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No. 資料番号 書　　　　名 著者名 出版社 請求記号

1 41055580 日本人体解剖学 上巻 改訂20版 金子丑之助原著 ; 穐田真澄編著 南山堂 QS4||Ka53n20||上||2020

2 41055581 日本人体解剖学 下巻 改訂20版 金子丑之助原著 ; 穐田真澄編著 南山堂 QS4||Ka53n20||下||2020

3 41055579 バーチャルスライド組織学 駒﨑伸二著 羊土社 QS504||Ko62v||2020

4 41055566 なるほどなっとく!内科学 改訂2版 浅野嘉延編 南山堂 WB100||A87n2||2020

5 41055561 新臨床内科学 第10版, デスク判 徳田安春 [ほか] 編 医学書院 WB100||Sh57r10||2020

6 41055575 ガイドライン外来診療 : 今日の診療のために 2020(第20版) 泉孝英編集主幹 日経メディカル開発 WB101||I99g20||2020

7 41055554 標準整形外科学 第14版 (Standard textbook) 井樋栄二 [ほか] 編 医学書院 WE168||H71h14||2020

8 41055585
Evidence Based Medicineを活かす膠原病・リウマチ診療 第

4版

東京女子医科大学病院膠原病リウマチ痛風セン

ター編
メジカルビュー社 WE544||To46k4||2020

9 41055562 実践に活きる臨床心エコー図法 伊藤浩, 渡辺弘之編 南江堂 WG141||I89j||2020

10 41055556
冠動脈疾患の手術 (心臓血管外科手術エクセレンス : 手術画

と動画で伝える ; 3)
夜久均, 高梨秀一郎専門編 中山書店 WG168||Sh69||v.3||2020

11 41055563 今さら聞けない心臓血管外科基本手技 横山斉 [ほか] 編 南江堂 WG168||Y79i||2020

12 41055584 ヘンスレー心臓手術の麻酔 第5版
グレン P. グレーヴリー, アンドリュー D. ショウ, カー

ステン バーテルス編 ; 新見能成, 加藤剛監訳

メディカル・サイエンス・イン

ターナショナル
WG460||H526s5||2020

13 41055568 下肢閉塞性動脈硬化症血行再建ガイド 古森公浩編著 日本医事新報社 WG550||Ko67k||2020

14 41055559 寺島式静岡がんセンター胃癌手術 : 開腹からロボットまで 寺島雅典編 南江堂 WI320||Te63t||2020

15 41055565
良性・救急疾患に対する標準腹腔鏡手術 消化管編 (新DS

NOW ; 5)
白石憲男, 山口茂樹担当編集委員 メジカルビュー社 WI900||Ka37ds||v.5||2020

16 41055574 尿失禁・女性泌尿器科手術 (Urologic surgery next ; 6) 高橋悟担当編集委員 メジカルビュー社 WJ168||A62u||v.6||2020

17 41055572 外科病理学 1 第5版
深山正久, 森永正二郎編集主幹 ; 小田義直

[ほか] 編
文光堂 WO142||I76g5||v.1||2020

18 41055573 外科病理学 2 第5版
深山正久, 森永正二郎編集主幹 ; 小田義直

[ほか] 編
文光堂 WO142||I76g5||v.2||2020

19 41055560 実践縫合の基本テクニック 新版 木村哲也, 北井隆平, 中井國博編 メディカ出版 WO166||Ki39j2||2020

20 41055558 脊髄くも膜下麻酔 益田律子, 近江禎子, 田村高子編著 ヌンク WO305||Ma66s||2020

21 41055578
“痛み"のX線透視下インターベンショナル治療 : 日常の診療手技

から最新の低侵襲手術まで
森本昌宏, 橋爪圭司編 克誠堂出版 WO375||Mo55i||2020

22 41055577 先天異常 (形成外科治療手技全書 ; 4) 朝戸裕貴, 四ツ柳高敏編 克誠堂出版 WO600||H63k||v.4||2020

23 41055564
妊娠期の正常と異常 (産科婦人科臨床series collection :

Science and Practice ; 2)
藤井知行専門編集 中山書店 WP100||F57s||2||2020

24 41055582 産婦人科内視鏡手術スキルアップ 第3版 日本産科婦人科内視鏡学会編 メジカルビュー社 WP660||N77n3||2020

25 41055557 標準皮膚科学 第11版 (Standard textbook) 照井正, 石河晃編 医学書院 WR140||Sa85h11||2020

26 41055555 皮膚外科学 = Dermatologic surgery 改訂第2版
中川浩一編集代表 ; 大原國章, 伊藤孝明編

集幹事
学研メディカル秀潤社 WR650||N77h2||2020

27 41055583 耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス 下巻 第2版 岸本誠司, 村上信五, 春名眞一編 医学書院 WV168||Ki58j2||下||2020

28 41055569 眼科学 v.1 第3版 大鹿哲郎編集主幹 文光堂 WW100||Ma57m3||v.1||2020

29 41055570 眼科学 v.2 第3版 大鹿哲郎編集主幹 文光堂 WW100||Ma57m3||v.2||2020

30 41055571 眼科学 総目次・総索引 第3版 大鹿哲郎編集主幹 文光堂 WW100||Ma57m3||[3]||2020

31 41055576 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 総合医学社 WW140||G19||v.1||2020

32 41055567 集中治療医学レビュー : 最新主要文献と解説 2020-'21 大塚将秀, 佐藤直樹, 松田直之編 総合医学社 WX218||O88s||2020-'21||2020
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