
令和3年度　札幌医科大学後援会寄贈図書（第2回）

NO. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号 資料ID 所在記述

1
腫瘍学問題集 : がん治療認定医試験・がん関連試験対策
第9版

井上大輔編著
エムスリーエデュ
ケーション

2021.9 W18||I57 00166554 図書館国試

2
腫瘍学問題集 : がん治療認定医試験・がん関連試験対策
第9版

井上大輔編著
エムスリーエデュ
ケーション

2021.9 W18||I57 00166555 図書館国試

3 最強の医学英語学習メソッド : Dr.セザキング直伝! 瀬嵜智之著 医学書院 2020.4 W18||Se99 00166598 図書館4階開架

4
ハローマッチング : 小論文・面接・筆記試験対策のABC
2021

石黒達昌著 テコム 2021.4 W20||I73||2021 00166556 図書館国試

5
ハローマッチング : 小論文・面接・筆記試験対策のABC
2021

石黒達昌著 テコム 2021.4 W20||I73||2021 00166557 図書館国試

6 眼科 (病気がみえる:v. 12)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 2019.6 WB100||B99||12 00166543 図書館国試

7 眼科 (病気がみえる:v. 12)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 2019.6 WB100||B99||12 00166544 図書館国試

8 眼科 (病気がみえる:v. 12)
医療情報科学研究所
編

Medic Media 2019.6 WB100||B99||12 00166545 図書館国試

9 診断エラー学のすすめ

原田拓, 宮上泰樹, 日経
メディカル企画・編集

日経BP/日経BP
マーケティング(発
売)

2021.4 WB141||Sh62 00166597 図書館4階開架

10 考える技術 : 診療でエビデンスを使いこなす 第4版

スコット・スターン, ア
ダム・シーフー他編/竹
本毅訳

日経BP/日経BP
マーケティング (発
売)

2020.10 WB141||St5 00166580 図書館4階開架

11

基礎PT学 : 基礎理学療法学・理学療法評価学・理学療法治療
学(基本介入手段)・地域理学療法学 第4版 2022 (PT/OT国
家試験必修ポイント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.7 WB460||I83||2022 00166572 図書館国試

12

基礎PT学 : 基礎理学療法学・理学療法評価学・理学療法治療
学(基本介入手段)・地域理学療法学 第4版 2022 (PT/OT国
家試験必修ポイント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.7 WB460||I83||2022 00166573 図書館国試

13

障害別PT治療学 : 障害領域別理学療法治療学(骨関節障害, 中枢
神経障害, 末梢神経・筋障害, 呼吸器・循環器・代謝障害, 運
動・発達障害, その他の障害) 第4版 2022 (PT/OT国家試験
必修ポイント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.7 WB460||I83||2022 00166574 図書館国試

14

障害別PT治療学 : 障害領域別理学療法治療学(骨関節障害, 中枢
神経障害, 末梢神経・筋障害, 呼吸器・循環器・代謝障害, 運
動・発達障害, その他の障害) 第4版 2022 (PT/OT国家試験
必修ポイント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.7 WB460||I83||2022 00166575 図書館国試

15
クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説 第
13版 2022専門問題

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2021.9 WB460||Q5||2022 00166539 図書館国試

16
クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説 第
13版 2022専門問題

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2021.9 WB460||Q5||2022 00166540 図書館国試

17
理学療法士 作業療法士 国家試験 共通基礎問題 第19版
第42回-第56回 (TRYカコモン)

アイペック 2021.6 WB460||Tr9||2021 00166581 図書館国試

18
理学療法士 作業療法士 国家試験 共通基礎問題 第19版
第42回-第56回 (TRYカコモン)

アイペック 2021.6 WB460||Tr9||2021 00166582 図書館国試

19
理学療法士 国家試験 専門問題 第19版 第42回-第56回
(TRYカコモン)

アイペック 2021.6 WB460||Tr9||2021 00166583 図書館国試

20
理学療法士 国家試験 専門問題 第19版 第42回-第56回
(TRYカコモン)

アイペック 2021.6 WB460||Tr9||2021 00166584 図書館国試

21

基礎OT学 : 基礎作業療法学/作業療法評価学/地域作業療法学/
義肢・装具学 第4版 2022 (PT/OT国家試験必修ポイント) 医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.8 WB555||I83||2022 00166568 図書館国試

22

基礎OT学 : 基礎作業療法学/作業療法評価学/地域作業療法学/
義肢・装具学 第4版 2022 (PT/OT国家試験必修ポイント) 医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.8 WB555||I83||2022 00166569 図書館国試

23
障害別OT治療学 第4版 2022 (PT/OT国家試験必修ポ
イント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.8 WB555||I83||2022 00166570 図書館国試

24
障害別OT治療学 第4版 2022 (PT/OT国家試験必修ポ
イント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2021.8 WB555||I83||2022 00166571 図書館国試

25
クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説 第
13版 2022専門問題

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2021.10 WB555||Q5||2022 00166541 図書館国試

26
クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説 第
13版 2022専門問題

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2021.10 WB555||Q5||2022 00166542 図書館国試

27
作業療法士 国家試験 専門問題 第19版 第42回-第56回
(TRYカコモン)

アイペック 2021.6 WB555||Tr9||2021 00166585 図書館国試

28
作業療法士 国家試験 専門問題 第19版 第42回-第56回
(TRYカコモン)

アイペック 2021.6 WB555||Tr9||2021 00166586 図書館国試

29 心臓・大血管画像診断の勘ドコロNEO 横山健一編集 メジカルビュー社 2021.3 WG141||Y79 00166596 図書館4階開架

30 頭部画像診断の勘ドコロNEO 田岡俊昭編集 メジカルビュー社 2021.2 WL141||Ta89 00166595 図書館4階開架



NO. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号 資料ID 所在記述

31
CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人科 第
6版 2022-2023

国試対策問題編集委
員会編集

メディックメディア 2021.9 WP18.2||I67||2022 00166532 図書館国試

32
CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人科 第
6版 2022-2023

国試対策問題編集委
員会編集

メディックメディア 2021.9 WP18.2||I67||2022 00166533 図書館国試

33
CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人科 第
6版 2022-2023

国試対策問題編集委
員会編集

メディックメディア 2021.9 WP18.2||I67||2022 00166534 図書館国試

34 もっとよくなるはず!新生児蘇生5つの提案 水本洋著 南山堂 2021.7 WQ450||Mi95 00166600 図書館4階開架

35
ひとりだちできるがん化学療法看護 : 知識,副作用,薬の管
理,治療と患者対応 (Clinical nursing skills)

小西敏郎編集
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

2021.7 WY156||Ko75 00166599 図書館4階開架

36
基礎看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生
のための:1)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.3 WY18.2||I67||1 00166546 図書館国試

37
成人看護学総論 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護
学生のための:2)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.3 WY18.2||I67||2 00166547 図書館国試

38
消化管/肝胆膵/循環器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:3)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.3 WY18.2||I67||3 00166587 図書館国試

39
内分泌・代謝/腎・泌尿器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:4)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||4 00166588 図書館国試

40
免疫/血液/感染症/呼吸器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:5)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||5 00166589 図書館国試

41
脳・神経/運動器/感覚器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:6)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||6 00166590 図書館国試

42
老年看護学/小児看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:7)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||7 00166591 図書館国試

43
女性生殖器/母性看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:8)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||8 00166592 図書館国試

44
精神看護学/在宅看護論 第8版 (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための:9)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||9 00166593 図書館国試

45
看護の統合と実践/健康支援と社会保障制度 第8版 (な
ぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:10)

医療情報科学研究所
編

メディックメディア 2019.4 WY18.2||I67||10 00166594 図書館国試

46 看護師国試必修問題でるとこ最短check! 2022
医学書院看護出版部
編集

医学書院 2021.4 WY18||I23||2022 00166566 図書館国試

47 看護師国試必修問題でるとこ最短check! 2022
医学書院看護出版部
編集

医学書院 2021.4 WY18||I23||2022 00166567 図書館国試

48 保健師国家試験のためのレビューブック 2022(第22版)
医療情報科学研究所
編集

メディックメディア 2021.4 WY18||I67||2022 00166535 図書館国試

49 保健師国家試験のためのレビューブック 2022(第22版)
医療情報科学研究所
編集

メディックメディア 2021.4 WY18||I67||2022 00166536 図書館国試

50 看護師国試ラピッドスタディ 2022 法橋尚宏編著 EDITEX 2021.9 WY18||Ka54||2022 00166548 図書館国試

51 看護師国試ラピッドスタディ 2022 法橋尚宏編著 EDITEX 2021.9 WY18||Ka54||2022 00166549 図書館国試

52
必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック
2022

看護師国家試験対策
研究会編

メディカ出版 2021.7 WY18||Ka54||2022 00166564 図書館国試

53
必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック
2022

看護師国家試験対策
研究会編

メディカ出版 2021.7 WY18||Ka54||2022 00166565 図書館国試

54 看護師国家試験国試過去問題集 2022年版 杉本由香編集
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

2021.4 WY18||Ka54||2022 00166578 図書館国試

55 看護師国家試験国試過去問題集 2022年版 杉本由香編集
学研メディカル秀潤社/
学研プラス (発売)

2021.4 WY18||Ka54||2022 00166579 図書館国試

56 ラ・スパ : 看護師国試対策 2022
塙篤雄 [ほか] 編・
著

テコム 2021.4 WY18||L33||2022 00166550 図書館国試

57 ラ・スパ : 看護師国試対策 2022
塙篤雄 [ほか] 編・
著

テコム 2021.4 WY18||L33||2022 00166551 図書館国試

58 必修ラ・スパ : 看護師国試対策 2022
井上大輔編著/長谷川巖
編集協力/ラ・スパ編集
委員会編

テコム 2021.4 WY18||L33||2022 00166552 図書館国試

59 必修ラ・スパ : 看護師国試対策 2022
井上大輔編著/長谷川巖
編集協力/ラ・スパ編集
委員会編

テコム 2021.4 WY18||L33||2022 00166553 図書館国試

60 看護師国家試験予想問題720 2022年版 杉本由香編著
学研メディカル秀潤
社/学研プラス(発売)

2021.9 WY18||P26||2022 00166576 図書館国試

61 看護師国家試験予想問題720 2022年版 杉本由香編著
学研メディカル秀潤
社/学研プラス(発売)

2021.9 WY18||P26||2022 00166577 図書館国試



NO. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号 資料ID 所在記述

62
クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説
2022(第14版)

医療情報科学研究所
編集

メディックメディア 2021.4 WY18||Q5||2022 00166537 図書館国試

63
クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説
2022(第14版)

医療情報科学研究所
編集

メディックメディア 2021.4 WY18||Q5||2022 00166538 図書館国試

64
出題基準別助産師国家試験問題 : 過去5回分完全収載!
2022年

大橋一友医学監修/
葉久真理編集

メディカ出版 2021.7 WY18||Sh99||2022 00166560 図書館国試

65
出題基準別助産師国家試験問題 : 過去5回分完全収載!
2022年

大橋一友医学監修/
葉久真理編集

メディカ出版 2021.7 WY18||Sh99||2022 00166561 図書館国試

66
出題基準別助産師国家試験重要問題集 : 第105回助産師
国試対策ブック 2022年

大橋一友医学監修/
葉久真理編集

メディカ出版 2021.7 WY18||Sh99||2022 00166562 図書館国試

67
出題基準別助産師国家試験重要問題集 : 第105回助産師
国試対策ブック 2022年

大橋一友医学監修/
葉久真理編集

メディカ出版 2021.7 WY18||Sh99||2022 00166563 図書館国試

68
看護師国家試験高正答率過去問題集 : でた問70% 106
〜110回試験問題

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク/東京アカデミー七賢
出版(発売)

2021.6 WY18||To46 00166558 図書館国試

69
看護師国家試験高正答率過去問題集 : でた問70% 106
〜110回試験問題

東京アカデミー編
ティーエーネットワー
ク/東京アカデミー七賢
出版(発売)

2021.6 WY18||To46 00166559 図書館国試


