九州歯科大学

図書館だより
昨年の丁度今頃、東日本大震災の直後にこの図書館だよりの挨拶文を書いていたことを思い
出します。あれから１年。復興への道は長く険しいようです。今回の図書館だより(No.21)
には九州地区の大学図書館が学生証の提示で利用できるという記事が載っています。是非、
いろんな大学の図書館に行って、幅広い知識を身につけ、社会の役に立てるよう勉強してい
きましょう。
図書館運営部会 松尾 拡

貸出ランキング 2012.2
1 クリニカル カリオロジー / 熊谷崇 [ほか] 著
2 クラウンブリッジ補綴学 / 石橋寛二 [ほか] 編 ; 會田雅啓 [ほか] 執筆
3 植物図鑑 / 有川浩著
4 新解剖学 / 加藤征 [ほか] 執筆

5 加齢・補綴 . 補綴総論 加齢変化 全部床義歯学 部分床義歯学 冠橋義歯学
/ 麻布デンタルアカデミー編
6 セルフチェックCBT Ver.2 : 生命科学・生体材料・医の原則・社会と歯学
/ CBT試験対策研究会編
7 歯科理工学サイドリーダー / 日比野靖著
8 衛生 / 麻布デンタルアカデミー編
9 最新口腔外科学 / 榎本昭二 [ほか] 編
10 パーシャルデンチャーテクニック / 藍稔〔ほか〕編集
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図書館からのお知らせ （１）
NEWS！
総合教育学の先生方のご協力により、何年もの間欠号だった
『研究紀要 第１８号』 （１９８７年）
『研究紀要 第２３号』 （１９９２年）
『一般教育研究紀要 第１０・１１合併号』 （２００６年）
を図書館へ寄贈していただき、全巻揃えることができました。
他大学からの文献複写依頼もある紀要です。皆さんも、一度目を通して見て下さ
い。

今回寄贈していただいたもの

製本したもの（平成２２年度）

２月の新着図書
『ビジュアル口腔生理学』/浅沼直和 [ほか] 著/学建書院
『ビジュアル生理学・口腔生理学 = Physiology and oral physiology』
/和泉博之, 浅沼直和編 ; 浅沼直和 [ほか] 執筆/学建書院
『日本語雑記帳』/ 田中章夫著/岩波書店
『四字熟語の中国史』/冨谷至著/岩波書店
『世界経済図説』/宮崎勇, 田谷禎三著/岩波書店
『子どもの声を社会へ : 子どもオンブズの挑戦』/桜井智恵子著/岩波書店

ご存知でしたか？九州地区大学図書館が学生証の呈示で利用できること
九州地区の大学図書館は、訪問先の大学図書館に学生証（教職員は身分証明書）を
呈示することで図書館に入館し、図書等を閲覧（複写）することができます。
確認事項
・九州地区大学図書館協議会加盟館一覧
http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/qkyogikai/qkyo_libraries/qkyogikai_list.html
で、訪問先の大学図書館が利用できるかどうかを事前に確認しましょう。
また、「学生証等による利用案内について」
http://www.lib.kyushuu.ac.jp/qkyogikai/qkyogikai/qkyo_libraries/qkyogikai_annnai.html
をよく読み、訪問館の利用規則等に則った利用をしましょう。
・北九州地区の大学については、図書館利用案内を図書館内の掲示板（入り口か
ら入って左側）に掲示しましたのでご利用ください。
※ 上記の内容は、変わることがあります。事前に、電話で確認してから出かけるこ
とを心掛けましょう。

図書館からのお知らせ（２）
後援会より寄贈していただいた図書
1 歯科衛生士のための主要3科問題例集‘11/全国歯科衛生士教育協議会編/口腔保健協会
2 徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験問題集‘12/歯科衛生士国試問題研究会編/医歯薬出版
3 徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験問題集'12/ 歯科衛生士国試問題研究会編/医歯薬出版
4 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/日本医事新報社
5 グレイ解剖学/Richard L.Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M.Mitchell原著 ; 塩田浩平, 瀬口春道,
大谷浩,杉本哲夫訳/エルゼビア・ジャパン
6 機能を中心とした図説組織学/B. Young [ほか] 著 ; 澤田元 [ほか] 訳/医学書院
7 今日の治療指針 : 私はこう治療している'12/ 日野原重明, 阿部正和編/医学書院
8 ガイトン生理学/ Arthur C. Guyton, John E. Hall原著/エルゼビア・ジャパン
9 解明病理学 : 病気のメカニズムを解く/ 青笹克之編/医歯薬出版
10 口腔外科学/ 白砂兼光, 古郷幹彦編/医歯薬出版
11 免疫学イラストレイテッド/ David Male [ほか] 著 ; 高津聖志, 清野宏, 三宅健介監訳/南江堂
12 イラストでみる口腔外科手術/1/日本口腔外科学会編/クインテッセンス出版
13 イラストでみる口腔外科手術/2/ 日本口腔外科学会編/クインテッセンス出版
14 口腔内科学/ 尾崎登喜雄編/飛鳥出版室
15 最新歯周病学/ 加藤熈編著/医歯薬出版
16 ベアー コノーズ パラディーソ神経科学 : 脳の探求 : カラー版/ M.F. ベアー, B.W. コノーズ,
M.A. パラディーソ著 ; 加藤宏司 [ほか] 監訳/西村書店
17 必修臨床研修歯科医ハンドブック/ 竹原直道, 廣藤卓雄監修 ; 粟野秀慈編集責任/医歯薬出版
18 ギャノング生理学/ [William F. Ganong原著] ; Kim E. Barrett [ほか著] ; 井上真澄 [ほか訳]/丸善
19 臨床のための解剖学/ キース・L・ムーア, アーサー・F・デイリー著 ; 佐藤達夫, 坂井建雄監訳/
メディカル・サイエンス・インターナショナル
20 ハリソン内科学/1/ ハリソン [原著] ; アンソニー・S.ファウチほか編著/メディカル・サイエス・
インターナショナル
21 ハリソン内科学/2/ ハリソン [原著] ; アンソニー・S.ファウチほか編著/メディカル・サイエン
ス・インターナショナル
22 ザ・ペリオドントロジー = The periodontology / 和泉雄一 [ほか] 編著/永末書店
23 イラスト解剖学/松村譲兒著/中外医学社
24 口腔外科の疾患と治療 : SIMPLE TEXT/栗田賢一, 覚道健治編集 ; 覚道健治 [ほか] 執筆/永末書
店
25 スタンダード歯科理工学 : 生体材料と歯科材料/鈴木一臣 [ほか] 編集(幹事)・執筆 ; 荒木吉馬 [ほ
か] 編集・執筆 ; 足立正徳 [ほか] 執筆/学建書院
26 臨床歯科理工学/ 宮崎隆 [ほか] 編/医歯薬出版
27 矯正歯科治療 : この症例にこの装置/後藤滋巳 [ほか] 編著/医歯薬出版
28 支台歯形成と咬合の基本/小林賢一, 真鍋顕著/医歯薬出版
29 診療室の行動科学 : 困った患者さんにどう活かす : 事例で学ぼう!考えよう!/ 深井穫博, 中村譲治,
文元基宝編/クインテッセンス出版
30 診療室の行動科学 : 困った患者さんにどう活かす : 事例で学ぼう!考えよう!/ 深井穫博, 中村譲治,
文元基宝編/クインテッセンス出版
31 外科基本テクニック「超」入門 : 70分の動画でめきめき体得!糸結び, 縫合, 切離・剥離/ 沢村敏郎
[著]/メディカ出版
32 顕微鏡歯科入門 : 根管治療,コンポジットレジン修復を中心に/井澤常泰, 三橋純, 吉岡隆知著/砂書
房
33 動画でまなぶ切開・結紮・縫合/ 真船健一著/学研メディカル秀潤社
34 こうすればできる研修医基本手技/ 橋爪誠, 福井次矢編/三輪書店
35 医師・歯科医師のための口腔診療必携 : 困ったときのマニュアル・ヒント集202/ 高戸毅監修 ; 青
木茂樹 [ほか] 編集/金原出版
36 衛生管理 : 第1種用 : 受験から実務まで/ 1/ 中央労働災害防止協会編/中央労働災害防止協会
37 衛生管理 : 第1種用 : 受験から実務まで/ 2/中央労働災害防止協会編/中央労働災害防止協会
38 臨床のための神経機能解剖学/ 後藤文男, 天野隆弘著/中外医学社
39 歯科診療における放射線の管理と防護 : 人体への影響の正しい知識と理解/ 佐々木武仁, 島野達也
編集 ; 岡野友宏[ほか]執筆/医歯薬出版

図書館からのお知らせ（３）
後援会より寄贈していただいた図書（つづき）
40 介護予防の現場で役立つ口腔機能向上事例集/ 秋房住郎, 高野ひろみ編著/永末書店
41 臨床家のための歯科小手術ベーシック = Basic techniques of dental surgery/ 石垣佳希, 足立雅
利編集・著/医歯薬出版医歯薬出版
42 保存修復クリニカルガイド/ 千田彰 [ほか] 編集/医歯薬出版
43 イラストと写真でわかる歯科材料の基礎/竹澤保政著/永末書店
44 歯科医療倫理/笠原幸子, 樫則章, 保坂誠著/医歯薬出版
45 くすりの地図帳/伊賀立二, 小瀧一, 澤田康文監修/講談社
46 高齢者の栄養スクリーニングツールMNAガイドブック/葛谷雅文, 吉田貞夫, 宮澤靖編集/医歯薬
出版
47 歯科衛生士のためのインプラントメインテナンス/ 加藤久子著/医歯薬出版
48 社会福祉概論/基礎からの社会福祉編集委員会編/ミネルヴァ書房
49 産業保健マニュアル/ 和田攻編集 ; 鈴木庄亮 [ほか] 執筆/南山堂
50 これからはじめる口腔機能向上事業ガイドブック : 介護の味方/ 秋房住郎監修/永末書店
51 スキルアップ!スケーリングテクニック : ベーシックからアドバンスまで/加藤久子著/医歯薬出版
52 Complete Worksトータルスケーリングテクニック/ 加藤久子著/医歯薬出版
53 日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養ハンドブック/日本静脈経腸栄養学会編集/南江堂
54 胃ろうPEGケアのすべて : 見てわかるDVD付/ 合田文則編著/医歯薬出版
55 リハビリテーション栄養ケーススタディ : 臨床で成果を出せる30症例/ 若林秀隆編著/医歯薬出版
56 一から学ぶ歯科医療安全管理/ 海野雅浩 [ほか] 編集 ; 一戸達也 [ほか] 執筆/医歯薬出版
57 認知症患者の摂食・嚥下リハビリテーション/野原幹司編 ; 山脇正永 [ほか] 著/南山堂
58 新予防歯科学/ 米満正美 [ほか] 編集 ; 米満正美 [ほか] 執筆/医歯薬出版
59 国民の福祉の動向/ 厚生統計協会編/厚生統計協会
60 国民衛生の動向/ 厚生統計協会編/厚生統計協会
61 保健指導・患者指導のための行動変容実践アドバイス50/松本千明著/医歯薬出版
62 5日間で学ぶ医療安全超入門/坂本すが責任編集/学習研究社
63 歯科矯正学専門用語集/日本矯正歯科学会編/医歯薬出版
64 非歯原性疼痛へのアプローチ : “原因のわからない"痛みに悩む患者さんが来院したら/北村知昭,
柿木保明, 椎葉俊司編集/医歯薬出版
65 医療・保健スタッフのための健康行動理論 : 生活習慣病の予防と治療のために/松本千明著/医歯
薬出版
66 保健スタッフのためのソーシャル・マーケティングの基礎/ 松本千明著/医歯薬出版
67 図解による法律用語辞典/ [青柳幸一ほか執筆]/自由国民社
68 看護・福祉・医学統計学 : SPSS入門から研究まで/大櫛陽一 [ほか] 著/福村出版
69 歯科衛生士のための歯科用語小辞典/2/織田正豊〔ほか〕編/クインテッセンス出版
70 嚥下障害ポケットマニュアル/聖隷嚥下チーム執筆/医歯薬出版
71 事例・判例から学ぶ歯科の法律/小室歳信著/ 医歯薬出版
72 リハビリテーション栄養ハンドブック/ 若林秀隆編著/医歯薬出版
73 よくわかる医療安全ガイドブック/Patrice L. Spath著/学習研究社
74 認知症早期発見のためのCDR判定ハンドブック/目黒謙一著/医学書院
75 新しい健康教育 : 理論と事例から学ぶ健康増進への道/日本健康教育士養成機構編著/保健同人社
76 実践!臨床栄養 : 「治る力」を引き出す/東口高志編/医学書院
77 咀嚼の事典/井出吉信編集/朝倉書店
78 口腔顎顔面外科学専門用語集/ 日本口腔外科学会編/医歯薬出版
79 今日の治療薬 : 解説と便覧/'12/水島裕, 宮本昭正 [共] 編著/南江堂
80 看護師・看護学生のためのレビューブック/'12/岡庭豊編集/メディックメディア
81 薬の生体内運命/ 中島恵美編/ネオメディカル
82 脱灰と再石灰化 : International Tooth Enamel Symposium/Kenzo Kawasaki, John.G.Clement
[編] ; 川崎堅三監修 ; 下田信治訳/わかば出版
83 エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策 : 実践マニュアル/日本歯科医学会監修/
永末書店
84 エビデンスに基づく一般歯科診療における院内感染対策/日本歯科医学会監修/永末書店
85 歯科医院の感染管理常識非常識 : Q&Aで学ぶ勘所と実践のヒント/ 柏井伸子編/クインテッセンス
出版

