
も　　く　　じ

マンスリー・アナウンスメントの
　刊行中止について……………………………
電子ジャーナルの使い方………………………
新着案内…………………………………………
雑誌案内…………………………………………
ありがとうございました………………………
お知らせ…………………………………………

東京慈恵会医科大学学術情報センター

センター報

1
2
6

17
18
20

マンスリー・アナウンスメントの刊行中止について

　センター報「マンスリー・アナウンスメント」は、1969（昭和 44）年の創刊以来、38 年にわたり発行を
重ねてきましたが、今号をもって現在の冊子体形式での発行を中止します。この間、附属図書館から医学情報
センター、学術情報センターへと組織の変更がありましたが、その時々に学術情報センターを利用する上で有
益と思われる情報の提供に努めてまいりました。特に、原稿執筆を引き受けてくださいました教職員・学生の
皆様には心より御礼申し上げます。
　2007 年からは、大学ネットワークを利用した方法で、学術情報センターのサービスに関する情報をお知ら
せすることを計画しております。ネットワークを利用することによって、冊子体より広範囲な内容を迅速に提
供し、さらに印刷や発送に要する経費の節減を図ることができます。
　お知らせのすべてを電子版の送付のみとするのではなく、必要に応じて印刷物でも配布したり、電子版のお
知らせから学術情報センターの Web サイト上の詳細情報にリンクさせることなども考えております。
　学術情報センターのサービス内容をより広く利用者の皆様に理解していただくための広報活動のあり方につ
いて検討を進めておりますので、ご意見がございましたらお寄せください。今後とも益々学術情報センターを
ご利用いただきますよう、よろしくお願いします。

Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow

（英国， グラスゴー）

November/December 2006―Vol.38No.7/8
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電子ジャーナルの使い方

大学ネットワークで利用可能な電子ジャーナルは約 2,000 タイトルありますが、それらの利用方法は提供
元や契約条件などにより様々です。ここでは、１）電子ジャーナル・リストの利用方法と、２）電子ジャーナ
ルの各種類別の利用方法について説明します。

◆電子ジャーナル・リストの利用方法
下図は電子ジャーナル・リストのトップページです。目的の雑誌を探すためには図中の数字で示した部分を

使った以下の 4 通りの方法があります。

http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/

直接開くなら以下の URLです。

http://m16pa7mj5h.search.

serialssolutions.com/
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1）雑誌名や ISSN 番号で検索する（Find e-journals by title or ISSN）
下図の①の部分で、左側のメニューで雑誌名の先頭の語や誌名中の語、または正式名や ISSN 番号の別を

指定して、右側のボックスにキーワードを入れ、［Search］ボタンをクリックすれば、該当する雑誌がリスト
アップされます。

2）雑誌名のアルファベット順リストで探す（Browse e-journals by title）
下図の②の部分で、目的の雑誌名の頭文字のアルファベット（または数字）をクリックすると、その文字で

始まる雑誌名のリストが表示されます。

3）雑誌の主題分野から探す（Browse e-journals by subject）
下図の③の部分で、探したい分野をメニューから選択して、［Search］ボタンをクリックすれば、その分野

のさらに特定の主題名が該当する雑誌数とともにリストアップされます。適当な主題をクリックすると、雑誌
名のリストが表示されます。

4）雑誌の提供元や契約種類から探す（Search for keywords in e-journals）
下図の④の部分では、慈恵大学で利用可能な電子ジャーナルを提供している出版社や企業などがリストアッ

プされていますので、それぞれをクリックすることで同じグループの雑誌をリスト表示することができます。

以上の方法で雑誌名を表示させ、目的の雑誌名が見つかったら、すぐ下に利用可能な年代が示され、その後
ろに各提供元へのリンクがありますので、クリックすれば、利用できます。

◆電子ジャーナルの本文へのアクセス方法

電子ジャーナルの利用方法は提供元や契約条件などにより様々です。
まず、大学ネットワークで利用可能なものは大きく分けると、1）大学ネットワーク上の端末なら自由に閲

覧できるもの、2）User Name と Password が必要なものの 2 種類があります。Password が必要なタイト
ルは下図のように右横にパスワード参照ボタン［パスワードはこちら］がありますので、これをクリックして
ご確認下さい。

また、電子ジャーナルの提供元によっても画面のデザインや利用方法が異なります。電子ジャーナルの種
類には、① ProQuest:Health & Medical Complete、② Journals@Ovid Ovid Full Text 、③ Blackwell-
Synergy、④ Oxford Journals Online、⑤ Springer PULC 2007、⑥ Wiley InterScience Journals、⑦
ScienceDirect Journals、⑧ HighWire Press などがあります。ここではこれら①～⑧の利用方法を簡単に
説明しますが、この他に個々のタイトルを個別契約しているものもあります。電子ジャーナル・リスト中にタ
イトルがあるのに利用方法が不明な場合は、図書館（内線 71 − 2122）までお問い合せ下さい。

この図は Lancet の例です。ProQuest と Journals@Ovid と Elsevier Health
（個別契約）の 3 種類が利用可能ですが、最近 2 カ月が利用できるのは Elsevier 
Health だけで、そのためにはパスワードが必要なことがわかります。
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1）ProQuest ：Health & Medical Complete
雑誌名の後ろに「ProQuest ：Health & Medical Complete」と表記があるものは ProQuest Information 

and Learning 社との契約によるものです。このリンク先に飛ぶと各巻号のリストが表示されますので、目的
の文献が掲載された巻号をクリックし目次形式のリストから文献を見つけたら、［Page Image - PDF］の部
分をクリックすると pdf 形式で文献が表示されます。なお、中には最近の号が閲覧できないものがあります。
例えば、タイトルのすぐ下に "delayed 1 year（s）" のような表示があるものは雑誌の発行から 1 年後から電子
ジャーナルが利用可能だという意味で、巻号リストには過去 1 年以内のものも表示されていますが、これら
を開いても［Page Image - PDF］のボタンがなく、全文は利用できません。また、ProQuest は学外からパ
スワードを使って利用することができます。そのためには、あらかじめ所定の手続きが必要です。

2）Journals@Ovid Ovid Full Text
雑誌名の後ろに「Journals@Ovid Ovid Full Text」と表記があるものは OVID Technologies 社との契約

によるものです。このリンク先に飛ぶと各巻号のリストが表示されますので、目的の文献が掲載された巻号の
［Table of Contents］をクリックし目次形式のリストから文献を見つけたら、右端の［Ovid Full Text］の部
分をクリックすると HTML 形式で文献が表示されます。なお、HTML 形式で表示した際に右上に pdf 形式
で表示するためのボタンがある場合は pdf 形式でも表示できます。なお、表示したリスト中に目的の巻号がな
ければ、OVID ではその電子ジャーナルは利用できません。また、巻号があっても目次形式のリストで右端に

［Ovid Full Text］ボタンが表示されなければ、やはり OVID では利用できません。OVID の契約では同時ア
クセス数が制限されています。雑誌利用後、終了時には必ず画面右上の LOGOFF ボタンをクリックしてくだ
さい。

3）Blackwell-Synergy
雑誌名の後ろに「Blackwell-Synergy」と表記があるものは Blackwell Publishing 社（2006 年 11 月に

Wiley 社に合併）との契約によるものです。このリンク先に飛ぶと冊子体の表紙イメージと各巻号のリストが
表示されますので、目的の文献が掲載された巻号の年月の部分をクリックし、目次形式のリストから文献を見
つけたら、右端の［Full Text Article］か［PDF］の部分をクリックすると HTML 形式と pdf 形式で文献が
表示されます。なお、表示したリスト中に目的の年月・巻号がなければ、Blackwell ではその電子ジャーナル
は利用できません。

4）Oxford Journals Online
雑誌名の後ろに「Oxford Journals Online」と表記があるものは Oxford University Press 社との契約に

よるものです。このリンク先に飛ぶと最新号の表紙イメージが表示された画面になりますので、「Browse the 
Archive」をクリックして表示される出版年のリストから目的の文献が掲載された巻号の部分をクリックし、
目次形式のリストから文献を見つけたら、タイトルのすぐ下にある［Full Text］や［PDF］の部分をクリッ
クすると、HTML 形式や pdf 形式で文献が表示できます。なお、表示したリスト中に目的の年月・巻号がな
ければ、Oxford University Press ではその電子ジャーナルは利用できません。

�）Springer PULC 2007
雑誌名の後ろに「Springer PULC 2007」と表記があるものは Springer 社との契約によるものです。この

リンク先に飛ぶと冊子体の表紙イメージと各巻号のリストが表示されますので、目的の文献が掲載された巻号
の部分をクリックし目次形式のリストから文献を見つけたら、タイトルをクリックすると抄録が表示されます
ので、その画面の右下の方にある［Full Text Available］の部分の説明にしたがってボタンをクリックすると、
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HTML 形式や pdf 形式で文献が表示できます（すべて両方あるとは限りません）。なお、表示したリスト中に
目的の年月・巻号がなければ、Springer ではその電子ジャーナルは利用できません。

6）Wiley InterScience Journals
雑誌名の後ろに「Wiley InterScience Journals」と表記があるものです。この雑誌のリンク先に飛ぶと最

新号の表紙が表示された画面になりますので、「Issues」をクリックすると巻号のリストが表示されますので、
目的の文献が掲載された巻号の部分をクリックし目次形式のリストから文献を見つけたら、各タイトルのすぐ
下にある「Full Text：HTML , PDF （Size：xxx K）」の部分をクリックすると、HTML 形式や pdf 形式で
文献が表示できます。なお、表示したリスト中に目的の年月・巻号がなければ、Wiley ではその電子ジャーナ
ルは利用できません。

7）ScienceDirect Journals
雑誌名の後ろに「ScienceDirect Journals」と表記があるものは Elsevier 社との契約によるものです。こ

のリンク先に飛ぶと、下図のように各巻号のリストと冊子体の表紙イメージが表示されますので、目的の文
献が掲載された巻号の部分をクリックし目次形式のリストから文献を見つけたら、タイトルのすぐ下にある

［Full Text + Links］や［PDF （xx K）］の部分をクリックすると、HTML 形式や pdf 形式で文献が表示で
きます（すべて両方あるとは限りません）。なお、ScienceDirect でも「Web Editions」とあるものはすべて
最新 1 年分のみの契約ですのでご注意ください（1 年以上前の巻号をクリックしても全文表示へのリンクボタ
ンは表示されません）。

8）HighWire Press
雑誌名の後ろに「HighWire Press」と表記があるものです。このリンク先に飛ぶと各出版年のリストと最

近の数号の表紙イメージが表示されますので、目的の文献が掲載された巻号の部分をクリックし目次形式の
リストから文献を見つけたら、タイトルのすぐ下にある［Full Text］や［PDF］の部分をクリックすると、
HTML 形式や pdf 形式で文献が表示できます。なお、HTML 形式と pdf 形式の両方が利用できるのは 1999
年以降で、1990 ～ 1998 年は pdf 形式でのみ利用できます。また、「HighWire Press （Free Journals）」
という表記のものもありますが、こちらは最近 1 年分は閲覧できないものがほとんどです。

（図書館・収集整理係　内線 71-2124）

Science Direct の

Journal of Urology

を開いた画面例



― 6 ―

＊＊　新着案内　＊＊

図　　書　　館

新着案内（和書）　（2006．10 ～ 2006．12 ）　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
QS4/F210c/1 図説人体解剖学 第 5 版 第 1 巻 ： 頭部 ・ 頚部 ・ 上肢 Johannes Sobotta 医学書院 2006.6

QS4/Sa291 よくわかる解剖学の基本としくみ 坂井建雄著 秀和システム 2006.6

QS4/Sh490g 解剖学 改訂 9 版 （Minor textbook） 清木勘治著 金芳堂 2006.5

QS17/Sa850 リハビリテーション解剖アトラス 佐藤達夫他著 医歯薬出版 2006.5

QS504/Ki140 組織細胞生物学 Kierszenbaum,A.L. 著 南江堂 2006.4

QS504/Ku180 顕微鏡写真で見る細胞組織学 ： カラーアトラス Wolfgang Kuhnel 著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.4

QS677/To620 染色体異常の基礎と臨床 ： WHO 分類 ： 造血 ・ リンパ組織の腫瘍 朝長万左男編 医薬ジャーナル社 2006.5

QT4/W380 一目でわかる生理学 ジェレミー P.T. 他著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.5

QT104/H290 ネッター解剖生理学アトラス John T. Hansen 他著 南江堂 2006.4

QT104/Ku770 人体生理学 黒島晨汎他著 朝倉書店 2006.3

QT104/Se170 からだの事典 ： しくみと病気がわかる 田沼久美子他監 成美堂出版 2006.5

QT104/Su460a 機能形態学 改訂第 2 版 櫻田忍他編 南江堂 2006.4

QT104/Ta840 イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 田中越郎著 医学書院 2006.3

QT260/Ke510 オックスフォードスポーツ医科学辞典 Michael Kent 編著 朝倉書店 2006.6

QT261/Su960 実践的スポーツ栄養学 改訂新版 鈴木正成著 文光堂 2006.6

QU4/I640a New 生化学 第 2 版 堅田利明他編 廣川書店 2006.3

QU4/I641.1 病気を理解するための病態生化学 第 2 版 入野勤他著 丸善 2006.1

QU4/Ma210 マッキー生化学 ： 分子から解き明かす生命 Trudy McKee 他著 化学同人 2003.10

QU13/N710 日中英対照生物 ・ 生化学用語辞典 普及版 編集委員会編 朝倉書店 2006.2

QU55/G720 タンパク質科学 ： 構造 ・ 物性 ・ 機能 後藤祐児他編 化学同人 2005.10

QU95/E590 自然からの贈りもの ： 史上最大の新薬誕生 遠藤章執筆 メディカルレビュー
社

2006.4

QU107/
Ma810.1

細胞増殖因子と再生医療 松本邦夫他編 メディカルレビュー
社

2006.7

QU130/Sa470 生命元素事典 （Ohm bio science books） 桜井弘編 オーム社 2006.3

QU140/N440 エッセンシャル基礎栄養学 中屋豊他編著 医歯薬出版 2005.11

QU145/O520 「わかりやすい」 栄養 ・ 健康データ集 沖田千代編 化学同人 2006.1

QU145/Sa930c 応用栄養学 ： ライフステージからみた人間栄養学 第 7 版 澤純子他著 医歯薬出版 2006.3

QU145/Y540 新佐伯式フードガイド ： 新時代の食育と健康管理のために 柳井一男他著 フットワーク出版 2006.5

QV4/H960 イラスト薬理学 Howland,R.D. 他著 丸善 2006.1

QV4/Ko310 薬理学 小池勝夫他編著 朝倉書店 2006.3

QV4/
R452/2006

糖尿病治療の臨床薬理 （臨床薬理の進歩 ： 27） 臨床薬理研究振興財団 臨床薬理研究振興
財団

2006.7

QV4/Sa950b 薬学概論 改訂 4 版 澤村良二編集 南山堂 2006.4

QV33/Sh710a 薬事関係法規 ・ 制度解説 第 7 版 塩原義則著 広川書店 2006.3

QV38/F631.1 飲食物と薬の相互作用 ： これだけは知っておきたい 藤村昭夫編著 永井書店 2006.6

QV77.9/N150 抗精神病薬の 「身体副作用」 がわかる ： The third disease 第 1
版

長嶺敬彦著 医学書院 2006.7

QV95/Mi960 非ステロイド抗炎症薬 NSAIDs の使い方コツと落とし穴 水島裕編 中山書店 2006.4

QV247/Mi960.1 ステロイドの使い方コツと落とし穴 水島裕編 中山書店 2006.3

QV250/
G440/2006

サンフォード感染症治療ガイド ： 日本語版 2006 Gilbert,D.N. 他編 ライフサイエンス出
版

2006.5

QV250/W460 抗菌薬臨床ハンドブック ： ガイドラインを実地で応用するために 渡辺彰編 ヴァンメディカル 2006.5

QV252/I970 抗菌薬の考え方 , 使い方 2 版 岩田健太郎他著 中外医学社 2006.9

QV252/Sh580 抗菌薬の選択と使い方 ： 外科領域 改訂 4 版 品川長夫著 医薬ジャーナル社 2006.6

QV600/Tu10.1 毒物 ・ 中毒用語辞典 Tu,A.T. 編著 化学同人 2005.7

QV704/N770 薬学生 ・ 薬剤師のための知っておきたい一般用医薬品 日本薬学会編 東京化学同人 2006.3
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
QV704/O870 臨床薬学マニュアル 新版 大津史子他編 廣川書店 2006.3

QV744/N770 生体分子 ・ 化学物質の構造決定 （スタンダード薬学シリーズ ： 2） 日本薬学会編 東京化学同人 2006.2

QV771/O710 CRC のための治験支援業務ガイド 折井孝男他編 南山堂 2006.3

QV771/Ta860 臨床試験ハンドブック ： デザインと統計解析 丹後俊郎他編 朝倉書店 2006.3

QW4/A990b シンプル微生物学 改訂第 4 版 東匡伸他編 南江堂 2006.5

QW25/Ko760 ベッドサイドで役立つ微生物検査ガイド 河野茂他編 文光堂 2006.7

QW504/R621 メディカル免疫学 ロアット他著 西村書店 2006.5

QW640/Sh130 レクチン ： 歴史、 構造 ・ 機能から応用まで 第 2 版 Sharon,N. 他著 シュプリンガー 2006.7

QW806/Ka860a 予防接種マニュアル 改訂版 加藤達夫編著 新興医学出版社 2006.2

QW806/W460b わかりやすい予防接種 改訂第 3 版 渡辺博著 診断と治療社 2006.8

QX4/I890 医療従事者のための医動物学 改題改訂版 伊藤洋一他著 講談社 2006.3

QX4/Y860f 図説人体寄生虫学 第 7 版 吉田幸雄他著 南山堂 2006.3

QY4/F940a 臨床検査診断マニュアル 改訂第 2 版 古澤新平他編 永井書店 2005.1

QY4/I231 小児臨床検査ガイド 五十嵐隆他編 文光堂 2006.4

QY4/N340.2b 検査値のみかた ： 付パニック値 ・ 警戒値 改訂 3 版 中井利昭他編 中外医学社 2006.6

QY4/Se171e 基準値と異常値の間 ： その判定と対策 改訂 6 版 河合忠編 中外医学社 2006.5

QY330/Sa850a 最新内分泌検査マニュアル 第 2 版 内分泌疾患センター編 日本医事新報社 2006.8

QZ4/B9905 病理学 （新クイックマスター） 堤寛監 医学芸術社 2006.6

QZ4/Ko730 病理 ・ 診断 ・ 治療 （スタンダード栄養 ・ 食物シリーズ ： 4） 近藤和雄他編 東京化学同人 2006.3

QZ4/Ma180b 標準病理学 第 3 版 （Standard textbook） 秦順一監修 医学書院 2006.3

QZ4/Sh790/2 疾病の成り立ちと回復の促進 2 ：  疾病各論 1 下正宗他編 医学書院 2006.8

QZ35/
N770/2004

日本病理剖検輯報 第 47 輯 日本病理学会編 杏林書院 2006.4

QZ140/Y790/4 腎疾患 ・ 水電解質異常 （よくわかる病態生理 ： 4） 富野康日己編集 日本医事新報社 2006.8

QZ140/Y790/7 免疫 ・ アレルギー疾患 （よくわかる病態生理 ： 7） 塩沢俊一編 日本医事新報社 2006.8

QZ200/E540 がんの時代を生き抜く 10 の戦術 ! 絵門ゆう子他著 三省堂 2006.7

QZ200/
G1911/4

がん研究のいま 鶴尾隆他編 東京大学出版会 2006

QZ200/N320 がんの教科書 ： ビジュアル版 中川恵一著 三省堂 2006.5

QZ380/Ta120 グリオーマ ： 病態と治療 田渕和雄編 シュプリンガー 2006.2

W2/
Ko830/2006

厚生労働白書 ： 平成 18 年版 厚生労働省編 ぎょうせい 2006.9

W13/F670.1 エッセンシャル医学英和辞典 藤田拓男編著 永井書店 2002.4

W13/Ta870 ハーマン医学用語辞典 ： 英日中日英中 谷口雅紹著 メデカジャパン 2006.3

W13/To550 参
考 3 略

医学略語コンパクト 富野康日己監修 医歯薬出版 2006.4

W15/Ki740 日常臨床語辞典 妙木浩之編 誠信書房 2006.9

W15/O241 参考
3

医学用語。 その批判的脱構築 小川徳雄他著 診断と治療社 2006.4

W18/A550 やさしい医学英語 ： Introduction to medical English 青野淳子編 医学書院 2006.4

W18/H210 医学口頭発表のエッセンス ホール ,G.M. 編 朝倉書店 2004.2

W18/H710.4 学会出席 ・ 研究留学のための理科系の英会話 改訂版 廣岡慶彦著 ジャパンタイムズ 2006.6

W18/H710.5 理科系のための状況 ・ レベル別英語コミュニケーション 廣岡慶彦著 朝倉書店 2004.2

W18/Ka950 ライフサイエンス英語類語使い分け辞典 河本健編 羊土社 2006.6

W18/Ko260/1 語彙の充実と読解力の向上 （講義録医学英語 ： 1） メジカルビュー社 2005.1

W18/Ko260/2 科学英語への扉 （講義録医学英語 ： 2） メジカルビュー社 2005.12

W18/Ko260/3 専門英語の理解と実践 （講義録医学英語 ： 3） 日本医学英語教育学会 メジカルビュー社 2006.7

W18/Ma830 化学英語のスタイルガイド 松永義夫編著 朝倉書店 2006.2

W18/Ta820 インターネット時代の英語医学論文作成術 田村房子他著 中山書店 2006.5

W18/U410 英語 ： 抄録 ・ 口頭発表 ・ 論文作成虎の巻 上松正朗著 南江堂 2006.5

W18/Y190 医療英語がおもしろい ： 最新 Medspeak の世界 山田政美他著 医歯薬出版 2006.4

W18/Y860.1 医学英語入門 吉田聡著 朝倉書店 2002.11

W20/Su960 ポートフォリオ評価とコーチング手法 鈴木敏恵著 医学書院 2006.4

W20.55/N350 『人体実験』 と法 ： 金沢大学附属病院無断臨床試験訴訟 仲正昌樹他著 御茶の水書房 2006.3

W32/Ta280b 事例別医事法 Q&A 第 4 版 高田利廣著 日本医事新報社 2006.8

W44/H361 医療安全管理事典 長谷川敏彦編 朝倉書店 2006.6
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
W50/A830.1 重症疾患の診療倫理指針 ワーキンググループ著 医療文化社 2006.1

W50/J720 臨床倫理学 . 第 5 版 Jonsen,A.R. 他著 新興医学出版社 2006.3

W50/Ma720 医療文化への誘い ： よき医療者のために 的場恒孝著 金芳堂 2006.8

W50/O240 医療倫理学 増補版 小川芳男著 北樹出版 2006.3

W50/Y440 オランダの安楽死 山下邦也著 成文堂 2006.3

W61/Mi960 医療はどこへ向かうのか 水野肇著 草思社 2006.7

W62/A470 メディカル ・ コーチング Q&A 安藤潔編著 真興交易医書出版
部

2006.9

W62/I672 手話でわかりやすい体と病気 「医療の手話」 編集委 全日本ろうあ連盟 2006.2

W62/Ka940 日本の 「医療の質」 を問い直す 川上武他著 医学書院 2006.7

W62/O540 メディカル ・ サポート ・ コーチング入門 奥田弘美他著 日本医療情報セン
ター

2003.8

W74/H360 医療を経済する ： 質 ・ 効率 ・ お金の最適バランスをめぐって 長谷川敏彦他編 医学書院 2006.3

W84/Ko760 病院の外側から見たアメリカの医療システム 河野圭子著 新興医学出版社 2006.3

W85/O550 患者の声を医療に生かす 大熊由紀子他編著 医学書院 2006.2

W275/A430 現代アメリカの医療政策と専門家集団 天野拓著 慶應義塾大学 2006.7

WA55/Ka590 感染症法に基づく医師の届出基準 日本医師会 2006.3

WA100/
Ka560/2006

環境白書 ： 平成 18 年版 総説 1-2 環境省編 ぎょうせい 2006.5

WA100/Ko872q 公衆衛生マニュアル 24 版 （2006 年版） 柳川洋他編 南山堂 2006.3

WA100/O480 標準公衆衛生 ・ 社会医学 （Standard textbook） 岡崎勲他編 医学書院 2006.3

WA100/Su540a 環境 ・ 公衆衛生からみた衛生薬学 改訂第 2 版 祐田泰延他編 南江堂 2006.4

WA275/
Ko940/47

交通科学研究資料 第 47 集 日本交通科学協議
会

2006.5

WA300/Sa280 健康 ・ 保健の科学 ： 出生前からの健康をめざして 第 7 版 坂口洋他共著 日本小児医事出版
社

2006.3

WA310/
B6601/2006

わが国の母子保健 平成 18 年 母子衛生研究会 2006.3

WA310/
B6602/2006

母子保健行政法令 ・ 通知集 第 12 版 平成 18 年 母子衛生研究会編 母子保健事業団 2006.3

WA320/Sa930 最新小児保健 第 2 版 澤田淳編 日本小児医事出版
社

2006.3

WA320/Sh964a 小児保健 改訂第 11 版 飯島純夫他著 日本小児医事出版
社

2006.3

WA320/Y480 ふだんのかかわりから始める子ども虐待防止 & 対応マニュアル 山崎嘉久他編 診断と治療社 2006.8

WA350/E780 学校医 ・ 学校保健ハンドブック ： 必要な知識と視点のすべて 衛藤隆他編 文光堂 2006.3

WA400/Ka230 過重労働対策 （実践産業医活動テキスト） 産業医学振興財団 2006.3

WA400/Ke451 健康情報の保護 （実践産業医活動テキスト） 産業医学振興財団 2006.3

WA400/Sh966 職場のメンタルヘルスケア対策 （実践産業医活動テキスト） 産業医学振興財団 2006.3

WA670/N710 環境 ・ 健康科学辞典 日本薬学会編 丸善 2005.2

WA900/
C440/2005

地域保健医療基礎統計 2005 年 厚生労働省 厚生統計協会 2006.4

WA900/
G950/2004

グラフでみる世帯の状況 ： 平成 18 年 厚生労働省 厚生統計協会 2006.6

WA900/
Ko8311/2005

出生に関する統計 （人口動態統計特殊報告） 厚生労働省 厚生統計協会 2006.6

WA900/
Ko8316/2004

介護サービス施設 ・ 事業所調査 平成 16 年 厚生労働省 厚生統計協会 2006.4

WA900/N730/4 21 世紀出生児縦断調査 第 4 回 （平成 16 年度） 厚生労働省 厚生統計協会 2006.5

WA900/
Sh120/2004

社会福祉施設調査報告 平成 16 年 厚生労働省 厚生統計協会 2006.4

WA950/D470b 医学統計データを読む . 第 3 版 ベス ・ ドーソン他著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.5

WA950/Ka310 実感と納得の統計学 ： 実例で学ぶ確かな実践理論 鎌谷直之著 羊土社 2006.4

WA950/N371 論文を正しく読み書くためのやさしい統計学 中村好一編集 診断と治療社 2006.5

WA950/Sk10 臨床データの信頼性と妥当性 SKETCH 研究会 サイエンティスト社 2005.10

WB100/A530/2 Clinical problem ‐ solving collection ： from The New England 
Journal of Medicine II

南江堂 2006.8

WB100/
G590.1/9

感染症 （新 ・ 病態生理できった内科学 ： 9） 編集委員会編著 医学教育出版社 2006.8
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WB100/Sa110 MGH 内科診療マニュアル Sabatine,M.S. 編 医歯薬出版 2006.3

WB100/Y670 薬剤師 ・ 薬学生のための臨床医学 矢崎義雄他編 文光堂 2005.5

WB102/Ma930 メタボリックシンドローム実践ハンドブック 船橋徹他編 メディカルトリビュ
ーン

2006.7

WB105/A710 実践救急医療 （生涯教育シリーズ） 有賀徹他編 日本医師会 2006.6

WB105/O420 救急 ・ 集中治療ガイドライン ： 最新の診療指針 岡元和文編 総合医学社 2006.7

WB105/O420/
別

救急 ・ 集中治療ガイドライン ： 最新の診療指針 別冊 岡元和文編 総合医学社 2006.7

WB105/
Sh560/2

シミュレーションで学ぶ救急対応マニュアル 2 ： 小児･高齢者･女性
編

千代孝夫編 羊土社 2006.3

WB105/Sh690a 救急蘇生法の指針 ： 市民用 改訂 3 版 策定小委員会編著 へるす出版 2006.6

WB115/Ke260 内科研修マニュアル 改訂第 2 版 慶大内科学教室編 南江堂 2006.7

WB115/Kw10 WM 総合内科コンサルト クリストファー他編 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.4

WB115/N288d 内科レジデントマニュアル 第 6 版 聖路加国際病院編 医学書院 2006.4

WB141/To550 内科疾患診療マニュアル 富野康日己編 中外医学社 2005.7

WB320/Ka930 リハビリテーションのための行動分析学入門 辻下守弘他編 医歯薬出版 2006.7

WB320/N370c 入門リハビリテーション概論 第 6 版 中村隆一編 医歯薬出版 2006.3

WB320/O280 生活の場における移動の援助 大橋正洋監修 医歯薬出版 2006.6

WB320/
R3904/15

リハビリテーション工学と福祉機器 （リハビリテーション MOOK ：
15）

千野直一他編 金原出版 2006.6

WB330/N770.1 化学療法用語集 改訂 日本化学療法学会 協和企画 2005.7

WB354/H550 わかる ・ できる注射 ・ 輸液 ・ 輸血 ・ 採血 東口高志編集 南江堂 2006.3

WB354/Ta280 エビデンスに基づく注射の技術 （EBN books） 高田早苗他編 中山書店 2006.7

WB356/O860.1 小児輸血学 大戸斉他編 中外医学社 2006.5

WB356/Ta480b 新自己血輸血 改訂第 3 版 高折益彦編著 克誠堂出版 2006.3

WB400/F660.1b 栄養指導 ・ 教育マニュアル 改訂 4 版 岩間範子他編 南山堂 2006.7

WB410/A240 胃瘻からの半固形短時間摂取法ガイドブック 合田文則著 医歯薬出版 2006.7

WB410/E590 ケーススタディ輸液ガイダンス 遠藤正之編著 中外医学社 2006.8

WB410/N770a 静脈経腸栄養ガイドライン . 第 2 版 静脈経腸栄養学会 南江堂 2006.4

WB460/H990/9 基礎理学療法学 （Standard textbook.） 内山靖編 医学書院 2006.5

WB460/
H990a/3

運動療法学 第 2 版 ： 総論 （Standard textbook） 吉尾雅春編 医学書院 2006.3

WB460/
H990a/4

運動療法学 第 2 版 ： 各論 （Standard textbook.） 吉尾雅春編 医学書院 2006.3

WB460/
H990a/7

理学療法研究法 第 2 版 （Standard textbook.） 内山靖編 医学書院 2006.5

WB460/N510.2 図解理学療法検査 ・ 測定ガイド 奈良勲他編 文光堂 2006.3

WB460/
R394/13

QOL と理学療法 （理学療法 MOOK ： 13） 清水和彦他責任編 三輪書店 2006.5

WB460/U250.1 理学療法学事典 内山靖編 医学書院 2006.4

WB541/Mi830c 運動療法ガイド ： 正しい運動処方を求めて 改訂第 4 版 井上一他編著 日本医事新報社 2006.8

WB555/N430 作業療法士のためのハンドセラピー入門 第 2 版 中田真由美他著 三輪書店 2006.7

WB935/Mo550 森林医学 森本兼曩他編 朝倉書店 2006.5

WC100/F890 日常外来で遭遇する感染症診療ガイド 舟田久編著 永井書店 2006.4

WC100/
Sh360.1/2006

最新 ・ 感染症治療指針 2006 年改訂版 医薬ジャーナル社 2006.8

WC100/St20 WM 感染症科コンサルト Richard Starlin 編 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.6

WC268/W460 食中毒検査 ・ 診療のコツと落とし穴 渡辺治雄編 中山書店 2006.4

WC503/
Ko831.2a

よくわかるエイズ関連用語集 Ver.4 高田昇著 木村昭郎 2006.2

WC515/C840 インフルエンザ ・ ウイルススペインの貴婦人 コリヤー著 清流出版 2005.12

WD220/F710.1 図解水 ・ 電解質テキスト 深川雅史他著 文光堂 2006.6

WD220/Sh151a より理解を深める ! 体液電解質異常と輸液 改訂 2 版 柴垣有吾著 中外医学社 2006.6

WD300/A687 アレルギー疾患ガイド ： 発症から予防 ・ 治療まで 編集委員会編 中央法規出版 2006.8

WD300/
N772/2005

食物アレルギー診療ガイドライン 2005 日本小児アレルギー学
会

協和企画 2005.11
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WD375/Mi330b 膠原病診療ノート . 第 2 版増補 三森明夫著 日本医事新報社 2006.6

WE11/N770.1 日本整形外科学会 80 年史 日本整形外科学会 日本整形外科学会 2006.5

WE15/Se170f 整形外科学用語集 第 6 版 日本整形外科学会 南江堂 2006.6

WE21/Se170a/
解説

整形外科 ： 卒後研修 Q&A 改訂第 5 版 解説編 日本整形外科学会 南江堂 2006.6

WE21/Se170a/
問題

整形外科 ： 卒後研修 Q&A 改訂第 5 版 問題編 日本整形外科学会 南江堂 2006.6

WE141/Ki440 超音波による骨 ・ 筋 ・ 関節の観察 筋骨格画像研究会 南山堂 2006.3

WE168/I750a 整形外科専門医をめざすための経験すべき外傷 ・ 疾患 97 改訂版 菊地臣一他編 メジカルビュー社 2006.3

WE168/Mi370 講義録運動器学 三浪明男編 メジカルビュー社 2006.8

WE168/Mo720b TEXT 整形外科学 第 3 版 糸満盛憲他編 南山堂 2006.3

WE168/
Mo720.1

整形外科診療実践ガイド 守屋秀繁他編 文光堂 2006.2

WE168/
Sa220/12

胸腰椎 ・ 腰椎 ・ 仙椎 （最新整形外科学大系 ： 12） 戸山芳昭専門編 中山書店 2006.9

WE168/
Sa220/13

肩関節 ・ 肩甲帯 （最新整形外科学大系 ： 13） 高岸憲二専門編 中山書店 2006.5

WE168/
Sa220/17

膝関節 ・ 大腿 （最新整形外科学大系 ： 17） 越智光夫専門編 中山書店 2006.8

WE168/
Se1700.1a

整形外科手術クルズス 改訂第 2 版 星地亜都司編 南江堂 2006.6

WE168/
Sh670/20

最新の肩関節治療 （新 OS NOW 新世代の整形外科手術 ： 20） 落合直之他編 メジカルビュー社 2003.11

WE168/
Sh670/23

手関節と肘関節 （新 OS NOW 新世代の整形外科手術 ： 23） 落合直之編 メジカルビュー社 2004.8

WE168/
Sh670/24

膝関節外科 （新 OS NOW 新世代の整形外科手術 ： 24） 岩本幸英編 メジカルビュー社 2004.11

WE225/Ts850 骨 ・ 関節系理学療法実践マニュアル 鶴見隆正他編 文光堂 2006.5

WE300/
Ka610a/1

上肢 第 2 版 （カパンディ関節の生理学 ： 1） Kapandji,I.A. 著 医歯薬出版 2006.5

WE300/N770 前十字靱帯 （ACL） 損傷診療ガイドライン 日本整形外科学会 南江堂 2006.5

WE312/N770 骨 ・ 関節術後感染予防ガイドライン 日本整形外科学会 南江堂 2006.5

WE346/N770 患者さんのための関節リウマチ治療ガイドライン 日本リウマチ財団編 医歯薬出版 2006.3

WE550/N770 新 ALS ケアブック ： 筋萎縮性側索硬化症療養の手引き 日本 ALS 協会編 川島書店 2005.12

WE725/Ko750 腰部脊柱管狭窄診断サポートツールマニュアル 紺野愼一他共著 医薬ジャーナル社 2006.8

WE725/Sh150 脊椎外科の要点と盲点 ： 胸腰椎 （整形外科 Knack & Pitfalls） 芝啓一郎編集 文光堂 2006.6

WE810/N770 上腕骨外側上顆炎診療ガイドライン 日本整形外科学会 南江堂 2006.5

WE810/Ta290 図説新肩の臨床 高岸憲二編 メジカルビュー社 2006.6

WE830/J960 AO 法骨折治療 Hand and Wrist Jupiter,J.B. 他編 医学書院 2006.5

WE830/U310b 手 ： その機能と解剖 改訂 4 版 上羽康夫著 金芳堂 2006.4

WE850/Y310 足の外科の要点と盲点 （整形外科 Knack & Pitfalls） 山本晴康編 文光堂 2006.4

WE870/Y920 人工膝関節の合併症 ： 治療と対策 吉野槙一著 金原出版 2006.5

WE880/N770 フットケア ： 基礎的知識から専門的技術まで 日本フットケア学会編 医学書院 2006.7

WF15/N770 呼吸器学用語集 改訂第 4 版 日本呼吸器学会編 日本呼吸器学会 2006.5

WF100/N220 図解呼吸器内科学テキスト 長瀬隆英他編著 中外医学社 2006.7

WF102/N770 呼吸アセスメント ： 呼吸ケアのためのチーム医療実践ガイド 田中一正監修 メジカルビュー社 2006.8

WF102/Ta710 呼吸管理に活かす呼吸生理 瀧健治著 羊土社 2006.9

WF140/A260 呼吸器疾患研究の展望 ： 基礎から臨床まで 相澤沢久道他編 医学書院 2006.5

WF145/N772 NPPV （非侵襲的陽圧換気療法） ガイドライン 日本呼吸器学会 南江堂 2006.6

WF145/N773 酸素療法ガイドライン 日本呼吸管理学会他 日本呼吸器学会 2006.7

WF145/Se190 NPPV ハンドブック 蝶名林直彦編 医学書院 2006.4

WF200/Ke293c 結核 第 4 版 冨岡洋海編 医学書院 2006.4

WF553/Ma350b 喘息予防 ・ 管理ガイドライン JGL1998 改訂第 2 版 2006 厚生省研究班 協和企画 2006.6

WF600/Ki120 LINQ による包括的呼吸ケア 木田厚瑞編著 医学書院 2006.6

WF600/N775 薬剤性肺障害の評価 , 治療についてのガイドライン 日本呼吸器学会 日本呼吸器学会 2006.4

WF658/Ma660 肺がんの鑑別と治療の手びき 益田典幸編 ヴァンメディカル 2006.8

WF658/Ts150 肺がん診療を安全に行うために 坪井正博他編 中外医学社 2006.4
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WF975/F930/
腹部

症例で学ぶ画像診断トレーニング 腹部 古井滋編 中外医学社 2005.7

WF975/Sa290 症例から学ぶ胸部画像診断 酒井文和編著 克誠堂出版 2006.6

WG26/Su560 ペースメーカーの父 ・ 田原淳 改訂増補版 須磨幸蔵著 梓書院 2006.5

WG100/E420/1 心不全 ・ ショック （エキスパートをめざす循環器診療 ： 1） 増山理担当編 南江堂 2006.7

WG100/E420/2 不整脈 （エキスパートをめざす循環器診療 ： 2） 井上博担当編 南江堂 2006.7

WG100/Ka970 循環器疾患と神経体液性因子 （ベッドサイドの Basic Cardiology） 川嶋成乃亮著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.3

WG100/
Me140.1/2

心エコー図 ： 撮る , 診る , 読む（新目でみる循環器病シリーズ ： 2） 赤石誠編 メジカルビュー社 2006.1

WG100/
Me140.1/20

カテーテルインターベンション （新目でみる循環器病シリーズ ：
20）

光藤和明編 メジカルビュー社 2006.7

WG100/
Me140.1/21

循環器病の薬物療法 （新目でみる循環器病シリーズ ： 21） 齋藤宗靖編 メジカルビュー社 2006.1

WG100/
Me140.1/3

心臓電気生理検査 （新目でみる循環器病シリーズ ： 3） 大江透編 メジカルビュー社 2006.7

WG100/
Me140.1/4

心臓カテーテル （新目でみる循環器病シリーズ ： 4） 百村伸一編 メジカルビュー社 2006.9

WG100/
Me140.1/8

高血圧 （新目でみる循環器病シリーズ ： 8） 島本和明編 メジカルビュー社 2006.3

WG100/
Me140.1/9

心不全 ： 診断 ・ 治療 ・ 管理 （新目でみる循環器病シリーズ ： 9） 堀正二編 メジカルビュー社 2006.4

WG100/O380 外来循環器病 ： 臨床医のための実践ガイド 岡田道雄著 診断と治療社 2006.3

WG100/O730 透析患者の循環器疾患に対する最新治療 杉本徳一郎他編 南江堂 2006.4

WG106/O970 AI の基礎と臨床 ： 血圧の新しい評価方法 小沢利男他監修 メジカルビュー社 2006.7

WG140/Mo240 ナースのための心電図マスターガイド 樅山幸彦著 診断と治療社 2005.9

WG140/W461 心電図の読み方パーフェクトマニュアル 渡辺重行他編 羊土社 2006.3

WG141/H840 IVUS マニュアル （Hands ‐ on Book） 本江純子他編 中山書店 2006.6

WG141/Ko930 IVUS テクニックマニュアル 小谷順一著 南江堂 2006.7

WG141/Mu320 PWV を知る PWV で診る （Hands ‐ on Book） 宗像正徳編 中山書店 2006.8

WG141.5/Si10 実践周術期経食道心エコーマニュアル ： 基本と応用 Sidebotham,D. 他編 エルゼビア 2006.6

WG141.5/
U560.1a

PCI ・ マスターガイド ： 鉄則 10 箇条 改訂第 2 版 宇井進著 診断と治療社 2006.6

WG210/Ma920 臨床心臓病学 松崎益徳他編 文光堂 2006.3

WG280/Mi670 無症候性心筋虚血 三浦傅著 メディカルレビュー
社

2006.8

WG300/
Ka512/1

急性冠症候群の臨床 （冠動脈疾患プロフェッション ： 1） 山口徹編 中山書店 2005.3

WG300/
Ka512/3

冠動脈疾患の非観血的イメージング （冠動脈疾患プロフェッショ
ン ： 3）

山科章編 中山書店 2006.7

WG300/
Ka512/7

冠動脈疾患の New Concept （冠動脈疾患プロフェッション ： 7） 堀正二編 中山書店 2006.7

WG300/Me190 左アプローチによる TRI 目黒泰一郎編 医学書院 2006.8

WG300/N770 最新 PCI スタンダ - ド 心血管インタ - ベンショ
ン学会

六花社 2006.6

WG330/Mo450 Brugada 症候群の臨床 森博愛他著 医学出版社 2005.3

WG340/H840.1 起立性低血圧の基礎と臨床 本多和雄他編著 新興医学出版社 2006.3

WG340/
Ka610a/C2

臨床高血圧 カプラン著 1999.6

WG410/A160a 大動脈疾患の診断と手術 第 2 版 安達秀雄著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.5

WG410/Ta110 大動脈瘤 ・ 大動脈解離診療のコツと落とし穴 田林晄一他編 中山書店 2006.3

WG500/
Ma850.1

血管エコー ： テクニックと意義 松尾汎編 インナービジョン 2006.4

WG550/O730 動脈硬化 ： 最新の基礎と臨床 太崎博美編 永井書店 2006.3

WG610/Ko120 静脈血栓塞栓症ガイドブック 小林隆夫編著 中外医学社 2006.4

WG610/N770 静脈血栓塞栓症予防指針 （日本総合病院精神医学会治療指針 ：
2）

日本総合病院精神医学
会

星和書店 2006.4

WH250/
O670.4a

造血器腫瘍と Ara ‐ C 大量療法 改訂版 大野竜三編 医薬ジャーナル社 2006.7

WH380/H310 臍帯血移植 原宏編著 新興医学出版社 2006.3

WH380/O420 症例から学ぶ造血幹細胞移植 岡本真一郎他編 中外医学社 2006.7
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WH525/Mu730 フローサイトメトリーを用いた造血器腫瘍の診断 室井一男他編 医薬ジャーナル社 2006.8

WH525/O770.1 造血器腫瘍治療 ： これは困ったぞ , どうしよう ! 押味和夫他編 中外医学社 2006.9

WH700/Sa851.1 リンパ浮腫治療のセルフケア 佐藤佳代子著 文光堂 2006.8

WI100/I460 図解消化器内科学テキスト 井廻道夫他編 中外医学社 2006.8

WI100/J520.1 消化管癌早期診断のための実践的内視鏡検査指針 神保勝一他編 中山書店 2006.1

WI100/
Sh962/42

消化器と免疫 No.42 戸部隆吉 他 編 医歯薬出版 2006.4

WI100/Su290 肝 ・ 胆 ・ 膵疾患入門 ： picture tests 菅谷仁編 メディカルレビュー
社

2006.1

WI141/I960 ステップアップ消化管超音波検査 岩崎信広他著 医歯薬出版 2006.4

WI141/
P940/69 ： 1

Progress of digestive endoscopy vol.69 no.1 田坂定孝編集代表 協和企画通信 2006.6

WI141/Se360 新超音波検査消化管 関根智紀著 ベクトル ・ コア 2006.5

WI230/N850 腫瘍鑑別診断アトラス唾液腺 二階宏昌著 文光堂 2006.4

WI250/C420 摂食 ・ 嚥下障害の VF 実践ガイド 千葉由美他編 南江堂 2006.5

WI250/Se530/3 栄養管理と障害へのアプローチ 医歯薬出版 2006.8

WI435/R450f 大腸癌取扱い規約 第 7 版 大腸癌研究会編 金原出版 2006.3

WI500/Ma770 わかりやすい大腸 X 線診断 松井敏幸著 中外医学社 2006.4

WI520/O540a 腹腔鏡下大腸手術の最前線 . 改訂第 2 版 奥田準二編著 永井書店 2006.8

WI520/Ta840 大腸 EMR ・ ESD の基本手技 ： コツとピットフォール , 適応の決め
手

田中信治編 メジカルビュー社 2006.3

WI529/A160 最新エビデンスに基づく大腸がん診療ガイド 安達洋祐著 金原出版 2006.7

WI700/A410/25 アルコールと医学生物学 ： Vol.25 東洋書店 2005.9

WI700/I460.1 肝臓病学 井廻道夫他編 朝倉書店 2006.8

WI700/I591 肝胆膵疾患の診断と治療 ： トピックス 2006 乾和郎編 アークメディア 2006.2

WI700/N770 NASH ・ NAFLD の診療ガイド 日本肝臓学会編 文光堂 2006.8

WI700/Y410 画像所見のよみ方と鑑別診断 ： 胆 ・ 膵 山雄健次他編 医学書院 2006.8

WI735/Ka160 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2005 年版 同研究班 金原出版 2005.2

WI755/Ky80 科学的根拠に基づく急性胆管炎 ・ 胆嚢炎の診療ガイドライン 同研究班 医学図書出版 2005.9

WI810/I570 IPMN/MCN 国際診療ガイドライン < 日本語版 ・ 解説 > 国際膵臓学会 医学書院 2006.7

WI900/Ta520 東京女子医科大学消化器病センター消化器外科手術 東京女子医大 へるす出版 2005.11

WJ160/
N991/32

前立腺癌の非観血的治療（尿路悪性腫瘍研究会記録 ： 第 32 回） 尿路悪性腫瘍研究
会

2006.7

WJ300/F710.1 腎機能を考えた安全な処方 深川雅史他編 医薬ジャーナル社 2006.6

WJ300/To550.7 腎と高血圧 ： 外来診療と管理のために 富野康日己著 中外医学社 2006.2

WJ342/H680 腎不全と健康食品 ・ サプリメント ・ OTC 薬 平田純生他編著 南江堂 2006.7

WJ342/I760 運動後急性腎不全 （ALPE） 石川勲著 金沢医科大学 2006.3

WJ342/Sh150 保存期腎不全の診かた ： 慢性腎臓病 （CKD） のマネジメント 柴垣有吾著 中外医学社 2006.6

WJ358/H550 多発性嚢胞腎の全て 東原英二監修 インターメディカ 2006.6

WJ358/I760 多嚢胞化萎縮腎と腎癌 ： 長期透析合併症 石川勲著 金沢医科大学 2006.3

WJ368/N770 腎移植の進歩 ： わが国の現状と今後の展開 日本腎臓学会 東京医学社 2006.6

WJ378/F710.1 透析患者の病態へのアプローチ ： CKD 5D 深川雅史編 金芳堂 2006.7

WJ378/H660 CAPD 生検腹膜図譜 平野宏著 東京医学社 2006.6

WJ752/I140 前立腺癌スクリーニング A to Z 市川智彦他編 メジカルビュー社 2006.3

WJ752/
N770/2006

前立腺癌診療ガイドライン 2006 年版 日本泌尿器科学会 金原出版 2006.5

WJ752/U140 前立腺癌治療の最先端 ： 高密度焦点式超音波療法 （HIFU） 内田豊昭著 診断と治療社 2006.7

WK100/
Ka370a/1

内分泌症候群 第 2 版（別冊日本臨牀 . 新領域別症候群シリーズ） 日本臨牀社 2006.5

WK100/Mu410 内分泌外科標準テキスト 村井勝他編 医学書院 2006.5

WK265/N770 バセドウ病薬物治療のガイドライン 2006 日本甲状腺学会 南江堂 2006.5

WK810/I751 実践糖尿病の心理臨床 石井均他編著 医歯薬出版 2006.6

WK810/
Ka140/2006

分子糖尿病学の進歩 ： 基礎から臨床まで 2006 門脇孝他編 金原出版 2006.3

WK810/N440.4b 糖尿病専門医研修ガイドブック . 改訂第 3 版 日本糖尿病学会編 診断と治療社 2006.5

WK810/
To632/2006

糖尿病学 2006 小坂樹徳他編 診断と治療社 2006.5
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WK810/
To6333/22

病態に即した管理 ・ 治療戦略 （糖尿病 Up-date ： 22） 坂本信夫他編 医歯薬出版 2006.9

WK815/N480 糖尿病の薬物治療 （糖尿病カレントライブラリー ： 6） 難波光義他編 文光堂 2006.5

WK850/To630c 糖尿病治療の手びき . 改訂第 54 版 日本糖尿病学会 南江堂 2006.2

WL100/
H691.1/1

神経症候学 改訂第 2 版 1 平山惠造著 文光堂 2006.3

WL100/N250 神経救急 ・ 集中治療ハンドブック 永山正雄他編 医学書院 2006.7

WL100/R640a 神経内科シークレット 2 版 （シークレットシリーズ） Rolak,L.A. 編 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.2

WL102/B890 感覚統合とその実践 Bundy,A.C. 他編著 協同医書出版社 2006.6

WL102/C180 カールソン神経科学テキスト ： 脳と行動 Carlson,N.R. 著 丸善 2006.5

WL150/Sa750 小児脳波 ・ マスターガイド 佐々木征行著 診断と治療社 2006.3

WL300/H680 ヒトの脳 ： 神経解剖学 ・ 組織学アトラス 平田幸男著 文光堂 2006.3

WL300/H840 高次脳機能障害のリハビリテーション 本田哲三他編 真興交易医書出版
部

2006.6

WL300/Ka620b カラーアトラス神経病理 第 3 版 平野朝雄編著 医学書院 2006.5

WL300/Mo620 リハビリテーションのための認知神経科学入門 森岡周著 協同医書出版社 2006.6

WL307/Sa370 頭頂葉 （神経心理学コレクション） 酒田英夫他著 医学書院 2006.2

WL330/Mo490a 脳神経科学イラストレイテッド 改訂第 2 版 森寿 他 編 羊土社 2006.3

WL330/Ta820a EBM に基づく脳神経疾患の基本治療指針 改訂第 2 版 田村晃他編 メジカルビュー社 2006.3

WL340/H840 高次脳機能障害のリハビリテーション ： 実践的アプローチ 本田哲三編 医学書院 2005.11

WL340/
Ko390/4

リハビリテーション介入 （高次脳機能障害マエストロシリーズ ： 4） 鈴木孝治他編 医歯薬出版 2006.7

WL340/Ta590.2 高次脳機能障害 ： その概念と画像診断 武田克彦他編著 中外医学社 2006.8

WL355/H960 脳血行再建の理論と実際 宝金清博編著 中外医学社 2006.5

WL355/Ka920 片麻痺回復のための運動療法 川平和美著 医学書院 2006.3

WL355/Ko730a 脳卒中リハビリテーション . 第 2 版 近藤克則他編 医歯薬出版 2006.4

WL355/
Mo960/24

脳卒中のチーム医療 （The Mt.Fuji Workshop on CVD 講演集 ：
24）

井上亨編 にゅーろん社 2006.7

WL355/N771 脳卒中急性期治療とリハビリテーション ： rt-PA 時代のブレインア
タック戦略

日本リハビリテーション
病院 ・ 施設協会

南江堂 2006.6

WL359/Y310.4 パーキンソン病 ： 臨床の諸問題 山本光利編著 中外医学社 2006.3

WL368/Ka840 脳神経外科 ： 専門医にきく最新の臨床 片山容一他編 中外医学社 2006.5

WL368/N770.1a 脳神経外科学用語集 改訂第 2 版 日本脳神経外科学会 南江堂 2006.6

WL368/N9705/
別

脳神経外科学大系 別巻 総索引 ・ 総目次 児玉南海雄編 中山書店 2006.9

WL390/R660 ジストニー Rondot,P. 著 文光堂 2005.6

WL400/I960 脊椎 ・ 脊髄疾患の外科 岩崎喜信他編 三輪書店 2006.5

WL400/N710 頸髄損傷のリハビリテーション 改訂第 2 版 二瓶隆一他編著 協同医書出版 2006.9

WL400/Sh150 脊椎脊髄損傷アドバンス 芝啓一郎編 南江堂 2006.8

WL704/Ku360 痛みのケア ： 慢性痛、 がん性疼痛へのアプローチ 熊沢孝朗監修 ・ 編 照林社 2006.6

WM13/I270 参
考 3

精神科ポケット辞典 新訂版 飯森眞喜雄他編 弘文堂 2006.5

WM100/A440.2 米国精神医学会治療ガイドラインクイックリファレンス 米国精神医学会 医学書院 2006.5

WM100/
D923.1/ 治療編

DSM-IV-TR ケースブック ： 治療編 Spitzer,R.L. 他編 医学書院 2006.5

WM100/
a370.2/2006-07

EBM 精神疾患の治療 2006-2007 上島国利他編 中外医学社 2006.2

WM100/Mo450e 精神医学テキスト 第 6 版 森温理著 医学出版社 2006.5

WM100/N840.1f 精神医学入門 改訂 25 版 西丸四方他共著 南山堂 2006.5

WM100/
O810.1a

学生のための精神医学 第 2 版 太田保之他編 医歯薬出版 2006.3

WM105/I260 プラクティカル医療心理学 飯田紀彦編著 金芳堂 2006.7

WM140/Se193 精神障害者の自立をどう支えるか ： 精神障害者の理解と居宅生活
支援 （ホームヘルプ）

精神保健福祉普及啓発
研究会編集

へるす出版 2006.7

WM141/C180a 精神科面接マニュアル 第 2 版 Carlat,D.J. 著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.1

WM190/H480 医療現場におけるパーソナリティ障害 林直樹他編 医学書院 2006.4

WM203/H720 統合失調症を理解する 広沢正孝著 医学書院 2006.8
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WM203/I730 第二世代抗精神病薬による統合失調症治療 ： チームで変える ! 石郷岡純総編 中山書店 2006.8

WM203/Se1901 統合失調症の薬物治療アルゴリズム 精神科薬物療法研究会 医学書院 2006.5

WM203/Y980 統合失調症の前駆期治療 Yung,A. 他編 中外医学社 2006.4

WM290/H390 事例で学ぶナースのための禁煙サポートマニュアル 蓮尾聖子著 看護の科学社 2005.5

WM401/H430 救急精神医学 ： 急患対応の手引き 八田耕太郎著 中外医学社 2005.11

WN180/E590 第一線の診療放射線技師のための検査オーダーの読みかたと核
医学 ・ PET 検査の実際

遠藤啓吾他編 文光堂 2006.2

WN180/G590 泌尿器 ・ 婦人科疾患の CT ・ MRI （画像診断リファレンス） 後閑武彦編 メジカルビュー社 2006.7

WN180/Ko160 3D ボリュームデータ ： やさしく臨床に直結 甲田英一他編 金原出版 2006.4

WN180/Ko760 ポケット CT 解剖アトラス 新版 河野敦編著 中外医学社 2006.8

WN250/H670a 放射線治療マニュアル 改訂第 2 版 平岡真寛他編著 中外医学社 2006.4

WN440/H910 核医学用語辞典 放射線診療研究会 医薬ジャーナル社 2004.2

WO100/Sh691c 新臨床外科学 第 4 版 川崎誠治他編 医学書院 2006.7

WO176/
Sa221/5

再生医療の基礎シリーズ ： 生医学と工学の接点 ： 5 田畑泰彦編著 コロナ社 2006.8

WO184/Sa460 周術期の神経障害 ： 基礎的 ・ 臨床的エビデンスを踏まえて 佐倉伸一編 真興交易医書出版
部

2006.5

WO184/Su670 周術期感染対策マニュアル ： 抗菌薬使用法から周術期管理まで 炭山嘉伸編 南江堂 2006.4

WO185/I170 実践創傷治癒 ： 慢性創傷 ・ 難治性潰瘍へのアプローチ 市岡滋著 金芳堂 2006.4

WO185/Ku530a ドレッシング ： 新しい創傷管理 改訂 倉本秋他編 へるす出版 2005.8

WO200/H990d 麻酔科学 第 11 版 / 南敏明改訂編集 （Minor textbook） 兵頭正義著 金芳堂 2006.6

WO200/H991d 標準麻酔科学 第 5 版 （Standard textbook） 弓削孟文他編 医学書院 2006.6

WO200/
Ma6702/19

麻酔器 ・ 麻酔回路 （麻酔科診療プラクティス ： 19） 岩崎寛編 文光堂 2006.5

WO200/
N771/2005

JSA リフレッシャーコース 2005 日本麻酔科学会 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.5

WO211/Ma790 麻酔科学の源流 松木明知著 真興交易医書出版
部

2006.4

WO245/Ki240 悪性高熱症 ： For Professional Anesthesiologists 菊地博達編 克誠堂出版 2006.5

WO375/O750 ペインクリニック診断 ・ 治療ガイド . 第 3 版 安部洋一郎他編 日本医事新報社 2005.8

WO450/Te760a 硬膜外無痛分娩 ： 安全に行うために 改訂 2 版 照井克生著 南山堂 2006.5

WO500/Y920a 手術室研修医マニュアル 新版 吉野肇一他編 診断と治療社 2006.1

WP100/I670 婦人科 第 1 版 （病気がみえる ： v. 9） 医療情報科学研究所 Medic Media 2006.7

WP100/I840 新撰産婦人科診療 ： new consensus 石塚文平他編 永井書店 2006.4

WP100/N770 女性心身医学 ： TEXT BOOK 日本女性心身医学会 永井書店 2006.7

WP145/I570 症例から学ぶ婦人科腫瘍学入門 井上正樹著 永井書店 2006.7

WP522/Ta790 女性ホルモンの作用と性差の出現 玉舎輝彦著 金芳堂 2006.4

WP570/B660 不妊相談の手引き ： 保健医療従事者必携 母子衛生研究会 母子保健事業団 2006.4

WP660/A360 産婦人科 1 ：  基礎編 （腹腔鏡手術スキルアップ ・ シリーズ） 明楽重夫 ベクトル ・ コア 2006.5

WP660/
Sa621/17

エキスパートに学ぶ （産婦人科手術 ： No.17） メジカルビュー社 2006.6

WP815/E590 マンモグラフィ画像読影ハンドブック ： 見て ・ 視て ・ 診る 遠藤登喜子編 永井書店 2006.4

WP815/O910 実践デジタルマンモグラフィ ： 基礎から診断まで 大内憲明編 中山書店 2006.7

WP840/I520 乳腺疾患の臨床 稲治英生他編 金原出版 2006.7

WP870/F840.3 再発乳癌診療ハンドブック 福富隆志編著 中外医学社 2006.7

WP870/I271 よくわかる乳癌のすべて 飯野佑一他編 永井書店 2006.6

WP870/Ko830 乳房温存療法ガイドライン ： 医療者向け 同研究班 金原出版 2005.10

WP870/Ko830.1 患者さんのための乳房温存療法ガイドライン 同研究班 金原出版 2005.10

WP870/N770.1 乳がん診療ガイドラインの解説 . 2006 年版 日本乳癌学会編 金原出版 2006.7

WP870/N930.3 図で理解する乳癌手術の実際 野口昌邦著 金原出版 2006.7

WP870/O480.1 乳がん治療をめぐる運動 ・ 生活ガイド 岡崎邦泰他編 日本医事新報社 2006.3

WQ165/E590 助産師業務要覧 新版 遠藤俊子他編 日本看護協会出版
会

2005.7

WQ208/Mo450a 図説 ART マニュアル 改訂第 2 版 森崇英他編 永井書店 2006.6

WQ209/Ta220 胎児心拍数モニタリング 新版 島田信宏著 東京医学社 2006.4

WQ210/Mi210 周産期母児の脈波学的研究 三上正俊 他 著 永井書店 2006.7
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WQ240/
Mu590.1

産科合併症 村田雄二編 メディカ出版 2006.2

WQ500/C890 産後うつ病ガイドブック ： EPDS を活用するために Cox,J. 他著 南山堂 2006.4

WR100/
H5406/1

症候 ・ 症状 , 診断 , 検査 （皮膚科診療のコツと落とし穴 ： 1） 西岡清編 中山書店 2006.9

WR100/
H5406/2

疾患 I （皮膚科診療のコツと落とし穴 ： 2） 西岡清編 中山書店 2006.9

WR100/
H5406/4

治療 （皮膚科診療のコツと落とし穴 ： 4） 西岡清編 中山書店 2006.6

WR100/Ka840 皮膚科学 片山一朗他編 文光堂 2006.3

WR100/
i710.3/2006-07

What's new in 皮膚科学 2006-2007 宮地良樹編 メディカルレビュー
社

2006.6

WR100/U450f 皮膚科学 第 8 版 （Minor textbook） 上野賢一他著 金芳堂 2006.6

WR140/E290 カラーアトラス疣贅治療考 ： いぼ / コンジローマ / みずいぼ 江川清文編著 医歯薬出版 2005.12

WR160/N770 アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2006 日本アレルギー学会 協和企画 2006.5

WR500/H170a 新 ・ 皮膚悪性リンパ腫アトラス 瀧川雅浩 他 編 文光堂 2006.4

WR598/I760.2 病棟 ・ 在宅での褥瘡対策ハンドブック 石川治編著 中外医学社 2005.8

WR598/
Mi710.2a

新 ・ 褥瘡のすべて ： よくわかって役に立つ 宮地良樹他編著 永井書店 2006.8

WR598/O920.1 日本人の褥瘡危険要因 「OH スケール」 による褥瘡予防 大浦武彦他編著 日総研出版 2005.12

WR598/Su960.1 褥瘡対策マニュアル 改訂版 鈴木定著 チーム医療 2006.2

WS100/H990e 標準小児科学 第 6 版 （Standard textbook） 森川昭廣他編 医学書院 2006.3

WS107/Ka160 医師のための発達障害児 ・ 者診断治療ガイド 加我牧子他編 診断と治療社 2006.7

WS115/Sa790 小児栄養 ： 実践書 笹谷美恵子他編著 同文書院 2006.4

WS130/U320 子どもの食生活 ： 保育と小児栄養 上田玲子編著 ななみ書房 2006.4

WS200/Ka391a 新しい小児慢性特定疾患治療研究事業に基づく小児慢性疾患療
養育成指導マニュアル

伊藤龍子他編 診断と治療社 2006.5

WS200/N461 新しい小児慢性特定疾患治療研究事業に基づく小児慢性疾患診
療マニュアル

柳澤正義他編集 診断と治療社 2006.5

WS205/
Mi220/1

小児救急の手引き 上巻 三河春樹他編 臨床医薬研究協会 2004.11

WS260/B120 外来でみる子どもの皮膚疾患 ： 症例写真でよくわかる 馬場直子著 診断と治療社 2006.5

WS320/I230.1 小児腎疾患の臨床 五十嵐隆著 診断と治療社 2006.6

WS320/Te630a 小児科医のための小児泌尿器疾患マニュアル 改訂第 2 版 寺島和光著 診断と治療社 2006.4

WS340/
Sh960/35

小児神経学の進歩 第 35 集 日本小児神経学会 診断と治療社 2006.5

WS350/To580 小児心療内科読本 ： わたしの考える現代の子ども 冨田和巳著 医学書院 2006.8

WS366/Ko750l 今日の小児治療指針 第 14 版 大関武彦他編 医学書院 2006.5

WS366/Y780a 小児の薬の選び方 ・ 使い方 . 改訂 2 版 横田俊平他編 南山堂 2006.9

WS421/Ka930.2 NICU ナースのための必修知識 河井昌彦著 金芳堂 2005.12

WT20/C530 健やかに老いるために 2002 ： 長寿科学総合研究の成果から 長寿科学振興財団 長寿科学振興財団 2003.3

WT100/Ko240 高齢者における歯の欠損 ・ 歯周病と認知症に関する調査報告書 古賀忠壹編 ぼけ予防協会 2006.3

WT100/N710/8 高齢者の退院支援と在宅医療 大内尉義担当編 メジカルビュー社 2006.6

WT100/ 老年医学 update 2006-07 日本老年医学会 メジカルビュー社 2006.6

WT100/O970.1 老年医学の先駆者たち 小澤利男著 ライフ ・ サイエンス 2006.5

WT100/Sa750 エビデンス老年医療 佐々木英忠著 医学書院 2006.9

WT104/Y890 アンチエイジング医学 ： その理論と実践 初版 吉川敏一編 診断と治療社 2006.6

WT155/So830 アルツハイマー病 ： 患者の世界 Souren,L. 他著 じほう 2006.1

WU113/A160 よくわかる口腔ケアハンドブック 足立了平他編著 金芳堂 2006.8

WU600/I990a 口腔外科マニュアル 4 版 （Manual of dentistry） 佐藤田鶴子他編 南山堂 2006.2

WV140/
Ka590/3

喉頭 ・ 咽頭疾患 （耳鼻咽喉科 ・ 頭頚部外科診療のコツと落とし
穴 ： 3）

神崎仁編 中山書店 2006.8

WV230/Su740 中耳 ・ 側頭骨解剖アトラス 須納瀬弘他著 医学書院 2006.5

WV440/Su770 口唇口蓋裂のチーム医療 須佐美隆史他編 金原出版 2005.10

WW100/
G1908/10

眼科外来必携 （眼科プラクティス ： 10） 大鹿哲郎編 文光堂 2006.7

WW100/
G1908/9

屈折矯正完全版 （眼科プラクティス ： 9） 坪田一男編 文光堂 2006.5

WW100/G340g 現代の眼科学 改訂第 9 版 所敬他編 金原出版 2006.3
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
WW100/
O280.1a

眼科学 ： 疾患とその基礎 改訂版 大橋裕一 他 編 メディカル葵出版 2005.8

WW140/I930 解決 ! 目と視覚の不定愁訴 ・ 不明愁訴 若倉雅登他編著 金原出版 2006.2

WW168/E940/1 白内障 ,　Ocular Surface, 緑内章編 （Eye Surgery  1） メジカルビュー社 2006.8

WW355/I910 コンタクトレンズ眼障害 ： ひと目でわかるトラブルシューティング 糸井素純他編 中山書店 2006.7

WX157/Ma460 医師が知っておきたいクリニカルコーディング 真野俊樹他編 エルゼビア 2006.5

WX167/Ko490a 新 ・ 院内感染予防対策ハンドブック 大阪医療センター 南江堂 2006.7

WX167/Sh940 医療従事者のための病院感染予防対策マニュアル 静岡県西部病院 日本医学館 2004.3

WX167/Te430 院内感染べからず集 ： エビデンスに基づいた 寺田喜平他編著 中外医学社 2006.5

WX167/W460 病院感染サーベイランス （感染管理 QUESTION BOX ： 4） 渡邉都貴子編 中山書店 2006.2

WY13/G340 看護診断 ・ 成果 ・ 介入 ： NANDA, NOC, NIC のリンケージ 第 2 版 Johnson,M. 他著 医学書院 2006.6

WY13/Mi620 看護学事典 コンパクト版 見藤隆子他総編 日本看護協会出版
会

2006.5

WY13/Y240 看護診断入門 第 2 版 （JJN ブックス） 松木光子他編 医学書院 2006.6

WY15/Ko510 ICNP （看護実践国際分類） 第 1 版 ： 日本語版 国際看護師協会編 日本看護協会出版
会

2006.7

WY15/Ma430a 看護診断を読み解く . NANDA2005-2006 準拠 中木高夫著 学研 2006.6

WY18/F890.2 看護実践 ・ 教育のための測定用具ファイル 舟島なをみ他著 医学書院 2006.7

WY18/Sa850a 看護教育における授業設計 第 3 版 佐藤みつ子他著 医学書院 2006.5

WY20.5/H830a ナースのための質的研究入門 . 第 2 版 ホロウェイ他著 医学書院 2006.4

WY20.5/
Sa220/2005

最新看護索引 2005 日本看護協会 日本看護協会 2006.9

WY26.5/O810 エッセンシャル看護情報学 太田勝正他編著 医歯薬出版 2006.5

WY32/
Ka540/2006

看護六法 平成 18 年版 厚生問題研究会編 新日本法規出版 2006.3

WY86/B350.2 ベナー解釈的現象学 ベナー編 医歯薬出版 2006.4

WY87/Su960 暴力事故防止ケア ： 患者 ・ 看護者の安全を守るために 鈴木啓子他編著 精神看護出版 2005.9

WY100/
N772/2005

最新看護学用語事典 （BN books） 山口瑞穂子編著 医学芸術社 2006.3

WY100.4/E290 これなら使える看護診断 . 第 2 版 江川隆子編 医学書院 2006.6

WY100.4/
Ku720.2

NANDA-NIC-NOC の理解 . 第 2 版 黒田裕子著 医学書院 2006.5

WY100.4/
Ma510a

日本看護協会看護業務基準集 2005 年 （第 4 版） 日本看護協会編 日本看護協会 2006.1

WY100.4/
Mo660

系統別フィジカルアセスメント ： 看護ケアの質の向上をめざして 森田孝子編 医学評論社 2006.6

WY100.4/N340 現代看護キーワード事典 企画 ・ 編集委員会 桐書房 2005.8

WY100.4/Sa850 NANDA 看護診断 ： 正確な書き方 ・ 使い方 佐藤栄子著 日総研出版 2005.8

WY105/J640b 看護成果分類 （NOC） . 第 3 版 ジョンソン他編 医学書院 2005.12

WY105/N770 看護介入分類 （NIC） 中木高夫他訳 南江堂 2006.7

WY105/Ta890 看護マネジメントの理論と実際 ： 人的資源論の立場から 田尾雅夫著 医療文化社 2005.9

WY108/I320 保健師業務要覧 新版 池田信子他編 日本看護協会出版
会

2005.7

WY115/|Z10/6 在宅悪性腫瘍患者指導管理の鎮痛療法 / 化学療法 大串祐美子他著 医歯薬出版 2006.3

WY125/N720 在宅 ・ 施設での実例より 第 2 版 医学書院 2006.2

WY150/
Ka544a/8

糖尿病と合併症 第 2 版 （看護のための最新医学講座 ： 第 8 巻） 南条輝志男編 中山書店 2006.8

WY150/Ka545 看護技術スタンダードマニュアル 作成委員会編 メヂカルフレンド社 2006.2

WY156/Ko610 がん患者の看護 第 3 版 （成人看護学 ： E） 小松浩子 他 編 廣川書店 2006.3

WY160/Mi770a 精神看護学 改訂 宮本眞巳編集代表 中央法規出版 2006.4

WY160.5/U570 脳神経外科 （術中看護マニュアル） 堀智勝監 ： 氏家弘編 学研 2006.7

WY162/N710a 手術看護基準 改訂 2 版 日本手術看護学会編 メディカ出版 2005.10

369.26/H380 介護 ・ 医療 ・ 福祉小辞典 第 2 版 橋本篤孝他編 法律文化社 2006.6

369.26/Ka940 実用介護 ・ 福祉 ・ ケア用語辞典 . 2006 年版 川上正夫他監修 土屋書店 2006.5

369.26/Mi730 福祉医療用語辞典 宮原伸二編著 創元社 2006.3

369.26/O380 古武術介護入門 岡田慎一郎著 医学書院 2006.8

407/Ko120 「研究方法」 入門 ： アイデアを研究にするための 13 の講義 小林宣泰著 協同医書出版社 2006.6

430.7/Sa320 ポイント化学計算 ： 考え方から解き方まで 第 4 版 坂本正徳著 廣川書店 2006.2
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＊＊  雑 誌 案 内  ＊＊

新規受入
 小児保健シリーズ �9 号（200� 年）から

タイトルチェンジ
 旧：Japanese Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
 　　　　�4 巻 12 号（2006 年）まで
 →新：General Thoracic and Cardiovascular Surgery
 　　　　�� 巻 1 号（2007 年）から

 旧：日本輸血学会雑誌 �2 巻 3 号（2006 年）まで
 →新：日本輸血細胞治療学会誌 �2 巻 4 号（2006 年）から

受入中止
 芸術新潮 �7 巻 12 号（2006 年）まで
 日本カメラ 通号 791 号（2006 年）まで
 旅 80 巻 12 号（2006 年）まで

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年
432/J510c/29 バイオテクノロジーの基本技術 第 5 版 （実験化学講座 ： 29） 日本化学会編 丸善 2006.7

433/N710 現場で役立つ化学分析の基礎 日本分析化学会編 オーム社 2006.2

437.01/N770 知っておきたい有機反応 100 日本薬学会編 東京化学同人 2006.1

437.075/Z60 研究室で役立つ有機実験のナビゲーター Zubrick,J.W. 著 丸善 2006.4

437/B770 基本有機化学 第 3 版 ブラウン他著 廣川書店 2006.5

464.1/C920 分子生物学大百科事典 T.E. クレイトン編 朝倉書店 2006.8

464.1/O860 最適な実験を行うためのバイオ実験の原理 大藤道衛著 羊土社 2006.7

464.27/I750 DNA とタンパク質 ： 生物の特異性を決める分子たち 石井信一著 裳華房 2006.5

467/P950 図解遺伝子の調節機構 ： λファージの遺伝子スイッチ Ptashne,M. 著 オーム社 2006.4

467.2/P220 マウス表現型解析 Papaioannou,V.E. 他著 メディカル ・ サイエ
ンス

2006.6

467.21/H290 ケミカルバイオロジー ・ ケミカルゲノミクス （Springer reviews） 半田宏編 シュプリンガー 2005.11

467.21/Ta820 転写因子 ・ 転写制御キーワードブック 田村隆明他編 羊土社 2006.7

467.3/N770 バイオインフォマティクス事典 日本バイオインフォマテ
ィクス学会編

共立出版 2006.7
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＊＊　ありがとうございました　＊＊

図　　書　　館

著者からの寄贈
小児科学講座 衞藤　義勝教授 ＰＢＬに基づく小児科学症例テキスト

衞藤義勝【総監訳】
エルゼビア・ジャパン，2006,11 ¥ 7,3�0
ネルソン小児科学（原書 17 版）．
衞藤義勝【監修】
エルゼビア・ジャパン，200�.11 ¥38,001

環境保健医学講座 清水　英佑教授 公衆衛生と社会保障 : 社会保障制度と生活者の
健康（国試看護シリーズ , イラストで見る診る
看る）2007 年版 .
清水英佑 , 佐藤冨美子，福本正勝編
医学評論社，2006 ¥ 1,890
医師国試問題解説アプローチ 07 �: 公衆衛生．
清水英佑 原野悟編
医学評論社，2006.12 ¥ 4,410
CBT こあかり〈1〉オリエンテーション 第 2 版．
安田幸雄，松田重三編 
医学評論社，2006.11 ¥ �,2�0
CBT こあかり〈2〉シミュレ−ション．
CBT こあかりシミュレーション編集委員会編
医学評論社，2006.01 ¥ 6,300

臨床腫瘍部 井上　大輔助教授 必修ラ・スパ 看護国試でるでるデ−タ 2007．
井上大輔 , 興梠清美 , 蝦名總子編著　TECOM

（医学評論社），2006.07 ¥ 1,890
放射線部 成田　浩人技師長補佐 画像診断検査早わかり集：検診から治療までの

すべてがわかる
成田浩人編著
真興交易医書出版部，2003 ¥ 2,41�

昭和 �6 年卒 加藤　光敏先生 糖尿病（高齢者のからだと病気シリ−ズ）
加藤光敏，加藤則子共著
日本医学館，2006.03 ¥ 1,260
患者さんのための糖尿病読本 .
加藤光敏，加藤則子編著
加藤内科クリニック，200�.06 非売品

元皮膚科学講座 上田　由紀子先生 ようこそ、これからの skin care へ .
上田由紀子著
奥村印刷 , 2006.07 ¥ 3,�00

金城大学 永坂　鉄夫教授 熱から脳を守るしくみ：マーラー的脳冷却学．
永坂鉄夫，小川徳雄著
能登印刷，2006.12 ¥ 1,�7�

大阪市立大学 杉村　一誠助教授 泌尿器腫瘍の化学療法．
杉村一誠，川嶋秀紀，仲谷達也編
協和企画，2006.12 ¥ 6,300

国際医療福祉大学 川内　基裕教授 サルとヒヒを用いた心・肺移植と遺伝子導入法．
川内基裕編
日本医学館，2006.09 ¥ �,2�0

北海道女性医師史編纂刊行委員会 北の命を抱きしめて - 北海道女性医師のあゆみ．
北海道女性医師史編纂刊行委員会編
ドメス出版，2006.0� ¥ 2,730

日本学術協力財団 どこまで進んだ男女共同参画（学術会議叢書）．
黒川清他著
日本学術協力財団，2006.09 ¥ 1,800
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一般寄贈
阿部　正和顧問 医療廃棄物白書 2007．田中勝編著

自由工房，2007.01 ¥ 2,940
環境保健医学講座 清水　英佑教授 産業保健ハンドブックⅢ：腰痛−臨床・予防管

理・補償のすべて−．和田攻監修
産業医学振興財団，2006.07   ¥ 2,�00

昭和 34 年卒 橋本　信也先生 尊厳死を考える
医療教育情報センター編，中央法規出版，2006 ¥ 1,400

放射線部 成田　浩人技師長補佐 画像診断検査早わかり集：検診から治療までの
すべてがわかる
真興交易医書出版部，2003 ¥ 2,41�

国　領　分　館

著者からの寄贈
総合健診・予防医学
センター　
新橋健診センター

和田　高士所長 検査と数値を知る事典
和田高士著 .　日本文芸社 ,　2006 ¥ 1,400
病気と症状がわかる事典：ホームドクター book
和田高士総監修 .　日本文芸社 ,　2006 ¥ 2,000

看護学科　　 瀬戸　昌之先生 環境学講義：環境対策の光と影
瀬戸昌之著 .　岩波書店 ,　2002 ¥ 2,300

環境保健医学講座 清水　英佑教授 疫学研究会 70 年の歩み：疫学研究会（旧結核
研究会）創設 70 周年記念誌
東京慈恵会医科大学疫学研究会同窓会・慈恵看
護専門学校疫学研究会 ,　2006
公衆衛生と社会保障：社会保障制度と生活者の
健康（国試看護シリーズ イラストで見る診る看
る）
清水英佑 , 福本正勝編 .　TECOM,　2006 ¥ 1,800
産業医の職務 Q&A　第 8 版
産業医学振興財団 ,　2006 ¥ 2,8�7

一般寄贈
臨床腫瘍部 井上　大輔助教授 看護師国試対策メイクアップʼ 07

中村幹雄 , 鎌田邦栄編著 .　TECOM, 2006 ¥ �,000

昭和 43 年卒　前川　暢男先生より一般教養図書の購入用に寄附をいただきました。
これらの図書は国領分館で所蔵いたします。
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お　知　ら　せ

編集・発行所　東京慈恵会医科大学学術情報センター 〒 10�-8461　東京都港区西新橋 3-2�-8 ℡ 03-3433-1111
印　 刷　 所　五光印刷株式会社 〒 33�-000�　埼玉県蕨市錦町 2-11-26 ℡ 048-447-3444

医中誌 Web ver.3 の中止
国内医学文献データベースの医中誌 Web は現在 Version.3 と 4 が提供されていますが、このうち

Version.3 は 2 月 12 日をもちましてサービスが終了いたします。これに先立つ製作元の作業のため、
2 月 10 日 ( 土 ) ～ 12 日 ( 月 ) は医中誌 Web が利用できませんので、ご注意ください。

CINAHL の検索システム変更
看護文献データベースである CINAHL の検索システムが 2007 年 1 月より変更になります。新シス

テムは EBSCO 社のもので、索引前の最新データ (Pre-CINAHL) も検索できるようになります。

Clinical Evidence の検索システム変更
臨床支援ツールである Clinical Evidence の検索システムが 2007 年 1 月より変更になります。新シ

ステムは BMJ Publishing 社のもので、これまでよりも多様な情報の探し方が可能になります。

保存図書の選定
196� 年から 1980 年までに発行された「呼吸器系・神経系」分野の図書の選定を行います。図書館

に保存するべきかどうか、多数のご意見をお寄せいただければ幸いです。
　　　期　間：平成 19 年 1 月 22 日（月）～ 2 月 24 日（土）
　　　場　所：図書館 2 階閲覧室・旧グループ学習室前

各種委員会
・平成 18 年度第 2 回学術情報センター標本館委員会

平成 18 年 6 月 13 日（火）16:30　於標本館（西新橋）
・第 �21 回学術情報センター図書館委員会

平成 18 年 11 月 21 日（火）12:1�　於Ｅ棟会議室（西新橋）
・平成 18 年度第 2 回図書館国領分館学生図書委員会

平成 18 年 11 月 24 日（金）12:1�　於国領校 B 会議室
・第 �22 回学術情報センター図書館委員会

平成 18 年 12 月 19 日（火）12:1�　於Ｅ棟会議室（西新橋）
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