九州歯科大学

図書館だより
新しい年を迎えて１ヶ月経ちましたが、１年の計も計画通りに進んでいることと思います。本学の図書館は、運
営委員会のメンバーを中心に活動方針などを検討しており、今年度は図書館だよりと教員著作コーナーを創設
したことで、情報発信の充実とともに教員著作の蔵書も徐々に増えてきました。一般図書の寄贈も歓迎しており
ますので、図書の充実にご協力をよろしくお願いいたします。
さて、今年は電子機器の充実で電子書籍元年とでもいうべき年になりそうです。電子情報は便利ですが、ス
イッチで一瞬に消すこともできます。一方、従来の書籍は、形がありますので、すぐには取り替えることができま
せんが、そのぶん愛着を持って読むことができます。それぞれの長所を生かしながら、図書館も大いに利用して
いただければ幸いです。
附属図書館長 柿木保明

貸出ランキング

2010.12

１位 パーシャルデンチャーテクニック / 野首孝祠 [ほか] 編
２位 組織病理アトラス / 飯島宗一[ほか]編
３位

レンナーとバウチャーの部分床義歯の臨床 / Robert P.Renner, Louis J.Boucher
共著 ; 野首孝祠, 前田芳信共訳

４位 歯科矯正学 / 相馬邦道 [ほか] 編集 ; 相馬邦道 [ほか] 執筆
５位 新予防歯科学 / 米満正美 [ほか] 編集 : 米満正美 [ほか] 執筆
医歯薬系学生のためのビジュアル生化学・分子生物学 / 大塚吉兵衛, 安孫子宜
６位
光共著
７位 口腔微生物学・免疫学 / 浜田茂幸 [ほか] 編集
８位 保存修復臨床ヒント集 / 寺中敏夫, 井上正義, 寺下正道編集
９位 クラウン・ブリッジの臨床テクニック / 五十嵐孝義編
１０位 コンプリートデンチャーテクニック / 編集委員:津留宏道〔等〕

貸出冊数（１２月）
学部生１年生
学部生２年生
学部生３年生
学部生４年生
学部生５年生
学部生６年生
大学院生

32
85
86
46

冊数
92
63

21

最新刊以外の問題集を貸出しています。
問題集の付属の写真集はカウンターに置いてあります
ので、必要な方はカウンターまでお申し出ください。
九州歯科大学 図書館だより NO.7 2011年1月発行
http://www2.kyu-dent.ac.jp/~LIB/index.html

寄贈リスト（口腔保健学科関連）
口腔微生物学サイドリーダー = Side reader of oral micro biology 前田伸子, 大島朋子著
循環器疾患ビジュアルブック
脳神経疾患ビジュアルブック
消化器疾患ビジュアルブック
スペシャルニーズデンティストリー : 障害者歯科
口腔ケアガイドブック
新口腔保健学

大西哲, 田鎖治, 山崎正雄編集
森田明夫, 吉澤利弘編
小西敏郎, 松橋信行編集
日本障害者歯科学会編集
下山和弘, 米山武義, 那須郁夫編集
末高武彦 [ほか] 編 ; 雫石聡 [ほか] 執筆

歯科衛生士のヒヤリ・ハットの事例と対策 : 医療事故になる前に 松田裕子, 鈴木俊夫監修
歯科衛生ケアプロセス = Dental Hygiene Process of Care

佐藤陽子, 斎藤淳編著 ; 下野正基, 保坂誠, Ginny
Cathcart著
金澤紀子 [ほか] 編

歯科衛生研究の進め方・論文の書き方
歯科衛生士のための歯周治療ガイドブック : キャリアアップ・認定
日本歯周病学会編
資格取得をめざして
摂食スキルの発達と障害 : 子どもの全体像から考える包括的支 Suzanne Evans Morris, Marsha Dunn Klein [著] ; 金子
援
芳洋訳
徹底分析!年度別歯科衛生士国家試験問題集
歯科衛生士国試問題研究会編
がん患者の栄養管理 : がん化学療法チームハンドブック

大村健二編集

訪問で行う摂食・嚥下リハビリテーションのチームアプローチ

戸原玄編集

EBMに基づいた口腔ケアのために : 必読文献集
在宅訪問における口腔ケアの実際

静岡県歯科医師会編
牛山京子著
Herbert F. Wolf, Edith M. & Klaus H.Rateitschak [ほ
か] 著 ; 日本臨床歯周病学会訳
高戸毅 [ほか] 編

カラーアトラス歯周病学
口と歯の事典
歯科保健関係統計資料 : 口腔保健・歯科医療の統計
歯科保健指導関係資料
歯科衛生士試験出題基準
医療・保健スタッフのための健康行動理論の基礎 : 生活習慣病
を中心に
言語聴覚士のための呼吸ケアとリハビリテーション
歯科衛生の動向
新老年学
歯科衛生士の臨床
歯ブラシ事典 : 使い方から介護用品までなんでもわかる
歯科衛生士のためのヘルスカウンセリング
人間の内面を探る「自己・個人内過程」
人間と社会のつながりをとらえる「対人関係・価値観」
心の健康をはかる「適応・臨床」
子どもの発達を支える「対人関係・適応」
呼吸器疾患
消化器疾患

歯科医療研修振興財団編
松本千明著
石川朗, 野原幹司著 ; 石川朗編集
口腔衛生学会編
大内尉義, 秋山弘子編集代表 ; 折茂肇編集顧問
E・M・ウィルキンス著 ; 石川達也校閲 ; 布施祐二 [ほ
か] 監訳
松田裕子, 近藤いさを, 波多江道子編集 ; 麻賀多美代
[ほか] 執筆
宗像恒次監著 ; 足立優 [ほか] 著
山本眞理子編
吉田富二雄編
松井豊編
櫻井茂男, 松井豊編
木村謙太郎, 松尾ミヨ子監修
飯野四郎, 陣田泰子監修

循環器疾患

友池仁暢, 国立循環器病センター病院看護部監修

代謝・内分泌疾患
血液・造血器疾患
脳・神経疾患
運動器疾患
腎・泌尿器疾患
周手術期看護
救急ケア
リハビリテーション看護
歯科衛生士さんのためのブラッシング指導
全国歯科衛生士教育協議会40周年史

池田匡, 井山壽美子監修
竹田津文俊, 伊藤正子監修
関野宏明, 陣田泰子監修
河合伸也, 金山正子監修
東間紘, 宝塚市立病院看護部監修
森田孝子監修
中村恵子監修
奥宮暁子, 石川ふみよ監修
丸森英史監著
榊原悠紀田郎著

