
書名 編著者名 出版社 配置場所 請求記号 登録番号 備考

困ったときの有機化学 第2版 下 Klein David R. [ほか] 化学同人 新着資料 437||Kle T021152

基礎医学統計学 改訂第7版 加納克己 [ほか] 南江堂 新着資料 490.19||Kan T021178

世界に通じるメディカルライティング : ネイティブライターが伝授する3Cs English
 = International medical writing : english for a global audience

Seaman Lee [ほか] ライフサイエンス出版 新着資料 490.7||Lee T021186

【Board review series】 Biochemistry, molecular biology, and genetics 7th ed Lieberman Michael [et al.]Wolters Kluwer 新着資料 490.79||Boa T021167

【シリーズまとめてみた】 精神科 第2版 天沢ヒロ 医学書院 新着資料 490.79||Mat T021177

【シリーズまとめてみた】 精神科 第2版 天沢ヒロ 医学書院 図書 490.79||Mat T021179

トートラ人体の構造と機能 第5版 Tortora Gerard J. [ほか] 丸善出版 新着資料 491.1||Tor T021166

Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular biology international ed 8th edPawlina Wojciech [ほか] Wolters Kluwer 新着資料 491.11||Ros T021168

【Standard textbook】 標準病理学 第6版 北川昌伸 [ほか] 医学書院 新着資料 491.6||Hyo T021175

【Standard textbook】 標準病理学 第6版 北川昌伸 [ほか] 医学書院 新着資料 491.6||Hyo T021187

【Standard textbook】 標準病理学 第6版 北川昌伸 [ほか] 医学書院 新着資料 491.6||Hyo T021188

Basic immunology : functions and disorders of the immune system 6th ed Abul K. Abbas [et al.] Elsevier 新着資料 491.8||Abb T021200

好きになる免疫学 : 「私」が「私」であるしくみ 第2版 萩原清文 [ほか] 講談社 新着資料 491.8||Hag T021142

Janeway's 免疫生物学 Murphy Kenneth P. [ほか]南江堂 新着資料 491.8||Jan T021189

レジデントのための画像診断の鉄則 山下康行 医学書院 新着資料 492.1||Yam T021184

気管支鏡テキスト 第3版 日本呼吸器内視鏡学会 医学書院 新着資料 492.13||Nih T021158

細胞診を学ぶ人のために 第6版 坂本穆彦 医学書院 新着資料 492.19||Sak T021157

基礎医学系

5月新着図書(本館)

自然科学

医学一般

臨床医学系

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784759819465
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524241491
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784897753881
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784897753881
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781496399236
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260036566
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260036566
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784621303566
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9781975115364
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260036597
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260036597
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260036597
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9780323549431
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065139035
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524251155
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260038218
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260036535
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260037990


医師のために論じた判断できない抗菌薬のいろは 第3版 Hauser Alan R. [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 492.31||Hau T021156

頭頸部のCT・MRI = CT and MRI of the head and neck 第3版 尾尻博也 [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 492.43||Oji T021155

【KEY BOOKシリーズ】 画像診断別冊 知っておきたい泌尿器のCT・MRI 改訂第2版 山下康行 学研メディカル秀潤社 新着資料 492.43||Yam T021159

テキストブック再生医療 : 創る、行う、支える 日本再生医療学会 日本再生医療学会 新着資料 492.89||Nih T021172

救急・集中治療アドバンス 急性循環不全 藤野裕士 中山書店 新着資料 493.2||Fuj T021194

2019年版 高血圧治療ガイドライン 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会日本高血圧学会 新着資料 493.25||Nih T021185

レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 : ベストティーチャーに教わる全29章 第3版 長尾大志 日本医事新報社 新着資料 493.3||Nag T021165

症例から学ぶ輸入感染症A to Z ver.2 忽那賢志 中外医学社 新着資料 493.8||Kut T021163

小児科診療ガイドライン : 最新の診療指針 第4版 五十嵐隆 総合医学社 新着資料 493.92||Iga T021162

がん免疫療法ガイドライン 第2版 日本臨床腫瘍学会 金原出版 新着資料 494.5||Nih T021181

がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン 2019年版 第2版 日本がん看護学会 [ほか] 金原出版 新着資料 494.53||Nih T021183

【新 NS NOW 17】 脳動脈瘤 : 専門医になるための基本ポイント 森田明夫 [ほか] メジカルビュー社 新着資料 494.627||Nsn T021144

ビジュアルサージカル　消化器外科手術　肝臓・脾臓 第1版 山本雄一 秀潤社 新着資料 494.65||Yam T021160

【Urologic surgery next 4】 オープンサージャリー 土谷順彦 メジカルビュー社 新着資料 494.92||Uro T021143

泌尿器科レジデントマニュアル 第2版 安井孝周 [ほか] 医学書院 新着資料 494.92||Yas T021180

【KEY BOOKシリーズ】 画像診断別冊 婦人科MRIアトラス 改訂第2版 今岡いずみ [ほか] 秀潤社 新着資料 495.2||Ima T021161

産科婦人科疾患最新の治療 2019-2021 吉川史隆 [ほか] 南江堂 新着資料 495.2||San T021199

ウィリアムス産科学 2版 ウィリアムス [ほか] 南山堂 新着資料 495.5||Wil T021190

Newエッセンシャル法医学 第6版 長尾正崇 医歯薬出版 新着資料 498.9||Nag T021201

公衆衛生マニュアル 37版 (2019年版) 柳川洋 [ほか] 南山堂 新着資料 498||Kos T021164

シンプル衛生公衆衛生学 2019 鈴木庄亮 [ほか] 南江堂 新着資料 498||Shi T021182

人工知能時代の医療と医学教育 高橋優三 篠原出版新社 新着資料 498||Tak T021195

思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers 第3版 井下千以子 慶應義塾大学出版会 新着資料 816.5||Ino T021141

言語

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784815701628
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784815701574
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784780909739
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784991059100
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784521743356
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784897753867
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784784943746
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784498021235
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784883786725
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784307101950
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784307702362
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784758318402
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784780909685
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784758313339
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784260038386
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784780909616
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524246427
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784525331023
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784263731895
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784525187378
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784524248193
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784884123925
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784766425772


【ブルーバックス B-2089】 世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 板橋繁 講談社 新着資料 Blue T021145

【ブルーバックス B-2092】 いやでも数学が面白くなる : 「勝利の方程式」は解けるのか? 志村史夫 講談社 新着資料 Blue T021146

【岩波新書 新赤版 1768】 がん免疫療法とは何か 本庶佑 岩波書店 新着資料 Iwanami T021147

【岩波新書 新赤版 1769】 平成経済衰退の本質 金子勝 岩波書店 新着資料 Iwanami T021148

【岩波新書 新赤版 1770】 植民地から建国へ : 19世紀初頭まで 和田光弘 岩波書店 新着資料 Iwanami T021149

【岩波新書 新赤版 1774】 バブル経済事件の深層 奥山俊宏 岩波書店 新着資料 Iwanami T021150

【岩波新書 新赤版 1775】 ゲーム理論入門の入門 鎌田雄一郎 岩波書店 新着資料 Iwanami T021151

【岩波科学ライブラリー 284】 論理学超入門 グレアム・プリースト 岩波書店 新着資料 Iwanami T021215

スコアアップの土台を完全構築する TOEFLテスト iBT & ITP 基礎演習 新装第2版 阿部友直 テイエス企画 新着資料 TOEFL||Abe T021170

スピーキング・リスニング攻略のための TOEFLテスト 発音・聞き取りトレーニング 新装版 田中知英 テイエス企画 新着資料 TOEFL||Tan T021171

医師国家試験問題解説 第113回問題 国試対策問題編集委員会 MEDIC MEDIA 図書 国試 T021191

医師国家試験問題解説 第113回画像集 国試対策問題編集委員会 MEDIC MEDIA 図書 国試 T021192

医師国家試験問題解説 第113回解説 国試対策問題編集委員会 MEDIC MEDIA 図書 国試 T021193

国試・CBT関連図書

新書

http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065152140
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784065154878
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317685
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317692
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317708
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317746
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784004317753
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784000296847
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784887842311
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=9784887842335
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=489632160X
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=489632160X
http://kmulibrary.hirakata.kmu.ac.jp/CARINOPACLINK.HTM?IS=489632160X

