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2017.11
1位 現代歯科薬理学第4版 , 加藤有三, 篠田寿, 大谷啓一編集

2位
歯学生のパーシャルデンチャー第5版 , 三谷春保, 小林義典, 赤川安正編
集

3位 口腔病理アトラス第2版 , 山本浩嗣, 坂井英隆, 高田隆編

4位
今日からはじめる!口腔乾燥症の臨床 : この主訴にこのアプローチ , 安細
敏弘, 柿木保明編著

5位
基礎/正常異常微生物学薬理学歯科理工学診療総論 2017 (歯科医師
国家試験参考書 : New text:1) , 麻布デンタルアカデミー編

6位
外科・放射/口腔外科学歯科放射線学歯科麻酔学 2017 (歯科医師国家
試験参考書 : New text:6) , 麻布デンタルアカデミー編

7位
歯科材料の知識と取り扱い (新歯科衛生士教本. 歯科診療補助) , 石川達
也[ほか]著

8位 老年歯科医学 , 森戸光彦 [ほか] 編

9位 クラウン・ブリッジ補綴学サイドリーダー第4版 , 菅沼岳史著

10位 入門組織学 , 牛木辰男著
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12月は旧暦で「師走」と呼びますよね。自分が子供の頃には、「師」（お坊さん）が
お経をあげるために、西へ東へ「馳せる」月なので、「しはせ」が転じて「しわす」と
なったと習いました。しかし、これは「語源俗解」といって、言語学的な根拠のない
ものだそうです。文書などで記録を残すことが難しかったことも影響しているのか
もしれません。文字だけでなく、画像、映像が記憶媒体に残せる現代のできごと・
言葉が後世にどのように伝えられていくのか・・・想像がつきませんね。

図書館運営部会 臼井 通彦



新着図書のご紹介
タ イ ト ル 著 者 名

これが決め手!マイクロスコープの臨床 (日本歯科評論:別冊:2017) 辻本恭久, 三橋純編著

要介護者の義歯治療の勘所 (かんどころ) 下山和弘著

歯科アレルギーNOW : 疾患の基礎と臨床のエッセンシャル 海老原全 [ほか] 編集委員

歯科における災害対策 : 防災と支援 中久木康一編著/相沢朋代 [ほか] 著

歯科国試パーフェクトマスター歯科矯正学 清水典佳, 鈴木里奈著
歯科国試パーフェクトマスター小児歯科学 第3版 河上智美編著
歯科国試パーフェクトマスター口腔組織・発生学 中村浩彰著
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, 山田好秋編
超入門新薬理学 (看護学生超入門シリーズ) 小山岩雄著

歯科臨床ファーストレシピ 1 : コア・コンセプト&介補テクニック編 西田哲也編集・執筆/西田香 [ほか] 執筆

歯科臨床ファーストレシピ 2 : 保存治療編 西田哲也編集・執筆/西田香 [ほか] 執筆

歯科臨床ファーストレシピ 3 : 補綴治療編 西田哲也編集・執筆/西田香 [ほか] 執筆

MTAその基礎と臨床 : 生体材料としての現状と展望 (HYORONブックレット) 興地隆史編著/井澤常泰 [ほか] 著

SPSS完全活用法 : データの入力と加工 第4版 酒井麻衣子著
SPSSでやさしく学ぶ統計解析第5版 石村貞夫, 石村友二郎著
SPSSによる統計処理の手順第7版 石村貞夫, 石村光資郎著

SPSSによる臨床心理・精神医学のための統計処理第2版 石村貞夫, 加藤千恵子, 石村友二郎著

SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析第4版 石村貞夫 [ほか] 著

動機づけ面接法 基礎・実践編
ウイリアム・R・ミラー, ステファン・ロルニック著/
松島義博, 後藤恵訳

内科レジデントマニュアル 第8版 聖路加国際病院内科レジデント編

口の中がわかるビジュアル歯科口腔科学読本
全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議監
修

消化器系の疾患と薬/呼吸器系の疾患と薬/感染症と薬/悪性腫瘍と薬 (薬がみえる:v. 3) 医療情報科学研究所編集

図説無歯顎補綴学 : 理論から装着後の問題解決まで 山県健佑, 黒岩昭弘著

セレクト部分床義歯 第2版第2刷 歯科医師国家試験対策研究会編

保存修復学 第6版 千田彰ほか編

歯学生の口腔インプラント学 尾関雅彦 [ほか] 編/井出吉昭 [ほか] 執筆

スタンダードパーシャルデンチャー補綴学
藍稔, 五十嵐順正編集・執筆/石上友彦 [ほか] 
執筆

無歯顎補綴治療学 第3版 市川哲雄 [ほか] 編

保存修復学21 第5版 田上順次 [ほか] 監修/阿南壽 [ほか] 編集

消化器 第5版 (病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編
循環器 第4版 (病気がみえる:v. 2) 医療情報科学研究所編
糖尿病・代謝・内分泌 第4版 (病気がみえる:v. 3) 医療情報科学研究所編
呼吸器 第2版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編
血液 第2版 (病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編
免疫・膠原病・感染症 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編
腎・泌尿器 第2版 (病気がみえる:v. 8) 医療情報科学研究所編
婦人科・乳腺外科第3版 (病気がみえる:v. 9) 医療情報科学研究所編
産科 第3版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編
運動器・整形外科第1版 (病気がみえる:v. 11) 医療情報科学研究所編
新編治癒の病理 : 臨床の疑問に基礎が答える 下野正基著
生命科学のための分析化学 伊永隆史編著
標準病理学 第5版 (Standard textbook) 北川昌伸, 仁木利郎編集
やさしい診査・診断学 : 痛みの特徴から主訴を解決する (エンド・ペリオ日常臨床のレベルアップ
コース:1)

宮下裕志著

世界で最も成功率が高いスカンジナビアエンド (エンド・ペリオ日常臨床のレベルアップコース:2) 宮下裕志著

細胞生物学 (ブルーバックス:B-1672. カラー図解アメリカ版大学生物学の教科書:第1巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 丸山敬監訳・翻訳

分子遺伝学 (ブルーバックス:B-1673. カラー図解アメリカ版大学生物学の教科書:第2巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 丸山敬監訳・翻訳

分子生物学 (ブルーバックス:B-1674. カラー図解アメリカ版大学生物学の教科書:第3巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 丸山敬監訳・翻訳

進化生物学 (ブルーバックス:B-1875. カラー図解アメリカ版大学生物学の教科書:第4巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 斎藤成也監訳

生態学 (ブルーバックス:B-1876. カラー図解アメリカ版大学生物学の教科書:第5巻) D・サダヴァ他著/石崎泰樹, 斎藤成也監訳

よくわかる病理学の基本としくみ (図解入門. メディカルサイエンスシリーズ) 田村浩一著

脳・神経 第2版 (病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編


