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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

490.7 医学 超入門!スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 康永 秀生 金芳堂 2019 

493.3 内科学 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 2019 

490.14 医学 医療現場の行動経済学 ―すれ違う医者と患者― 大竹 文雄 東洋経済新報社 2018 

492.26 臨床医学、
診断・治療 輸血学 改訂第 4版 前田 平生 中外医学社 2018 

492.433 臨床医学、
診断・治療 

レジデントのためのやさしイイ胸部画像教室 ―ベストテ
ィーチャーに教わる胸部 X線の読み方考え方―第 2版 
（※） 

長尾 大志 日本医事新報社 2018 

493.7 内科学 精神障害を哲学する ―分類から対話へ― 石原 孝二 東京大学出版会 2018 

490.15 医学 医療・介護のための死生学入門 清水 哲郎 東京大学出版会 2017 

491.3 基礎医学 生理学テキスト 第 8版 大地 陸男 文光堂 2017 

492.29 臨床医学、
診断・治療 

あなたも名医!もう困らない救急・当直 ―当直をスイス
イ乗り切る必殺虎の巻!―Ver. 3（jmedmook 51）  

林 寛之 日本医事新報社 2017 

493. 内科学 内科學 第 11版 矢崎 義雄 朝倉書店 2017 

494.93 外科学 南学腎臓病学 南学 正臣 中山書店 2017 

491.5 基礎医学 薬物動態のイロハ 加藤 基浩 南山堂 2016 

492.4 臨床医学、
診断・治療 画像診断コンパクトナビ ―医学生・研修医必携―第 4版 百島 祐貴 医学教育出版社 2016 

494.8 外科学 皮膚科学 第 10版 上野 賢一 金芳堂 2016 

491.6 基礎医学 組織病理アトラス 第 6版 小田 義直 文光堂 2015 

494.24 外科学 やさしくわかる!麻酔科研修 讃岐 美智義 学研メディカル
秀潤社 2015 

490.15 医学 生命倫理と医療倫理  改訂 3版 伏木 信次 金芳堂 2014 

491.6 基礎医学 病理組織マップ&ガイド 深山 正久 文光堂 2014 

498.12 
衛生学、公
衆衛生、予
防医学 

医事法判例百選 第 2版（別冊ジュリスト no. 219） 
（※） 

甲斐 克則 有斐閣 2014 

490.75 医学 マウス実験の基礎知識 第 2版 小出 剛 オーム社 2013 

491.1 基礎医学 医療職をめざす人の解剖学はじめの一歩 ―東大講義録― 坂井 建雄 日本医事新報社 2013 

492.28 臨床医学、
診断・治療 

人工呼吸に活かす!呼吸生理がわかる、好きになる ―臨
床現場でのモヤモヤも解決!― 

田中 竜馬 羊土社 2013 

492.4 臨床医学、
診断・治療 

放射線基礎医学  第 12版（Minor textbook） 青山 喬 金芳堂 2013 

493. 内科学 呼吸器疾患 第 3版（新・病態生理できった内科学 2） 

できった編
集委員会 医学教育出版社 2013 

490.154 医学 安楽死・尊厳死 （シリーズ生命倫理学 5） 

シリーズ生
命倫理学編
集委員会 

丸善出版 2012 

491.8 基礎医学 休み時間の免疫学 第 2版（休み時間シリーズ） 齋藤 紀先 講談社 2012 

492.1 
臨床医学、
診断・治療 外来を愉しむ攻める問診 山中 克郎 文光堂 2012 

493.73 内科学 よくわかる脳 MRI 第 3版（画像診断別冊 . Key bookシ
リーズ） 

青木 茂樹 学研メディカル
秀潤社 2012 

491.17 基礎医学 カラー図解神経解剖学講義ノート 寺島 俊雄 金芳堂 2011 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

491.8 基礎医学 もっとよくわかる!免疫学 （実験医学 別冊） 河本 宏 羊土社 2011 

493. 内科学 神経疾患 第 3版（新・病態生理できった内科学 7） 

できった編
集委員会 医学教育出版社 2011 

493. 内科学 血液疾患 第 3版（新・病態生理できった内科学 5） 

できった編
集委員会 医学教育出版社 2011 

490.19 医学 
まずは統計アレルギーを克服しよう! （こっそりマスタ
ーシリーズ . いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎の
キソ 1） 

浅井 隆 アトムス 2010 

490.19 医学 
結果の解釈ができるようになろう! （こっそりマスター
シリーズ . いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキ
ソ 2） 

浅井 隆 アトムス 2010 

490.19 医学 
研究の質を評価できるようになろう! 第 2刷（こっそり
マスターシリーズ . いまさら誰にも聞けない医学統計の
基礎のキソ 3） 

浅井 隆 アトムス 2010 

493. 内科学 感染症 第 2版（新・病態生理できった内科学 9） 

できった編
集委員会 医学教育出版社 2010 

493. 内科学 
免疫・アレルギー・膠原病 第 2版（新・病態生理できっ
た内科学 6） 

できった編
集委員会 医学教育出版社 2009 

493. 内科学 循環器疾患 第 2版（新・病態生理できった内科学 1） 

できった編
集委員会 医学教育出版社 2009 

493. 内科学 消化器疾患 第 2版（新・病態生理できった内科学 8） 矢久保 修嗣 医学教育出版社 2009 

498.12 
衛生学、公
衆衛生、予
防医学 

医療と法を考える――救急車と正義 （法学教室
Library） 

樋口 範雄 有斐閣 2007 

491.8 基礎医学 好きになる免疫学 ―「私」が「私」であるしくみ―（好
きになるシリーズ） 

萩原 清文 講談社 2001 

490.19 医学 超入門!すべての医療従事者のための RStudioではじめる
医療統計 ―サンプルデータでらくらくマスター― 

笹渕 裕介 金芳堂 2020 

493.7 内科学 計算論的精神医学 ―情報処理過程から読み解く精神障害
― 

国里 愛彦 勁草書房 2019 

495.9 婦人科学、
産科学 近世フランスの法と身体 ―教区の女たちが産婆を選ぶ― 

長谷川 まゆ
帆 東京大学出版会 2018 

498. 
衛生学、公
衆衛生、予
防医学 

衛生薬学 ―健康と環境―第 6版  永沼 章 丸善出版 2018 

498.12 
衛生学、公
衆衛生、予
防医学 

医事法入門 第 5版（有斐閣アルマ Advanced）  手嶋 豊 有斐閣 2018 

490.15 医学 入門・医療倫理 1 改訂版  赤林 朗 勁草書房 2017 

491.371 基礎医学 認知脳科学 嶋田 総太郎 コロナ社 2017 

492.5 臨床医学、
診断・治療 森林アメニティ学 ―森と人の健康科学― 上原 巌 朝倉書店 2017 

496.6 
眼科学、耳
鼻咽喉科学 耳科学アトラス ―形態と計測値―第 4版  野村 恭也 丸善出版 2017 

498.5 
衛生学、公
衆衛生、予
防医学 

食行動の科学 ―「食べる」を読み解く―（食と味嗅覚の
人間科学）  

今田 純雄 朝倉書店 2017 

490.15 医学 生命倫理学とは何か ―入門から最先端へ― 

アラステ
ア・V・キャ
ンベル 

勁草書房 2016 

492.9 臨床医学、
診断・治療 看護実践の語り ―言葉にならない営みを言葉にする― 西村 ユミ 新曜社 2016 

492.907 臨床医学、
診断・治療 

グラウンデッド・セオリー・アプローチ ―理論を生みだ
すまで―改訂版（ワードマップ） 

戈木・クレ
イグヒル 滋
子 

新曜社 2016 

493.7 内科学 精神医学の科学と哲学 （シリーズ精神医学の哲学 1） 石原 孝二 東京大学出版会 2016 

490.15 医学 公衆衛生倫理 （入門・医療倫理 3）  赤林 朗 勁草書房 2015 

492.12 臨床医学、
診断・治療 

動画でわかる実践的心エコー入門 大門 雅夫 中山書店 2015 

498.12 
衛生学、公
衆衛生、予
防医学 

医事法入門 第 4版（有斐閣アルマ Advanced）  手嶋 豊 有斐閣 2015 

490.9 医学 漢方 ―中国医学の精華―（読みなおす日本史） 石原 明 吉川弘文館 2014 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 
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