
平成28年度　学生用図書リスト　[請求記号順]

No 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

1 震災後に考える : 東日本大震災と向きあう92の分析と提言
早稲田大学・震災復興研究

論集編集委員会編
早稲田大学出版部 2015.3 GB // シンサ

2 新入生のためのリーガル・トピック50 阿部昌樹, 和田仁孝編 法律文化社 2016.3 K //シンニ

3
進化計算 (ニューロエボリューション) と深層学習 (ディープラー

ニング) : 創発する知能
伊庭斉志著 オーム社 2015.10 Q 325.5 //シンカ

4 ギルバート発生生物学
Scott F. Gilbert著/阿形清

和, 高橋淑子監訳

メディカル・サイエン

ス・インターナショナル
2015.3 QH 491 //ギルバ

5 色素細胞 : 基礎から臨床へ 第2版
伊藤祥輔, 柴原茂樹, 錦織

千佳子監修
慶應義塾大学出版会 2015.8 QS 532.5 //シキソ

6 Medical physiology 3rd ed
[edited by] Walter F.

Boron, Emile L. Boulpaep
Elsevier c2017 QT 104 //MED

7 生理学 : 図解ワンポイント : 人体の構造と機能 新訂版 片野由美, 内田勝雄著 サイオ出版 2015.6 QT 104 //セイリ

8 レーニンジャーの新生化学 第6版 上

レーニンジャー, ネルソン,

コックス [著]/中山和久編

集

廣川書店
2015.2-

2015.3
QU 4 //レニン//1

9 レーニンジャーの新生化学 第6版 下

レーニンジャー, ネルソン,

コックス [著]/中山和久編

集

廣川書店
2015.2-

2015.3
QU 4 //レニン//2

10 治療薬マニュアル 2017年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 1990.1- QV 13 //チリヨ//2017

11 新小児薬用量 改訂第7版 岡明, 木津純子編集 診断と治療社 2015.4 QV 748 //シンシ

12 新微生物学 (Qシリーズ) 舘田一博 [ほか] 編著 日本医事新報社 2016.6 QW 4 //シンビ

13 医系免疫学 改訂14版 矢田純一著 中外医学社 2016.6 QW 504 //イケイ

14
Laboratory animal medicine 3rd ed (American College of

Laboratory Animal Medicine series)

edited by James G. Fox ...

[et al.]

Academic Press, an

imprint of Elsevier
2015 QY 50 //LAB

15 組織病理アトラス 第6版
小田義直 [ほか] 編集/新井

信隆 [ほか] 執筆
文光堂 2015.10 QZ 17 //ソシキ

16 がん診療up to date (日経メディカルブックス)
がん診療up to date編集委

員会編著

日経BP社/日経BPマーケ

ティング (発売)
2013.10 QZ 200 //ガンシ

17
病理学 : 図解ワンポイント : 疾病の成り立ちと回復の促進 新訂

版
岡田英吉著 サイオ出版 2015.12 QZ 4 //ビヨウ

18
Genomic and Precision Medicine : Foundations, Translation, and

Implementation

edited by Geoffrey S.

Ginsburg, Huntington F.

Willard

Elsevier/Academic Press c2017 QZ 50 //GEN

19 医療政策集中講義 : 医療を動かす戦略と実践

東京大学公共政策大学院医

療政策教育・研究ユニット

編

医学書院 2015.6 W 100 //イリヨ

20 クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v. 1 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2016.3 W 18.2 //クエス//2017

21 クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v. 2 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2016.3 W 18.2 //クエス//2017

22 クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v. 3 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2016.3 W 18.2 //クエス//2017

23 クエスチョン・バンクCBT2017 第10版 v. 4 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2016.3 W 18.2 //クエス//2017

24 これならわかるスッキリ図解介護保険 第2版 高野龍昭著 翔泳社 2015.3 W 255 //コレナ

25 なぜエラーが医療事故を減らすのか
ローラン・ドゴース著/入

江芙美訳・解題/林昌宏訳
NTT出版 2015.5 W 44 //ナゼエ

26 生命倫理・医事法
塚田敬義, 前田和彦編/塚田

敬義 [ほか] 著
医療科学社 2015.8 W 50 //セイメ

27 臨床倫理ベーシックレッスン : 身近な事例から倫理的問題を学ぶ 石垣靖子, 清水哲郎編著 日本看護協会出版会 2012.6 W 50 //リンシ

28 ヘルスコミュニケーション実践ガイド
米国立がん研究所編/赤松

利恵 [ほか] 訳
日本評論社 2008.9 W 62 //ヘルス

29
ヘルス・コミュニケーション : これからの医療者の必須技術 改

訂版

ピーター・G. ノートハウ

ス, ローレル・L. ノートハ

ウス著/萩原明人訳

九州大学出版会 2010.5 W 62 //ヘルス

30 Simpson's forensic medicine 13th ed
Jason Payne-James ... [et

al.]
Hodder Arnold c2011 W 700 //SIM

31 がんとお金の本 : がんになった私が伝えたい58のアドバイス 黒田尚子著 ビーケイシー 2011.8 W 74 //ガント

32
がんとお金の真実 (リアル) : がん患者 (サバイバー)が教えてくれ

た本当のところ
黒田尚子著

セールス手帖社保険FPS

研究所
2015.11 W 74 //ガント

33
災害復興からの介護システム・イノベーション : 地域包括ケアの

新しい展開 (MINERVA福祉ブックス:4)

小笠原浩一, 栃本一三郎編

著
ミネルヴァ書房 2016.7 W 84.5 //サイガ

34 地域連携論 : 医療・看護・介護・福祉の協働と包括的支援 高橋紘士, 武藤正樹共編 オーム社 2013.11 W 84.5 //チイキ

35
新しいチーム医療 : 看護とインタープロフェッショナル・ワーク

入門
田村由美編著 看護の科学社 2012.5 W 84.8 //アタラ

36 Modern epidemiology 3rd ed : [China]

Kenneth J. Rothman,

Sander Greenland,

Timothy L. Lash

Wolters Kluwer Health :

Lippincott Williams &

Wilkins

c2008 WA 105 //MOD

37 臨床疫学 : EBM実践のための必須知識 第3版

ロバート H. フレッチャー,

スーザン W. フレッ

チャー, グラント S. フ

レッチャー著/福井次矢訳

メディカル・サイエン

ス・インターナショナル
2016.5 WA 105 //リンシ

38
「特定健診」の本格化と自治体保健師 : 生活習慣病対策としての

「データーヘルス計画」の登場 (PHNブックレット:15)
篠崎次男著 萌文社 2014.1 WA 245 //トクテ

39
企業のためのがん就労支援マニュアル : 病気になっても働き続け

ることができる職場づくり

高橋都編著 : 森晃爾編著 :

錦戸典子編著
労働調査会 2016.3 WA 400 //キギヨ
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40 産業保健マニュアル 改訂6版 森晃爾総編集 南山堂 2013.4 WA 400 //サンギ

41 産業医ガイド : 基本管理業務からメンタルヘルスまで 第2版
日本産業衛生学会関東産業

医部会編
日本医事新報社 2016.3 WA 400 //サンギ

42 非正規雇用と労働者の健康
矢野栄二, 井上まり子編著/

関根秀一郎 [ほか] 著
労働科学研究所出版部 2011.5 WA 400 //ヒセイ

43
大槌町保健師による全戸家庭訪問と被災地復興 : 東日本大震災後

の健康調査から見えてきたこと

村嶋幸代, 鈴木るり子, 岡

本玲子編著
明石書店 2012.3 WA 546 //オオツ

44
保健師は今何を考えどう実践したらよいか : 地域に出て住民とと

もに進める健康学習パート2 (PHNブックレット:14)
松下拡著 萌文社 2013.12 WA 546 //ホケン

45 ヘルスリテラシー : 健康教育の新しいキーワード 福田洋, 江口泰正編著 大修館書店 2016.6 WA 590 //ヘルス

46 医学への統計学 第3版 (統計ライブラリー) 丹後俊郎著 朝倉書店 2013.11 WA 950  //イガク

47
Evidence-based practice : an integrative approach to research,

administration, and practice 2nd ed.

edited by Heather R. Hall,

Linda A. Roussel

Jones & Bartlett

Learning
c2017 WB 18.2 //EVI

48 今日の治療指針 : 私はこう治療している 2015年版(Vol.57) 日野原重明, 阿部正和編 医学書院 1959.6- WB 300 //コンニ//57

49 今日の治療指針 : 私はこう治療している 2017年版(Vol.59) 日野原重明, 阿部正和編 医学書院 1959.6- WB 300 //コンニ//59

50
恋ちゃんはじめての看取り : おおばあちゃんの死と向きあう (い

のちつぐ「みとりびと」:1)
國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 2012.1 WB 310 //イノチ//1

51
月になったナミばあちゃん : 「旅立ち」はふるさとでわが家で

(いのちつぐ「みとりびと」:2)
國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 2012.1 WB 310 //イノチ//2

52
白衣をぬいだドクター花戸 : 暮らしの場でみんなと輪になって

(いのちつぐ「みとりびと」:3)
國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 2012.2 WB 310 //イノチ//3

53
いのちのバトンを受けとって : 看取りは残される人のためにも

(いのちつぐ「みとりびと」:4)
國森康弘写真・文 農山漁村文化協会 2012.2 WB 310 //イノチ//4

54
患者から早く死なせてほしいと言われたらどうしますか? : 本当

に聞きたかった緩和ケアの講義
新城拓也著 金原出版 2015.5 WB 310 //カンジ

55 緩和ケアの壁にぶつかったら読む本 西智弘著 中外医学社 2016.2 WB 310 //カンワ

56 ケアのカリスマたち : 看取りを支えるプロフェッショナル 上野千鶴子著 亜紀書房 2015.3 WB 310 //ケアノ

57 死亡直前と看取りのエビデンス 森田達也, 白土明美著 医学書院 2015.10 WB 310 //シボウ

58

栄養療法がわかる!できる! : プレゼンのカリスマから学ぶ基本知

識と症例問題で身につく実践力で、治療がグッとうまくいく!

(レジデントノート:Vol.17-No.17:増刊)

泉野浩生編 羊土社 2016.2 WB 400 //エイヨ

59
感染症診断に役立つグラム染色 : 実践永田邦昭のグラム染色カ

ラーアトラス 第2版
永田邦昭著 シーニュ 2014.10 WC 100 //カンセ

60
こどもの医療に携わる感染対策の専門家がまとめた小児感染対

策マニュアル

日本小児総合医療施設協議

会小児感染管理ネットワー

ク編

じほう 2015.12 WC 100 //コドモ

61 臨床のための筋病理 第4版増補 埜中征哉著 日本医事新報社 2014.8 WE 550 //リンシ

62

人工呼吸管理に強くなる : 人工呼吸の基礎から病態に応じた設

定, トラブル対応まで誰も教えてくれなかった人工呼吸管理の

ABC

讃井將満, 大庭祐二編集 羊土社 2011.2 WF 145 //ジンコ

63 臨床にダイレクトにつながる循環生理
Richard E. Klabunde著/石

黒芳紀, 讃井將満監訳
羊土社 2014.12 WG 103 //リンシ

64 JRC蘇生ガイドライン2015 日本蘇生協議会監修 医学書院 2016.2 WG 205 //JRC

65 しみじみわかる血栓止血 Vol.1 DIC・血液凝固検査編 朝倉英策著 中外医学社 2014.11- WH 310 //シミジ//1

66 しみじみわかる血栓止血 Vol.2 血栓症・抗血栓療法編 朝倉英策著 中外医学社 2014.11- WH 310 //シミジ//2

67
よくわかる血栓・止血異常の診療 (プリンシプル血液疾患の臨

床)

金倉譲総編集/冨山佳昭専

門編集
中山書店 2014.11 WH 310 //ヨクワ

68 ストーマリハビリテーション基礎と実際 第3版
ストーマリハビリテーショ

ン講習会実行委員会編
金原出版 2016.2 WI 520 //ストマ

69
図脳で覚える術式とチェックポイント (イラストレイテッド泌尿

器科手術)
加藤晴朗著 医学書院 2007.10 WJ 168 //イラス

70
内分泌機能検査実施マニュアル 改訂第2版 (診断と治療社 内分泌

シリーズ)

成瀬光栄, 平田結喜緒, 肥

塚直美編集
診断と治療社 2011.1 WK 100 //ナイブ

71 意識と脳 : 思考はいかにコード化されるか
スタニスラス・ドゥアンヌ

[著]/高橋洋訳
紀伊國屋書店 2015.9 WL 300  //イシキ

72 脳卒中症候群

ルイス R.カプラン, ヤン

ファン ヘイン編/星野晴彦

監訳

メディカル・サイエン

ス・インターナショナル
2016.3 WL 355 //ノウソ

73 脳卒中レジデントマニュアル 第2版
峰松一夫監修/横田千晶編

集
中外医学社 2013.3 WL 355 //ノウソ

74
EBMに基づく脳神経疾患の基本治療指針 : evidence based

medecine 改訂第4版
田村晃 [ほか] 編集 メジカルビュー社 2016.4 WL 368 //EBM

75
カプラン臨床精神医学テキスト : DSM-5診断基準の臨床への展

開 第3版

ベンジャミン J. サドック,

バージニア A. サドック,

ペドロ ルイース編著

メディカル・サイエン

ス・インターナショナル
2016.5 WM 100 //カプラ

76 禁煙学 改訂3版 日本禁煙学会編 南山堂 2014.11 WM 290 //キンエ

77 周術期管理チームテキスト : Perioperative care 第3版
日本麻酔科学会・周術期管

理チーム委員会編
日本麻酔科学会 2016.8 WO 100 //シユウ

78 研修医のための見える・わかる外科手術 畑啓昭編集 羊土社 2015.11 WO 517 //ケンシ

79 熱傷治療マニュアル 改訂2版 田中裕編著 中外医学社 2013.6 WO 704 //ネツシ

80 コルポ診の臨床ABC 改訂第2版 栗原操寿, 塚崎克己 [著] メジカルビュー社 2013.4 WP 17 //コルポ

81
図説CTGテキスト : 助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)レ

ベルIII認証必須研修CTG対応テキスト
中井章人著 メジカルビュー社 2016.3 WQ 209 //ズセツ

82 正常がわかる胎児超音波検査
馬場一憲, 市塚清健編集/馬

場一憲 [ほか] 著
文光堂 2016.4 WQ 209 //セイジ

83
臨床医が知っておきたい皮膚病理の見かたのコツ : 病理像+臨床

写真で一目でわかる!
安齋眞一編集 羊土社 2016.6 WR 105 //リンシ

84

皮膚診療ができる!診断と治療の公式44 : 外来でも病棟でも一瞬

で答えにたどりつく、虎の巻・龍の巻! (レジデントノー

ト:Vol.17-No.14:増刊)

梅林芳弘編 羊土社 2015.12 WR 140 //ヒフシ
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85 見ためで探す皮膚疾患アトラス : 内科で出会う 出光俊郎編 羊土社 2012.4 WR 17 //ミタメ

86
小児疾患診療のための病態生理 改訂第5版 1 (小児内科:Vol.46

(2014),Vol.47(2015),Vol.48(2016)増刊号)

『小児内科』『小児外科』

編集委員会共編
東京医学社

2014.11-

2016.11
WS 200 //シヨウ

87
小児疾患診療のための病態生理 改訂第5版 2 (小児内科:Vol.46

(2014),Vol.47(2015),Vol.48(2016)増刊号)

『小児内科』『小児外科』

編集委員会共編
東京医学社

2014.11-

2016.11
WS 200 //シヨウ

88
小児疾患診療のための病態生理 改訂第5版 3 (小児内科:Vol.46

(2014),Vol.47(2015),Vol.48(2016)増刊号)

『小児内科』『小児外科』

編集委員会共編
東京医学社

2014.11-

2016.11
WS 200 //シヨウ

89 小児てんかんの最新医療 改訂第2版 (小児科臨床ピクシス:3) 岡明専門編集 中山書店 2014.11 WS 200 //シヨウ//3

90 改訂ER的小児救急 (ER Books:2) 井上信明編集 シービーアール 2015.7 WS 205 //カイテ

91
新生児・小児ME機器サポートブック : きほん・きづく・きわめ

る : 3つのきで使いこなす! 第2版
松井晃著 メディカ出版 2016.3 WS 26 //シンセ

92
徹底解説!小児のてんかん : 多様な事例からエキスパートの「観

察眼」を身につける (小児科学レクチャー:v. 3, no. 6(2013))
久保田雅也編集 総合医学社 2013.11 WS 340 //テツテ

93
小児心身医学会ガイドライン集 : 日常診療に活かす5つのガイド

ライン 改訂第2版
日本小児心身医学会編集 南江堂 2015.7 WS 350 //シヨウ

94
直伝小児の薬の選び方・使い方 : 小児科専門医の手の内を公開!

改訂4版

横田俊平, 田原卓浩, 橋本

剛太郎編集
南山堂 2015.9 WS 366 //ジキデ

95 ベッドサイドの新生児の診かた 改訂3版 河野寿夫, 伊藤裕司編集 南山堂 2016.5 WS 420 //ベツド

96
健康長寿社会を実現する : 「2025年問題」と新しい公衆衛生戦

略の展望
辻一郎著 大修館書店 2015.6 WT 100 //ケンコ

97 フレイルの予防とリハビリテーション 島田裕之編 医歯薬出版 2015.9 WT 100 //フレイ

98 ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス 第2版 Neil S. Norton著
エルゼビア・ジャパン/

医歯薬出版 (発売)
2014.4 WU 101 //ネツタ

99 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック 中尾一成編集

学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発

売)
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