭, 越前
宏俊編

医学書院 499.1||Ch||'21 321000267

16 薬剤師レジデントマニュアル 第3版
橋田亨, 室井延之, 西岡弘
晶編集

医学書院 492.3||Ya 321000268

17
がん薬物療法副作用管理マニュアル
第2版

川上和宜 [ほか] 編集 医学書院 494.53||Ga 321000269

18
標準泌尿器科学 第10版 (Standard
textbook)

市川智彦, 久米春喜編集/
並木幹夫 [ほか] 執筆

医学書院 494.9||Hy 321000270

19
標準産科婦人科学 第5版 (Standard
textbook)

綾部琢哉, 板倉敦夫編 医学書院 495||Hy 321000271

20 組織病理カラーアトラス 第3版
坂本穆彦, 北川昌伸, 菅野
純著

医学書院 491.6||Sa 321000272



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

21
標準薬理学 第8版 (Standard
textbook)

鈴木秀典, 金井好克編集/
飯野正光 [ほか] 執筆

医学書院 491.5||Hy 321000273

22
標準微生物学 第14版 (Standard
textbook)

錫谷達夫, 松本哲哉編集 医学書院 491.7||Hy 321000274

23
標準微生物学 第14版 (Standard
textbook)

錫谷達夫, 松本哲哉編集 医学書院 491.7||Hy 321000275

24
SPSSによる多変量データ解析の手順
第6版

石村光資郎著 東京図書 417||Is 321000276

25
Acute Care Surgery認定外科医テキス
ト

日本Acute Care Surgery学
会テキスト作成小委員会編
集

へるす出版 494.27||Ac 321000277

26 希少がん・難治がん診療ハンドブック 元雄良治編集 南江堂 494.5||Ki 321000278

27 Essential細胞生物学
Bruce Alberts [ほか] 著/青
山聖子 [ほか] 訳

南江堂 463||Es 321000279

28
食と栄養の大百科 : 専門家が教える正
しい知識と理想の食生活 増補第2版
(ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプレス 498.5||Sh 321000280

29
看護管理者のための医療経営学 : 働
き方改革と医療機関の健康経営 第3
版 (看護管理実践Guide)

尾形裕也編著
日本看護協会出版
会

498.163||Og 321000281

30 根拠がわかる注射のための解剖学 佐藤達夫著 インターメディカ 492.21||Sa 321000282

31
カッツング薬理学 : エッセンシャル
(Lange textbookシリーズ)

Bertram G. Katzung,
Marieke Kruidering-Hall,
Anthony J. Trevor [著]/安

丸善出版 491.5||Ka 321000283

32 陰茎癌診療ガイドライン 2021年版 日本泌尿器科学会編集 医学図書出版 494.96||In 321000284

33 Merritt's neurology 14th ed : hardcover
editor Elan D. Louis,
Stephan A. Mayer, James M.
Noble

Wolters Kluwer 493.7||Me 321000285

34
セオレティカル・ナーシング : 看護理論
の開発と進歩

アファフ・イブラヒム・メレイス
著/中木高夫, 北素子, 谷津
裕子監訳

看護の科学社 492.901||Me 321000286

35
小児エコーの撮影法と異常像がぜんぶ
わかる! : 腹部・体表・頭部・心臓・肺・
救急を完全マスター

日本小児超音波研究会編 金芳堂 493.92||Sh 321000287

36
身体的苦痛症群解離症群心身症食行
動症または摂食症群 (講座精神疾患
の臨床:4)

久住一郎編集 中山書店 493.7||Sh 321000288

37
末梢病変を捉える気管支鏡"枝読み"
術 : DVD-ROM (Windows版)付 第2版

栗本典昭, 森田克彦著 医学書院 492.13||Ku 321000289

38
コピーデンチャーズ : 複製義歯の製作
とその活用法

前畑香, 鈴木宏樹, 松丸悠
一著

デンタルダイヤモン
ド社

497.56||Ma 321000290

39
ジルコニアレストレーションの可能性を
追求するジルコニアプレシンターカラー
リングテクニック

可児章人著 医歯薬出版 497.8||Ka 321000291

40
Denture Designerへの道 : “創"義歯の
時代 : T.K.Design三角理論

川島哲著 医歯薬出版 497.56||Ka 321000292

41
下肢のスポーツ外傷・障害 : 大腿・膝
関節・下腿・足関節・足部 (講座スポー
ツ整形外科学:3)

近藤英司編集 中山書店 494.7||Ka 321000293



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

42
眼科学レビュー : 最新主要文献でみる
2021-'22

大鹿哲郎監修 総合医学社 496||Ga 321000294

43
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 2021

岡秀昭編著 中外医学社 493.87||Sh 321000295

44
むかしの頭で診ていませんか?総合内
科診療をスッキリまとめました : 内科外
来の隙間を埋めます!

高橋重人, 村川裕二編集 南江堂 493||Mu 321000296

45

ねころんで読めるワクチン : 知ってるつ
もりがくつがえる医療者のためのワク
チン学入門書 : やさしく学ぶ予防接種
のすべて

笠井正志著 メディカ出版 493.82||Ka 321000298

46
国立国際医療研究センター(NCGM)新
型コロナウイルス感染症COVID-19対
応マニュアル : 目指せ院内感染ゼロへ!

国立国際医療研究センター
編集/大曲貴夫責任編集

南江堂 498.6||Ko 321000299

47
輸液 (コツぶっくす : 先輩ナースの書き
こみがぜんぶのってる!)

日本赤十字社和歌山医療セ
ンター看護部編著

メディカ出版 492.911||Yu 321000300

48
公衆衛生看護活動 2021年版 4 学校
保健・産業保健 (公衆衛生看護学テキ
スト:4. 公衆衛生看護活動:2)

荒木田美香子責任編集/岡
本玲子, 佐伯和子, 麻原きよ
み編集

医歯薬出版 492.99||Ko||4 321000301

49
耳鼻咽喉科診療の進歩40のエッセンス
(医学のあゆみBOOKS)

山岨達也編 医歯薬出版 496.5||Ji 321000302

50
レジデントのための感染症診療マニュ
アル : principles & practice 第4版

青木眞執筆 医学書院 493.8||Ao 321000303

51
神経システムがわかれば脳卒中リハ
戦略が決まる

手塚純一, 増田司著 医学書院 493.73||Te 321000304

52 基礎から学ぶ楽しい疫学 第4版 中村好一著 医学書院 498.6||Na 321000305

53 治療を支えるがん患者の口腔ケア
日本口腔ケア学会学術委員
会編集/夏目長門, 池上由
美子編集代表

医学書院 497.9||Ch 321000306

54 もったいない患者対応 山本健人著 じほう 490.14||Ya 321000307

55
治療薬ハンドブック : 薬剤選択と処方
のポイント 2021

堀正二 [ほか] 編集 じほう 499.1||Ch||'21 321000308

56
循環器診療がわかる現場の教科書 :
診るロジックと薬の使い方

今井靖, 志賀剛編集 じほう 493.2||Ju 321000309

57 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 321000317

58 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 321000318

59
診療ガイドラインUP-TO-DATE 2020-
2021

門脇孝, 小室一成, 宮地良
樹監修

メディカルレビュー
社

492||Sh||'20-
'21

321000319

60
医学生のための基本的臨床手技 :
OSCE/Post-CC OSCEに役立つ

山田高嗣, 友田恒一編集 診断と治療社 492||Ig 321000320

61
MR撮像のポジショニングとテクニック :
フルカラーCGで学ぶ

杉森博行著 メジカルビュー社 492.43||Su 321000321

62
図解眠れなくなるほど面白い解剖学の
話

坂井建雄監修 日本文芸社 491.1||Zu 321000322



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

63
病態生理の基礎知識から学べる循環
器治療薬パーフェクトガイド 第2版

古川哲史著 総合医学社 493.2||Fu 321000323

64 高齢者糖尿病治療ガイド 2021
日本糖尿病学会, 日本老年
医学会編・著

文光堂 493.123||Ko 321000324

65 ポケット呼吸器診療 2021 倉原優著 シーニュ 493.3||Ku 321000325

66
総合内科病棟マニュアル : 病棟業務の
基礎

筒泉貴彦, 山田悠史, 小坂
鎮太郎編集

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

493||So 321000326

67 足爪治療マスターBOOK
高山かおる, 齋藤昌孝, 山口
健一編

全日本病院出版会 494.8||As 321000327

68
フローチャート皮膚科診療 (Quick
reference)

チータム倫代著 新興医学出版社 494.8||Ch 321000328

69
適切な判断を導くための整形外科徒手
検査法 : エビデンスに基づく評価精度
と検査のポイント

松村将司, 三木貴弘編 メジカルビュー社 494.72||Te 321000329

70

新型コロナウイルス対策Q&A68 : あな
たの「知りたかった!」に答えます!
(Infection control:2021年春季増刊(通
巻354号))

矢野邦夫編著 メディカ出版 498.6||Sh 321000330

71 シンプル衛生公衆衛生学 2021 辻一郎, 小山洋編集 南江堂 498||Sh||'21 321000331

72 シンプル衛生公衆衛生学 2021 辻一郎, 小山洋編集 南江堂 498||Sh||'21 321000332

73
セオレティカル・ナーシング : 看護理論
の開発と進歩

アファフ・イブラヒム・メレイス
著/中木高夫, 北素子, 谷津
裕子監訳

看護の科学社 492.901||Me 321000333

74
透析療法&看護のギモン88アンサー
ブック : 新人スタッフの「知りたい」にサ
クッと答える!

山家敏彦編集/相澤裕編集 メディカ出版 492.926||To 321000334

75
助産師と研修医のための産科超音波
検査 改訂第3版

梁栄治著 診断と治療社 495.5||Ry 321000335

76
生理学・生化学につながるていねいな
生物学

白戸亮吉, 小川由香里, 鈴
木研太著

羊土社 460||Sh 321000336

77
つなげてみたらスルスルわかる!生化
学・生理学・解剖学

橋本さとみ編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

491||Ts 321000337

78
よくわかる福祉社会学 (やわらかアカ
デミズム・「わかる」シリーズ)

武川正吾 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369||Yo 321000338

79
よくわかる障害者福祉 第7版 (やわら
かアカデミズム・「わかる」シリーズ)

小澤温編 ミネルヴァ書房 369.27||Yo 321000339

80
福祉心理学を学ぶ : 児童虐待防止と
心の支援

菅野恵著 勁草書房 369.4||Ka 321000340

81
薬局OTC販売マニュアル : 臨床知識か
ら商品選びまで分かる

鈴木伸悟著/日経ドラッグイ
ンフォメーション編

日経BP/日経BP
マーケティング(発
売)

499.095||Su 321000341

82

医師免許取得後の自分を輝かせる働
き方(キャリア) : 15のキャリアストーリー
からみえる、しなやかな医師人生のヒ
ント

園田唯編 羊土社 498.14||Is 321000342



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

83
救急外来ドリル : 熱血指導!「ニガテ症
候」を解決するエキスパートの思考回
路を身につける

坂本壮編集 羊土社 492.29||Ky 321000343

84
薬物治療に役立つ情報 補訂版 (スタン
ダード薬学シリーズII:6. 医療薬学:5)

日本薬学会編 東京化学同人 499||Su||6-5 321000344

85
図書館活用術 : 検索の基本は図書館
に 新訂第4版

藤田節子著
日外アソシエーツ/
紀伊國屋書店 (発
売)

015||Fu 321000345

86
出題基準別助産師国家試験問題 : 過
去5回分完全収載! 2022年

大橋一友医学監修/葉久真
理編集

メディカ出版 495.9||Sh||'22 321000346

87
出題基準別助産師国家試験重要問題
集 : 第105回助産師国試対策ブック
2022年

大橋一友医学監修/葉久真
理編集

メディカ出版 495.9||Sh||'22 321000347

88

パッと見ておぼえられるまとめテーブル
: 歯科医師・歯科衛生士国試対策ブッ
ク : 衛生・公衆衛生・口腔衛生・社会福
祉・関係法規 2022

松久保隆編著/佐藤涼一,
竹之内茜, 大谷悦世著

一世出版 497.079||Sa 321000348

89
正しい敬語 : 美しい日本語を話したい
人のために 第2版

末岡実著 阿部出版 815.8||Su 321000349

90
スライド作成テクニック100 : 学会発表,
プレゼンに自信がもてる

石木寛人著 南山堂 490.7||Is 321000350

91 新微生物学 第2版 (Qシリーズ) 舘田一博 [ほか] 編著 日本医事新報社 491.7||Sh 321000351

92 ACP入門 : 人生会議の始め方ガイド
西川満則, 大城京子著/日
経メディカル編

日経BP/日経BP
マーケティング(発
売)

490.145||Ni 321000352

93
消化器内視鏡医のための重要論文
200篇 : これだけは読んでおきたい!
胆・膵編

糸井隆夫編集/入澤篤志編
集/潟沼朗生編集/安田一
朗編集/良沢昭銘編集

シービーアール 493.4||Sh 321000353

94 必修ラ・スパ : 看護師国試対策 2022
井上大輔編著/長谷川巖編
集協力/ラ・スパ編集委員会
編

テコム
492.907||Hi||'2
2

321000354

95 ラ・スパ : 看護師国試対策 2022 塙篤雄 [ほか] 編・著 テコム
492.907||Ra||'
22

321000355

96 現場で役に立つ!臨床医薬品化学 臨床医薬品化学研究会編 化学同人 499.37||Ge 321000356

97
生化学・分子生物学 (ブルーバック
ス:B-2165. カラー図解アメリカ版新大
学生物学の教科書:第3巻)

D・サダヴァ他著/石崎泰樹,
中村千春監訳・翻訳/小松
佳代子翻訳

講談社 460||Sa 321000357

98
できる研究者のプレゼン術 : スライドづ
くり、話の組み立て、話術

ジョナサン・シュワビッシュ著
/小川浩一訳

講談社 002.7||Sc 321000358

99 白鳥とコウモリ 東野圭吾著 幻冬舎 913.6||Hi 321000359

100
管理栄養士国家試験過去問解説集 : 5
年分徹底解説 2022

管理栄養士国試対策研究
会編

中央法規出版
498.55||Ka||'2
2

321000360

101
文法徹底攻略 (1日1分!TOEIC L&Rテ
スト炎の千本ノック!)

中村澄子, 岩崎清華, 山﨑
健生著

祥伝社 830.79||Na 321000361

102
はじめてでもよくわかる!社会福祉士入
門テキスト '22年版

田幡恵子著/寺島彰監修/コ
ンデックス情報研究所編

成美堂出版 369.17||Ta 321000362

103
休み時間の薬理学 第3版 (休み時間シ
リーズ)

丸山敬著/講談社サイエン
ティフィク編集

講談社 491.5||Ma 321000363



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

104
Dr.ヤンデルの病理トレイル : 「病理」と
「病理医」と「病理の仕事」を徹底的に
言語化してみました

市原真著 金芳堂 491.6||Ic 321000364

105
筋肉パルペーション : リハビリ、スポー
ツのための筋臨床触診学 : カラー図解

山口典孝著/佐藤眞一CGイ
ラスト

秀和システム 492.5||Ya 321000365

106
腫瘍崩壊症候群(TLS)診療ガイダンス
第2版

日本臨床腫瘍学会編 金原出版 494.53||Sh 321000366

107
がん疼痛の薬物療法に関するガイドラ
イン 第3版 2020年版

日本緩和医療学会ガイドラ
イン統括委員会編集

金原出版
494.53||Ga||'2
0

321000367

108
そうだったのか!この1冊でスッキリわか
る!リウマチ・膠原病の薬物療法の考え
方・選び方・使い方

和田琢著 金芳堂 493.63||Wa 321000368

109
小児エコーの撮影法と異常像がぜんぶ
わかる! : 腹部・体表・頭部・心臓・肺・
救急を完全マスター

日本小児超音波研究会編 金芳堂 493.92||Sh 321000369

110
イラストでわかる歯科医学の基礎 第4
版

村上秀明, 西村康, 天野修
監修

永末書店 497.1||Ir 321000372

111
オールインワン経験症例を学会・論文
発表するTips

見坂恒明著 金芳堂 490.7||Ke 321000373

112
必ず読めるようになる医学英語論文究
極の検索術×読解術

康永秀生著 金原出版 490.7||Ya 321000374

113
エビデンスに基づく皮膚科新薬の治療
指針

椛島健治, 宮地良樹編集 中山書店 494.8||Eb 321000375

114 ほむほむ先生の小児アレルギー教室 堀向健太著/青鹿ユウ画 丸善出版 493.931||Ho 321000376

115
まるごと図解認知症 : キャラクター分類
でよくわかる

山口博著 照林社 493.758||Ya 321000377

116
腫瘍糖尿病学Q&Aがん患者さんの糖
尿病診療マニュアル : こういうときはこ
うする!

大橋健, 北澤公編著 金芳堂 493.123||Sh 321000378

117 パーフェクト前十字靱帯再建術 (ACL)
石橋恭之, 黒田良祐, 前達
雄編集

金芳堂 494.77||Pa 321000379

118
症状緩和のためのできる!使える!皮下
投与

久永貴之, 矢吹律子編集 南山堂 494.53||Sh 321000380

119
実践行動変容のためのヘルスコミュニ
ケーション : 人を動かす10原則

奥原剛著 大修館書店 498||Ok 321000381

120
こんな対応はNG!非専門医のためのリ
ウマチ・膠原病診療

和田琢著 金芳堂 493.6||Wa 321000382

121
小児エコーの撮影法と正常像がぜんぶ
わかる! : 腹部・体表・心臓・頭部を完全
マスター

日本小児超音波研究会編 金芳堂 493.92||Sh 321000383

122
1年目ナースが先輩から「よく聞かれる
こと」108

NTT東日本関東病院看護部
編著

照林社 492.911||Ic 321000384

123
産科救急マニュアル (産科婦人科ベス
トセレクション)

永松健編集 中山書店 495.5||Sa 321000385

124 コンパス生化学 改訂第2版 前田正知, 浅野真司編集 南江堂 491.4||Ko 321000386

125
医療系学生のための医用質量分析学
テキスト

日本医用マススペクトル学
会編集/丹羽利充, 中西豊
文編集主幹

診断と治療社 492.1||Ir 321000387



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

126
マッスルインバランス改善の為の機能
的運動療法ガイドブック

荒木茂執筆
運動と医学の出版
社

492.5||Ar 321000388

127 園部俊晴の臨床膝関節 園部俊晴筆
運動と医学の出版
社

494.77||So 321000389

128 薬学基礎科学 上 化学編 吉岡忠夫編著 京都廣川書店 499||Ya||1 321000390

129 薬学基礎科学 下 物理編 吉岡忠夫編著 京都廣川書店 499||Ya||2 321000391

130
認知症のブレインサイエンスとケア : ア
ルツハイマー認知症は抗ウイルス薬で
予防できる

松下哲著 かまくら春秋社 493.758||Ma 321000395

131
周術期等口腔機能管理の実際がよく
わかる本 : デンタル&メディカルで取り
組む患者サポート実践ガイド 第2版

梅田正博編著/五月女さき
子編著

クインテッセンス出
版

497.9||Sh 321000396

132
必ず上達自家歯牙移植・再植 (Quint
kick-off library)

平井友成著
クインテッセンス出
版

497.3||Hi 321000397

133 シンプル微生物学 改訂第6版
小熊惠二, 堀田博, 若宮伸
隆編集

南江堂 491.7||Sh 321000398


