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好きになる生物学 : 12カ月の楽しいエピソード / 吉田邦久著. -- 講談社, 2001.11. 医9F図書 460//Y86//3101 11780131014

好きになる分子生物学 : 分子からみた生命のスケッチ / 萩原清文著 ; 多田富雄監修. -- 講談社, 2002.12.医9F図書 464.1//H14//3105 11780131055

オペのイチロー、世相を斬る! / 木村健著. -- 松柏社, 2007.4. 医9F図書 490.49//KI39//3109 11780131097

医学部スタディ・スキル : 入学前から卒業まで / デビッド・W.ブリモア著 ; 下条文武監訳 ; 伊藤聡, 鈴木栄一訳. -- 西村書店, 2005.1.医9F図書 490.7//B88//3092 11780130925

好きになる解剖学ミニノート : 楽しく覚えて、らくらく実力アップ! / 竹内修二著. -- 講談社, 2009.4. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 491.1//TA67//3099 11780130990

自分の体をさわって確かめよう / 竹内修二著. -- 講談社, 2003.2. -- (好きになる解剖学 / 竹内修二著).医9F図書 491.1//TA67//3107 11780131071

関節を動かし骨や筋を確かめよう / 竹内修二著. -- 講談社, 2005.9. -- (好きになるシリーズ . 好きになる解剖学 / 竹内修二著 ; Part 2).医9F図書 491.1//TA67//3108 11780131089

好きになる生理学ミニノート : 楽しく覚えて、らくらく実力アップ! / 田中越郎著. -- 講談社, 2008.7. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 491.3//TA84//3100 11780131006

好きになる生理学 : からだについての身近な疑問 / 田中越郎著. -- 講談社, 2003.6.医9F図書 491.3//TA84//3106 11780131063

好きになる人間生物学 : 私たちの身近な問題身近な疑問 / 吉田邦久著. -- 第4刷. -- 講談社, 2006.12. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 491.3//Y86//3097 11780130974

好きになる病理学 : るみと健太の病理学教室訪問記 / 早川欽哉著. -- 第6刷. -- 講談社, 2006.7. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 491.6//H46//3103 11780131030

好きになる免疫学 : 「私」が「私」であるしくみ / 萩原清文著. -- 第15刷. -- 講談社, 2007.2. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 491.8//H14//3098 11780130982

好きになる救急医学 : 病院前から始まる救急医療 / 小林国男著. -- 講談社, 2006.4. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 492.29//KO12//3104 11780131048

好きになる睡眠医学 : 眠りのしくみと睡眠障害 / 内田直著. -- 講談社, 2006.6. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 493.7//U14//3102 11780131022

きみが外科医になる日 / 日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会編. -- 講談社, 2010.11.医9F図書 494//N95//3094 11780130941

バカ学生を医者にするな! : 医学部バブルがもたらす3つの危機 / 永田宏著. -- 毎日新聞社, 2010.10.医9F図書 498.14//N23//3093 11780130933

医者を続けるということ / 小鷹昌明著. -- 中外医学社, 2010.12. 医9F図書 498.14//O17//3095 11780130958

好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう / 麻見直美, 塚原典子著. -- 講談社, 2008.4. -- (好きになるシリーズ).医9F図書 498.55//O62//3096 11780130966

3D画像で学ぶ人体 / 上山敬司, 中川克二著. -- 医学書院, 2009.1. 医9F図書 491.1//U51//3070 11780130701

免疫学の巨人 : 7つの国籍を持った男の物語 / ゾルタン・オヴァリー著 : 多田富雄訳. -- 集英社, 2010.11.医9F図書 491.8//O92//3068 11780130685

脳の機能解剖と画像診断 / H‐J クレッチマン, W ワインリッヒ著 ; 真柳佳昭訳. -- 医学書院, 2008.4.医9F図書 492.4371//KR4//3071 11780130719

私がしたことは殺人ですか? : この本を手にとってくださったあなたにお聞きしたいのです。 / 須田セツ子著. -- 青志社, 2010.4.医9F図書 498.12//SU13//3069 11780130693

カラー図解人体の正常構造と機能 / 坂井建雄, 河原克雅総編集. -- 全10巻縮刷版. -- 日本医事新報社, 2008.3.医9F図書 491//SA29//3081 11780130818

画像診断コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 / 百島祐貴著. -- 第2版. -- 医学教育出版社, 2009.9.医9F図書 492.43//MO27//3072 11780130727

診察と手技がみえる / 古谷伸之編集. -- Vol.1. -- 第2版. -- Medic Media, 2007.12.医9F図書 Vol.1 492//F94//3074 11780130743

診察と手技がみえる / 古谷伸之編集. -- Vol.1. -- 第2版. -- Medic Media, 2007.12.医9F図書 Vol.1 492//F94//3075 11780130750

診察と手技がみえる / 田辺政裕編. -- Vol.1, Vol.2. -- Medic Media, 2005.9-2010.3.医9F図書 Vol.2 492//I67//3073 11780130735

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック / 林道夫, 渋谷祐子編集. -- 学研メディカル秀潤社.医9F図書 493.12//H48//3079 11780130792

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック / 林道夫, 渋谷祐子編集. -- 学研メディカル秀潤社.医9F図書 493.12//H48//3080 11780130800

循環器疾患ビジュアルブック / 大西哲, 田鎖治, 山崎正雄編集. -- 学研メディカル秀潤社.医9F図書 493.2//O66//3085 11780130859

消化器疾患ビジュアルブック / 小西敏郎, 松橋信行編集. -- 学習研究社, 2009.5. 医9F図書 493.4//KO75//3084 11780130842

脳神経疾患ビジュアルブック / 森田明夫, 吉澤利弘編. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書 493.73//MO66//3078 11780130784

膠原病・自己免疫疾患, 感染症, 神経・筋疾患, 精神疾患 / 佐藤千史, 井上智子編集 ; 青柳傑 [ほか] 執筆. -- 医学書院, 2010.12. -- (人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ / 佐藤千史, 井上智子編集 ; 4).医9F図書 493//SA85//3082 11780130826

運動器疾患, 皮膚疾患, 女性生殖器疾患, 眼疾患, 耳鼻咽喉疾患 / 佐藤千史, 井上智子編集 ; 大川淳 [ほか] 執筆. -- 医学書院, 2010.12. -- (人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ / 佐藤千史, 井上智子編集 ; 5).医9F図書 493//SA85//3083 11780130834

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック / 渋谷祐子, 亀山周二編集. -- 学研メディカル秀潤社.医9F図書 494.93//SH23//3076 11780130768

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック / 渋谷祐子, 亀山周二編集. -- 学研メディカル秀潤社.医9F図書 494.93//SH23//3077 11780130776

考える技術 : 臨床的思考を分析する / S.スターン, A.シーフー, D.オールトカーム著 ; 竹本毅訳. -- 日経BP社.医9F図書 492.1//ST5//3087 11780130875

輸液ができる、好きになる : 考え方がわかるQ&Aと処方計算ツールで実践力アップ / 今井裕一著. -- 羊土社, 2010.6.医9F図書 492.26//I43//3086 11780130867

薬の処方ハンドブック : 一目でわかる処方のスタンダード / 奈良信雄編集. -- 改訂第3版. -- 羊土社, 2008.4.医9F図書 492.3//N51//3090 11780130909

わかりやすい内科学 / 大井元晴 [ほか] 編. -- 第3版. -- 文光堂, 2008.1. 医9F図書 493//O31//3089 11780130891

UCSFに学ぶできる内科医への近道 / 山中克郎, 澤田覚志編著. -- 改訂3版. -- 南山堂, 2009.3.医9F図書 493//Y34//3091 11780130917
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あたらしい皮膚科学 / 清水宏著. -- 中山書店, 2005.5. 医9F図書 494.8//SH49//3088 11780130883

Dr.林の当直裏御法度 : ER問題解決の極上Tips70 / 林寛之著. -- 三輪書店, 2006.5.医9F図書 492.29//H48//3063 11780130636

放射線科医のものの見方・考え方 : 画像を論理的・病態生理学的に理解したい学生/技師/研修医/医師のために / 今西好正, 徳原正則, 小谷博子著. -- 医療科学社, 2009.4.医9F図書 492.43//I45//3059 11780130594

これだけは知っておきたい医療禁忌 : 診察・投薬・処置時の禁忌事項の根拠と対策 / 長田薫編. -- 改訂第2版. -- 羊土社, 2007.3.医9F図書 492//N23//3064 11780130644

マンガで学ぶ感染症 / 岩田健太郎著 ; 弐月匡作画 ; トレンド・プロ製作. -- 中外医学社, 2009.8.医9F図書 493.8//I97//3061 11780130610

悪魔が来たりて感染症 : その根拠でよいのか / 岩田健太郎著. -- 中外医学社, 2007.9.医9F図書 493.8//I97//3065 11780130651

Dr.大津の世界イチ簡単な緩和医療の本 : がん患者を苦痛から救う10ステップ / 大津秀一著. -- 総合医学社, 2010.6.医9F図書 494.5//O87//3062 11780130628

Dr.ジンゾーの透析療法の初歩 : medicalコミック / 佐藤良和著. -- 南山堂, 2006.8. 医9F図書 494.93//SA85//3060 11780130602

オランダには何故MRSAがいないのか? : 差異と同一性を巡る旅 / 岩田健太郎, 古谷直子著. -- 中外医学社, 2008.4.医9F図書 498.02359//I97//3066 11780130669

がんばれ!女性医師・医学生 : 仕事とパーソナル・ライフの充実をめざして / 日本家庭医療学会編. -- プリメド社, 2003.7.医9F図書 498.14//N77//3067 11780130677

＜DVD＞※後日入荷予定です

タイトル 配置予定場所

極める「感染症パーフェクト・セット」(全5巻) 医8FAV

Dr.須藤のやりなおし輸液塾<上下巻セット> 医8FAV

Dr.岩田のFUO不明熱大捜査線<第2巻>　 -入院患者シリーズ- 医8FAV

Dr. 安田のクリアカット腎臓学<上巻><下巻>　/　安田 隆 医8FAV

チャレンジ!超音波走査<上下巻セット> /　斎藤 明子 医8FAV

もう迷わない!好きになる心電図<上下巻セット> /　山下 武志 医8FAV

みんなの症候診断<上下巻セット> / 前野 哲博 医8FAV

北米式☆プレゼンテーション上達ライブ　/ Gautam A. Deshpande 医8FAV
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