
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
国民の福祉と介護の動向 : 最新の
データと施策の動き 2021/2022 (厚生
の指標臨時増刊:第68巻第10号)

厚生労働統計協会編 厚生労働統計協会
369||Ko||'21-
'22

321000617

2 多発性骨髄腫の診療指針 第5版 日本骨髄腫学会編 文光堂 493.29||Ta 321000618

3
内科學 分冊版 第11版 1.内科学総論
老年医学 心身医学 症候学 治療学 感
染症

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||1 321000619

4
内科學 分冊版 第11版 2.循環器系 血
圧 呼吸器系

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||2 321000620

5
内科學 分冊版 第11版 3.消化管・腹膜
肝・胆道・膵 リウマチ・アレルギー

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||3 321000621

6
内科學 分冊版 第11版 4.腎・尿路系
内分泌系 代謝・栄養

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||4 321000622

7
内科學 分冊版 第11版 5.血液・造血器
神経系 環境要因・中毒

矢崎義雄総編集/赤司浩一
[ほか] 編集

朝倉書店 493||Na||5 321000623

8
生存時間解析 : SASによる生物統計
応用編

大橋靖雄, 浜田知久馬著 東京大学出版会 461.9||Oh 321000624

9 生存時間解析 (統計解析スタンダード) 杉本知之著 朝倉書店 417||Su 321000625

10
ソーシャルマーケティング : 行動変容
の科学とアート : 健康、安全、環境保
護、省資源分野等への応用の最前線

ナンシー R.リー, フィリップ コ
トラー著/木原雅子 [ほか]
訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

675||Le 321000626

11 感染症の数理モデル 増補版 稲葉寿編著 培風館 498.6||Ka 321000627

12
ロジスティック回帰分析 : SASを利用し
た統計解析の実際 新版 (統計ライブラ
リー)

丹後俊郎, 山岡和枝, 高木
晴良著

朝倉書店 417||Ta 321000628

13

はじめてのメタアナリシス : お金をかけ
なくてもできる臨床研究入門 第2版第2
刷 (シリーズ・臨床家のための臨床研
究デザイン塾テキスト:中級編:1)

野口善令著
健康医療評価研究
機構

490.19||No 321000629

14 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 321000630

15
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

丸善出版 491.7||Ha 321000631

16
バリアントデータ検索&活用 : 変異・多
型情報を使いこなす達人レシピ (実験
医学:別冊)

坊農秀雅編集 羊土社 467.3||Ba 321000632

17 バイオインフォマティクス入門
日本バイオインフォマティク
ス学会編

慶應義塾大学出版
会

467.3||Ba 321000633

18
医療に役立つ遺伝子関連Web情報検
索 : 手とり足とり教えますガイド 第2版

中山智祥著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

467.07||Na 321000634

19 睡眠学 第2版 日本睡眠学会編集 朝倉書店 491.371||Su 321000635

20
骨形態計測からヒトの骨組織を見る、
知る、学ぶ

山本智章, 平野徹, 田中伸
哉編集

ウイネット/星雲社
(発売)

491.16||Ko 321000636

21
達人に訊くバイオ画像取得と定量解析
Q&A : 顕微鏡の設定からImageJによる
解析・自動化まで (実験医学:別冊)

加藤輝, 小山宏史編 羊土社 460.75||Ta 321000637



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

22 エッセンシャル遺伝学・ゲノム科学 ダニエル・L・ハートル [著] 化学同人 467||Ha 321000638

23
脳研究最前線 : 世界では今,脳研究は
ここまで進んでいる

ジョナサン・D・モレノ, ジェイ・
シュルキン著/大塚美菜訳

ニュートンプレス 491.371||Mo 321000639

24 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 321000640

25
運動器臨床解剖学 : チーム秋田の「メ
ゾ解剖学」基本講座

秋田恵一, 二村昭元編集 全日本病院出版会 491.16||Un 321000641

26 脳神経科学がわかる、好きになる 櫻井武執筆 羊土社 491.371||Sa 321000642

27
ベアーコノーズパラディーソ神経科学 :
脳の探求 : カラー版 改訂版

M.F. ベアー, B.W. コノーズ,
M.A. パラディーソ著/藤井聡
監訳

西村書店 491.37||Be 321000643

28 スタンフォード神経生物学 リチェンルオ著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.37||Lu 321000644

29
糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本
糖尿病学会専門医取得のための研修
必携ガイド 改訂第8版

日本糖尿病学会編・著 診断と治療社 493.123||To 321000645

30
てんかん専門医ガイドブック : てんかん
にかかわる医師のための基本知識 改
訂第2版

日本てんかん学会編集 診断と治療社 493.74||Te 321000646

31
目でみる耳鼻咽喉科疾患 (Visual
Series)

池田勝久編集 文光堂 496.5||Me 321000647

32
Present knowledge in nutrition
Eleventh edition pbk.

edited by Bernadette P.
Marriott, Diane F. Birt,
Virginia A. Stalling, Allison

Academic Press 498.55||Pr 321000648

33
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 321000649

34
歯科が知っておきたいNST : 栄養と食
生活指導のエッセンス

古屋純一, 斎藤恵子, 豊島
瑞枝編著

医歯薬出版 497||Sh 321000650

35
歯科が知っておきたいNST : 栄養と食
生活指導のエッセンス

古屋純一, 斎藤恵子, 豊島
瑞枝編著

医歯薬出版 497||Sh 321000651

36
新よくわかる顎口腔機能 : 咬合・摂食
嚥下・発音を理解する

日本顎口腔機能学会編 医歯薬出版 497.1||Sh 321000652

37
症例でわかる歯科矯正用アンカースク
リュー活用術

後藤滋巳 [ほか] 編著 医歯薬出版 497.6||Sh 321000653

38
産後の心の病 : 母親たちと家族を支え
るためのケア 日本語版

BBC Studios制作
BBC Studios/丸善
(発売)

495||DVD 321000654

39
遺伝子・染色体検査学 第2版 (最新臨
床検査学講座)

東田修二編集 医歯薬出版 492.1||Sa 321000655

40
遺伝子・染色体検査学 第2版 (最新臨
床検査学講座)

東田修二編集 医歯薬出版 492.1||Sa 321000656

41
看護が引き出す回復力 : レジリエンス
で視点もアプローチも変わる

池田清子 [ほか] 著 医学書院 492.9||Ka 321000657

42
母性看護 第2版 (ナーシング・ポケット
マニュアル)

村本淳子, 﨑山貴代編著 医歯薬出版 492.924||Bo 321000658

43
微生物学・感染看護学 : 微生物から感
染防止を考える 第2版

岡田忍, 小池和子, 白澤浩
編

医歯薬出版 491.7||Bi 321000659



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

44
マッチングと国試対策 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 321000660

45 皮膚科 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 321000661

46
歯科国試パーフェクトマスター歯科放
射線学

飯久保正弘編著/村上秀明
編著

医歯薬出版 497.079||Sh 321000662

47 パーシャルデンチャーテクニック 第6版 大久保力廣 [ほか] 編 医歯薬出版 497.56||Pa 321000663

48
褥瘡・ストーマ・排泄・スキンケアナース
ポケットブック

藤本かおり編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.926||Jo 321000664

49 材料科学 : 基礎と応用 戒能俊邦, 菅野了次著 東京化学同人 501.4||Ka 321000665

50 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 321000668

51
僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読
み方を知らない。 : 論文をどう読んでど
う考えるか

後藤匡啓著/長谷川耕平監 羊土社 490.7||Go 321000669

52
精神科症例報告の上手な書きかた 第
2版

仙波純一著 星和書店 493.7||Se 321000670

53
情報を正しく選択するための認知バイ
アス事典 : 世界と自分の見え方を変え
る「60の心のクセ」のトリセツ

情報文化研究所 [ほか] 著 フォレスト出版 141.51||Jo 321000671

54
インターネット・ゲーム依存症 : ネトゲ
からスマホまで (文春新書:995)

岡田尊司著 文藝春秋 493.937||Ok 321000672

55
日常診療における精神療法 : 10分間
で何ができるか

中村敬編 星和書店 493.72||Ni 321000673

56
もしも「死にたい」と言われたら : 自殺リ
スクの評価と対応

松本俊彦著 中外医学社 493.7||Ma 321000674

57
救急での精神科対応はじめの一歩 :
初期対応のポイントから退室時のフォ
ローまで基本をやさしく教えます

北元健著 羊土社 493.72||Ki 321000675

58
子どもの睡眠ガイドブック : 眠りの発達
と睡眠障害の理解

駒田陽子, 井上雄一編 朝倉書店 493.937||Ko 321000676

59
睡眠がみえる! : 睡眠が見えれば、睡眠
が診れる

河合真, 立花直子著 金芳堂 493.7||Ka 321000677

60
認知症の人の心の中はどうなっている
のか? (光文社新書:981)

佐藤眞一著 光文社 493.758||Sa 321000678

61
自立のための身体づくり (自閉っ子、こ
ういう風にできてます!:続)

岩永竜一郎, 藤家寛子, ニキ
リンコ著

花風社 493.937||Iw 321000679

62
ねじ子が精神疾患に出会ったときに考
えていることをまとめてみた

森皆ねじ子著 照林社 493.7||Mo 321000680

63
新先天性心疾患を理解するための臨
床心臓発生学

山岸敬幸, 白石公編集 メジカルビュー社 491.22||Sh 321000681

64 医療情報サブノート 第4版
日本医療情報学会医療情
報技師育成部会編集

日本医療情報学会
医療情報技師育成
部会/篠原出版新
社

498||Ir 321000682



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

65
これなら見逃さない!胃X線読影法虎の
巻 : シェーマ+内視鏡像+病理像で一目
瞭然!

中原慶太著 羊土社 493.455||Na 321000683

66
Dr.BABAのメディカルイラストレーション
講座 : 完成度の高い手術イラストの描
き方

馬場元毅著 三輪書店 494.627||Ba 321000684

67
どう見る?どう動く?消化器外科ベッドサ
イド処置&ケア : 処置&治療別に早わか
り! : オールカラー 最新2版

田中雅夫監修 メディカ出版 492.926||Do 321000685

68
虜になる循環の生理学 : 循環とは何
か?

中村謙介著 三輪書店 491.32||Na 321000686

69 脳卒中治療ガイドライン 2021
日本脳卒中学会脳卒中ガイ
ドライン委員会編集

協和企画
493.73||No||'2
1

321000687

70
レベルアップ超音波ガイド下末梢神経
ブロック (LiSAコレクション)

森本康裕編集
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

494.24||Re 321000688

71 小児の睡眠呼吸障害マニュアル 第2版
宮崎総一郎, 千葉伸太郎,
中田誠一編集

全日本病院出版会 493.933||Sh 321000689

72
病院総合診療医学編 : 初めて総合診
療を学ぶ人のために 第3版 (新・総合
診療医学)

阿部智一 [ほか] 編集委員 カイ書林 492||By 321000690

73 患者中心の医療の方法

Moira Stewart [ほか] 原著/
若手医師によるグローバル
にプライマリ・ケアを考える
ための翻訳研究会訳

羊土社 490.14||Ka 321000691

74

がん微小環境に1細胞レベルで挑む :
技術革新で見えてきた腫瘍内の細胞と
免疫応答の多様性、がん悪性化・治療
抵抗性の鍵 (実験医学:増刊:v. 39-no.
12 2021)

藤田直也編集 羊土社 491.65||Ga 321000692

75
理系総合のための生命科学 : 分子・細
胞・個体から知る"生命"のしくみ 第5版

東京大学生命科学教科書
編集委員会編

羊土社 460||Ri 321000693

76

イメージング時代の構造生命科学 : 細
胞の動態、膜のないオルガネラ、分子
の構造変化をトランススケールに観る
(実験医学:増刊:vol. 38-No. 5 2020)

田中啓二, 若槻壮市編集 羊土社 464.2||Im 321000694

77
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 321000695

78
感染制御の基本がわかる微生物学・免
疫学

増澤俊幸著 羊土社 491.7||Ma 321000696

79
独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきら
めたくない人のための55の技法

読書猿著 ダイヤモンド社 379.7||Do 321000697

80
神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と
薬/腎・泌尿器系の疾患と薬/漢方薬
第2版 (薬がみえる:vol. 1)

医療情報科学研究所編集 Medic Media 499.1||Ku||1 321000698

81
消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患
と薬/感染症と薬/悪性腫瘍と薬 (薬が
みえる:v. 3)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 499.1||Ku||3 321000699

82
薬力学/薬物動態学/相互作用/製剤
学/薬剤の使用と実務 (薬がみえる:v.
4)

医療情報科学研究所編集 メディックメディア 499.1||Ku||4 321000700

83 消化器 第6版 (病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 492||By||1 321000701

84 循環器 第5版 (病気がみえる:vol. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア 492||By||2 321000702



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

85
糖尿病・代謝・内分泌 第5版 (病気が
みえる:v. 3)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||3 321000703

86 腎・泌尿器 第3版 (病気がみえる:v. 8) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||8 321000704

87 産科 第4版 (病気がみえる:vol. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||10 321000705

88
運動器・整形外科 第1版 (病気がみえ
る:v. 11)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||11 321000706

89 皮膚科 (病気がみえる:vol. 14) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 492||By||14 321000707

90
みんなの医療統計 : 12日間で基礎理
論とEZRを完全マスター! 多変量解析
編

新谷歩著 講談社 490.19||Sh 321000708

91
みんなの医療統計 : 12日間で基礎理
論とEZRを完全マスター! 12日間で基礎
理論とEZRを完全マスター

新谷歩著 講談社 490.19||Sh 321000709

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

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||1 321000710

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

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||2 321000711

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

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||3 321000712

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

Shanghai World
Publishing
Corporation

499.87||En||4 321000713

96
採血・血糖測定 (Maruzen audiovisual
library. 最新基礎看護技術DVDシリー
ズ:3:診療・その他編:第3巻)

丸善出版制作・著作
丸善出版株式会社
映像メディア部

492||DVD||3-
3

321000714

97
点滴静脈内注射 (Maruzen audiovisual
library. 最新基礎看護技術DVDシリー
ズ:3:診療・その他編:第5巻)

丸善出版制作・著作
丸善出版株式会社
映像メディア部

492||DVD||3-
5

321000715

98
コミュニケーションの基本 (看護実践能
力向上シリーズ. 患者のこころによりそ
う看護コミュニケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

492||DVD 321000716

99
効果的なコミュニケーションスキル 1
(看護実践能力向上シリーズ. 患者のこ
ころによりそう看護コミュニケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

492||DVD||1 321000717

100
効果的なコミュニケーションスキル 2
(看護実践能力向上シリーズ. 患者のこ
ころによりそう看護コミュニケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

492||DVD||2 321000718

101
ケアに生かすコミュニケーション (看護
実践能力向上シリーズ. 患者のこころ
によりそう看護コミュニケーション)

西出久美, 鬼塚薫指導
ビデオ・パック・ニッ
ポン

492||DVD 321000719

102

受付の対応・言語の確認・医療者の配
慮 著作権処理済 (Maruzen audiovisual
library. 実際に起こったトラブルから学
ぶ!現場で役立つ外国人患者とのコミュ
ニケーション:1)

丸善出版映像メ
ディア部

498||DVD||1 321000720

103

不安にさせる態度・家族の通訳・感染
症の対応 著作権処理済 (Maruzen
audiovisual library. 実際に起こったトラ
ブルから学ぶ!現場で役立つ外国人患
者とのコミュニケーション:2)

丸善出版映像メ
ディア部

498||DVD||2 321000721
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104

宗教の配慮・対応の差・産後の文化 著
作権処理済 (Maruzen audiovisual
library. 実際に起こったトラブルから学
ぶ!現場で役立つ外国人患者とのコミュ
ニケーション:3)

丸善出版映像メ
ディア部

498||DVD||3 321000722

105

大事な8週間 : 0-8週 : The first 8
weeks : 著作権処理済 (赤ちゃんが生
まれるまでの40週 : 人生に影響を与え
る胎内での時間 : 9months that made
you:1)

丸善出版 (発売) 495||DVD||1 321000723

106

個性がつくられるとき : 9-16週 :
Against the odds : 著作権処理済 (赤
ちゃんが生まれるまでの40週 : 人生に
影響を与える胎内での時間 : 9months
that made you:2)

丸善出版 (発売) 495||DVD||2 321000724

107

生まれるまでの最後の準備 : 17-40週 :
The final push : 著作権処理済 (赤ちゃ
んが生まれるまでの40週 : 人生に影響
を与える胎内での時間 : 9months that
made you:3)

丸善出版 (発売) 495||DVD||3 321000725

108
医師人生は初期研修で決まる!って、
知ってた? 改訂版

志賀隆編著
メディカルサイエン
ス社

490.7||Is 321000726

109
膨大な医学論文から最適な情報に最
短でたどり着くテクニック : PubMed,
Google Scholar, EndNote活用術

重見大介, 岩上将夫著 新興医学出版社 490.7||Sh 321000727

110 転移性肝がん診療ガイドライン
山本雅一編集/日本肝胆膵
外科学会主催

医学図書出版 493.47||Te 321000728

111 膝関節外科学 津村弘 [ほか] 編集 南江堂 494.77||Hi 321000729

112
泌尿器科・病理・放射線科腎盂・尿管・
膀胱癌取扱い規約 第2版

日本泌尿器科学会, 日本病
理学会, 日本医学放射線学
会, 日本臨床腫瘍学会編

医学図書出版 494.93||Hi 321000730

113 シンプル生理学 改訂第8版 貴邑冨久子, 根来英雄共著 南江堂 491.3||Ki 321000731

114
看護師国家試験PASS*NOTE 2022年
版

杉本由香編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9079||Ka||
'22

321000732

115
OTC医薬品学 : 薬剤師にできるプライ
マリ・ケア 改訂第2版

渡辺謹三, 葦沢龍人, 佐藤
誠一編集

南江堂 499.1||Ot 321000733

116 パートナー天然物化学 改訂第4版 森田博史, 阿部郁朗編集 南江堂 499.39||Pa 321000734

117
歯科臨床のためのオーラルバイオロ
ジー : 微小循環から紐解くインプラン
ト・咬合

松尾雅斗編著 医歯薬出版 497.12||Sh 321000735

118 病院歯科医ポケットマニュアル 坂本由紀編著 医歯薬出版 497.2||By 321000736

119
看護倫理 : よい看護・よい看護師への
道しるべ 改訂第3版 (看護学テキスト
nice)

小西恵美子編集 南江堂 492.9015||Ka 321000737

120 みんなの眼科検査メモ
千原悦夫, 辻川明孝, 谷戸
正樹編集

南江堂 496.2||Mi 321000738

121 医薬品情報のひきだし
村阪敏規執筆/妹尾昌幸執
筆協力

医学書院 499.1||Mu 321000739
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122
根拠がわかる疾患別看護過程 改訂第
3版

新見明子編集 南江堂 492.914||Ko 321000740

123
生きてるものは全部観る!イメージング
の選び方・使い方100+ (実験医学:増
刊:v.36 no.20(2018))

原田慶恵, 永井健治編集 羊土社 460.75||Ik 321000741

124 ブラウン分子遺伝学 第3版 T. A. Brown著 東京化学同人 467.2||Br 321000742

125
実践的メタ分析入門 : 戦略的・包括的
理解のために

岡田涼, 小野寺孝義編 ナカニシヤ出版 140.7||Ji 321000743

126 介護報酬の解釈 第11版 1単位数表編 社会保険研究所
364.4||Ka||202
1-1

321000744

127
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 321000745

128
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 321000746

129 ケースで学ぶ犯罪心理学 再版 越智啓太著 北大路書房 326.34||Oc 321000747

130
最新図解やさしくわかる精神医学 : 治
療と支援の「いま」がわかる

上島国利監修 ナツメ社 493.7||Sa 321000748

131
計算論的精神医学 : 情報処理過程か
ら読み解く精神障害

国里愛彦 [ほか] 著 勁草書房 493.7||Ke 321000749

132
Tomyの診察室 : 精神科スピードアップ
診療術

Tomy著 中外医学社 493.72||To 321000750

133
小児疾患診療のための病態生理 改訂
第6版 1 (小児内科:Vol.52(2020)増刊
号)

『小児内科』『小児外科』編
集委員会共編

東京医学社 493.93||Sh||1 321000751

134 医療情報 第6版 医療情報システム編
日本医療情報学会医療情
報技師育成部会編集

日本医療情報学会
医療情報技師育成
部会/篠原出版新

498||Ir 321000752

135 医療情報 第6版 医学医療編
日本医療情報学会医療情
報技師育成部会編集

日本医療情報学会
医療情報技師育成
部会/篠原出版新

498||Ir 321000753

136 医療情報 第6版 情報処理技術編
日本医療情報学会医療情
報技師育成部会編集

日本医療情報学会
医療情報技師育成
部会/篠原出版新

498||Ir 321000754

137
診療所総合診療医学編 第3版 (新・総
合診療医学)

栄原智文, 関口由希公, 山
田歩美編集委員

カイ書林 492||Sh 321000755

138 不明熱
Burke A.Cunha編/大野城太
郎訳

カイ書林 492.11||On 321000756

139
整形診療forプライマリ・ケア診療所 :
患者説明までよ〜くわかる!よく出会う
整形外科系主訴への対応

海透優太編集/手島隆志編
集/藤井達也編集

羊土社 494.7||Se 321000757

140
大学生のストレスマネジメント : 自助の
力と援助の力

齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野
明著

有斐閣 377.9||Sa 321000758

141 はじめて学ぶ文献レビュー 若村智子, 西村舞琴著 総合医学社 492.907||Wa 321000759

142

特集イムノメタボリズムとT細胞の疲
弊・老化 : 免疫機能不全を克服する新
たなターゲット (実験医学:Vol.38,
No.19(2020-12))

山下政克企画 羊土社 491.8||Im 321000760
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143
ストーリーでわかる災害時の食支援
Q&A : 基礎から給食施設・被災地の対
応まで

須藤紀子, 笠岡(坪山)宜代,
下浦佳之共著

建帛社 498.59||Su 321000761

144
スマホ・携帯電話写真を用いた「24時
間食事思い出し法」マニュアル [セット]

田中平三[編]/スマートフォ
ン・携帯電話撮影写真を用
いた「24時間食事思い出し
法」研究グループ[著]

同文書院 498.55||Su 321000762

145
今日から使える統計解析 : 理論の基礎
と実用の"勘どころ" 普及版 (ブルー
バックス:B-2085)

大村平著 講談社 417||Om 321000763

146
統計解析のはなし : データに語らせる
テクニック 改訂版 (Best selected
business books)

大村平著 日科技連出版社 417||Om 321000764

147
多変量解析のはなし : 複雑さから本質
を探る 改訂版 (Best selected business
books)

大村平著 日科技連出版社 417||Om 321000765

148
大量調理施設衛生管理のポイント :
HACCPの考え方に基づく衛生管理手
法 7訂

中央法規出版 498.54||Ta 321000766

149
はじめてママ&パパの子どもの栄養 : 3
〜14歳、成長期に必要な栄養のとり方
がよくわかる! (実用No.1シリーズ)

深津章子監修/牧野直子監
修/主婦の友社編

主婦の友社 493.983||Ha 321000767

150
「攻めの栄養療法」実践マニュアル : う
まくいく栄養改善と生活機能改善

若林秀隆, 前田圭介, 西岡
心大編集

中外医学社 493.185||Se 321000768

151
すべての臨床医が知っておきたい腸内
細菌叢 : 基本知識から疾患研究、治療
まで

内藤裕二著 羊土社 491.7||Na 321000769

152
「特集」腸内細菌叢生態学/生体ナノ量
子センサー (実験医
学:Vol.38No.18(2020-11))

羊土社 491.7||Ch 321000770

153
もっとよくわかる!食と栄養のサイエンス
: 食行動を司る生体恒常性維持システ
ム (実験医学:別冊)

佐々木努編 羊土社 498.5||Mo 321000771

154

個人差の理解へ向かう肥満症研究 :
GWAS、エピゲノム、腸内細菌、栄養学
的知見から多様な病態を解明し、
Precision Medicineをめざす (実験医学:
増刊 Vol.39 No.5 (2021))

梶村真吾, 小川佳宏, 矢作
直也編

羊土社 493.125||Ko 321000772

155
免疫力が10割 : 腸内環境と自律神経
を整えれば病気知らず

小林弘幸著 プレジデント社 498.3||Ko 321000773

156
腸と脳 : 体内の会話はいかにあなたの
気分や選択や健康を左右するか

エムラン・メイヤー著/高橋
洋訳

紀伊國屋書店 491.346||Ma 321000774

157
「減塩」が病気をつくる! (青春新書
intelligence:PI-510)

石原結實著 青春出版社 498.3||Is 321000775

158 医歯薬学系博物館事典 落合知子編 雄山閣 490.6||Is 321000776

159
歯科補綴 第2版 (最新歯科衛生士教
本. 咀嚼障害・咬合異常:1)

赤川安正ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 321000777

160
歯科補綴 第2版 (最新歯科衛生士教
本. 咀嚼障害・咬合異常:1)

赤川安正ほか著 医歯薬出版 497.9||Sa 321000778

161 ER診療羅針盤 2版 伊藤敏孝著 中外医学社 492.29||It 321000779

162 見る診るわかる!胸部画像診断 瀧川奈義夫編集 中外医学社 492.433||Mi 321000780
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163 妊孕性温存のすべて 柴原浩章編著 中外医学社 495.48||Ni 321000781

164 帝王切開の強化書 : Kaiserを極める 西島浩二編集 金原出版 495.52||Te 321000782

165
Pharmacology : an essential textbook
2nd ed

Mark A. Simmons Thieme 491.5||Si 321000783

166
The neurobiology of learning and
memory Third edition

Jerry W. Rudy, University of
Colorado, Boulder

Sinauer Associates 491.371||Ru 321000784

167
6日間で学ぶ医学生・初期研修医のた
めの呼吸器外科画像問題集

佐川元保編
金沢医科大学出版
局/紀伊國屋書店
(発売)

494.64||Mu 321000785

168

いざというとき慌てない!マイナーエマー
ジェンシー : 歯が抜けた、ボタン電池を
飲んだ、指輪が抜けない、ネコに咬ま
れたなど、急患の対応教えます! (レジ
デントノート:Vol.19, No.8:増刊)

上山裕二編 羊土社 492.29||Iz 321000786

169
組み合わせ自由3段式学校給食の献
立 : 献立作りが面白くなる! (食育カード
ブック:3)

群羊社 498.59||Ku 321000787

170
献立作りが面白くなる!2段式毎日のお
かずのヘルシー献立 : 組み合わせ自
由 (食育カードブック:1)

群羊社食育教材企画制作
室編

群羊社 596||Ko 321000788

171
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 321000789

172
Python機械学習プログラミング : 達人
データサイエンティストによる理論と実
践 第3版 (Impress top gear)

Sebastian Raschka, Vahid
Mirjalili著/クイープ訳

インプレス 007.13||Ra 321000790

173
スラスラ読めるPythonふりがなプログラ
ミング

リブロワークス著 インプレス 007.64||Ri 321000791

174
逆引きPython標準ライブラリ : 目的別
の基本レシピ180+! (Impress top gear)

大津真, 田中賢一郎著 インプレス 007.64||Ot 321000792

175
善玉酵素で腸内革命 : 「便秘解消」「ダ
イエット」「免疫力アップ」さまざまな健
康効果を最大化する!

國澤純著 主婦と生活社 498.583||Ku 321000793

176
40代からはじめる「腸活×菌活」完全マ
ニュアル

田和璃佳著/藤田紘一郎監
修

徳間書店 493.46||Ta 321000794

177

なぜか病気知らずの人のすごい腸運 :
便秘をそのままにしておくと脳まで危な
い! : 今日からすぐはじめる最強の腸活
11の秘訣

日本レホルム連盟編 コスモ21 491.7||Na 321000795

178
医師が教える最強のダイエット : 腸内
フローラ革命

ジェラルド・E・マリン著/浦谷
計子訳

シャスタインターナ
ショナル

498.583||Mu 321000796

179
菌活で病気の9割は防げる : 整腸だけ
じゃない!知らなかった乳酸菌の力

辨野義己監修 実業之日本社 498.3||Ki 321000797

180 自力で腸を強くする30の法則 辨野義己著 宝島社 493.46||Be 321000798

181
腸内細菌の驚愕パワーとしくみ (Super
サイエンス)

辨野義己著
シーアンドアール
研究所

491.7||Be 321000799

182
腸内細菌のベストバランスが病気にな
らない体をつくる : 乳酸菌だけでは足り
なかった

佐々木淳著 ロングセラーズ 491.7||Sa 321000800
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183
腸内フローラ10の真実 : やせる!若返
る!病気を防ぐ!

NHKスペシャル取材班著 主婦と生活社 491.7||Nh 321000801

184
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 321000802

185 解剖トレーニングノート 第7版 竹内修二著 医学教育出版社 491.1||Ta 321000803

186 ImageJではじめる生物画像解析 三浦耕太, 塚田祐基編著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

460.7||Im 321000804

187 医歯系の物理学 第2版 赤野松太郎 [ほか] 著 東京教学社 420||Ir 321000805

188 医療系のための物理 第2版 佐藤幸一, 藤城敏幸著 東京教学社 490||Sa 321000806

189
熱力学の基本構造 第2版 (熱力学の
基礎:1. Principles of thermodynamics)

東京大学出版会 426.5||Sh||1 321000807

190
安定性・相転移・化学熱力学・重力場
や量子論 第2版 (熱力学の基礎:2.
Principles of thermodynamics)

東京大学出版会 426.5||Sh||2 321000808

191
熱力学 : 現代的な視点から (新物理学
シリーズ:32)

田崎晴明著 培風館 420.8||Sh||32 321000809

192 熱力学入門 佐々真一著/兵頭俊夫編 共立出版 426.5||Sa 321000810

193
歯科六法コンメンタール : 歯科関連法
律の逐条解説 第2版

社会歯科学会編著
ヒョーロン・パブリッ
シャーズ

497.09||Sh 321000811

194 もしあと1年で人生が終わるとしたら? 小澤竹俊著 アスコム 490.14||Oz 321000813

195
Q&Aでわかる!糖尿病×循環器疾患の
治療 : 血糖管理だけではない新しい考
え方

伊藤浩編集 南江堂 493.123||Qa 321000814

196
栄養学がわかる・つかえるゆるっと事
典 : 学び始めに最適!!

徳永明子イラスト/フクイサ
チヨ食材イラスト

永岡書店 498.55||Ei 321000815

197
よくわかる栄養学 : マンガと図解で身
につく

小林実夏総監修・著/阿部
惠理著

ユーキャン学び出
版/自由国民社 (発
売)

498.55||Ko 321000816

198
あたらしい栄養学 : 正しい知識で健康
をつくる

吉田企世子, 松田早苗監修 高橋書店 498.55||At 321000817

199

労力を無駄にしないための臨床研究
テーマの選び方 : 論文執筆マニュアル
を開く前に読みたい没ネタ回避術 (C
ブックス : 医師の生き方を広げる)

藤岡一路著 メディカ出版 490.7||Fu 321000818

200 自分閻魔帳 : ズルカン 3 中山有香里著 メディカ出版 492.911||Na 321000819

201
ヒトはなぜ「がん」になるのか : 進化が
生んだ怪物

キャット・アーニー著/矢野真
千子訳

河出書房新社 491.65||Ar 321000820

202
ICUビジュアルナーシング 改訂第2版
(見てできる臨床ケア図鑑)

道又元裕監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.916||Ic 321000821

203
本当にしんどいときに読むメンタルの整
え方 : 心理カウンセラーががんになり
ました!

浮世満理子著 BABジャパン 495.46||Uk 321000822

204
モデル動物の作製と利用:循環器疾患
2021 上巻

エル・アイ・シー
490.769||Mo||
1

321000823



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

205
腸が嫌がる食べ物、喜ぶ食べ物 : 40歳
を過ぎたら知りたい、病気にならない食
習慣 (SB新書:273)

松生恒夫著 SBクリエイティブ 493.46||Ma 321000824

206 医療系の基礎としての物理 廣岡秀明 [ほか] 共著 学術図書出版社 420||Ir 321000825

207 基礎材料科学
伊藤公久, 平田秋彦, 山本
知之共著

コロナ社 501.4||It 321000826

208
材料科学・材料工学 : 基礎から応用ま
で

James Newell [著]/滝澤博
胤, 関野徹, 林大和訳

東京化学同人 501.4||Ne 321000827

209 The SBRT book
武田篤也, 佐貫直子, 奥洋
平編著

篠原出版新社 494.54||Sb 321000828

210

薬剤師業務の羅針盤 : OSCE、実務実
習、その先へ : 「迷った時」に立ち戻る
ビジュアルマップ 第4版 (薬ゼミファー
マブック)

薬学共用試験研究会監修
薬ゼミ情報教育セ
ンター

499.07||Ya 321000829

211
不整脈 : 心・腎・脳の視点でとらえる循
環器疾患 (循環器診療コンプリート)

井上耕一編集/南野哲男[ほ
か]編集委員

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.23||Fu 321000830

212
先天性心疾患・肺動脈疾患 : 心・腎・脳
の視点でとらえる循環器疾患 (循環器
診療コンプリート)

赤木禎治編集/南野哲男[ほ
か]編集委員

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

493.23||Se 321000831

213
必ず役立つ!肝炎診療バイブル : 研修
医・レジデント必携 改訂5版

三田英治, 平松直樹編著 メディカ出版 493.47||Ka 321000832

214 手・肘の外科 : 診断と治療のすべて 岩崎倫政編集 メジカルビュー社 494.67||Te 321000833

215
リンパのふしぎ : 未病の仕組みを解き
明かす (ちくま新書:1592)

大橋俊夫著 筑摩書房 491.329||Oh 321000834

216
運動・スポーツ栄養学 第4版 (栄養科
学シリーズNEXT)

中村亜紀 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 321000835

217
食品学総論 第4版 (栄養科学シリーズ
NEXT. 食べ物と健康,食品と衛生)

辻英明 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 321000836

218
栄養薬学・薬理学入門 第2版 (栄養科
学シリーズNEXT)

川添禎浩, 古賀信幸編 講談社 498.55||Ei 321000837

219 診療放射線技師ポケットブック
井田義宏編集/林真也医学
監修

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.4||Sh 321000838

220
三角巾法を使った応急手当の実際
(BLS救急法 : 一次救命処置:vol. 3)

東山書房 (制作・発
売)

492||DVD 321000839

221

口腔のミニマムエッセンス オーラルフ
レイルの視点から : 管理栄養士・栄養
士が知っておきたい (臨床栄養:臨時増
刊)

本川佳子, 平野浩彦企画 医歯薬出版 498.55||Ko 321000840

222 ハーブで楽しむ庭づくり : 育てて生かす 東山早智子監修 成美堂出版 617.6||Ha 321000841

223 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 321000842

224
歯科英語の練習帳 : 歯の健康づくりを
サポートする英語表現

宮田学編/橋本直子著 萌文書林 497.07||Ha 321000843

225
ロールプレイングでわかる歯科英語 :
17レッスンで鍛える表現力 (QRコードシ
リーズ)

岡隼人著/藤田淳一著/寺
島雅子著/William Hall著
/Brian Bachman著/小林睦
昌著

浪速社 497.07||Ro 321000844



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

226
ワンランクアップする治療の質と信頼度
補綴は検査でかわる!

市川哲雄編著 永末書店 497.2||Wa 321000845

227
ワンランクアップする治療の質と信頼度
補綴は検査でかわる!

市川哲雄編著 永末書店 497.2||Wa 321000846

228
ワンランクアップする治療の質と信頼度
補綴は検査でかわる!

市川哲雄編著 永末書店 497.2||Wa 321000847

229 目で見る総義歯臨床 第2版 上田貴之編集・執筆 永末書店 497.56||Me 321000848

230
Imai method complete denture : 片側
性・両側性咬合平衡に深く配慮した全
部床義歯

今井守夫著
デンタルダイヤモン
ド社

497.56||Im 321000849

231 有床義歯補綴学
山下秀一郎編集主幹/大川
周治 [ほか] 編集委員

永末書店 497.56||Yu 321000850

232
Hygienic partial dentureとMyo‐denture
の最新臨床アトラス

山下敦, 前田照太, 青木太
郎著

クインテッセンス出
版

497.56||Ya 321000851

233
どうして?どうする?診療室からはじまる
高齢者歯科 (デンタルハイジーン:別冊)

戸原玄編著 医歯薬出版 497||Do 321000852

234
どうして?どうする?診療室からはじまる
高齢者歯科 (デンタルハイジーン:別冊)

戸原玄編著 医歯薬出版 497||Do 321000853

235
新在宅訪問栄養実践ガイド : 知ってお
きたい在宅高齢者の食事と栄養 (臨床
栄養:別冊)

在宅チーム医療栄養管理研
究会編集

医歯薬出版 498.59||Sh 321000854

236
新在宅訪問栄養実践ガイド : 知ってお
きたい在宅高齢者の食事と栄養 (臨床
栄養:別冊)

在宅チーム医療栄養管理研
究会編集

医歯薬出版 498.59||Sh 321000855

237

歯周病およびインプラント周囲組織の
疾患と状態に関する新分類 : アメリカ
歯周病学会(AAP)/ヨーロッパ歯周病連
盟(EFP)共催2017ワールドワークショッ
プ会議録

Kenneth S. Kornman,
Maurizio S. Tonetti共編/日
本歯周病学会, 日本臨床歯
周病学会共訳

クインテッセンス出
版

497.26||Sh 321000856

238
このシチュエーションにこの切開 : Flap
Design Album

松川敏久[ほか]監著 インターアクション 497.3||Ko 321000857

239
基礎と臨床がつながる歯周解剖 : 歯周
病専門医が語る“目からウロコ"のペリ
オ&インプラント

牧草一人著
クインテッセンス出
版

497.26||Ma 321000858

240
臨床家のためのデンタルスーチャリン
グ切開・縫合・結紮

松田哲著
デンタルダイヤモン
ド社

497.3||Ma 321000859

241
インターディシプリナリー治療計画 : プ
リンシプル、デザイン、インプリメンテー
ション 改訂版

Michael Cohen編集/和泉雄
一 [ほか]訳

クインテッセンス出
版

497.2||In 321000860

242 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 321000861

243 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 321000862

244 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 321000863

245
口腔外科医がイラストで語る難抜歯攻
略テクニック : リスク回避のマネージメ
ント

山内健介著/小山慶介イラ
ストレーション

インターアクション 497.4||Ya 321000864
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246
解説と例題でわかる歯科放射線テキス
ト

勝又明敏 [ほか] 編集主幹/
有地淑子 [ほか] 編集委員

永末書店 497.2||Ka 321000865

247
解説と例題でわかる歯科放射線テキス
ト

勝又明敏 [ほか] 編集主幹/
有地淑子 [ほか] 編集委員

永末書店 497.2||Ka 321000866

248 臨床歯科麻酔学 第6版 丹羽均 [ほか] 編集委員 永末書店 497.3||Ri 321000867

249 臨床歯科麻酔学 第6版 丹羽均 [ほか] 編集委員 永末書店 497.3||Ri 321000868

250 臨床歯科麻酔学 第6版 丹羽均 [ほか] 編集委員 永末書店 497.3||Ri 321000869

251
心電図の読み方パーフェクトマニュア
ル : 理論と波形パターンで徹底トレー
ニング!

渡辺重行, 山口巖編 羊土社 492.123||Sh 321000870

252
よくわかる公衆衛生学の基本としくみ
第2版 (図解入門. メディカルサイエンス
シリーズ)

上地賢, 安藤絵美子, 雜賀
智也著

秀和システム 498||Ue 321000871

253
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 321000872

254
歯科医院受付・事務マニュアル : 完全
版

田上めぐみ著
クインテッセンス出
版

498.163||Ta 321000873

255
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 321000874

256
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 321000875

257
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 321000876

258 薬学統計A to Z
井上能博, 原梓, 渡部一宏
著

京都廣川書店 499.019||In 321000877

259
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 321000878

260
実践製剤学 : そしてその基盤となる物
理薬剤学 第2版

飯村菜穂子, 萩原琢男編著
京都廣川書店,
2016.8

499.6||Ji 321000879

261 脳のネットワーク
オラフ・スポーンズ [著]/下
野昌宣訳

みすず書房 491.371||Sp 321000880

262
無料統計ソフトEZRでやさしく学ぶ統計
学 : EBMの実践から臨床研究まで 改
訂3版

神田善伸著 中外医学社 490.19||Ka 321000881

263 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 321000882

264 酸と塩基の有機反応化学 奥山格著 丸善出版 437.01||Ok 321000883

265
医療者のための質的研究はじめの一
歩!! : 数値で表しきれないデータを読み
解く

片岡竜太, 渡邊洋子編 薬事日報社 498.07||Ir 321000885

266
いつ・誰が・どうやって地域で実践する
ためのアドバンス・ケア・プランニング

三浦稚郁子編著/望月崇紘
編著

サイオ出版 490.145||It 321000886
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267
臨床家のための対人関係療法入門ガ
イド

水島広子著 創元社 493.764||Mi 321000887

268
実践給食マネジメント論 第3版 (テキス
トブックシリーズ)

高城孝助, 三好恵子, 松月
弘恵編著

第一出版 498.59||Ji 321000888

269
食物アレルギーハンドブック2018 : 子
どもの食に関わる方々へ

日本小児アレルギー学会食
物アレルギー委員会作成

協和企画 (発売) 493.931||Sh 321000889

270
免疫の守護者 : 制御性T細胞とはなに
か (ブルーバックス:B-2109)

坂口志文, 塚﨑朝子著 講談社 491.8||Sa 321000890

271
入門統計学 : 検定から多変量解析・実
験計画法・ベイズ統計学まで 第2版

栗原伸一著 オーム社 417||Ku 321000891

272
臨床家のための歯科材料学「再」入門
: 素材からわかる歯科材料のクセと使
用上のコツ

早川徹著
わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.8||Ha 321000892

273
臨床家のための歯科材料学「再」入門
: 素材からわかる歯科材料のクセと使
用上のコツ

早川徹著
わかば出版/シエ
ン社 (発売)

497.8||Ha 321000893

274
薬物動態学 (CBT対策と演習. 薬剤
学:1)

薬学教育研究会編 廣川書店 499.079||Ya||1 321000894

275 製剤学 (CBT対策と演習. 薬剤学:2) 薬学教育研究会編 廣川書店 499.079||Ya||2 321000895

276 理論生物学概論 望月敦史著 共立出版 461||Mo 321000896

277
できるナースと言われるために3年目ま
でに知っておきたい100のこと

藤野智子, 三上剛人監修
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9||De 321000897

278
1冊でわかる病棟で行う呼吸管理 : こ
れだけ押さえれば大丈夫!

永田一真編集/神戸市立医
療センター中央市民病院呼
吸サポートチーム(RST)著

学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.28||Ko 321000898

279
医療職のための公衆衛生・社会医学
第7版

長谷川友紀, 長谷川敏彦,
松本邦愛編集

テコム出版事業部 498||Ir 321000899

280 演習で学ぶ有機化学基礎の基礎
M. Cook, P. Cranwell著/新
藤充訳

化学同人 437||Co 321000900

281
有機化学の基礎 (新スタンダード栄養・
食物シリーズ:17)

森光康次郎, 新藤一敏著 東京化学同人 498.5||Sh||17 321000901

282 スミス基礎有機化学
Janice Gorzynski Smith著/
村田滋訳

東京化学同人 437||Sm 321000902

283
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 321000903

284
海洋プラスチックごみ問題の真実 : マ
イクロプラスチックの実態と未来予測
(DOJIN選書:86)

磯辺篤彦著 化学同人 519.4||Is 321000904

285 赤外分光法 (分光法シリーズ:4) 古川行夫編著 講談社 433.57||Se 321000905

286 ラマン分光法 (分光法シリーズ:1) 濵口宏夫, 岩田耕一編著 講談社 433.57||Ra 321000906
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287
今日から使えるフーリエ変換 : 式の意
味を理解し、使いこなす 普及版 (ブ
ルーバックス:B-2093)

三谷政昭著 講談社 413.66||Mi 321000907

288 新編色彩科学ハンドブック 第3版 日本色彩学会編 東京大学出版会 425.7||Sh 321000908

289
ナノ粒子計測 (分析化学実技シリーズ:
応用分析編:8)

一村信吾 [ほか] 著/日本分
析化学会編

共立出版 433||Bu||8 321000909

290
看護過程に沿った対症看護 : 病態生
理と看護のポイント 第5版

市村久美子 [ほか] 執筆
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.914||Ka 321000910

291 生体肝移植の記憶 : わがミレニアム 見瀬和雄著
東京図書出版/リフ
レ出版(発売)

916||Mi 321000911

292
脳・神経/運動器/感覚器 第8版 (なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のため
の:6)

医療情報科学研究所編 メディックメディア
492.908||Na||
6

321000912

293
超図解!脳神経疾患の治療と看護のポ
イント (ブレインナーシング:第37巻2号
(2021-2))

メディカ出版 492.926||Ch 321000913

294
どう関係する?心疾患×他臓器(肺・脳・
腎臓・消化器)の病態生理 (ハートナー
シング:2021年春季増刊(通巻458号))

木原康樹編集 メディカ出版 492.926||Do 321000914

295

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 321000915

296

まるごと消化器ドレーン・チューブ管理 :
決定版!図解でもれなくみえる・わかる
(消化器ナーシング:2021年春季増刊
(通巻338号))

袴田健一監修 メディカ出版 492.926||Ma 321000916

297 神経疾患難病看護ガイド 東京都立神経病院編集 ヴァンメディカル 492.926||Sh 321000917

298
本当に大切なことが1冊でわかる脳神
経

東海大学医学部付属八王
子病院看護部編著

照林社 492.926||Ho 321000918

299
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 321000919

300
本当に大切なことが1冊でわかる呼吸
器

さいたま赤十字病院看護部
編著

照林社 492.926||Ho 321000920

301 看護のアイデンティティ 秋元典子著 ライフサポート社 492.9||Ak 321000921

302 すごく役立つ周術期の全身管理 濱本実也, 露木菜緒編集
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.9163||Su 321000922

303
発達障害の子の療育が全部わかる本
(こころライブラリー)

原哲也著 講談社 378.8||Ha 321000923

304
小児創傷・オストミー・失禁(WOC)管理
の実際 改訂版

日本小児ストーマ・排泄・創
傷管理研究会学術委員会
[ほか]編集

東京医学社 492.925||Sh 321000924

305
こどもホスピスの奇跡 : 短い人生の「最
期」をつくる

石井光太著 新潮社 490.15||Is 321000925

306
明日からの臨床・実習に使える言語聴
覚障害診断 : 初回面接・スクリーニン
グを中心に 小児編

大塚裕一著 医学と看護社 496.9||As 321000926



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

307 産婦人科画像診断の勘ドコロNEO 藤井進也編集 メジカルビュー社 495.2||Sa 321000927

308
パターン認識と機械学習 : ベイズ理論
による統計的予測 上

C. M. ビショップ著 丸善出版 007.13||Bi||1 321000928

309
パターン認識と機械学習 : ベイズ理論
による統計的予測 下

C. M. ビショップ著 丸善出版 007.13||Bi||2 321000929

310
統計的学習の基礎 : データマイニン
グ・推論・予測

Trevor Hastie, Robert
Tibshirani, Jerome Friedman
著/井尻善久 [ほか] 訳

共立出版 007.13||Ha 321000930

311 素数の音楽 (新潮文庫:9801, シ-38-1)
マーカス・デュ・ソートイ
[著]/冨永星訳

新潮社 412||Du 321000931

312 原子核反応論 (朝倉物理学大系:19) 河合光路, 吉田思郎著 朝倉書店 429.5||Ka 321000932

313
詳説放射線治療の精度管理と測定技
術 : 高精度放射線治療に対応した実
践Q&A

黒岡将彦 [ほか] 編著 中外医学社 492.42||Sh 321000933

314 放射線治療情報BOOK 2020 メディカルアイ 494.54||Ho 321000934

315
よくわかるゲノム医学 : ヒトゲノムの基
本から個別化医療まで 改訂第2版

服部成介, 水島-菅野純子
著

羊土社 491.69||Ha 321000935

316
よくわかるゲノム医学 : ヒトゲノムの基
本から個別化医療まで 改訂第2版

服部成介, 水島-菅野純子
著

羊土社 491.69||Ha 321000936

317
医真菌100種 : 臨床で見逃していたカ
ビたち

槇村浩一著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.7||Ma 321000937

318
医真菌100種 : 臨床で見逃していたカ
ビたち

槇村浩一著
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

491.7||Ma 321000938

319
免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気が
みえる:v. 6)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||6 321000939

320
免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気が
みえる:v. 6)

医療情報科学研究所編 Medic Media 492||By||6 321000940

321
寄生虫のはなし : この素晴らしき, 虫だ
らけの世界

永宗喜三郎 [ほか] 編 朝倉書店 491.9||Ki 321000941

322
CBT・医師国家試験のためのレビュー
ブック産婦人科 第6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

321000942

323
科学を育む査読の技法 : +リアルな例
文765

水島昇著 羊土社 407||Mi 321000943

324
ズボラな学生の看護実習本ずぼかん
(看護roo!BOOKS)

中山有香里著/中山祐次郎,
角田直枝監修

クイック/照林社
(発売)

492.911||Na 321000944

325
自律神経今日から整う!医学部教授が
教える最新1分体操大全

小林弘幸著 文響社 498.3||Ko 321000945

326
乱読のセレンディピティ (扶桑社文
庫:0640)

外山滋比古著 扶桑社 019||To 321000946

327
非がん疾患のエンドオブライフ・ケア
(EOLC)に関するガイドライン

非がん疾患のエンドオブライ
フ・ケア(EOLC)に関するガイ
ドライン作成研究班著/日経
メディカル編集

日経BP/日経BP
マーケティング (発
売)

492||Hi 321000947



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

328
眼科医だけが知っている一生視力を失
わない50の習慣 (SB新書:556)

平松類著 SBクリエイティブ 496.41||Hi 321000948

329
感染症疫学 : 感染症の計測・数学モデ
ル・流行の構造 新版

ヨハン・ギセック著/山本太
郎訳

昭和堂 498.6||Gi 321000949

330
摂食障害から回復するための8つの秘
訣ワークブック

キャロリン・コスティン, グエ
ン・シューベルト・グラブ著/
安田真佐枝訳

星和書店 493.74||Co 321000950

331 口腔ケア基礎知識 改訂版 日本口腔ケア学会編 永末書店 497.9||Ko 321000951

332

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
リーズ)

清水琢也, 小川雄太郎著 技術評論社 007.13||Sh 321000952

333 遺伝子・DNAのすべて 改訂版 夏緑著 童心社 467.2||Na 321000953

334
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 321000954

335
Innovated物理化学大義 : 事象と理論
の融合 第2版

青木宏光, 三輪嘉尚著 京都廣川書店 431||Ao 321000955

336
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 321000956

337
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 321000957

338 道具としてのフーリエ解析 涌井良幸, 涌井貞美著 日本実業出版社 413.59||Wa 321000958

339
トム・ラングの医学論文「執筆 (ライティ
ング)・出版・発表」実践ガイド

Thomas A.Lang著/宮崎貴久
子, 中山健夫監訳

シナジー 490.7||La 321000959

340 入門・医療倫理 2
赤林朗編/稲葉一人 [ほか
著]

勁草書房 490.15||Ny||2 321000960

341

看護の現場ですぐに役立つ新生児看
護のキホン : 赤ちゃんのいのちを守る
技術が身に付く! (ナースのためのスキ
ルアップノート)

菅野さやか編著 秀和システム 492.925||Ka 321000961

342
発達障害の早期療育とペアレント・ト
レーニング : 親も保育士も、いつでもは
じめられる・すぐに使える

上野良樹, 作業療法チーム
著

ぶどう社 378.8||Ue 321000962

343

Genetics of behavioral phenotypes
(Cambridge handbooks in behavioural
genetics. Behavioral genetics of the
mouse:vol. 1)

edited by Wim E. Crusio ...
[et al.]

Cambridge
University Press

481.78||Be||1 321000963

344

Genetic mouse models of
neurobehavioral disorders (Cambridge
handbooks in behavioural genetics.
Behavioral genetics of the mouse:vol.
2)

edited by Susanna
Pietropaolo, Frans Sluyter
and Wim E. Crusio

Cambridge
University Press

481.78||Be||2 321000964

345
Little and Falace's dental management
of the medically compromised patient
9th ed

James W. Little, Craig S.
Miller, Nelson L. Rhodus

Elsevier 497.2||Li 321000965

346
How to write and publish a scientific
paper 8th ed : pbk

Barbara Gastel and Robert
A. Day

Greenwood 407||Ga 321000966



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

347
Oral Epidemiology : A Textbook on
Oral Health Conditions, Research
Topics and Methods

edited by Marco A. Peres,
Jose Leopoldo Ferreira
Antunes, Richard G. Watt

springer nature 497.17||Or 321000967

348 放射線生物学 6訂版 (放射線双書)
杉浦紳之, 鈴木崇彦, 山西
弘城著

通商産業研究社 464.1||Su 321000968

349
ASE's comprehensive strain imaging
hbk.

edited by Thomas H.
Marwick, Theodore P.
Abraham

Elsevier 492.1||As 321000969

350
Scientific papers and presentations
3rd ed

Martha Davis, Kaaron J.
Davis, Marion M. Dunagan

Academic Press 407||Da 321000970

351
さいごはおうちで : 在宅医たんぽぽ先
生物語 : ねこマンガ

永井康徳著/ミューズワーク
マンガ

主婦の友社 498||Na 321000971

352
たたかう免疫 : 人体vsウイルス真の主
役

NHKスペシャル取材班著 講談社 491.8||Nh 321000972

353
管理栄養士国家試験受験必修過去問
集 2022

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
2

321000973

354
NEXT応用栄養学実習 第2版 (栄養科
学シリーズNEXT)

木戸康博, 小林ゆき子編 講談社 498.55||Ei 321000974

355
栄養教育論 第4版 (栄養科学シリーズ
NEXT)

笠原賀子, 斎藤トシ子編 講談社 498.55||Ei 321000975

356
食品学各論 第4版 (栄養科学シリーズ
NEXT. 食べ物と健康,食品と衛生)

小西洋太郎 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 321000976

357
公衆栄養学概論 第2版 (栄養科学シ
リーズNEXT)

友竹浩之, 郡俊之編 講談社 498.55||Ei 321000977

358
新・栄養学総論 第2版 (栄養科学シ
リーズNEXT)

友竹浩之, 桑波田雅士編 講談社 498.55||Ei 321000978

359
調理学実習 : 食べ物と健康, 給食の運
営 第2版 (栄養科学シリーズNEXT)

大谷貴美子 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 321000979

360
給食経営管理論 第4版 (栄養科学シ
リーズNEXT)

幸林友男 [ほか] 編 講談社 498.55||Ei 321000980

361 医療概論 (栄養科学シリーズNEXT)
河田光博, 小澤一史, 渋谷ま
さと編

講談社 498.55||Ei 321000981

362
食品加工・保蔵学 (栄養科学シリーズ
NEXT. 食べ物と健康, 食品と衛生)

海老原清, 渡邊浩幸, 竹内
弘幸編

講談社 498.55||Ei 321000982

363
基礎調理学 (栄養科学シリーズNEXT.
食べ物と健康,給食の運営)

大谷貴美子, 松井元子編 講談社 498.55||Ei 321000983

364
イチから学ぶ!ナースのための皮膚科
看護学入門

安部正敏著
学研メディカル秀
潤社/学研プラス
(発売)

492.926||Ab 321000984

365
もっとよくわかる!脳神経科学 : やっぱり
脳はとってもスゴイのだ! 改訂版 (実験
医学:別冊)

工藤佳久著・画 羊土社 491.371||Ku 321000985

366
薬学生のための医療倫理 : コアカリ対
応 新版

松島哲久, 宮島光志編 丸善出版 490.15||Ya 321000986

367
シンプルにわかる循環器内科研修ハン
ドブック

池田隆徳編 羊土社 493.2||Sh 321000987

368
皮膚疾患/頭頸部・顔面疾患/体幹・四
肢疾患 第2版 2021年版 (形成外科診
療ガイドライン:1)

日本形成外科学会, 日本創
傷外科学会, 日本頭蓋顎顔
面外科学会編

金原出版 494.288||Ke||1 321000988



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

369
セルフメディケーション/一般用医薬品・
漢方薬・保健機能食品 (臨床薬学テキ
ストシリーズ. 薬理・病態・薬物治療)

望月眞弓担当編集/渡辺謹
三, 渡辺賢治ゲスト編集

中山書店 499.7||Se 321000989

370
くらしに役立つ栄養学 : かしこく摂って
健康になる 第2版

新出真理監修 ナツメ社 498.55||Ku 321000990

371
体の不調は「脳疲労」が原因だった :
たまった疲れを解消する頭皮セラピー

長田夏哉著 青春出版社 492.7||Os 321000991

372
病気になる人、ならない人 : 100万人の
データ分析でわかった!

鈴木誠二著/沢丞監修 現代書林 498.3||Su 321000992

373
クエスチョン・バンクSelect必修 : 看護
師国家試験問題集 2022(第17版)

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

321000993

374
これならわかる!呼吸器の看護ケア : 呼
吸生理の基礎知識から疾患の治療、
ケアまで (ナースのための基礎book)

道又元裕監修 ナツメ社 492.926||Ko 321000994

375
クエスチョン・バンク看護師国家試験問
題解説 2022(第22版)

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

321000995

376
やるべきことが一目でわかる!急変対応
(ナースのミカタ!)

佐藤憲明監修 ナツメ社 492.916||Ya 321000996

377 耳鼻咽喉科 (New simple step) 高橋茂樹著 総合医学社 496.5||Ta 321000997

378
免疫チェックポイント阻害薬実践ガイド
ブック : 使いこなすためのコツ!

倉田宝保, 吉岡弘鎮編集 メジカルビュー社 494.5||Me 321000998

379
消化器がん化学療法副作用マネジメン
ト 改訂第2版 (プロのコツ)

小松嘉人編集 メジカルビュー社 493.4||Sh 321000999

380 呼吸器外科単孔式手術マニュアル
単孔式胸腔鏡手術研究会
編/須田隆編集主幹

南山堂 494.64||Ko 321001000

381
「聞こえ」がよくなる耳トレCDブック : 耳
鼻科医が推奨!自律神経が整う極上の
自然音

喜田圭一郎著/小松崎篤監
修

マキノ出版 496.6||Ki 321001001

382
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 321001002

383
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 321001003

384
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 321001004

385
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 321001005

386
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 321001006

387
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 321001007

388
もっとよくわかる!エピジェネティクス : 環
境に応じて細胞の個性を生むプログラ
ム (実験医学:別冊)

鵜木元香, 佐々木裕之著 羊土社 467.3||Un 321001008

389
もっとよくわかる!エピジェネティクス : 環
境に応じて細胞の個性を生むプログラ
ム (実験医学:別冊)

鵜木元香, 佐々木裕之著 羊土社 467.3||Un 321001009



書名 著者名 出版社 請求記号 資料ID

390
もっとよくわかる!感染症 : 病原因子と
発症のメカニズム (実験医学:別冊)

阿部章夫著 羊土社 493.8||Ab 321001010

391
もっとよくわかる!感染症 : 病原因子と
発症のメカニズム (実験医学:別冊)

阿部章夫著 羊土社 493.8||Ab 321001011

392
Oral microbiology and immunology 3rd
ed

edited by Richard J. Lamont
... [et al.]

ASM Press 497.17||Or 321001012

393
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402
発達段階からみた小児看護過程+病態
関連図 第4版

浅野みどり, 杉浦太一, 大村
知子編集
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405
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ンス・インターナ
ショナル

467.21||St 321001028

408 今日の整形外科治療指針 第8版 土屋弘行 [ほか] 編集 医学書院 494.7||Ko 321001029

409

Ion chromatography : instrumentation,
techniques and applications pbk.
(Separation science and
technology:13)

editors, Kannan Srinivasan,
Christopher A. Pohl,
Nebojsa Avdalovic

Academic Press 433.4||Io 321001030
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