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No. 資料番号 書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

1 41057051 外科医のための局所解剖学序説 第2版 佐々木克典著 医学書院 QS4||Sa75g2||2022

2 41057096 薬理書 : 薬物治療の基礎と臨床 上 第13版 グッドマン, ギルマン [編] 廣川書店 QV4||G653y13||上||2022

3 41057097 薬理書 : 薬物治療の基礎と臨床 下 第13版 グッドマン, ギルマン [編] 廣川書店 QV4||G653y13||下||2022

4 41057046 病棟・ICU・ERで使えるクリティカルケア薬Essence & Practice 今井徹, 前田幹広編集 じほう QV55||I43b||2021

5 41057098 予防薬学としての衛生薬学 : 健康と環境 第4版 山野茂, 戸田晶久編集 廣川書店 QV704||Y38y4||2022

6 41057088 日本薬局方 : 条文と注釈 [1] 第18改正 日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18(1)||2021

7 41057089 日本薬局方 : 条文と注釈 [2] 第18改正 日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18(2)||2021

8 41057090 日本薬局方 : 条文と注釈 [3] 第18改正 日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18(3)||2021

9 41057091
日本薬局方解説書 通則・生薬総則・製剤総則・一般試験法 第18改

正
日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18k(1)||2021

10 41057092
日本薬局方解説書 医薬品各条 : 化学医薬品等 【あ行】-【さ行】 第

18改正
日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18k(2)||2021

11 41057093
日本薬局方解説書 医薬品各条 : 化学医薬品等 【さ行】-【は行】 第

18改正
日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18k(3)||2021

12 41057094
日本薬局方解説書 医薬品各条 : 化学医薬品等 【は行】-【わ行】 生

薬等【あ行】-【さ行】 第18改正
日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18k(4)||2021

13 41057095
日本薬局方解説書 医薬品各条 : 生薬等【さ行】-【わ行】参照紫外可

視吸収スペクトル・参照赤外吸収スペクトル・参考情報・附録・資料 第18

改正

日本薬局方解説書編集委員会編 廣川書店 QV738||N77||18k(5)||2021

14 41057062 リアルワールドデータと薬剤疫学
アヤド・K・アリ, アブラハム・G・ハーツェマ編 ;

川上浩司, 漆原尚巳, 佐藤泉美監訳
大修館書店 QV771||A398r||2022

15 41057073 JAPIC医療用医薬品集 2023 1巻 日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター
QV772||N77j||2023-

1||2022

16 41057074 JAPIC医療用医薬品集 2023 2巻 日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター
QV772||N77j||2023-

2||2022

17 41057075 JAPIC医療用医薬品集 2023 [別冊付録] 日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター
QV772||N77j||2023sup||20

22

18 41057047 医師・医学生のための人類学・社会学 : 臨床症例/事例で学ぶ 飯田淳子, 錦織宏編 ナカニシヤ出版 W18||I26i||2021

19 41057053
写真でわかる看護現場で行う医療安全行動アドバンス : 臨床で習慣化

したい基本行動から危機管理まで
嶋森好子, 山元恵子監修 インターメディカ W44||Sh38s||2022

20 41057076 内科救急診療指針 2022
日本内科学会専門医制度審議会救急委員

会編
日本内科学会 WB105||N77n||2022||2022

21 41057049 問題解決型救急初期診療 第3版 田中和豊著 医学書院 WB105||Ta84m3||2022

22 41057055 リハビリテーション概論 : 医学生・コメディカルのための手引書 改訂第4版 田島文博編著 永井書店 WB320||U51r4||2021

23 41057086 臨床栄養入門 : レジデント・医療スタッフ・学生のための 雨海照祥, 山東勤弥, 幣憲一郎編集 文光堂 WB400||A42r||2022

24 41057066
健康食品・サプリ「成分」のすべて : ナチュラルメディシン・データベース日本

対応版 第7版
日本健康食品・サプリメント情報センター編集 同文書院 WB925||Ke45k7||2022

25 41057050 レジデントのための小児感染症診療マニュアル : principles & practice 齋藤昭彦編集 医学書院 WC100||Sa25r||2022

26 41057087 PT・OTの整形外科学 池田浩, 高平尚伸編 文光堂 WE168||I32p||2022

27 41057064
体幹のスポーツ外傷・障害 : 頚椎・胸郭・胸腰椎・骨盤・股関節 (講座ス

ポーツ整形外科学 ; 4)
西良浩一編集 中山書店 WE168||Ma81k||v.4||2022

28 41057052 救急整形外傷学 田島康介著 医学書院 WE168||Ta26s||2022

29 41057057 脊椎脊髄病学 PRINCIPLES OF SPINAL DISORDERS 第3版 岩崎幹季著 金原出版 WE725||I96s3||2022

30 41057071 整形外科医のための下肢のアドバンスト手術 古賀英之編 日本医事新報社 WE850||Ko24s||2022

31 41057058 肺癌・中皮腫瘍・頭頸部癌・甲状腺癌取扱い規約抜粋 5版 金原出版編集部編 金原出版 WF658||Ka43h5||2022

32 41057069 縦隔の外科 : 手術手技アトラス 改訂2版 矢野智紀, 奥田勝裕著 南山堂 WF900||Y58j2||2022

33 41057067 テキスト臨床心臓構造学 : 循環器診療に役立つ心臓解剖 井川修著 南江堂 WG201||I23t||2022

34 41057099 日本救急医学会ICLSコースガイドブック 改訂第5版
日本救急医学会ICLSコース企画運営委員

会ICLSコース教材開発ワーキンググループ編
羊土社 WG205||N77i5||2022

35 41057060 糖尿病学 2022 門脇孝, 山内敏正編集 診断と治療社 WK810||O36t||2022||2022

36 41057070 「緩やかな糖質制限」ハンドブック : 糖尿病食事療法のベストチョイス 3版 山田悟編著 日本医事新報社 WK819||Y19t3||2022

37 41057045 臨床神経解剖学
Estomih Mtui, Gregory Gruener,

Peter Dockery原著 ; 井出千束, 杉本哲

夫監訳

エルゼビア・ジャパン WL101||F554k8||2022
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38 41057063
地域精神医療リエゾン精神医療精神科救急医療 (講座精神疾患の臨

床 ; 7)
齋藤正彦編集 中山書店 WM100||Ka48||v.7||2022

39 41057065 臨床麻酔科学書 川真田樹人 [ほか] 編 中山書店 WO200||Ka95m||2022

40 41057072 麻酔における気道管理の手技と知識を知る 中山禎人編著 日本医事新報社 WO280||N45m||2022

41 41057054 乳癌診療state of the art : 科学に基づく最新診療 戸井雅和編 医歯薬出版 WP870||To26s||2022

42 41057048
基礎から“その先"まで 実践!胎児超音波検査 : どこを見て,なにを診るの

か
辻村久美子著 メジカルビュー社 WQ209||Ts44j||2022

43 41057059 皮膚科学 第11版 上野賢一原著 ; 大塚藤男, 藤本学編 金芳堂 WR100||U45h11||2022

44 41057056 湿疹のすべて : All of Eczema 戸倉新樹編 学研メディカル秀潤社 WR190||To42s||2022

45 41057077 理論と方法 上 1-11章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 第1巻)
ウイリス・F・オーヴァートン, ピーター・C・M・モレ

ナー編集 ; 河合優年, 服部環編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.1上

||2022

46 41057078 理論と方法 下 12-21章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 第1巻)
ウイリス・F・オーヴァートン, ピーター・C・M・モレ

ナー編集 ; 河合優年, 服部環編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.1下

||2022

47 41057079 認知過程 上 1-11章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 第2巻)
リン・S・リベン, ウルリック・ミューラー編集 ; 郷

式徹, 山祐嗣編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.2上

||2022

48 41057080 認知過程 下 12-23章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 第2巻)
リン・S・リベン, ウルリック・ミューラー編集 ; 郷

式徹, 山祐嗣編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.2下

||2022

49 41057081
社会情動の過程 上 1-11章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 第3

巻)

マイケル・E・ラム編集 ; 小塩真司, 仲真紀子

編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.3上

||2022

50 41057082
社会情動の過程 下 12-23章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 第

3巻)

マイケル・E・ラム編集 ; 小塩真司, 仲真紀子

編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.3下

||2022

51 41057083
生態学的情況と過程 上 1-10章 (児童心理学・発達科学ハンドブック ;

第4巻)

マーク・H・ボーンスタイン, タマ・レーヴェンサール

編集 ; 根ケ山光一, 氏家達夫編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.4上

||2022

52 41057084
生態学的情況と過程 下 11-21章 (児童心理学・発達科学ハンドブック

; 第4巻)

マーク・H・ボーンスタイン, タマ・レーヴェンサール

編集 ; 根ケ山光一, 氏家達夫編訳
福村出版

WS105||L616c7||v.4下

||2022

53 41057085 各巻目次/人名・事項索引 (児童心理学・発達科学ハンドブック ; 別冊) 福村出版
WS105||L616c7||別冊

||2022

54 41057061 小児血液・腫瘍学 改訂第2版 日本小児血液・がん学会編集 診断と治療社 WS300||N77k2||2022

55 41057068 写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法 改訂10版 前川喜平, 小枝達也著 南山堂 WS340||Ma27sh10||2022


