
寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 稲澤譲治
分子細胞遺伝学

分野

ビジュアルで見る遺伝子・DNAのすべて : 身近なトピックで学ぶ基礎構造
から最先端研究まで / キャット・アーニー著 ; 桐谷知未訳. -- 原書房,
2018.

図書館新着図書棚 467.2||B||19000079

2 稲澤譲治
分子細胞遺伝学

分野
なんでもやってみようと生きてきたダウン症がある僕が伝えたいこと / 南
正一郎著. -- 遠見書房, 2019.

図書館新着図書棚 289.1||N||56013739

4月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 佐藤達夫 名誉教授
我ら、死してのち献ぐ : 基礎医学を支える人々 / 山川暁著. -- 文芸社,
2019.

図書館新着図書棚 QS11||W||19000159

5月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 堀勝義 がんの治療を阻む生体のしくみ / 堀勝義著. -- 東北大学出版会, 2019. 図書館新着図書棚 QZ266||G||19000337

2 田中康一 本学卒業生
血球の發生と機能 / 天野重安著. -- 丸善, 1948. -- (血液學の基礎 / 天
野重安著 ; 上巻).

図書館 WH100||K||56014137

3 田中康一 本学卒業生

Phylogeny and ontogeny / edited by Nicholas Cohen and M. Michael
Sigel. -- Plenum Press, 1982. -- (The Reticuloendothelial system : a
comprehensive treatise / general editors, Herman Friedman, Mario R.
Escobar, and Sherwood M. Reichard] ; v. 3).

図書館 WH650||R||56014146

4 田中康一 本学卒業生
The elasmobranch fishes 3., rev. ed. / John Franklin Daniel. -- [3., rev.
ed.]. -- Univ. of California Press, 1934.

図書館 487.53||E||56014155

5 田中康一 本学卒業生
Handbook of hematology / edited by Hal Downey ; contributors William
Bloom ... [et al.] ; v. 1 - v. 4. -- Hafner, 1965.　　v. 1

図書館 WH100||H-1||56014164

6 田中康一 本学卒業生
Handbook of hematology / edited by Hal Downey ; contributors William
Bloom ... [et al.] ; v. 1 - v. 4. -- Hafner, 1965.　　v. 2

図書館 WH100||H-2||56014173

7 田中康一 本学卒業生
Handbook of hematology / edited by Hal Downey ; contributors William
Bloom ... [et al.] ; v. 1 - v. 4. -- Hafner, 1965.　　v. 3

図書館 WH100||H-3||56014182

8 田中康一 本学卒業生
Handbook of hematology / edited by Hal Downey ; contributors William
Bloom ... [et al.] ; v. 1 - v. 4. -- Hafner, 1965.　　v. 4

図書館 WH100||H-4||56014191

9 田中康一 本学卒業生
Biology of amphibians / William E. Duellman, Linda Trueb ; illustrated by
Linda Trueb ; est.. -- McGraw Hill, 1986.

図書館 487.8||B||56014208

10 田中康一 本学卒業生
比較動物学 : アメーバからヒトまで / M.フィンガーマン著 ; 青戸偕爾訳. -
- 培風館, 1982.

図書館 481||H||56014217

11 田中康一 本学卒業生
Biology of the reptilia / edited by Carl Gans ; v. 1, morphology A - v. 22.
-- Academic Press, 1969.　v. 19, morphology G

図書館 487.9||B||56014226

12 田中康一 本学卒業生
Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere : mit Berücksichtigung der
Wirbellosen / von Carl Gegenbaur ; Bd. 1, Bd. 2. -- Kimura
Buchhandlung, 1976.　　Bd. 1

図書館 481.1||V-1||56014235

13 田中康一 本学卒業生
Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere : mit Berücksichtigung der
Wirbellosen / von Carl Gegenbaur ; Bd. 1, Bd. 2. -- Kimura
Buchhandlung, 1976.　　Bd. 2

図書館 481.1||V-2||56014244

7月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

14 田中康一 本学卒業生
Red cell production / edited by Albert S. Gordon. -- Appleton-Century-
Crofts, 1970. -- (Regulation of hematopoiesis / edited by Albert S.
Gordon ; v. 1).

図書館 WH140||R-1||56014253

15 田中康一 本学卒業生
White cell and platelet production / edited by Albert S. Gordon. --
Appleton-Century-Crofts, 1970. -- (Regulation of hematopoiesis /
edited by Albert S. Gordon ; v. 2).

図書館 WH140||R-2||56014262

16 田中康一 本学卒業生
The biology of the monotremes / Mervyn Griffiths. -- Academic Press,
1978.

図書館 489||B||56014271

17 田中康一 本学卒業生
The biology of lampreys / edited by M.W. Hardisty and I.C. Potter ; v. 1 -
v. 4B. -- Academic Press, 1971.　　v. 1

図書館 487||B-1||56014280

18 田中康一 本学卒業生
The biology of lampreys / edited by M.W. Hardisty and I.C. Potter ; v. 1 -
v. 4B. -- Academic Press, 1971.　　v. 2

図書館 487||B-2||56014290

19 田中康一 本学卒業生
The biology of lampreys / edited by M.W. Hardisty and I.C. Potter ; v. 1 -
v. 4B. -- Academic Press, 1971.　　v. 3

図書館 487||B-3||56014306

20 田中康一 本学卒業生
The biology of lampreys / edited by M.W. Hardisty and I.C. Potter ; v. 1 -
v. 4B. -- Academic Press, 1971.　　v. 4A

図書館 487||B-4A||56014315

21 田中康一 本学卒業生
The biology of lampreys / edited by M.W. Hardisty and I.C. Potter ; v. 1 -
v. 4B. -- Academic Press, 1971.　　v. 4B

図書館 487||B-4B||56014324

22 田中康一 本学卒業生
胎生 / P.J.ホガース著 ; 磯野直秀訳. -- 朝倉書店, 1980. -- (Asakura-
Arnold biology ; 9).

図書館 481.2||T||56014333

23 田中康一 本学卒業生
The Biology of marsupials / [edited] by Don Hunsaker II. -- Academic
Press, 1977.

図書館 489.3||B||56014342

24 田中康一 本学卒業生
メチニコフ炎症論 / Élie Metchnikoff著 ; 飯島宗一, 角田力弥訳. -- 文光
堂, 1976. -- (Bunkodo medical monograph series).

図書館 QZ150||M||56014351

25 田中康一 本学卒業生 昆虫生理・生化学 / 池庄司敏明[ほか]共著. -- 朝倉書店, 1986. 図書館 486.1||K||56014360

26 田中康一 本学卒業生
Manual of human embryology / edited by Franz Keibel and Franklin
P.Mall ; v. 1, v. 2. -- Asian ed.. -- Kimura Book Store, 1977.　　v. 1

図書館 QS604||M-1||56014370

27 田中康一 本学卒業生
Manual of human embryology / edited by Franz Keibel and Franklin
P.Mall ; v. 1, v. 2. -- Asian ed.. -- Kimura Book Store, 1977.　　v. 2

図書館 QS604||M-2||56014389

28 田中康一 本学卒業生
ケント脊椎動物の比較解剖学 / George C.Kent, Robert K.Carr著 : 谷口
和之, 福田勝洋訳. -- 緑書房, 2015.

図書館 487||K||56014398



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

29 田中康一 本学卒業生

Anatomie de Latimeria Chalumnae. Tome 3. Appareil digestif, Appareil
respiratoire, Appareil urogénital, Glandes endocrines, Appareil
circulatoire, Téguments, Écailles, Conclusions générales / J. Millot, J.
Anthony, D. Robineau. -- Centre National de la Recherche Scientifique,
1978.　　Tome 3.

図書館 487.5||A||56014404

30 田中康一 本学卒業生

Blutgefässe und Herz. Lymphgefässe und Lymphatische Organe . Milz /
bearbeitet von A. Benninghoff, A. Hartmann, T. Hellman ; : pbk, : hard. --
Julius Springer, 1930. -- (Handbuch der Mikroskopischen Anatomie des
Menschen / hrsg. von Wilhelm v. Möllendorff ; Bd. 6. . Blutgefäss- und
Lymphgefässapparat  Atmungsapparat und Innersekretorische Drü sen ;
Teil 1).

図書館 QS504||H-6||56014413

31 田中康一 本学卒業生
人体発生学 : 臨床に役立つ発生学 第3版 / K.L.Moore著,星野一正訳. -
- 第3版. -- 医歯薬出版, 1986.

図書館 QS604||M||56014422

32 田中康一 本学卒業生 動物解剖図 / 日本動物学会編. -- 丸善, 1990. 図書館 481.1||D||56014431

33 田中康一 本学卒業生
Invertebrate blood cells / edited by N.A. Ratcliffe and A.F. Rowley ; v. 1,
v. 2. -- Academic Press, 1981.　　v. 1

図書館 483||I-1||56014440

34 田中康一 本学卒業生
Invertebrate blood cells / edited by N.A. Ratcliffe and A.F. Rowley ; v. 1,
v. 2. -- Academic Press, 1981.　　v. 2

図書館 483||I-2||56014450

35 田中康一 本学卒業生
The avian embryo : structural and functional development / by Alexis L.
Romanoff. -- Macmillan, 1960.

図書館 488.1||A||56014469

36 田中康一 本学卒業生
生命を支えるマクロファージ / 高橋潔, 内藤眞, 竹屋元裕編著. -- 文光
堂, 2001.

図書館 QW690||S||56014478

37 田中康一 本学卒業生
Electron microscopy of human blood cells / Yasukazu Tanaka, Joseph R.
Goodman. -- Harper & Row, 1972.

図書館 WH140||E||56014487

38 田中康一 本学卒業生
動物の血液細胞と生体防御 : 免疫システムを支える細胞の姿 / 和合治
久編著. -- 菜根出版, 1997.

図書館 481.3||D||56014496

39 田中康一 本学卒業生

Phylogeny of thymus and bone marrow--bursa cells : proceedings of an
International Symposium on the Phylogeny of T and B Cells, New
Orleans, Louisiana, 1-3 June 1976 / organized by R. K. Wright under the
auspices of the Division of Comparative Immunology, American Society
of Zoologists ; edited by Richard K. Wright and Edwin L. Cooper. --
North-Holland Pub. Co., 1976.

図書館 WH200||P||56014502



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

40 田中康一 本学卒業生
The cells and tissues of the immune system : structure, functions,
interactions / Leon Weiss ; pbk.. -- Prentice-Hall, 1972. -- (Prentice-
Hall foundations of immunology series).

図書館 QW504||C||56014511

41 田中康一 本学卒業生
Human bone marrow / S. N. Wickramasinghe. -- Blackwell Scientific
Publications, 1975.

図書館 WH380||H||56014520

42 田中康一 本学卒業生
Lymphatics, lymph and the lymphomyeloid complex / by Joseph Mendel
Yoffey and Frederick Colin Courtice. -- Academic Press, 1970.

図書館 WH700||L||56014530

43 田中康一 本学卒業生
The immune system : comparative histophysiology / Agustin G. Zapata
and Edwin L. Cooper ; : U.K. : est.. -- Wiley, 1990.

図書館 QW504||I||56014549



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 湯浅保仁 副学長・名誉教授
がん生物学イラストレイテッド 第2版 / 渋谷正史, 湯浅保仁編集. -- 第2
版. -- 羊土社, 2019.

図書館新着図書棚 QZ200||G||19001272

2 能登洋 医学部医学科
糖尿病診療のエビデンス : 最新 改訂版 / 能登洋著. -- 改訂版. -- 日経
BP, 2019.

図書館新着図書棚 WK810||T||19001263

9月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 絹笠祐介 消化管外科分野 絹笠式静岡がんセンター大腸癌手術 / 絹笠祐介編集. -- 南江堂, 2017. 図書館新着図書棚 WI529||K||19001361

2 木原和徳 名誉教授
Gasless single-port retroperitoneoscopic surgery in urology : with
robosurgeon in mind / edited by Kazunori Kihara. -- Igaku Tosho
Shuppan, 2019.

図書館新着図書棚 WJ168||G||19001405

10月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 土屋輝一郎 消化器内科
渡辺守教授退任記念誌 / 土屋輝一郎 [ほか] 編. -- 東京医科歯科大学
大学院医歯学総合研究科消化器病態学, 2019.

図書館医歯大関連
資料棚

医歯(他)||W||19001441

11月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 渡辺聡 歯髄生物学分野
マストオブ・イニシャルトリートメント / 北村和夫編著 ; 渡辺聡 [ほか著]. -
- デンタルダイヤモンド社, 2018. -- (マストオブ・エンドドンティクスシリー
ズ ; 1).

図書館新着図書棚 WU230||M||19001540

2 三宅貫一 病理學講義 / 緒方知三郎著. -- 南山堂書店, 1945. 図書館貴重書庫 QZ4||B||56040306

12月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 岡崎睦
外傷処置・小手技の技&Tips : はやく, 要領よく, きれいに仕上げる極意
改訂第2版 / 岡崎睦編著. -- 改訂第2版. -- メジカルビュー社, 2020.

図書館新着図書棚 WO700||G||19001559

1月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 竹村洋典
総合診療医学分

野
臨床医になるための必修アイテム : 医療面接から臨床判断学まで / 竹
村洋典著. -- 南江堂, 2002.

図書館シラバス図
書棚

WB100||R||19001595

2月の寄贈図書



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 窪田 哲朗
免疫病態検査学

分野
緊急度・重症度からみた症状別看護過程+病態関連図 第3版 / 井上智
子, 窪田哲朗編集. -- 第3版. -- 医学書院, 2019.

図書館新着図書棚 WY100||K||19001657

2 窪田 哲朗
免疫病態検査学

分野

Medicine : an illustrated history / by Albert S. Lyons, and R. Joseph
Petrucelli II ; with special sections by Juan Bosch ... [et al.] ; and
contributions by Alan H. Barnert ... [et al.]. -- Abradale Press/Abrams,
1987.

図書館新着図書棚 WZ40||M||19001666

3 保健衛生学科
卒業研究集録 / 東京医科歯科大学医学部保健衛生学科看護学専攻
[編著] ; 第1回[1992] - 第28回[2019]. -- 東京医科歯科大学医学部保健
衛生学科看護学専攻, 1993-.

図書館医歯大関連
資料棚

医歯(論)||HN||56042697

4 カリール・ラーマン

Myelodysplastic syndromes / guest editor, Benjamin L. Ebert ; consulting
editors, George P. Canellos, Nancy Berliner. -- Saunders, an imprint of
Elsevier, 2010. -- (Hematology/oncology clinics of North America ; v. 24,
no. 2).

図書館新着図書棚 WH250||M||56043980

3月の寄贈図書


