
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
ていねいな化学 : 生理学・生化学につ
ながる

白戸亮吉, 小川由香里, 鈴
木研太著

羊土社 430||Sh 321000399

2
標準精神医学 第8版 (Standard
textbook)

尾崎紀夫 [ほか] 編集/村井
俊哉 [ほか] 執筆

医学書院 493.7||Hy 321000400

3
ゆるりとはじめる精神科の1冊目 : 病気
がわかるくすりがわかる

別所千枝, 中村友喜編著 じほう 493.72||Yu 321000401

4
CBT・医師国家試験のためのレビュー
ブック内科・外科 第14版 2022-2023

国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア
490.79||Cb||'2
2-'23

321000402

5
公衆衛生 2022(第38版) (Question
bank医師国家試験問題解説:V. 6Y)

国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア 498||Qu||'22 321000403

6
これ1冊で超安心!脳神経疾患患者の
観察・アセスメント (Brain nursing:2021
年夏季増刊(通巻496号))

平野照之監修 メディカ出版 492.926||Ko 321000404

7
基礎栄養学 第4版 (なぜ?どうして? : 栄
養士・管理栄養士のための:1)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 498.14||Ei||1 321000405

8

臓器別やさしい消化器がん化学療法・
薬物療法 : 32のレジメン×副作用ケア
×退院指導 (消化器ナーシング:2020
年秋季増刊(通巻331号))

古瀬純司編集 メディカ出版 492.926||Zo 321000406

9
看護師・看護学生のためのレビュー
ブック 第23版 2022

岡庭豊編集 メディックメディア 492.9079||Ka 321000407

10 カラーアトラス眼底図譜 第7版
湯澤美都子, 川村昭之, 森
隆三郎著

日本医事新報社 496.3||Yu 321000408

11 新違いがわかる!同種・同効薬 上巻 黒山政一, 大谷道輝編集 南江堂 499.1||Sh||1 321000409

12 新違いがわかる!同種・同効薬 下巻 黒山政一, 大谷道輝編集 南江堂 499.1||Sh||2 321000410

13 わかりやすい病理学 改訂第7版 小田義直, 相島慎一編集 南江堂 491.6||Wa 321000411

14 わかりやすい病理学 改訂第7版 小田義直, 相島慎一編集 南江堂 491.6||Wa 321000412

15 なるほどなっとく!解剖生理学 改訂2版 多久和典子, 多久和陽著 南山堂 491.31||Ta 321000413

16
イラストでわかる微生物学超入門 : 病
原微生物の感染のしくみ 改訂2版

齋藤光正著 南山堂 491.7||Sa 321000414

17
なるほどなっとく!病理学 : 病態形成の
基本的な仕組み 改訂2版

小林正伸著 南山堂 491.6||Ko 321000415

18

超音波検査にいかせる!腹部画像の読
み方 : 「この画像、すごいね!」と言われ
る検査報告書とは? : 精査依頼がきて
も安心

平井都始子著/山内哲司著 メディカ出版 492.14||Hi 321000416

19
ねころんで読める医療統計 : Dr.浅井の
本当にやさしい

浅井隆著 メディカ出版 490.19||As 321000417

20
基礎から学ぶ製剤化のサイエンス 第4
版

高山幸三, 寺田勝英, 米持
悦生編集

エルゼビア・ジャパ
ン

499.6||Ki 321000418

21
薬剤師国家試験問題解答・解説 106回
(2021)

薬学教育センター編 評言社
499.079||Ya||'
21

321000419



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22
医師国家試験問題解説書 第115回:
[セット]

医師国家試験問題解説書
編集委員会編集

テコム
490.79||Is||11
5

321000420

23
眼と全身病アトラス (眼疾患アトラスシ
リーズ:5)

中村誠, 大鹿哲郎編集 総合医学社 496.2||Ga||5 321000421

24
眼病理アトラス (眼疾患アトラスシリー
ズ:4)

後藤浩, 小幡博人編集 総合医学社 496.2||Ga||4 321000422

25 医薬品情報学 第5版
望月眞弓, 武立啓子, 堀里
子編

東京大学出版会 499.1||Iy 321000423

26
イラストレイテッド解剖学 (リッピンコット
シリーズ)

Kelly M.Harrell, Ronald
W.Dudek [著]/石村和敬 [ほ
か訳]

丸善出版 491.1||Ha 321000424

27
ICUにおける口腔ケア : わが国でのエ
ビデンス構築をめざして

岸本裕充, 梅田正博編・著 口腔保健協会 497.9||Ic 321000425

28

ストーマ用語らくわかり事典 : ケアが身
につく! : 実践力up!の146ワード (消化
器ナーシング:2019年秋季増刊(通巻
317号))

奥田典代編集 メディカ出版 492.926||Su 321000426

29
医用画像情報工学 (新・医用放射線科
学講座)

藤田広志, 寺本篤司, 岡部
哲夫編集/有村秀孝 [ほか]
執筆

医歯薬出版 492.8||Iy 321000427

30
臨床実践と看護理論をつなぐ指導 : 現
場で使える「実践型看護過程」のススメ

阿部幸恵著
日本看護協会出版
会

492.907||Ab 321000428

31
THE創薬 : 少資源国家"にっぽん"の生
きる道

日本薬学会編 薬事日報社 499.3||Th 321000429

32
医療AIの知識と技術がわかる本 : 事
例・法律から画像処理・データセットま
で

小西功記 [ほか] 著 翔泳社 498||Ir 321000430

33
次世代医療AI : 生体信号を介した人と
AIの融合 (計測・制御セレクションシ
リーズ:1)

藤原幸一, 久保孝富編著/
山川俊貴 [ほか]共著

コロナ社 491.3||Ji 321000431

34
薬局実務実習に行く前に知っておきた
い法律知識

白神誠著 薬事日報社 499.091||Sh 321000432

35
医学部教育における自己調整学習力
の育成 : 専門職アイデンティティ形成
からの視座

松山泰著 福村出版 490.7||Ma 321000434

36
前眼部アトラス (眼疾患アトラスシリー
ズ:1)

大鹿哲郎, 外園千恵編集 総合医学社 496.2||Ga||1 321000435

37
看護師のための精神科でのコミュニ
ケーションとケア

畠山卓也編著 ナツメ社 492.927||Ka 321000436

38 なんのために学ぶのか (SB新書:504) 池上彰著 SBクリエイティブ 002||Ik 321000437

39
論語と算盤 : 現代語訳 (ちくま新
書:827)

渋沢栄一著/守屋淳訳 筑摩書房 335.13||Sh 321000438

40
社会福祉士出る!出る!要点ブック 第3
版 (福祉教科書)

社会福祉士試験対策研究
会著

翔泳社 369.17||Sh 321000439

41
これならわかる!消化器外科の看護ケ
ア (ナースのための基礎book)

ナツメ社 492.926||Ko 321000440

42
基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第4
版

和田勝著/高田耕司編集協
力

羊土社 460||Wa 321000441

43
CT読影レポート、この画像どう書く? :
解剖・所見の基礎知識と、よくみる疾患
のレポート記載例

小黒草太著 羊土社 492.43||Og 321000442



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
史上最強SPI&テストセンター超実戦問
題集 [2023最新版]

オフィス海著 ナツメ社 307.8||Of 321000443

45
看護学臨地実習ハンドブック : 基本的
考え方とすすめ方 第6版

宮地緑編著/中田智子 [ほ
か] 著

金芳堂 492.907||Ka 321000444

46
動画と写真でまるわかり!血液透析 (臨
床工学技術ヴィジュアルシリーズ)

田岡正宏編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

494.93||Do 321000447

47
野菜がおいしい減塩おかず : 塩分1日
6g 切る、ゆでる、あえるだけの“まとめ
作り"が大活躍!

みないきぬこ料理
女子栄養大学出版
部

596.37||Ya 321000448

48
病院・施設・地域で使える看護師のた
めの感染対策

洪愛子編集 中央法規出版 492.911||By 321000449

49

看護の現場ですぐに役立つスキンケア
の基本 : 患者さんのための予防的ケア
が身に付く! (ナースのためのスキル
アップノート)

梶西ミチコ著 秀和システム 492.926||Ka 321000450

50
基礎講義生化学 : アクティブラーニン
グにも対応

井上英史編 東京化学同人 464||Ki 321000451

51
基礎講義分子生物学 : アクティブラー
ニングにも対応

田中弘文, 井上英史編 東京化学同人 464.1||Ki 321000452

52
すぐ役立つ救急のCT・MRI 改訂第2版
(画像診断別冊. Key bookシリーズ)

井田正博, 高木亮, 藤田安
彦編著

学研メディカル秀
潤社

492.43||Su 321000453

53 口腔微生物学 : 感染と免疫 第7版 石原和幸 [ほか] 編 学建書院 497.17||Ko 321000454

54
パッと引けてしっかり使える検査値の
読み方ポケット事典 第4版

成美堂出版 492.1||Pa 321000455

55 先輩ナースが書いた看護の鉄則 久保健太郎 [ほか] 編著 照林社 492.911||Se 321000456

56
婦人科がん薬物療法パーフェクトガイ
ド

渡部洋編集 診断と治療社 495.4||Fu 321000457

57
7つの処方箋で目がよくなって超健康に
なる!

今野清志著 三笠書房 496.42||Ko 321000458

58
新型コロナデータで迫るその姿 : エビ
デンスに基づき理解する (DOJIN選
書:89)

浦島充佳著 化学同人 498.6||Ur 321000459

59 食と栄養を学ぶための化学 有井康博 [ほか] 著 化学同人 430||Sh 321000460

60 生体におけるリン脂質の性状と機能性
細川雅史, 菅原達也責任編
集

建帛社 491.44||Se 321000461

61
健康寿命を延ばそう!機能性脂肪酸入
門 : アルツハイマー症、がん、糖尿病、
記憶力回復への効果

彼谷邦光著 裳華房 498.55||Ka 321000462

62
科学の最前線を歩く (知のフィールドガ
イド)

東京大学教養学部編 白水社 404||Ka 321000463

63 これから学ぶ酵素科学
中山亨編著/山下哲, 野池
基義共著

三共出版 464.5||Ko 321000464

64
細胞生物学 (ブルーバックス:B-2163.
カラー図解アメリカ版新大学生物学の
教科書:第1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 321000465

65
分子遺伝学 (ブルーバックス:B-2164.
カラー図解アメリカ版新大学生物学の
教科書:第2巻)

D・サダヴァ他著/中村千春,
石崎泰樹監訳・翻訳/小松
佳代子翻訳

講談社 460||Sa 321000466

66
「先生、どうしてこの指示なんですか?」
: 医師のオーダーに関する?を根拠で解
決

織田順, 佐伯悦彦編集 照林社 492.911||Se 321000467



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

67
症状と患者背景にあわせた頻用薬の
使い分け 第3版

藤村昭夫編集 羊土社 492.3||Sh 321000468

68 自分探しの倫理学 山内志朗著 トランスビュー 150.4||Ya 321000469

69
ホントに意味がある?論文から読み解く
看護のエビデンス20

古木秀明著 金芳堂 492.911||Fu 321000470

70 じにのみるだけ疾患まとめイラスト じに著/大和田潔監修 永岡書店 492.9||Ji 321000471

71 薬剤疫学の基礎と実践 改訂第3版 景山茂, 久保田潔編
ライフサイエンス出
版

499.6||Ya 321000472

72 現代生命科学 第3版
東京大学生命科学教科書
編集委員会編

羊土社 460||Ge 321000473

73
臨床論文の書き方 : 英文誌のアクセプ
トがほしいなら、押さえるべきはココ!

河井昌彦著 金芳堂 490.7||Ka 321000474

74
診療放射線技師国家試験完全対策問
題集 : 精選問題・出題年別 2022年版

オーム社編 オーム社
492.4079||Sh|
|'22

321000475

75
一発合格!よくわかる第1種放射線取扱
主任者試験テキスト&問題集 第2版

戸井田良晴著 ナツメ社 539.6||To 321000476

76 薬物動態学 : 標準問題演習 第2版 鴫原淳, 山内理恵共著 京都廣川書店 499.6||Sh 321000480

77
連合野ハンドブック : 神経科学×神経
心理学で理解する大脳機能局在 : 完
全版

河村満編集 医学書院 491.17||Re 321000484

78
運動器の臨床解剖アトラス : 運動療法
その前に!

工藤慎太郎編集 医学書院 491.16||Un 321000485

79 エース薬理学
安西尚彦, 安藤仁, 浅井聰
編集

南山堂 491.5||Es 321000486

80 脳腫瘍臨床病理カラーアトラス 第4版 日本脳腫瘍病理学会編集 医学書院 493.73||No 321000487

81 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 321000488

82 公衆衛生マニュアル 39版 (2021年版)
中村好一, 佐伯圭吾編集/
中村好一 [ほか] 執筆

南山堂 498||Ko||'21 321000489

83 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 321000490

84
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 321000491

85 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 321000492

86 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 321000493

87
新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医
のために 改訂第6版

日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 494.5||Sh 321000494

88 臨床・病理胆道癌取扱い規約 第7版 日本肝胆膵外科学会編 金原出版 493.47||Ri 321000495



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

89 十二指腸癌診療ガイドライン 2021年版
十二指腸癌診療ガイドライ
ン作成委員会編

金原出版 493.465||Ju 321000496

90 胃癌治療ガイドライン : 医師用 第6版 日本胃癌学会編 金原出版 493.455||Ig 321000497

91 膵癌取扱い規約 第7版増補版 日本膵臓学会編 金原出版 493.475||Su 321000498

92
癌取扱い規約 : 抜粋 13版 消化器癌・
乳癌

金原出版編集部編 金原出版 494.5||Ga 321000499

93 肝内胆管癌診療ガイドライン 2021年版 日本肝癌研究会編 金原出版 493.475||Ka 321000500

94
肝硬変診療ガイドライン 改訂第3版
2020

日本消化器病学会, 日本肝
臓学会編集

南江堂 493.477||Ka 321000501

95
NAFLD/NASH診療ガイドライン 改訂第
2版 2020

日本消化器病学会, 日本肝
臓学会編集

南江堂 493.47||Na 321000502

96
炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン 改
訂第2版 2020

日本消化器病学会編集 南江堂 493.46||En 321000503

97
大腸がん診療における遺伝子関連検
査等のガイダンス 第4版 2019年12月

日本臨床腫瘍学会編 金原出版 493.465||Da 321000504

98 精神科の薬がわかる本 第4版 姫井昭男著 医学書院 493.72||Hi 321000505

99
プロメテウス : 解剖学コアアトラス 第3
版

Anne M. Gilroy, Brian R.
MacPherson [編]/市村浩一
郎, 澤井直訳

医学書院 491.1||Pu 321000506

100
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 321000507

101 てんかん診療ガイドライン : 2018
「てんかん診療ガイドライン」
作成委員会編集

医学書院 493.74||Te 321000508

102
麻酔科医のための周術期の診療ガイド
ライン活用術 (新戦略に基づく麻酔・周
術期医学)

横山正尚専門編集/川真田
樹人, 廣田和美, 横山正尚
編

中山書店 494.24||Ma 321000509

103

麻酔科医として必ず知っておきたい周
術期の呼吸管理 : 解剖生理から気道
評価・管理、抜管トラブル、呼吸器系合
併症の対策まで

磯野史朗編 羊土社 494.24||Ma 321000510

104
麻酔科医のための周術期の薬物使用
法 (新戦略に基づく麻酔・周術期医学)

川真田樹人専門編集 中山書店 494.24||Sh 321000511

105
麻酔科学レビュー : 最新主要文献とガ
イドラインでみる 2021

山蔭道明, 廣田和美監修 総合医学社 494.24||Ma 321000512

106 「イラスト」めまいの検査 改訂第3版 日本めまい平衡医学会編集 診断と治療社 496.6||Ir 321000513

107 前庭神経炎診療ガイドライン 2021年版 日本めまい平衡医学会編 金原出版 493.74||Ze 321000514

108 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 321000515

109
ウォーモルド内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋
底手術

Peter-John Wormald[著]/鈴
木正宣訳者代表

医学書院 496.7||Wo 321000516

110
甲状腺疾患診療マニュアル 改訂第3版
(診断と治療社 内分泌シリーズ)

田上哲也, 伊藤公一, 成瀬
光栄編集

診断と治療社 493.49||Ko 321000517



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

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

南江堂 463||Es 321000518

112
細胞・組織染色の達人 : 実験を正しく
組む、行う、解釈する免疫染色とISHの
鉄板テクニック (実験医学:別冊)

大久保和央著/ジェノスタッ
フ株式会社執筆協力

羊土社 463.07||Ok 321000519

113

決定版ウイルスベクターによる遺伝子
導入実験ガイド : 培養細胞から個体ま
で、研究を飛躍させる実践テクニックの
すべて (実験医学:別冊)

平井宏和, 日置寛之, 小林
和人編

羊土社 467.25||Ke 321000520

114

給食経営管理論 : 給食と給食経営管
理における関連項目の総合的理解 (管
理栄養士養成のための栄養学教育モ
デル・コア・カリキュラム準拠:第11巻)

市川陽子, 神田知子編 医歯薬出版 498.55||Ky 321000521

115

公衆栄養学 : 公衆栄養活動の実践の
ための理論と展開 2021年版 (管理栄
養士養成のための栄養学教育モデル・
コア・カリキュラム準拠:第10巻)

酒井徹, 由田克士編 医歯薬出版 498.55||Ko 321000522

116
食物アレルギーの栄養指導 : 食物アレ
ルギーの栄養食事指導の手引き2017
準拠 新版

今井孝成, 高松伸枝, 林典
子編集

医歯薬出版 493.14||Sh 321000523

117
はじめてとりくむ研究発表・論文作成
(臨床栄養:別冊)

谷口英喜著 医歯薬出版 490.7||Ta 321000524

118
症例を通して学ぶ年代別食物アレル
ギーのすべて 改訂2版

海老澤元宏編 南山堂 493.14||Sh 321000525

119
文献レビューのきほん : 看護研究・看
護実践の質を高める

大木秀一著 医歯薬出版 492.907||Ok 321000526

120 染色法のすべて 水口國雄編集代表 医歯薬出版 492.19||Se 321000527

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

南江堂 463||Es 321000528

122 バーチャルスライド組織学 駒﨑伸二著 羊土社 491.11||Ko 321000529

123 歯科医院のトリセツ 通院編 笠間慎太郎著 医歯薬出版 497||Ka 321000530

124 歯科医院のトリセツ 治療編 笠間慎太郎著 医歯薬出版 497||Ka 321000531

125 いちばんやさしい医療統計 : 徹底図解 吉田寛輝著 アトムス 490.19||Yo 321000532

126
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 321000533

127 頭頸部の臨床画像診断学 改訂第4版 尾尻博也著 南江堂 492.4362||Oj 321000534

128

人体の構造と機能/歯・口腔の構造と
機能/疾病の成り立ち及び回復過程の
促進 第5版 (ポイントチェック歯科衛生
士国家試験対策:1)

歯科衛生士国家試験対策
検討会編

医歯薬出版
497.9079||Po|
|1

321000535

129
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と
社会の仕組み 第5版 (ポイントチェック
歯科衛生士国家試験対策:2)

歯科衛生士国家試験対策
検討会編

医歯薬出版
497.9079||Po|
|2

321000536



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

130

歯科衛生士概論/臨床歯科医学1 : 臨
床歯科総論 : 歯・歯髄・歯周組織の疾
患と治療 : 歯の欠損と治療 第5版 (ポ
イントチェック歯科衛生士国家試験対
策:3)

歯科衛生士国家試験対策
検討会編

医歯薬出版
497.9079||Po|
|3

321000537

131

臨床歯科医学2 : 顎・口腔領域の疾患
と治療 : 不正咬合と治療 : 小児・高齢
者・障害児者の理解と歯科治療 第5版
(ポイントチェック歯科衛生士国家試験
対策:4)

歯科衛生士国家試験対策
検討会編

医歯薬出版
497.9079||Po|
|4

321000538

132
歯科予防処置論/歯科保健指導論/歯
科診療補助論 第5版 (ポイントチェック
歯科衛生士国家試験対策:5)

歯科衛生士国家試験対策
検討会編

医歯薬出版
497.9079||Po|
|5

321000539

133
歯科衛生士書き込み式学習ノート 第2
版 1 専門基礎科目編

医歯薬出版編 医歯薬出版 497.9||Sh 321000540

134
臨床科目編 上 (歯科衛生士書き込み
式学習ノート:3)

医歯薬出版 497.9||Ri||1 321000541

135
臨床科目編 下 (歯科衛生士書き込み
式学習ノート:4)

医歯薬出版 497.9||Ri||2 321000542

136 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 321000543

137
今日の治療薬 : 解説と便覧 2021年版
(第43版)

浦部晶夫 [ほか] 編集/舘田
一博 [ほか] 執筆

南江堂 499.1||Ko||'21 321000544

138
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 321000545

139 向精神薬と妊娠・授乳 改訂2版
伊藤真也, 村島温子, 鈴木
利人編

南山堂 495.6||Ko 321000546

140 脳卒中データバンク 2021
国循脳卒中データバンク
2021編集委員会編集

中山書店 493.73||No 321000547

141
病期・病態・重症度からみた疾患別看
護過程+病態関連図 第4版

井上智子, 窪田哲朗編 医学書院 492.914||By 321000548

142

がん放射線療法ケアガイド : 病棟・外
来・治療室で行うアセスメントと患者サ
ポート 第3版 (ベスト・プラクティスコレク
ション)

祖父江由紀子 [ほか] 編 中山書店 492.926||Ga 321000549

143

がん化学療法ケアガイド : 治療開始前
からはじめるアセスメントとセルフケア
支援 第3版 (ベスト・プラクティスコレク
ション)

濱口恵子, 本山清美編集 中山書店 492.926||Ga 321000550

144
Advance care planningのエビデンス :
何がどこまでわかっているのか?

森雅紀, 森田達也著 医学書院 490.145||Mo 321000551

145
がんのリハビリテーション診療ガイドラ
イン 第2版

日本リハビリテーション医学
会, がんのリハビリテーショ
ン診療ガイドライン改訂委員

金原出版 494.5||Ga 321000552

146
看護師の倫理調整力 : 専門看護師の
実践に学ぶ

鶴若麻理, 長瀬雅子編
日本看護協会出版
会

492.9015||Ka 321000553

147
根拠と事故防止からみた小児看護技
術 第3版

浅野みどり編集 医学書院 492.9||Ko 321000554

148 小児の摂食嚥下障害と食事支援 尾本和彦, 小沢浩編著 医歯薬出版 493.937||Sh 321000555

149
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 321000556

150
国立成育医療研究センター新産科実
践ガイド

左合治彦責任編集 診断と治療社 495.5||Ko 321000557



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

151
1成人脳腫瘍編・2小児脳腫瘍編 2019
年版 (脳腫瘍診療ガイドライン)

日本脳腫瘍学会編 金原出版 493.73||Se 321000558

152
ステントグラフトの大技小技 : 胸腹部大
動脈瘤へのワンランクアップの対処術

西巻博 [ほか] 編 メジカルビュー社 494.284||Su 321000559

153
小児泌尿器科手術 (Urologic surgery
next:7)

山本新吾, 兼松明弘担当編
集委員

メジカルビュー社 493.935||Sh 321000560

154
陰茎・陰嚢・アンドロロジーの手術
(Urologic surgery next:8)

高橋悟担当編集委員 メジカルビュー社 494.96||In 321000561

155
早産のすべて : 基礎から臨床,DOHaD
まで

日本早産学会編/中井章人,
松田義雄, 大槻克文編集代
表

メジカルビュー社 495.6||So 321000562

156
創薬研究者がこれだけは知っておきた
い最新のウイルス学

技術情報協会企画編集 技術情報協会 491.77||So 321000563

157
生物はなぜ死ぬのか (講談社現代新
書:2615)

小林武彦著 講談社 460||Ko 321000564

158
緩和ケアと看取りの訪問看護 (Q&Aと
事例でわかる訪問看護)

平原佐斗司, 本田彰子編 中央法規出版 492.993||Ka 321000565

159
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 321000567

160 医科ウイルス学 改訂第3版 高田賢蔵編集 南江堂 491.77||Ik 321000568

161
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 321000569

162
EPDS活用ガイド : 産後うつ病スクリー
ニング法と産後健診での正しい対応

宗田聡著 南山堂 495.8||So 321000570

163
明日から役立つ認知症のかんたん診
断と治療

平川亘著 日本医事新報社 493.75||Hi 321000571

164
精神科医はそのときどう考えるか :
ケースからひもとく診療のプロセス

兼本浩祐著 医学書院 493.72||Ka 321000572

165 臨床食道学 小澤壯治, 木下芳一編 南江堂 493.44||Ri 321000573

166 乳腺外科手術アトラス
V. Suzanne Klimberg著/野
口昌邦訳

医学書院 495.46||Kl 321000574

167
図解泌尿器科手術 : 解剖を実践に生
かす

影山幸雄著 医学書院 494.92||Ka 321000575

168 栄養士のためのライフデザインブック 影山なお子編 医歯薬出版 498.14||Ei 321000576

169
歯科と栄養が出会うとき : 診療室から
はじめる!フレイル予防のための食事指
導

菊谷武, 尾関麻衣子著 医歯薬出版 497||Ki 321000577

170
どんな英語オンチでも話せる!伝わる!ス
タッフのための歯科英語

勝又いづ著 医歯薬出版 497.07||Ka 321000578

171
親と子の健やかな育ちに寄り添う乳幼
児の口と歯の健診ガイド 第3版

日本小児歯科学会編 医歯薬出版 497.7||Oy 321000579

172
臓器別がん標準治療に即した周術期
口腔機能管理

吉岡秀郎編 医歯薬出版 497.9||Zo 321000580

173
はじめて学ぶ非経口摂取患者の口腔
衛生管理 : 要介護から人生の最終段
階まで (デンタルハイジーンBOOKS)

阪口英夫 [ほか] 著 医歯薬出版 497.9||Ha 321000581



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

174 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 321000582

175
社会歯科系科目編 : 歯・口腔の健康と
予防に関わる人間と社会の仕組み (歯
科衛生士書き込み式学習ノート. 2)

医歯薬出版 497.9||Sh 321000583

176 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 321000584

177 薬学人のための事例で学ぶ倫理学 有田悦子, 足立智孝編集 南江堂 490.15||Ya 321000585

178 パートナー薬剤学 改訂第3版
原島秀吉, 伊藤智夫, 寺田
勝英編集

南江堂 499.6||Pa 321000586

179

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 321000587

180
Rowland and Tozer's clinical
pharmacokinetics and
pharmacodynamics : concepts and

Hartmut Derendorf, Stephan
Schmidt

Wolters Kluwer 499.2||Ro 321000588

181
臨床薬物動態学 : 臨床薬理学・薬物療
法の基礎として 改訂第5版

家入一郎, 楠原洋之編集 南江堂 491.5||Ri 321000589

182
進展ステージ別に理解する心不全看
護

眞茅みゆき編集/眞茅みゆ
き [ほか] 執筆

医学書院 492.926||Sh 321000590

183
手術看護 : 術前術後をつなげる術中看
護 第2版 (ナーシング・プロフェッショ
ン・シリーズ)

草柳かほる, 山口紀子, 峯川
美弥子編著

医歯薬出版 492.9163||Sh 321000591

184
がんゲノム医療遺伝子パネル検査実
践ガイド

角南久仁子, 畑中豊, 小山
隆文編著

医学書院 491.69||Ga 321000592

185

サバイバーを支える看護師が行うがん
リハビリテーション (がん看護実践ガイ
ド. Practical guide series in cancer
nursing)

矢ケ崎香編集 医学書院 492.926||Ga 321000593

186
現象学でよみとく専門看護師のコンピ
テンシー

井部俊子, 村上靖彦編集 医学書院 492.984||Ge 321000594

187
看護師・医療スタッフのための発達障
害傾向のある子どもの診療サポート
ブック

坪見利香, 水野智美著 診断と治療社 493.937||Ts 321000595

188
胎児疾患と胎児治療 : 病態生理、診
断・治療のすべて

中田雅彦編著 メディカ出版 495.6||Ta 321000596

189 遺伝子検査学 (標準臨床検査学)
宮地勇人, 横田浩充編集/
上野一郎 [ほか] 執筆

医学書院 492.1||Hy 321000597

190 遺伝子検査学 (標準臨床検査学)
宮地勇人, 横田浩充編集/
上野一郎 [ほか] 執筆

医学書院 492.1||Hy 321000598

191 在宅医療×感染症 遠藤光洋, 大曲貴夫編集 南山堂 493.8||Za 321000599

192 在宅医療×感染症 遠藤光洋, 大曲貴夫編集 南山堂 493.8||Za 321000600

193
Robbins and Cotran atlas of pathology
4th ed

Edward C. Klatt Elsevier 491.6||Kl 321000601

194
Robbins and Cotran atlas of pathology
4th ed

Edward C. Klatt Elsevier 491.6||Kl 321000602



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

195
Enzinger & Weiss's soft tissue tumors
7th ed : hbk

John R. Goldblum, Andrew
L. Folpe, Sharon W. Weiss

Elsevier 494.5||En 321000603

196
Digestive system tumours 5th ed
(World Health Organization
classification of tumours)

WHO Classification of
Tumours Editorial Board

International
Agency for
Research on
Cancer

493.4||Di 321000604

197

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 321000605

198 フローチャートでみる神経眼科診断 中馬秀樹著 中山書店 496||Ch 321000606

199
食品分野におけるメタボリックプロファ
イリング : 成分、産地、品質評価・向上

福崎英一郎監修 エヌ・ティー・エス 498.53||Sh 321000608

200
基礎技術 乳児・幼児編 (看護教育シ
リーズ. 小児への経口与薬:vol.2-3)

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||2 321000609

201

NGSアプリケーション : 今すぐ始める!メ
タゲノム解析実験プロトコール : ヒト常
在細菌叢から環境メタゲノムまでサン
プル調製と解析のコツ (実験医学:別
冊)

服部正平編集 羊土社 467.3||Ng 321000610

202

NGSアプリケーション : 今すぐ始める!メ
タゲノム解析実験プロトコール : ヒト常
在細菌叢から環境メタゲノムまでサン
プル調製と解析のコツ (実験医学:別
冊)

服部正平編集 羊土社 467.3||Ng 321000611


