九州歯科大学

図書館だより
ようやく暑さからも開放され、ずいぶん過ごしやすくなってきました。日ごとに
秋を感じ、何か新しいことにチャレンジするにもいい季節ですね。図書館で
も、毎年行ってきた選書ツアーを今年度は実施せず、より利用者の皆さんの
希望にそえるような形で図書を購入し、紹介したいと考えています。ぜひ、図
書館ホームページ又は受付カウンターから希望図書の申込みをして、ご意
見をお聞かせいただければと思います。
学務部学生支援・研究支援班 長 紀美恵

貸出ランキング

2018.8

1位 口腔外科学 第3版 , 白砂兼光, 古郷幹彦編
先端のゲノム医学を知る : 進展するSNP解析・マイクロアレーによる創
2位
薬とオーダーメイド医療の実際 改訂 , 中村祐輔著
スタンダード生化学・口腔生化学 , 安孫子宜光 [ほか] 編著/石橋一成
3位
[ほか] 著
神経系の疾患と薬/循環器系の疾患と薬/腎・泌尿器系の疾患と薬 (薬
4位
がみえる:v. 1) , 医療情報科学研究所編
5位 コンプリートデンチャーテクニック 第6版 , 細井紀雄 [ほか] 編
歯科矯正学 2017 (歯科医師国家試験過去問題集 : 実践:11) , 麻布デ
6位
ンタルアカデミー編
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
7位 歯学 2017 (歯科医師国家試験参考書 : New text:4) , 麻布デンタルアカ
デミー編
歯学生のための摂食・嚥下リハビリテーション学 , 向井美惠, 山田好秋
8位
編
9位 現代歯科薬理学 第6版 , 鈴木邦明 [ほか] 編
10位 口腔微生物学・免疫学 第2版 , 浜田茂幸編集

貸出冊数（８月）
歯学科1年生
歯学科2年生
歯学科3年生
歯学科4年生
歯学科5年生
歯学科6年生
口腔保健学科1年生
口腔保健学科2年生
口腔保健学科3年生
口腔保健学科4年生
大学院生1年生
大学院生2年生
大学院生3年生
大学院生4年生
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冊数

後援会から寄贈していただきました。
実践 / 麻布デンタルアカデミー編
必修 2019
基礎 2019上
基礎 2019下
衛生 2019
保存修復学 2019
歯内療法学 2019
歯周病学 2019
全部床義歯学 2019
部分床義歯学 2019
冠橋義歯学 2019
小児歯科学 2019
歯科矯正学 2019
先天異常/顎関節疾患/損傷/炎症・アレルギー/感染
症/口腔粘膜疾患 2019
嚢胞/腫瘍/唾液腺疾患/神経疾患/血液疾患 2019
口腔外科学下 : 全身疾患, 手術総論・一般診査/歯
科麻酔学 2019
歯科放射線学 2019

Dr.加藤の国試合格ノート / 加藤和英
必修 112回国試突破version
基礎 112回国試突破version
衛生 112回国試突破version
思考力強化 : 知識を点数にする200問 112回国試突
破version

Answer 2019 / DES歯学教育スクール
必修の基本的事項
基礎系歯科医学1, 解剖学・組織学/生化学/生理学/病理
学
基礎系歯科医学2, 微生物学/免疫学/薬理学/歯科理工学
社会歯科・口腔衛生学
歯科保存学1,保存修復学/ 歯内療法学
歯科保存学2, 歯周病学
小児歯科学
歯科矯正学
歯科補綴学1, 歯冠義歯学
歯科補綴学2, 全部床義歯学/部分床義歯学
口腔外科学1
口腔外科学2
口腔外科学3/高齢者歯科/摂食・嚥下/歯科麻酔学/歯科放
射線学

New text 2019 / 麻布デンタルアカデミー
必修
基礎/正常 異常 微生物学 薬理学 歯科理工学 診療総論
衛生
保存/保存修復学 歯内療法学 歯周病学
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
小児・矯正/成長・発育 小児歯科学 歯科矯正学
外科・放射/口腔外科学 歯科放射線学 歯科麻酔学

口腔外科セレクトアトラス 第3版
歯科医師国家試験問題解説 第111回
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験問題集 2019年版
歯科衛生士国家試験基礎科目オリジナル問題集 : 合格への近道! 1
歯科衛生士国家試験基礎科目オリジナル問題集 : 合格への近道! 2
歯科衛生士国家試験完全攻略 : 科目別国家試験解説 2019年版 : 2013～2018
歯科衛生士国試対策集 2019年対応
歯科衛生士国家試験予想問題集 : 新出題基準準拠 第2版 : [set]
歯科衛生士のための主要3科プラス専門分野問題集 第3版 : セット
人体の構造と機能/歯・口腔の構造と機能/疾病の成り立ち及び回復過程の促進 第5版 (ポイントチェック歯科衛生士
国家試験対策:1)
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み 第5版 (ポイントチェック歯科衛生士国家試験対策:2)
歯科衛生士概論/臨床歯科医学1 : 臨床歯科総論 : 歯・歯髄・歯周組織の疾患と治療 : 歯の欠損と治療 第5版 (ポイ
ントチェック歯科衛生士国家試験対策:3)
臨床歯科医学2 : 顎・口腔領域の疾患と治療 : 不正咬合と治療 : 小児・高齢者・障害児者の理解と歯科治療 第5版
(ポイントチェック歯科衛生士国家試験対策:4)
歯科予防処置論/歯科保健指導論/歯科診療補助論 第5版 (ポイントチェック歯科衛生士国家試験対策:5)
キーワードで完ぺき歯科衛生士国家試験直前マスター基礎! 第2版
キーワードで完ぺき歯科衛生士国家試験直前マスター臨床! 第3版
キーワードで完ぺき歯科衛生士国家試験直前マスター社会歯科! 第2版
キーワードで完ぺき歯科衛生士国家試験直前マスター歯科保健指導! 第2版
キーワードで完ぺき歯科衛生士国家試験直前マスター歯科予防処置! 第2版
キーワードで完ぺき歯科衛生士国家試験直前マスター歯科診療補助! 第2版
国試の麗人 : 歯科衛生士 I国試解説編 2019 Year book
夏の麗人 : 歯科衛生士 基礎まとめ編 2019 Year book

