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1 41056429 全身解剖・筋骨格系 (ソボッタ解剖学アトラス ; 第1巻)
Friedrich Paulsen, Jens Waschke原著 ;
山田重人訳

エルゼビア・ジャパン QS17||S677s24||v.1||2021

2 41056431 カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版, 改訂第4版 坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 QS4||Sa29k4||2021

3 41056448 標準微生物学 第14版 (Standard textbook) 錫谷達夫, 松本哲哉編 医学書院 QW4||H99k14||2021

4 41056441 図説人体寄生虫学 改訂10版
吉田幸雄原著 ; 日本寄生虫学会「図説人体寄
生虫学」編集委員会編

南山堂 QX4||Y86z10||2021

5 41056426 病理組織の見方と鑑別診断 第7版 (カラーアトラス) 吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 QY4||H26b7||2020

6 41056455 細胞診アトラス : 細胞・組織相関と最適なマネジメントのために 三上芳喜編 文光堂 QY95||Mi21s||2021

7 41056456 悪性軟部腫瘍 改訂・改題第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) ⾧谷川匡, 小田義直編 文光堂 QZ340||H36n2||2021

8 41056424 小児感染免疫学 日本小児感染症学会編 朝倉書店 WC100||N77m||2020

9 41056446 骨腫瘍 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 小田義直, 吉田朗彦編 文光堂 WE258||N93k2||2021

10 41056453
やさしい手外科 : 動画で学ぶ手外科手術のベーシックテクニック
上巻

平瀬雄一編 ; Team手の外科(四谷メディカル
キューブ)著

克誠堂出版 WE830||H67y||上||2021

11 41056451
BHA・THA人工股関節置換術パーフェクト : 人工骨頭置換術・
人工股関節全置換術の基本とコツ

稲葉裕, 神野哲也, 加畑多文編 羊土社 WE860||I51b||2021

12 41056430
呼吸器外科手術肺 : イラストと動画で学ぶ手術手技のポイント
(ビジュアルサージカル)

近藤晴彦, 中島淳編 学研メディカル秀潤社 WF980||V82||[2]||2021

13 41056445 臨床循環器学 伊藤浩, 坂田泰史編 文光堂 WG100||I89r||2021

14 41056425
大動脈疾患の手術 (心臓血管外科手術エクセレンス : 手術画
と動画で伝える ; 4)

大北裕専門編 中山書店 WG168||Sh69||v.4||2021

15 41056427 骨髄疾患診断アトラス : 血球形態と骨髄病理 第2版 宮内潤, 泉二登志子編著 中外医学社 WH380||Mi86k2||2020

16 41056457 十二指腸・小腸・虫垂腫瘍 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 九嶋亮治, 牛久哲男編 文光堂 WI435||Ku87j||2021

17 41056458 大腸癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 八尾隆史, 菅井有編 文光堂 WI529||Y59d2||2021

18 41056433 腹腔内内ヘルニア大全 三毛牧夫著 中外医学社 WI950||Mi23f||2021

19 41056437 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 WJ100||N72h10||2021

20 41056423 睡眠学 第2版 日本睡眠学会編 朝倉書店 WL108||N77s2||2020

21 41056444 脳波判読オープンキャンパス : 誰でも学べる7STEP 音成秀一郎, 池田昭夫著 診断と治療社 WL150||N66n||2021

22 41056438 脳神経外科手術私のアプローチ 松居徹著 中外医学社 WL368||Ma77n||2021

23 41056442 脳神経外科学 1 第13版 太田富雄原著 ; 松谷雅生, 野崎和彦編 金芳堂 WL368||O81n13||v.1||2021

24 41056443 脳神経外科学 2 第13版 太田富雄原著 ; 松谷雅生, 野崎和彦編 金芳堂 WL368||O81n13||v.2||2021

25 41056432 標準脳神経外科学 第15版 (Standard textbook) 冨永悌二 [ほか] 編集 ; 新井一 [ほか] 執筆 医学書院 WL368||Ta67h15||2021

26 41056428
不安または恐怖関連症群強迫症ストレス関連症群パーソナリティ
症 (講座精神疾患の臨床 ; 3)

 三村將編 中山書店 WM100||Ka48k||v.3||2021

27 41056452 IVRのすべて
吉川公彦, 荒井保明監修 ; 田中利洋, 市橋成
夫編

メジカルビュー社 WN200||Ta84i||2021

28 41056436
一気に上級者になるための麻酔科医のテクニック : 研修医/麻酔
科医へ 第3版

四維東州著 三輪書店 WO200||Y94i||2021

29 41056454 再建外科 (形成外科治療手技全書 ; 6) 櫻井裕之, 中塚貴志編 克誠堂出版 WO600||H63k||v.6||2021

30 41056434 顔の美容外科手術 飯田秀夫編著 日本医事新報社 WO600||I26k||2021

31 41056447 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 WP100||Mo12h5||2021

32 41056439
子宮内膜症・子宮腺筋症 : 診断アトラス&新たな治療戦略 (産
科婦人科ベストセレクション)

甲賀かをり編 中山書店 WP440||Ko24s||2021

33 41056440 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 中山書店 WQ100||N15s||2021

34 41056450
皮膚科膠原病 : 皮診から全身を診る (皮膚科ベストセレクショ
ン)

藤本学編 中山書店 WR140||F62h||2021

35 41056449 神経眼科学を学ぶ人のために 第3版 三村治著 医学書院 WW101||Mi34g3||2021

36 41056435 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 WW17||Ka86k7||2021
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