新規受入図書（10月分）
＜医学書＞ ＊配架場所：新刊コーナー
書名

著者名

出版者

請求記号

1 グレイ解剖学 原著第3版

Drake Richard L.

エルゼビア・ジャパン

M1.1||D91||'16

2 新編カラーアトラス組織・細胞学

岩永 敏彦

医歯薬出版

M1.11||I.95||'17

3 スタンフォード神経生物学

Luo Liqun

メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

M1.172||W46

4 「解剖」と「機能」が見える・つながる事典 カラー図解

渡辺 雅彦

羊土社

M1.37||L97

5 ヴォート基礎生化学 第5版

Voet Donald

東京化学同人

M1.4||V85||'17

6 日本病理剖検輯報 第58輯

日本病理学会

杏林書院

M1.62||N77||58

7 がん緩和ケアガイドブック 新版

日本医師会

青海社

M1.65||N77||'17

8 自己免疫疾患 preclinical stateから発症・早期診断まで 熊谷 俊一

医歯薬出版

M1.8||I.83

9 感染と免疫 第4版

Playfair J. H. L.

東京化学同人

M1.8||P71

10 血液形態アトラス

矢冨 裕

医学書院

M2.174||Y66

11 放射線医学イントロダクション 縦横無尽の入門講義

竹川 鉦一

医学書院

M2.4||Ta62

12 消化器画像診断アトラス

小池 智幸

中山書店

M2.434||Ko.31

13 よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 第3版

横山 美江

医歯薬出版

M2.907||Y79

14 看護過程の展開に沿った実習記録の書き方とポイント

横井 和美

サイオ出版

M2.914||Y76

岡元 和文

総合医学社

M2.916||O.42||'17

16 護技術と看護の展開 母性看護 第2版

堀内 成子

照林社

M2.924||H89||'17

17 ナースの外科学 改訂7版

磯野 可一

中外医学社

M2.926||I.85||'17

宮原 明美

秀和システム

M2.926||Mi.73

19 別冊・医学のあゆみ アミロイドーシスの最新情報

池田 修一

医歯薬出版

M3.12||I.83

20 国循心臓リハビリテーション実践マニュアル

後藤 葉一

メディカ出版

M3.23||G72

21 心臓病の病態生理 ハーバード大学テキスト 第4版

Lilly Leonard S.

メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル

M3.23||L62||'17

22 単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン2017

日本神経感染症学会

南江堂

M3.87||N77

23 認知症疾患診療ガイドライン 2017

日本神経学会

医学書院

M3.72||N77||'17

24 Classification of pancreatic carcinoma

日本膵臓学会

Kanehara & Co.

M4.657||J24||'17

25 腎生検病理アトラス 改訂版

日本腎病理協会

東京医学社

M4.93||N77||'17

26 外科レジデントマニュアル 第4版

松藤 凡

医学書院

M4||N86||'17

27 子宮体癌取扱い規約 病理編 第4版

日本産科婦人科学会

金原出版

M5.43||N77||'17

28 子宮頸癌取扱い規約 病理編 第4版

日本産科婦人科学会

金原出版

M5.43||N77||'17

29 子宮頸癌治療ガイドライン 2017年版

日本婦人科腫瘍学会

金原出版

M5.43||N77||'17

30 これからの乳癌診療 2017-2018

福田 護

金原出版

M5.46||F74||'17

全国医学部長病院長会議地域医療に
関する専門委員会

全国医学部長病院長会議地
域医療に関する専門委員会

M8.14||Z3

脳神経ペディア

別冊・医学のあゆみ

人工呼吸器とケアQ&A

15 基本用語からトラブル対策まで 第3版
パーフェクト臨床実習ガイド ライフステージに沿った看

ナースのためのスキルアップノート

18 看護の現場ですぐに役立つ整形外科ケアのキホン
患者さんを安心させるサポート法が身に付く!

全国大学附属病院研修医(帰学者)に関する実態調査報告

31 平成28年度

＜一般書＞ ＊配架場所：新刊コーナー
書名

著者名

出版者

請求記号

32 図書館年鑑 2017

日本図書館協会図書館年鑑編集委員会

日本図書館協会

010.591||N77||'17

33 日本の将来推計人口

国立社会保障・人口問題研究所

厚生労働統計協会

334.2||Ko.83||'17

国立社会保障・人口問題研究所

厚生労働統計協会

358.012||Ko.83||'17

児島 将康

羊土社

377.7||Ko.39||'17

エヌ・ティー・エス

463.6||O.15

現代日本の結婚と出産

34 (独身者調査ならびに夫婦調査)報告書
科研費獲得の方法とコツ

35 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略
改訂第5版
パラダイムシフトをもたらすエクソソーム機能研究最前線

36 シグナル伝達からがん、免疫、神経疾患との関わり、創薬利用 落谷 孝広
まで

＜日大コーナー＞ ＊配架場所：エレコン
書名
37 業績集 : 2005年(平成17年)-2015年(平成27年)

著者名
日本大学医学部
泌尿器科学系泌尿器科学分野

出版者
日本大学医学部泌尿器科学
系泌尿器科学分野

請求記号
M0.4||N71

＜国試関連図書＞ ＊配架場所：2階エレベータ横
書名

著者名

出版者

請求記号

38 クエスチョン・バンクCBT2018 v. 5 最新復元問題 第9版 国試対策問題編集委員会

メディックメディア

M0.79||Ko.53||5 '17

39 Question bank医師国家試験問題解説 v. 7Z 必修問題 1

国試対策問題編集委員会

メディックメディア

M0.79||Ko.53||22/1 '17

40 Question bank医師国家試験問題解説 v. 7Z 必修問題 2

国試対策問題編集委員会

メディックメディア

M0.79||Ko.53||22/2 '17

41 Question bank医師国家試験問題解説 v. 7Z 必修問題 3

国試対策問題編集委員会

メディックメディア

M0.79||Ko.53||22/3 '17

42 プチナース 看護師国試必修問題完全予想450問 2018 看護師国家試験対策プロジェクト

照林社

M2.907||Ka54||'17

43 PASS NOTE 看護師国試 2018年版

杉本 由香

学研メディカル秀潤社

M2.907||Ke28||'17

44 満点獲得!看護師国試完全予想模試 2018年版

三吉 友美子

成美堂出版

M2.907||Mi.91||'17

45 国試過去問題集 看護師国家試験 2018年版

杉本 由香

学研メディカル秀潤社

M2.907||Su38

