
書名 編著者名 出版社 配置場所 請求記号 登録番号 備考

よくわかるバイオインフォマティクス入門 藤博幸 講談社 新着資料 467.3||Toh T020559

【ちくまプリマー新書 311】 レポート・論文の教科書 : 5日で学べて一生使える! 小川仁志 筑摩書房 新着資料 490.7||Oga T020562

CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛生 2019 第4版 国試対策問題編集委員会 メディックメディア 新着資料 490.79||Ish T020535

CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛生 2019 第4版 国試対策問題編集委員会 メディックメディア 新着資料 490.79||Ish T020598

医師国家試験の取扱説明書 民谷健太郎 羊土社 新着資料 490.79||Tam T020564

解剖トレーニングノート 第7版 竹内修二 医学教育出版社 新着資料 491.1||Tak T020558

【Lange textbookシリーズ】 ジュンケイラ組織学 第5版 Anthony L.Mescher 丸善出版 新着資料 491.11||Jun T020570

カラー図解 人体の細胞生物学 坂井建雄, 石崎泰樹 日本医事新報社 新着資料 491.11||Sak T020546

臨床がわかる腎生理
John Danziger, Mark Zeidel,

Michael J.Parker
中外医学社 新着資料 491.348||Dan T020596

コアカリ準拠臨床遺伝学テキストノート : ゲノム医療に必要な考え方を身につける 日本人類遺伝学会 診断と治療社 新着資料 491.69||Nih T020594

免疫学の入門 第8版 今西二郎 金芳堂 新着資料 491.8||Ima T020584

Procedural GPの手技力 齋藤学 三輪書店 新着資料 492||Sai T020603

ABC of臨床推論 : 診断エラーを回避する Nicola Cooper, John Frain 羊土社 新着資料 492.1||Coo T020572

Feigenbaum's echocardiography 8th ed
 William F. Armstrong,

Thomas Ryan
Wolters Kluwer 新着資料 492.12||Arm T020547

輸血学 改訂第4版 前田平生, 大戸斉, 岡崎仁 中外医学社 新着資料 492.26||Yuk T020591

Dr.林の当直裏御法度 : ER問題解決の極上Tips90 第2版 林寛之 三輪書店 新着資料 492.29||Hay T020600

ERのクリニカルパール : 160の箴言集 岩田充永 医学書院 新着資料 492.29||Iwa T020576

免疫抑制薬TDM標準化ガイドライン : 2018 臓器移植編 日本TDM学会, 日本移植学会 金原出版 新着資料 492.3||Nih T020582

しっかり学べる!最新MRIスタンダード ドナルド W.マクロビー [ほか]
メディカル・サイエンス・

インターナショナル
新着資料 492.4||Mcr T020587

医療被ばく相談Q&A
日本診療放射線技師会

医療被ばく安全管理委員会
医療科学社 新着資料 492.4||Nih T020601

腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドライン 2018
日本腎臓学会, 日本医学放射線

学会, 日本循環器学会
東京医学社 新着資料 492.43||Nih T020602

【画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ】

頭頸部の画像診断 = A Key to Head and Neck Imaging
酒井修 学研メディカル秀潤社 新着資料 492.43||Sak T020566

11月新着図書(本館)
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心筋SPECT診療必携 西村恒彦, 中嶋憲一 金原出版 新着資料 492.4323||Nis T020578

きどにゃんとゆく！水・電解質を学ぶ旅 腎生理がわかれば、水・電解質異常がわかる！ 杉本俊郎 南山堂 新着資料 493.12||Sug T020538

ラテックスアレルギー安全対策ガイドライン 2018
日本ラテックスアレルギー研究会,

ラテックスアレルギー安全対策

ガイドライン作成委員会

協和企画 新着資料 493.14||Nih T020569

臨床に直結する血栓止血学 改訂2版 朝倉英策 中外医学社 新着資料 493.17||Asa T020580

EBM血液疾患の治療 2019-2020 押味和夫 [ほか] 中外医学社 新着資料 493.17||Kan T020592

横断的に見る老年医学 : 基礎と臨床の間を流離う 山本章 中外医学社 新着資料 493.185||Yam T020583

WHO血液腫瘍分類 : WHO分類2017をうまく活用するために 改訂版 直江知樹 [ほか] 医薬ジャーナル社 新着資料 493.29||Nao T020551

リンパ腫セミナー : 基本から学べるWHO分類改訂第4版(2017年) 日本リンパ網内系学会 南江堂 新着資料 493.29||Nih T020588

プライマリ・ケアの現場でもう困らない!悩ましい"喘息・COPD・ACO"の診かた 田中裕士 南江堂 新着資料 493.36||Tan T020577

肺癌薬物療法のエビデンスとコツ : なぜその治療を選ぶのか、エキスパートの考え方教えます 関根朗雅, 佐多将史, 下川路伊亮 羊土社 新着資料 493.385||Sek T020573

消化器がん化学療法レジメンブック 第4版 室圭 日本医事新報社 新着資料 493.4||Mur T020571

骨粗鬆症診療 : 骨脆弱性から転倒骨折防止の治療目標へ : Total Careの重要性 稲葉雅章 医薬ジャーナル社 新着資料 493.6||Ina T020537

マインドフルネスを医学的にゼロから解説する本 : 医療者のための臨床応用入門 佐渡充洋, 藤澤大介 日本医事新報社 新着資料 493.72||Sad T020563

国際頭痛分類 日本語版第3版 国際頭痛学会・頭痛分類委員会 医学書院 新着資料 493.74||Int T020586

パーキンソン病実践診療マニュアル 第2版 武田篤 中外医学社 新着資料 493.74||Tak T020581

食物アレルギー診療ガイドライン 2016 《2018年改訂版》
日本小児アレルギー学会

食物アレルギー委員会
協和企画 (発売) 新着資料 493.931||Nih T020568

胆道閉鎖症診療ガイドライン 日本胆道閉鎖症研究会 へるす出版 新着資料 493.934||Nih T020585

新生児学入門 第5版 仁志田博司 医学書院 新着資料 493.95||Nis T020589

末梢神経ブロックの疑問Q&A70 上嶋浩順 中外医学社 新着資料 494.24||Ues T020597

続・末梢神経ブロックの疑問 Q&A 70 実践編 上嶋浩順 中外医学社 新着資料 494.24||Ues T020579

改訂第2版 補助人工心臓治療チーム実践ガイド
絹川弘一郎, 遠藤美代子, 柏公一,

天尾理恵
メジカルビュー社 新着資料 494.643||Kin T020567

救急整形外傷レジデントマニュアル 第2版 田島康介 医学書院 新着資料 494.7||Taj T020575

【Urologic surgery next 1】 腹腔鏡手術 荒井陽一 メジカルビュー社 新着資料 494.92||Uro T020574

【Urologic surgery next 2】 ロボット支援手術 土谷順彦 メジカルビュー社 新着資料 494.92||Uro T020590

【Urologic surgery next 3】 エンドウロロジー 山本新吾 メジカルビュー社 新着資料 494.92||Uro T020565
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稀少部位子宮内膜症診療ガイドライン
 「難治性稀少部位子宮内膜症の

集学的治療のための分類・診断・

治療ガイドライン作成」研究班

診断と治療社 新着資料 495.43||Nan T020595

Ophthalmology 5th ed Myron Yanoff, Jay S. Duker Elsevier 新着資料 496||Yan T020556

あたらしい検案・解剖マニュアル 池谷博, 櫻田宏一 金芳堂 新着資料 498.94||Ike T020593

【ブルーバックス B-2073】 「こころ」はいかにして生まれるのか : 最新脳科学で解き明かす「情動」櫻井武 講談社 9 Blue T020532

【ブルーバックス B-2074】

地球46億年気候大変動 : 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来
横山祐典 講談社 9 Blue T020533

【ブルーバックス B-2075】

日本列島の下では何が起きているのか : 列島誕生から地震・火山噴火のメカニズムまで
中島淳一 講談社 9 Blue T020534

【ブルーバックス B-2078】 独楽の科学 : 回転する物体はなぜ倒れないのか? 山崎詩郎 講談社 新着資料 Blue T020613

【ブルーバックス B-2079】 はじめての解析学 : 微分、積分から量子力学まで 原岡喜重 講談社 新着資料 Blue T020614

【岩波新書 新赤版 1740】 武蔵野をよむ 赤坂憲雄 岩波書店 9 Iwanami T020527

【岩波新書 新赤版 1741】 日米安保体制史 吉次公介 岩波書店 9 Iwanami T020528

【岩波新書 新赤版 1742】 サイバーセキュリティ 谷脇康彦 岩波書店 9 Iwanami T020529

【岩波新書 新赤版 1743】 大化改新を考える 吉村武彦 岩波書店 9 Iwanami T020530

【岩波新書 新赤版 1744】 移民国家アメリカの歴史 貴堂嘉之 岩波書店 9 Iwanami T020531

【岩波新書 新赤版 1745】 アナキズム : 一丸となってバラバラに生きろ 栗原康 岩波書店 新着資料 Iwanami T020607

【岩波新書 新赤版 1746】 日本の同時代小説 斎藤美奈子 岩波書店 新着資料 Iwanami T020608

【岩波新書 新赤版 1747】 幸福の増税論 : 財政はだれのために 井手英策 岩波書店 新着資料 Iwanami T020609

【岩波新書 新赤版 1748】 給食の歴史 藤原辰史 岩波書店 新着資料 Iwanami T020610

【岩波新書 新赤版 1749】 認知症フレンドリー社会 徳田雄人 岩波書店 新着資料 Iwanami T020611

【岩波新書 新赤版 1750】 百姓一揆 若尾政希 岩波書店 新着資料 Iwanami T020612

【岩波科学ライブラリー 278】 嗅覚はどう進化してきたか : 生き物たちの匂い世界 新村芳人 岩波書店 9 Iwanami T020544

【岩波科学ライブラリー 279】 科学者の社会的責任 藤垣裕子 岩波書店 新着資料 Iwanami T020604

Question Bank 公衆衛生 2019(第35版) 国試対策問題編集委員会 Medic Media 新着資料 国試 T020536

Question Bank 公衆衛生 2019(第35版) 国試対策問題編集委員会 Medic Media 新着資料 国試 T020599
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