
寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

1 奈良信雄 名誉教授 内科診断学 第3版 / 福井次矢, 奈良信雄編集. -- 第3版. -- 医学書院, 2016. 図書館新着図書棚 WB141||N||18000038

2 奈良信雄 名誉教授
ナースの内科学 改訂10版 / 奈良信雄編著. -- 改訂10版. -- 中外医学社,
2017.

図書館新着図書棚 WY150||N||18000047

3 奈良信雄 名誉教授
生理学 / 奈良信雄, 和田隆志編集. -- 医歯薬出版, 2018. -- (最新臨床検査
学講座).

図書館新着図書棚 QY5||S||18000056

4 奈良信雄 名誉教授
臨床検査 / 奈良信雄編 ; 荒木昭博 [ほか] 執筆. -- 第7版. -- 医学書院,
2014. -- (系統看護学講座 ; 別巻).

図書館新着図書棚 WY5||K||18000065

5 奈良信雄 名誉教授
血液疾患の病態生理 : ハーバード大学テキスト / H. フランクリン バン, ジョン
C. アスター編 ; 奈良信雄訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル,
2012.

図書館新着図書棚 WH120||K||18000074

6 杉原 泉
システム

神経生理学
Ion channel reconstitution / edited by Christopher Miller. -- Plenum Press,
1986.

図書館新着図書棚 QU55||I||18000136

7 杉原 泉
システム

神経生理学
Membranes, channels, and noise / edited by Robert S. Eisenberg, Martin
Frank, and Charles F. Stevens. -- Plenum Press, 1984.

図書館新着図書棚 QT34||M||18000145

8 杉原 泉
システム

神経生理学
Structure and function in excitable cells / edited by Donald C. Chang ... [et
al.]. -- Plenum Press, 1983.

図書館新着図書棚 WL102||S||18000154

9 齋田幸久 画像診断・核医学
放射線医学総論 / 富山憲幸, 中川恵一編集. -- 金芳堂, 2012. -- (放射線医
学 / 楢林勇, 杉村和朗監修).

図書館新着図書棚 WN100||H||18000682

10 長谷川篤彦
医学知環 ; 勿誤薬室学規 ; 勿誤堂塾規 ; 医学読書規 ; 栗園医訓 ; 附(1) 医学
弁要 ; 附(2) 傷寒弁術. -- 谷口書店, 1987. -- (浅田宗伯選集 / 長谷川弥人
校注 ; 第1集).

自動書庫 WB50||A-1||55998169

11 長谷川篤彦
傷寒弁要・傷寒翼方・傷寒雑病弁証・脉法私言 : 附四診要訣. -- 谷口書店,
1988. -- (浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第2集).

自動書庫 WB50||A-2||55998178

12 長谷川篤彦
雑病弁要. -- 谷口書店, 1988. -- (浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第3集
1).

自動書庫 WB50||A-3-1||55998187
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13 長谷川篤彦
雑病翼方. -- 谷口書店, 1988. -- (浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第3集
2).

自動書庫 WB50||A-3-2||55998196

14 長谷川篤彦
傷寒論識 (全). -- 谷口書店, 1987. -- (浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第
4集).

自動書庫 WB50||A-4||55999110

15 長谷川篤彦 雑病論識. -- 谷口書店, 1989. -- (浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第5集). 自動書庫 WB50||A-5||55998347

16 長谷川篤彦 続・浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第1集, 第2集, 第3集. -- 谷口書店. 自動書庫 WB50||A-1||55998356

17 長谷川篤彦 続・浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第1集, 第2集, 第3集. -- 谷口書店. 自動書庫 WB50||A-2||55998365

18 長谷川篤彦 続・浅田宗伯選集 / 長谷川弥人校注 ; 第1集, 第2集, 第3集. -- 谷口書店. 自動書庫 WB50||A-3||55998374

19 長谷川篤彦
傷寒雑病辨証 : 訓読校注 / 浅田宗伯原著 ; 長谷川弥人訓注. -- 谷口書店,
1992.

自動書庫 WB50||A||55998383

20 長谷川篤彦
脉法私言 : 訓読校注 / 浅田宗伯原著 ; 長谷川弥人訓読校注. -- 谷口書店,
1994.

自動書庫 WB50||H||55998392

21 長谷川篤彦
訓読校注 傷寒論識 / 浅田宗伯原著 ; 長谷川弥人訓注. -- たにぐち書店,
1996.

自動書庫 WB50||A||55999120

22 長谷川篤彦
勿誤薬室方函・口訣釈義 / 長谷川弥人著. -- 創元社, 1985. -- (東洋医学選
書).

自動書庫 WB50||H||55999139

23 長谷川篤彦 傷寒論 / 木村博昭考註者. -- 春陽堂, 1933. -- (東洋醫藥叢刊). 自動書庫 WB50||K||55999587

24 長谷川篤彦
私の読んだ傷寒論識 : 奇問珍問愚問に答えて / 栗園浅田惟常原著 ; 長谷川
弥人編著. -- たにぐち書店, 2003.

自動書庫 WB50||H||55999596

25 長谷川篤彦
浅田流漢方入門 : その学び方、薬方の選び方 / 長谷川弥人著. -- 谷口書店,
1993.

自動書庫 WB50||H||55999166



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

26 長谷川篤彦
臨床医の漢方治療指針 / 長谷川弥人,大塚恭男編. -- メジカルビュー社,
1985.

自動書庫 WB50||H||55999175

27 長谷川篤彦
臨床医の漢方治療指針 改訂第2版 / 長谷川弥人, 大塚恭男, 丁宗鉄 編集. -
- 改訂第2版. -- メジカルビュー社, 1999.

自動書庫 WB50||H||55999184

28 長谷川篤彦 三餘舎雑稿 / 長谷川弥人著 ; [正], 続, 第3篇. -- 長谷川弥人, 1983. 自動書庫 WB50||H||55999219

29 長谷川篤彦 杏花片々 : 内科診療メモ / 長谷川弥人輯. -- 金原出版, 1978. 自動書庫 WB100||H||55999228

30 長谷川篤彦 臨床血液学必携 / 長谷川彌人著. -- 鳳鳴堂書店, 1964. 自動書庫 WH100||H||55999237

31 長谷川篤彦
再生不良性貧血論文集 / 長谷川弥人 [著] ; 伊藤宗元編. -- 慶応義塾大学
医学部血液研究室, 1977.

自動書庫 WH250||H||55999255

32 長谷川篤彦
臨床症状による内科診断 : 問診から診断決定まで / 三方一澤, 長谷川彌人
共著. -- 南山堂, 1958.

自動書庫 WB141||M||55999264

33 長谷川篤彦
内科治療医典 : 症状と疾病に対する治療の実際 / 三方一沢,長谷川弥人共
著. -- 南山堂, 1962.

自動書庫 WB115||M||55999273

34 長谷川篤彦 細菌性心内膜炎 / 三方一澤, 長谷川弥人共著. -- 南江堂, 1965. 自動書庫 WG285||M||55999282

35 長谷川篤彦 内科学 / 大島良雄[ほか]編. -- 医学書院, 1962. 自動書庫 WB115||O||55999344

36 長谷川篤彦
臨床血液学 第2版 / 長谷川弥人, 日野志郎編集. -- 第2版. -- 医学書院,
1974.

自動書庫 WH100||H||55999353

37 長谷川篤彦 亜急性細菌性心内膜炎の臨床 / 三方一沢編. -- 南山堂, 1955. 自動書庫 WG285||M||55999362

38 長谷川篤彦
臨床四十年 : 新輯西野教授講義講演集 / 西野忠次郎著 ; 慶應義塾大學醫
學部内科教室編. -- 近代書房, 1948.

自動書庫 WB9||R||55999371



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

39 長谷川篤彦 臨床五十年 / 西野忠次郎著. -- 中外医学社, 1952. 自動書庫 WB9||R||55999380

40 長谷川篤彦 続臨床五十年 / 西野忠次郎. -- 中外医学社, 1954. 自動書庫 WB9||Z||55999335

41 長谷川篤彦 腦溢血 第2版 / 西野忠次郎編. -- 第2版. -- 丸善, 1950. 自動書庫 WL355||N||55999326

42 長谷川篤彦 橘窓書影 / 浅田宗伯著. -- 燎原書店, 1976. 自動書庫 WB50||K||55999569

43 長谷川篤彦 療難百則 / 尾台榕堂, 浅田栗園著 ; 安西安周訳注. -- 億兆社, 1935. 自動書庫 WB50||R||55999157

44 長谷川篤彦 方函類聚 : 全 / 栗園先生著. -- [熊谷末蔵], 1984?. 自動書庫 WB50||H||55999308

45 長谷川篤彦 栗園先生一夕話 完 / 浅田宗伯著, 長谷川弥人校注. -- 津村順天堂, 1987. 自動書庫 WB50||R||55999148

46 長谷川篤彦
雑病辨要 : 訓読校注 / 浅田宗伯原著 ; 長谷川弥人訓読校注. -- 谷口書店,
1994.

自動書庫 WB50||Z||55999317

47 長谷川篤彦
傷寒論講義 / 木村博昭釈義 ; 木村長久筆受. -- 春陽堂書店, 1982. -- (東洋
医学双書).

自動書庫 WB50||S||55999578

48 長谷川篤彦 訓訳傷寒弁要 / 浅田宗伯原著 ; 長谷川弥人訓訳. -- 谷口書店, 1989. 自動書庫 WB50||K||55999291

49 長谷川篤彦 血液の臨床 / 長谷川弥人編. -- 朝倉書店, 1975. 自動書庫 WH100||K||55999246

50 長谷川篤彦 三餘舎雑稿 / 長谷川弥人著 ; [正], 続, 第3篇. -- 長谷川弥人, 1983. 自動書庫 WB50||S||55999193

51 長谷川篤彦 三餘舎雑稿 / 長谷川弥人著 ; [正], 続, 第3篇. -- 長谷川弥人, 1983. 自動書庫 WB50||S||55999200



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

52 富田達雄 本学卒業生

Pathology secrets / [edited by] Ivan Damjanov ; pbk.. -- Hanley & Belfus,
2002. 図書館新着図書棚 QZ4||P||18000806

53 富田達雄 本学卒業生

Functional histology : a text and colour atlas / Paul R. Wheater, H. George
Burkitt, Victor G. Daniels ; illustrated by Philip J. Deakin ; : pbk. -- Churchill
Livingstone, 1979.

図書館新着図書棚 QS517||F||18000815

54 富田達雄 本学卒業生

Histology for pathologists / editor, Stephen S. Sternberg. -- Raven Press,
1992. 図書館新着図書棚 QS504||H||18000824

55 杉原泉
システム

神経生理学

Cell culture in the neurosciences / edited by Jane E. Bottenstein and
Gordon Sato. -- Plenum Press, 1985. -- (Current topics in neurobiology). 図書館新着図書棚 WL102.5||C||18001581

56 杉原泉
システム

神経生理学

Spikes : exploring the neural code / Fred Rieke ... [et al.]. -- paperback ed.. -
- MIT Press, 1999. -- (Computational neuroscience). 図書館新着図書棚 WL102.5||S||18001590

57 杉原泉
システム

神経生理学

Das Cerebellum der Säugetiere : eine vergleichende anatomische
Untersuchung / von Louis Bolk ; pbk. -- [Reprint ed]. -- Kessinger, 1906. 図書館新着図書棚 WL320||C||18001607

58 杉原泉
システム

神経生理学

Ionic channels in cells and model systems / edited by Ramon Latorre. --
Plenum Press, 1986. -- (Series of the Centro de Estudios Científicos de
Santiago).

図書館新着図書棚 463||I||18001616

59 杉原泉
システム

神経生理学

From sound to synapse : physiology of the mammalian ear / C. Daniel Geisler.
-- Oxford University Press, 1998. 図書館新着図書棚 WV201||F||18001705

60 杉原泉
システム

神経生理学

Membrane physiology / edited by Thomas E. Andreoli, Joseph F. Hoffman,
and Darrell D. Fanestil ; pbk.. -- Plenum Medical Book Co., 1980. 図書館新着図書棚 QS532.5||M||18001714

61 杉原泉
システム

神経生理学

Head direction cells and the neural mechanisms of spatial orientation /
edited by Sidney I. Wiener and Jeffrey S. Taube. -- MIT Press, 2005. --
(Bradford book).

図書館新着図書棚 WL702||H||18001723

62 鹿野俊一 顎顔面解剖学 阿波清五郎の解剖学語呂合わせ / 鹿野俊一著. -- 理工図書, 2015. 図書館新着図書棚 QS18.2||A||18001840

63 鹿野俊一 顎顔面解剖学 阿波清五郎の解剖学語呂合わせ / 鹿野俊一著. -- 理工図書, 2015. 図書館新着図書棚 QS18.2||A||18001859

64 木下淳博
教育メディア開発学

分野

非外科治療による歯周病コントロール : 歯科医師・歯科衛生士のための
Clinical Handbook / Paul A. Levi, Jr. [ほか] 著 ; 和泉雄一 [ほか] 監訳. -- 医
歯薬出版, 2018.

図書館新着図書棚 WU240||H||18002266
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65 金澤学 高齢者歯科学分野
若手歯科医師のための海外留学指南 / 北川昇編 ; 萩原芳幸編. -- 口腔保
健協会, 2018.

図書館新着図書棚 W18||W||18002319

66 杉原泉
システム

神経生理学
Hearing in vertebrates : a psychophysics databook / Richard R. Fay. -- Hill-
Fay Associates, 1988.

図書館新着図書棚 WV270||H||18002794

67 小島久幸 本学非常勤講師
Auditory cortex : anatomy, functions, and disorders / Mounya Elhilali, editor ;
: hardcover. -- Nova Science Publishers, 2012. -- (Physiology-laboratory and
clinical research series)(Nova biomedical).

図書館新着図書棚 WL307||A||18002954

68 鈴木良戈 本学卒業生 句集落椿 / 村田思故著. -- [村田思故], 1992.
図書館医歯大関連資
料棚

医歯(他)||K||55999658

69 鈴木良戈 本学卒業生 句集鈴虫孵し / 野崎幸人著. -- [野崎幸人], 1989.
図書館医歯大関連資
料棚

医歯(他)||K||55999667

70 鈴木良戈 本学卒業生
柳如会句集 / 東京医科歯科大学医学部第一内科教室同人編 ; [1], 2, 終. --
柳金太郎, 1956.

図書館医歯大関連資
料棚

医歯(他)||R-1||55999676

71 鈴木良戈 本学卒業生
柳如会句集 / 東京医科歯科大学医学部第一内科教室同人編 ; [1], 2, 終. --
柳金太郎, 1956.

図書館医歯大関連資
料棚

医歯(他)||R-2||55999685

72 鈴木良戈 本学卒業生
柳如会句集 / 東京医科歯科大学医学部第一内科教室同人編 ; [1], 2, 終. --
柳金太郎, 1956.

図書館医歯大関連資
料棚

医歯(他)||R-3||55999694

73 杉原健一 名誉教授
杉原健一教授退官記念業績集. -- 東京医科歯科大学大学院腫瘍外科学分
野, 2014.

図書館医歯大
関連資料棚

医歯(他)||S||18003030

74 杉原健一 名誉教授
Surgical treatment of colorectal cancer : asian perspectives on optimization
and standardization / Nam Kyu Kim, Kenichi Sugihara, Jin-Tung Liang,
editors. -- Springer, 2018.

図書館新着図書棚 WI650||S||18003049

75 野村はるか
日本でいちばんわかる新・医療政策のしくみ : 2018年度診療報酬改定編 / 鳥
海和輝監修・原作 ; 田淵アントニオ構成・シナリオ ; 田中へこイラスト・漫画. --
SCICUS, 2018.

図書館新着図書棚 W84||N||18003156

76 依田哲也
顎顔面外科学

分野
新編チャートでわかる顎関節症の診断と治療 / 依田哲也著. -- 医歯薬出版,
2012.

図書館新着図書棚 WU140.5||S||18003218

77 依田哲也
顎顔面外科学

分野
こころの病気と歯科治療 / 宮岡等, 和気裕之監・著 ; 宮地英雄, 依田哲也編・
著. -- デンタルダイヤモンド社, 2018. -- (Dd隣接医学シリーズ).

図書館新着図書棚 WU140||K||18003209



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

78 高気圧治療部 高気圧酸素治療入門 第6版 図書館新着図書棚 WB342||K||18003450

79 杉原泉
システム

神経生理学
New concepts in cerebellar neurobiology / editor, James S. King. -- Liss,
1986. -- (Neurology and neurobiology ; v. 22).

図書館
新着図書棚

W1||NE-22||18003568

80 佐野隆一
チェアサイドとラボサイドで共有したい補綴再製をなくすための臨床テクニック
24 / 佐野隆一著. -- 医歯薬出版, 2018.

図書館
新着図書棚

WU500||C||18003595

81
水口俊介
古屋純一

高齢者歯科学分野
地域・福祉口腔機能管

理学

研修医・歯科衛生士にこそ読んでもらいたい!学校では習わなかった義歯と義
歯ケアの話 : オーラルフレイルの時代 : 患者さんに説明できますか?義歯と全
身・食事・栄養のこと / 水口俊介, 古屋純一監著. -- クインテッセンス出版,
2018.

図書館
新着図書棚

WU500||K||18004117

82 鍔田武志  免疫疾患分野
糖鎖を知る : その素顔と病気への挑戦 / 科学技術振興機構編. -- 科学技術
振興機構, 2010.

図書館
新着図書棚

QU75||T||18004171

83 鍔田武志  免疫疾患分野
裁判所による特許法等解釈 : 最新判例で学ぶ実務家のための / 廣田浩一
著. -- 山の手総合研究所, 2016.

図書館 507.2||S||56004408

84 鍔田武志  免疫疾患分野
裁判所による特許法等解釈 : 最新判例で学ぶ実務家のための 第2版 / 廣田
浩一著. -- 第2版. -- 山の手総合研究所, 2017.

図書館 507.2||S||56004417

85 鍔田武志  免疫疾患分野
電機・IT知財判例年鑑 : 実務者向け判例書籍 / 廣田浩一著 ; 2015年版,
2016年版, 2017年版. -- 山の手総合研究所, 2017.

図書館 507.2||C||56004435

86 鍔田武志  免疫疾患分野
電機・IT知財判例年鑑 : 実務者向け判例書籍 / 廣田浩一著 ; 2015年版,
2016年版, 2017年版. -- 山の手総合研究所, 2017.

図書館 507.2||C||56004444

87 鍔田武志  免疫疾患分野
電機・IT知財判例年鑑 : 実務者向け判例書籍 / 廣田浩一著 ; 2015年版,
2016年版, 2017年版. -- 山の手総合研究所, 2017.

図書館 507.2||C||56004453

88 鍔田武志  免疫疾患分野
化学・バイオ知財判例年鑑 : 実務者向け判例書籍 / 廣田浩一著 ; 2012年版
- 2017年版. -- 山の手総合研究所, 2013.

図書館 507.2||C||56004462

89 鍔田武志  免疫疾患分野
化学・バイオ知財判例年鑑 : 実務者向け判例書籍 / 廣田浩一著 ; 2012年版
- 2017年版. -- 山の手総合研究所, 2013.

図書館 507.2||C||56004471



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

90 鍔田武志  免疫疾患分野
知財事例で学ぶ民法・民事訴訟法 : 特定侵害訴訟代理業務試験対策 / 横井
康真, 磯田直也著. -- 山の手総合研究所, 2013.

図書館 327||C||56004480

91 鍔田武志  免疫疾患分野
知財訴訟の訴状・答弁書の書き方 : 特定侵害訴訟代理業務試験過去問から
学ぶ : 知財関係者必見 : 付記試験過去問問題・模範解答付 集約版 / 横井
康真著. -- 集約版. -- 山の手総合研究所, 2014.

図書館 327||C||56004490

92 鍔田武志  免疫疾患分野
裁判所による特許法等解釈 : 最新判例で学ぶ実務家のための 第3版 / 廣田
浩一著. -- 第3版. -- 山の手総合研究所, 2018.

図書館 507.2||S||56004426

93
MD KHALILUR

RAHMAN
本学臨床研究員

DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer : principles & practice of oncology
8th ed / editors, Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A.
Rosenberg ; associate scientific advisors, Robert A. Weinberg, Ronald A.
DePinho ; : set, v. 1, v. 2. -- 8th ed. -- Wolters Kluwer/Lippincott Williams &

図書館
新着図書棚

QZ200||D-1||18004494

94
MD KHALILUR

RAHMAN
本学臨床研究員

DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer : principles & practice of oncology
8th ed / editors, Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A.
Rosenberg ; associate scientific advisors, Robert A. Weinberg, Ronald A.
DePinho ; : set, v. 1, v. 2. -- 8th ed. -- Wolters Kluwer/Lippincott Williams &

図書館
新着図書棚

QZ200||D-2||18004500

95 杉原泉
システム

神経生理学
Serotonin, the cerebellum, and ataxia / editors, Paul Trouillas, Kjell Fuxe. --
Raven Press, 1993.

図書館
新着図書棚

WL320||S||18004510

96 杉原泉
システム

神経生理学
Neurochemistry of the vestibular system / Alvin J. Beitz, John H. Anderson,
editors. -- CRC Press, 1999.

図書館
新着図書棚

WV255||N||18004538

97 杉原泉
システム

神経生理学
The Olivocerebellar system in motor control / Piergiorgio Strata, (ed.) ; :gw,
:us. -- Springer-Verlag, 1989. -- (Experimental brain research series ; 17).

図書館
新着図書棚

WL300||EX-17||18004529

98 謝 明秀 皮膚科 臨床老年醫學 : 診斷與評價 / 岩本俊彦著 ; 謝明秀譯. -- 公記, 2014.
図書館
新着図書棚

WT100||R||18004725

99 橋本貢士 メタボ先制医療講座

Thyroid hormones and their related diseases / editors, Takashi Akamizu,
Jaeduk Yoshimura Noh, Masanobu Yamada. -- Japan Thyroid Association,
2017. -- (日本甲状腺学会雑誌 = Journal of the Japan Thyroid Association
;Vol.8 No.2 extended edition).

図書館
新着図書棚

WK202||T||18004734

100 橋本貢士 メタボ先制医療講座

甲状腺ホルモンと関連疾患 / 赤水尚史, 吉村弘, 山田正信編集. -- 日本甲状
腺学会, 2017. -- (日本甲状腺学会雑誌 = Journal of the Japan Thyroid
Association ;Vol.8 No.2 増大号).

図書館
新着図書棚

WK202||K||18004743

101 岡田卓也 消化管外科分野
消化器疾患の最新医療 / 井廻道夫編集主幹 ; 平野聡[ほか] 編集委員. --
寺田国際事務所/先端医療技術研究所, 2018. -- (先端医療シリーズ ; 49).

図書館新着図書棚 WI100||S||18004860

102 岡田卓也 消化管外科分野
消化器疾患の最新医療 / 井廻道夫編集主幹 ; 平野聡[ほか] 編集委員. --
寺田国際事務所/先端医療技術研究所, 2018. -- (先端医療シリーズ ; 49).

図書館 WI100||S||18004879



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

103 大川淳 整形外科学分野
体表からわかる人体解剖学 : ポケットチューター / Richard Tunstall ; Nehal
Shah [著] ; 大川淳 [ほか] 訳. -- 南江堂, 2014.

図書館新着図書棚 QS4||T||18004897

104 大川淳 整形外科学分野
体表からわかる人体解剖学 : ポケットチューター / Richard Tunstall ; Nehal
Shah [著] ; 大川淳 [ほか] 訳. -- 南江堂, 2014.

図書館 QS4||T||18004903

105 寺内公一
女性健康医学

講座
産婦人科医のための骨粗鬆症診療実践ハンドブック / 寺内公一, 太田邦明
編著. -- 中外医学社, 2018.

図書館新着図書棚 WP100||S||18005796

106
瀬江千史
(著者代表)

医学の復権 : 医学体系の科学化へ向けて / 瀬江千史著. -- 現代社, 1995. 図書館新着図書棚 W18||I||18005212

107
瀬江千史
(著者代表)

学問としての看護学の成立. -- 現代社, 1997. -- (看護学と医学 / 瀬江千史
著 ; 上巻).

図書館新着図書棚 WY86||K-1||18005221

108
瀬江千史
(著者代表)

医学原論入門 / 瀬江千史著. -- 現代社, 2001. -- (看護学と医学 / 瀬江千史
著 ; 下巻).

図書館新着図書棚 WY86||K-2||18005230

109
瀬江千史
(著者代表)

医学原論 : 医学教育講義 / 瀬江千史著 ; 上巻. -- 現代社, 2017. 図書館新着図書棚 WY18||I||18005240

110
瀬江千史
(著者代表)

看護の生理学 : 人間をみる看護の視点 / 薄井坦子, 瀬江千史著 ; 1, 2, 3. --
現代社, 1993. -- (現代社白鳳選書 ; 21-23).

図書館新着図書棚 WYQT||K-1||18005259

111
瀬江千史
(著者代表)

看護の生理学 : 人間をみる看護の視点 / 薄井坦子, 瀬江千史著 ; 1, 2, 3. --
現代社, 1993. -- (現代社白鳳選書 ; 21-23).

図書館新着図書棚 WYQY||K-2||18005268

112
瀬江千史
(著者代表)

看護の生理学 : 人間をみる看護の視点 / 薄井坦子, 瀬江千史著 ; 1, 2, 3. --
現代社, 1993. -- (現代社白鳳選書 ; 21-23).

図書館新着図書棚 WYQT||K-3||18005277

113
瀬江千史
(著者代表)

育児の生理学 : 医学から説く科学的育児論 改訂版 / 瀬江千史著. -- 改訂
版. -- 現代社, 2007. -- (現代社白鳳選書 ; 2).

図書館新着図書棚 WS113||I||18005286

114
瀬江千史
(著者代表)

新・頭脳の科学 : アタマとココロの謎を解く / 瀬江千史, 菅野幸子著 ; 上巻, 下
巻. -- 現代社, 2012. -- (現代社白鳳選書 ; 34-35).

図書館新着図書棚 WL300||S-1||18005295

115
瀬江千史
(著者代表)

新・頭脳の科学 : アタマとココロの謎を解く / 瀬江千史, 菅野幸子著 ; 上巻, 下
巻. -- 現代社, 2012. -- (現代社白鳳選書 ; 34-35).

図書館新着図書棚 WL300||S-2||18005301



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

116
瀬江千史
(著者代表)

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る / 瀬江千史, 本田克也, 小
田康友著 ; 第1巻 - 第6巻. -- 現代社, 2006. -- (現代社白鳳選書 ; 24, 25, 29,
31, 38, 43).

図書館新着図書棚 W18||I-1||18005310

117
瀬江千史
(著者代表)

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る / 瀬江千史, 本田克也, 小
田康友著 ; 第1巻 - 第6巻. -- 現代社, 2006. -- (現代社白鳳選書 ; 24, 25, 29,
31, 38, 43).

図書館新着図書棚 W18||I-2||18005320

118
瀬江千史
(著者代表)

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る / 瀬江千史, 本田克也, 小
田康友著 ; 第1巻 - 第6巻. -- 現代社, 2006. -- (現代社白鳳選書 ; 24, 25, 29,
31, 38, 43).

図書館新着図書棚 W18||I-3||18005339

119
瀬江千史
(著者代表)

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る / 瀬江千史, 本田克也, 小
田康友著 ; 第1巻 - 第6巻. -- 現代社, 2006. -- (現代社白鳳選書 ; 24, 25, 29,
31, 38, 43).

図書館新着図書棚 W18||I-4||18005348

120
瀬江千史
(著者代表)

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る / 瀬江千史, 本田克也, 小
田康友著 ; 第1巻 - 第6巻. -- 現代社, 2006. -- (現代社白鳳選書 ; 24, 25, 29,
31, 38, 43).

図書館新着図書棚 W18||I-5||18005357

121
瀬江千史
(著者代表)

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る / 瀬江千史, 本田克也, 小
田康友著 ; 第1巻 - 第6巻. -- 現代社, 2006. -- (現代社白鳳選書 ; 24, 25, 29,
31, 38, 43).

図書館新着図書棚 W18||I-6||18005366

122
瀬江千史
(著者代表)

ある医学生の学び / 北條亮著. -- 現代社, 2014. -- (現代社白鳳選書 ; 40 .
医学教育概論の実践 ; [第1巻]).

図書館新着図書棚 W18||I-1||18005375

123
瀬江千史
(著者代表)

医学生の学びから初期研修医の学びへ / 北條亮著. -- 現代社, 2017. -- (現
代社白鳳選書 ; 46 . 医学教育概論の実践 ; 第2巻).

図書館新着図書棚 W18||I-2||18005384

124
瀬江千史
(著者代表)

医療実践方法を論理の学に : 研修医に理論的見方・考え方を語る / 聖瞳子,
高遠雅志, 九條静, 北條亮著 ; 第1巻. -- 現代社, 2016. -- (現代社白鳳選書 ;
44).

図書館新着図書棚 WB102||I||18005393

125 二階堂 徹 う蝕制御学分野 接着歯学 第2版 / 日本接着歯学学会編. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2015.
図書館
新着図書棚

WU190||S||18005876

126 大久保 功子
リプロダクティブヘルス

看護学分野
対話をめぐる現象学 : 看護の経験を意味づける / 西村ユミ [ほか] 編. -- 日
本看護協会出版会, 2018. -- (教養と看護).

図書館
新着図書棚

WY86||T||18005974

127 大久保 功子
リプロダクティブヘルス

看護学分野

概論・リプロダクティブヘルスと看護 = Introduction to maternal nursing / 中込
さと子, 小林康江, 荒木奈緒編. -- メディカ出版, 2019. -- (ナーシング・グラフィ
カ . 母性看護学 ; 1).

図書館
新着図書棚

WY157.3||B-1||18005983

128 大久保 功子
リプロダクティブヘルス

看護学分野

母性看護の実践 = Fundations of maternal nursing / 中込さと子, 小林康江,
荒木奈緒編. -- メディカ出版, 2019. -- (ナーシング・グラフィカ . 母性看護学 ;
2).

図書館
新着図書棚

WY157.3||B-2||18005992



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

129 大久保 功子
リプロダクティブヘルス

看護学分野

母性看護技術 第4版 = Practice to maternal nursing / 荒木奈緒, 中込さと子,
小林康江編. -- 第4版. -- メディカ出版, 2019. -- (ナーシング・グラフィカ . 母
性看護学 ; 3).

図書館
新着図書棚

WY157.3||B-3||18006004

130 呉英寬
呉氏Active Plate夜間齒顎矯正法 = Wu's nocturnal orthodontics using active
plate / Wu, Ying Kuan, Wu, Yi Chen. -- 典藏文創, 2018.

図書館
新着図書棚

WU400||W||56008167

131 上里彰仁
精神行動医科学

分野
脳 (ブレイン) バンク : 精神疾患の謎を解くために / 加藤忠史, ブレインバンク
委員会編. -- 光文社, 2011. -- (光文社新書 ; 519).

図書館新着図書棚 WM100||N||18006541

132 上里彰仁
精神行動医科学

分野
スポーツ精神医学 改訂第2版 / 日本スポーツ精神医学会編集. -- 改訂第2
版. -- 診断と治療社, 2018.

図書館新着図書棚 WM100||S||18006550

133 杉原 泉
システム

神経生理学
The Cerebellum revisited / Rodolfo Llinas, Constantino Sotelo, editors ; : us, :
gw. -- Springer-Verlag, 1992.

図書館新着図書棚 WL320||C||18006597

134 杉原 泉
システム

神経生理学
The vertebrate inner ear / authors, Edwin R. Lewis, Ellen L. Leverenz, William
S. Bialek. -- CRC Press, 1985.

図書館新着図書棚 WV250||V||18006603

135 榎本 稔 本学卒業生
アルコール依存症 : テキストブック / 榎本稔, 安田美弥子編. -- 太陽出版,
1996.

図書館新着図書棚 WM274||A||18006695

136 榎本 稔 本学卒業生 医者と患者 / P. L. エントラルゴ著 ; 榎本稔訳. -- 平凡社, 1983. 図書館新着図書棚 W62||I||18006701

137 榎本 稔 本学卒業生
依存症がよくわかる本 : 家族はどうすればよいか? / 榎本稔著. -- 主婦の友
社, 2007.

図書館新着図書棚 WM100||I||18006710

138 榎本 稔 本学卒業生
お父さんお酒やめて : アルコール依存症克服の軌跡 / 榎本稔,安田美弥子編
著. -- 太陽出版, 1990.10.

図書館新着図書棚 WM274||O||18006720

139 榎本 稔 本学卒業生
よくわかる依存症 : アルコール、薬物、ギャンブル、ネット、性依存 : 患者と家
族を救うために / 榎本稔著. -- 主婦の友社, 2016. -- (セレクトbooks)(こころ
のクスリbooks).

図書館新着図書棚 WM176||Y||18006739

140 榎本 稔 本学卒業生 性依存症のリアル / 榎本稔編著. -- 金剛出版, 2015. 図書館新着図書棚 WM611||S||18006748

141 榎本 稔 本学卒業生
メンタル医療革命 : 社会が変わり、病気も変わり、病院も変わる / 榎本稔著.
-- PHP研究所, 2018.

図書館新着図書棚 WM140||M||18006757



寄贈者(敬称略) 所　属 資料情報 配置場所 請求記号

142 榎本 稔 本学卒業生
ヒューマンファーストのこころの治療 : 現代病が増えつづける日本の社会 / 榎
本稔著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング, 2017.

図書館新着図書棚 WM100||H||18006766

143 榎本 稔 本学卒業生
こうして酒を断っている : アルコール依存症からの回復 / 榎本稔, 安田美弥子
編著. -- 太陽出版, 1989.

図書館新着図書棚 WM274||K||18006775

144 榎本 稔 本学卒業生 性依存症の治療 : 暴走する性・彷徨う愛 / 榎本稔編著. -- 金剛出版, 2014. 図書館新着図書棚 WM190||S||18006784

145 榎本 稔 本学卒業生
アルコール・薬物依存症者に出会ったとき : ともに克服をめざす看護ガイド /
Judy Bluhm著 ; 土屋尚夫訳. -- エイド出版, 1992.

図書館新着図書棚 WY160||A||18006793

146 榎本 稔 本学卒業生
社会・文化精神医学 / 榎本稔著 ; 1 - 4. -- 日本評論社, 2005. -- (榎本稔著
作集 / 榎本稔著 ; 1-2, 4-5).

図書館新着図書棚 WM7||E-1||18006800

147 榎本 稔 本学卒業生
社会・文化精神医学 / 榎本稔著 ; 1 - 4. -- 日本評論社, 2005. -- (榎本稔著
作集 / 榎本稔著 ; 1-2, 4-5).

図書館新着図書棚 WM7||E-4||18006837

148 榎本 稔 本学卒業生
社会・文化精神医学 / 榎本稔著 ; 1 - 4. -- 日本評論社, 2005. -- (榎本稔著
作集 / 榎本稔著 ; 1-2, 4-5).

図書館新着図書棚 WM7||E-2||18006819

149 榎本 稔 本学卒業生
社会・文化精神医学 / 榎本稔著 ; 1 - 4. -- 日本評論社, 2005. -- (榎本稔著
作集 / 榎本稔著 ; 1-2, 4-5).

図書館新着図書棚 WM7||E-5||18006846

150 榎本 稔 本学卒業生
アルコール・薬物依存症 / 榎本稔著. -- 日本評論社, 2005. -- (榎本稔著作
集 / 榎本稔著 ; 3).

図書館新着図書棚 WM7||E-3||18006828

151 松木明知
日本の麻酔科学の歩み : 200年の軌跡 / 松木明知著. -- 真興交易(株)医書
出版部, 2019.

図書館新着図書棚 WO211||N||18006882

152 松木明知
日本の麻酔科学の歩み : 200年の軌跡 / 松木明知著. -- 真興交易(株)医書
出版部, 2019.

図書館 WO211||N||18006891

153
脳神経機能
外科学分野

Journal of neurosurgery. Pediatrics. -- Vol. 19 (2017) 自動書庫

154
脳神経機能
外科学分野

Journal of neurosurgery. Pediatrics. -- Vol. 20 (2017) 自動書庫
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155
脳神経機能
外科学分野

Journal of neurosurgery. Spine. -- Vol. 26 (2017) 自動書庫

156
脳神経機能
外科学分野

Journal of neurosurgery. Spine. -- Vol. 27 (2017) 自動書庫

157 大久保 功子
リプロダクティブヘルス

看護学分野
人体の構造と機能 第5版 / 内田さえ, 佐伯由香, 原田玲子編集 ; 鍵谷方子
[ほか] 執筆. -- 第5版. -- 医歯薬出版, 2019.

図書館新着図書棚 QS4||J||18006980

158 大久保 功子
リプロダクティブヘルス

看護学分野

災害看護学・国際看護学 第4版 / 浦田喜久子編 ; 浦田喜久子 [ほか] 執筆.
-- 第4版. -- 医学書院, 2019. -- (系統看護学講座 ; 統合分野 . 看護の統合
と実践 ; 3).

図書館新着図書棚 WY5||K||18006990

159 杉原泉
システム

神経生理学
Audition / Pierre Buser and Michel Imbert ; translated by R.H. Kay ; : hard. --
MIT Press, 1992.

図書館新着図書棚 WV270||A||56011304

160 杉原泉
システム

神経生理学
Molecular neurobiology ; pt. 1, pt. 2. -- Cold Spring Harbor Laboratory, 1983.
-- (Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology ; v. 48).

図書館新着図書棚 WL100||M||56011313

161 小島 久幸 本学非常勤講師
The rat brain in stereotaxic coordinates 2nd ed / George Paxinos, Charles
Watson. -- 2nd ed. -- Academic Press, 1986.

図書館大型本棚 QY60||R||56008953

162 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27回[2018]. -- 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||56011618

163 杉原泉
システム

神経生理学
Brain and visual perception : the story of a 25-year collaboration / David H.
Hubel, Torsten N. Wiesel ; : cloth. -- Oxford University Press, 2005.

図書館新着図書棚 WW103||B||18007413

164 杉原泉
システム

神経生理学
Frog neurobiology : a handbook / edited by R. Llin◆U00E1◆s and W. Precht
; contributors, R.R. Capranica ... [et al.] ; : us, : gw. -- Springer-Verlag, 1976.

図書館新着図書棚 487||F||18007422

165 鍔田武志 免疫疾患分野
裁判所による特許法等解釈 : 最新判例で学ぶ実務家のための 第4版 / 廣田
浩一著. -- 第4版. -- 山の手総合研究所, 2019.

図書館新着図書棚 507.2||S||56012876

166 杉原泉
システム

神経生理学

Vestibular and brain stem control of eye, head and body movements / edited
by Hiroshi Shimazu and Yoshikazu Shinoda ; : Tokyo, : Basel. -- Japan
Scientific Societies Press, 1992.

図書館新着図書棚 WL300||V||18009178

167 杉原泉
システム

神経生理学

The neurosciences : third study program / Francis O. Schmitt and Frederic
G. Worden, editors-in chief ; associate editor, George Adelman ; contributing
editors, F.E. Bloom ... [et al.]. -- MIT Press, 1974.

図書館新着図書棚 WL100||N||18009187
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168 杉原泉
システム

神経生理学

The neurosciences : fourth study program / Francis O. Schmitt and Frederic
G. Worden, editors-in-chief ; associate editors, George Adelman, Barry H.
Smith ; contributing editors, Floyd E. Bloom ... [et al.]. -- MIT Press, 1979.

図書館新着図書棚 WL100||N||18009196


