
保健学科２・３年生 

専門科目教科書販売について 

＜日時・場所＞ 

４月６日(水) 1０時～1４時  

４月７日(木) 1０時～1４時 

大幸食堂ホール内教科書販売会場 

■「Meica」もしくは「現金」でお支払いください。 

※図書カードやクレジットカードでのお支払いは出来ません 

■ ｢教科書お申込書｣に記入の上、ご来場下さい。 

※セットの中に既に購入済の教科書がある場合は、セットから抜いて 

販売します。レジにてお申し付けください。 

＜宅配での購入をご希望の場合＞ 

下記のメールアドレスへご連絡ください。 

〇メール件名： 【保健学科教科書注文】 氏名 

〇メール本文： 以下をお書きください 

｢お名前｣｢専攻･学年｣｢購入セット（単品の場合は書名）｣「発送先郵便番号・住所・電話番号」 

※教科書代金に、送料「１１００円」をプラスした請求書を同封してお送りします。 

教科書が到着後、指定の口座へ振り込みをお願いします。 

※発送は４月８日以降を予定しております。ご了承ください。 

  

名古屋大学生協 医学部書籍店 担当：中川 まで 

メール： igakubu-shoseki@coop.nagoya-u.ac.jp 

      ※生協からのメール送信(返信)はパソコンからになりますので、 

      上記アドレスからの PC メールを受け取れる設定にしておいてください。 

□ ご不明な点など、お問い合わせはこちらへお願いします □ 

 → 名古屋大学生協 医学部書籍店 担当：中川  TEL：052-731-6815 FAX：052-731-4410 



↓購入申込欄に〇を付けてください
購入
申込

割引セット価格

¥36,135
¥2,871

¥12,672
¥3,168

¥18,216
¥2,871
¥2,673

¥33,759
¥4,950

¥47,025
¥12,870
¥61,314
¥2,871
¥7,227
¥5,148

¥47,058
¥2,871

¥15,246

⑮　理学３年セット（２点）

⑰　作業２年単品「シンプル免疫学　改訂第5版」

⑯　作業２年セット（１０点）

⑱　作業３年セット（４点）

①　看護２年セット（１２点）

③　看護３年セット（４点）

④　看護３年保健師選抜セット（１点）

⑤　放射２年セット（５点）

②　看護２年単品「はじめの一歩の病理学　第2版」

2022年度 春学期　保健学科　教科書申込書
ふりがな

お名前

専攻 　・看護　　　・放射　　　・検査　　　・理学　　　・作業

セット名

学年 　 ・２年　   　・３年

学籍番号

携帯番号

お支払い方法    ・Meica 　　・現金　　（図書カード・ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞでの支払いは出来ません）　

（注意）「組合員証（Meica」を必ずお持ちください。｢組合員証｣が無い方は“定価販売”になります。

⑬　理学２年単品「シンプル免疫学　改訂第5版」

⑭　理学２年単品「解剖実習の手びき　改訂11版」

⑫　理学２年セット（１２点）

⑧　 放射３年セット（７点）

⑨　放射３年単品「放射線システム情報学　改訂２版」

⑩　検査２年セット（１２点）

⑪　検査３年セット（３点）

⑥　放射２年単品「シンプル免疫学　改訂第5版」

⑦　放射２年単品「放射線と安全につきあう」



看護学専攻 ２年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

生体防御学 川部 シンプル免疫学　改訂第５版 南江堂 3,190 2,871
公衆衛生学 八谷 公衆衛生がみえる 2022-2023 メディックメディア 3,960 3,564
保健薬理学 佐藤 薬理学　第15版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277
家族看護学 浅野 家族看護学（系統看護学講座・別巻） 医学書院 2,420 2,178

ゴードン博士の看護診断アセスメント指針 照林社 2,860 2,574
看護診断ハンドブック　第11版 医学書院 4,180 3,762
臨床外科看護各論　第9版（系統看護学講座・別巻） 医学書院 3,520 3,168
臨床外科看護総論　第11版（系統看護学講座・別巻） 医学書院 3,080 2,772
成人看護技術　改訂第３版 南江堂 3,520 3,168

国際保健学概論 入山 助産学講座9　地域母子保健・国際母子保健　第５版 医学書院 3,630 3,267
看護がみえるvol.1 基礎看護技術 メディックメディア 3,630 3,267
看護がみえるvol.2 臨床看護技術 メディックメディア 3,630 3,267

割引価格合計

看護学専攻 ２年生　＜選択科目＞教科書（単品） （税込） （税込）

割引価格

看護学専攻 ３年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

在宅看護学Ⅱ 星野 在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション　改訂2版 オーム社 5,500 4,950
慢性期成人看護学Ⅲ 佐藤 緩和・ターミナルケア看護論　第2版 ヌーベルヒロカワ 2,420 2,178
看護疫学 西谷 看護学生のための疫学・保健統計　改訂３版 南山堂 2,640 2,376
急性期成人看護学Ⅲ 中山 成人看護技術　改訂第３版 南江堂 3,520 3,168

割引価格合計

看護学専攻 ３年生　＜保健師選抜セット＞ （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

公衆衛生看護活動論Ⅰ 西谷 公衆衛生看護技術　第４版（標準保健師講座２） 医学書院 3,520 3,168
割引価格合計

放射線技術科学専攻 ２年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

保健病理学 池田 はじめの一歩の病理学　第2版 羊土社 3,190 2,871
公衆衛生学 八谷 公衆衛生がみえる 2022-2023 メディックメディア 3,960 3,564
保健薬理学 佐藤 薬理学　第15版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277
医用画像工学 砂口 医用画像情報工学（新・医用放射線科学講座） 医歯薬出版社 5,280 4,752
放射線画像形成学 小山 放射線写真学　アナログからデジタルへ 富士フィルムメディカル 5,280 4,752

割引価格合計

放射線技術科学専攻 ２年生　＜選択科目＞教科書（単品） （税込） （税込）

割引価格

割引価格

放射線技術科学専攻 ３年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

磁気共鳴技術学 菅 MRIの基本パワーテキスト　第4版 MEDSi 7,150 6,435
放射線計測学Ｉ 小山 放射線計測学　改訂３版（放射線技術学シリ－ズ） オーム社 5,500 4,950
放射線計測学ＩＩＩ 小口 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法 通商産業研究社 3,850 3,465

詳解テキスト　医療放射線法令　第４版 名古屋大学出版会 4,950 4,455
アイソトープ法令集 ３ 2022年版 日本アイソトープ協会 4,840 4,356

核医学診断技術学Ⅰ 加藤 核医学検査技術学　改訂４版 南山堂 4,620 4,158
画像診断技術学及び演習Ｉ 松島 人体のメカニズムから学ぶ画像診断技術学 メジカルビュー社 6,600 5,940

割引価格合計

放射線技術科学専攻 ３年生　＜選択科目＞教科書（単品） （税込） （税込）

割引価格

②　保健病理学（池田）　「はじめの一歩の病理学　第2版」(羊土社)　 税込定価 3,190円 ¥2,871

⑨　医用情報システム工学（砂口）「放射線ｼｽﾃﾑ情報学　改訂2版」(ｵｰﾑ社)　 税込定価 5,500円 ¥4,950

科目名

⑧　放射３年セット（７点）　税込定価 37,510円

科目名

⑤　放射２年セット（５点）　税込定価 20,240円 ¥18,216

⑦　放射線衛生学（小山）　「放射線と安全につきあう」(名古屋大学出版会) 税込定価 2,970円 ¥2,673
⑥　生体防御学  （川部）　「シンプル免疫学　改訂第5版」(南江堂)　　　　税込定価 3,190円 ¥2,871

¥33,759

保健行政論演習 小山

科目名

¥12,672

科目名

④　看護３年保健師選抜セット（１点）　税込定価 3,520円 ¥3,168

③　看護３年セット（４点）　税込定価 14,080円

①　看護２年セット（１２点）　税込定価 40,150円 ¥36,135

2022年度 春学期　保健学科　教科書リスト
～　必修科目教科書のセット販売＆選択科目の単品販売となります～

科目名

看護技術論Ⅰ 中西

看護過程論 竹野

急性期成人看護学Ⅰ 中山



検査技術科学専攻 ２年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

公衆衛生学 八谷 公衆衛生がみえる 2022-2023 メディックメディア 3,960 3,564
保健薬理学 佐藤 薬理学　第15版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277
病理学 池田 はじめの一歩の病理学　第2版 羊土社 3,190 2,871
医用機器学 石川 検査機器総論・検査管理総論（標準臨床検査学） 医学書院 4,180 3,762
病原微生物学Ｉ 川村 臨床微生物学（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 6,380 5,742
免疫学 川部 免疫検査学（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 6,160 5,544
血液検査学Ｉ 早川 血液検査学　第２版（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 5,940 5,346

一般検査学（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 3,080 2,772
医療安全管理学（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 2,640 2,376

臨床化学検査学Ⅰ 上山 臨床化学検査学　第２版（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 6,160 5,544
医用工学及び実習 今井 医用工学概論（最新臨床検査学講座） 医歯薬出版 2,970 2,673
臨床生理検査学Ｉ 永田 生理検査学・画像検査学（標準臨床検査学） 医学書院 5,060 4,554

割引価格合計

検査技術科学専攻 ３年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

形態検査技術開発法Ｉ 池田 細胞診断学入門　第３版 名古屋大学出版会 6,930 6,237
遺伝子検査学 早川 遺伝子・染色体検査学　第２版 医歯薬出版 4,620 4,158
放射性同位元素臨床検査技術学 加藤 メディカルサイエンス　放射性同位元素検査学 近代出版 2,750 2,475

割引価格合計

理学療法学専攻 ２年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

保健病理学 池田 はじめの一歩の病理学　第2版 羊土社 3,190 2,871
公衆衛生学 八谷 公衆衛生がみえる 2022-2023 メディックメディア 3,960 3,564
保健薬理学 佐藤 薬理学　第15版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277
検査測定治療学実習 立松 運動療法学 第2版 障害別アプローチの理論と実際 文光堂 7,700 6,930
がん理学療法学 杉浦 がんのリハビリテーション 中山書店 2,860 2,574
整形外科学 杉浦 標準整形外科学　第14版 医学書院 10,340 9,306
精神障害学Ⅰ 飯高 精神医学（メディカルスタッフ専門基礎科目シリーズ） 理工図書 5,940 5,346
生涯発達総論 佐野 人間発達とライフサイクル 理工図書 4,730 4,257

標準理学療法学　理学療法評価学　第３版 医学書院 6,380 5,742
新・徒手筋力検査法　原著第１０版 協同医書出版社 8,580 7,722
図解理学療法検査・測定ガイド　第２版 文光堂 10,450 9,405
プラスチックゴニオメーター GS-110（値引きなし） ＯＧ技研 1,320 1,320

割引価格合計

理学療法学専攻 ２年生　＜選択科目＞教科書（単品） （税込） （税込）

割引価格

割引価格

理学療法学専攻 ３年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

義肢学　第２版（15レクチャーシリーズ理学療法テキスト） 中山書店 2,860 2,574
装具学　第２版（15レクチャーシリーズ理学療法テキスト） 中山書店 2,860 2,574

割引価格合計

作業療法学専攻 ２年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

保健病理学 池田 はじめの一歩の病理学　第2版 羊土社 3,190 2,871
公衆衛生学 八谷 公衆衛生がみえる 2022-2023 メディックメディア 3,960 3,564
保健薬理学 佐藤 薬理学　第15版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277
研究法総論 飯高 医学的研究のデザイン　第4版 MEDSi 5,170 4,653
整形外科学 杉浦 標準整形外科学　第14版 医学書院 10,340 9,306
精神障害学Ⅰ 飯高 精神医学（メディカルスタッフ専門基礎科目シリーズ） 理工図書 5,940 5,346
生涯発達総論 佐野 人間発達とライフサイクル 理工図書 4,730 4,257

標準作業療法学　第3版（作業療法評価学） 医学書院 6,380 5,742
新・徒手筋力検査法　原著第１０版 協同医書出版社 8,580 7,722
プラスチックゴニオメーター GS-110（値引きなし） ＯＧ技研 1,320 1,320

割引価格合計

作業療法学専攻 ２年生　＜選択科目＞教科書（単品） （税込） （税込）

割引価格

作業療法学専攻 ３年生　＜必修科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

老年期作業療法学 上村 認知症をもつ人への作業療法アプローチ　改訂第２版 メジカルビュー社 4,950 4,455
作業学Ⅱ 五十嵐 基礎作業学　第3版（標準作業療法学） 医学書院 4,400 3,960
職業関連作業療法学演習 上村 作業療法技術学４ 職業関連活動　改訂第3版（作業療法学全書　第12巻） 協同医書出版社 3,300 2,970
精神障害作業療法治療学 星野 生活を支援する精神障害作業療法　第２版 医歯薬出版 4,290 3,861

割引価格合計

リハビリテーション評価学 井上

⑬　生体防御学  （川部）　　　「シンプル免疫学　改訂第5版」(南江堂)　　税込定価 3,190円 ¥2,871

科目名

⑪　検査３年セット（３点）　税込定価 14,300円 ¥12,870

科目名

⑫　理学２年セット（１２点）　税込定価 67,980円

⑱　作業３年セット（４点）　税込定価 16,940円 ¥15,246

科目名

⑯　作業２年セット（１０点）　税込定価  52,140円 ¥47,058

リハビリテーション評価学 井上

⑰　生体防御学  （川部）　 「シンプル免疫学　改訂第5版」(南江堂)　　   税込定価 3,190円 ¥2,871

¥61,314

⑭　病態人体構造学実習（亀高）「解剖実習の手びき　改訂11版」(南山堂)　 税込定価 8,030円 ¥7,227

科目名

⑮　　理学３年セット（２点）　税込定価 5,720円 ¥5,148

科目名

義肢装具学 長谷川

科目名

⑩　検査２年セット（１２点）　税込定価 52,250円 ¥47,025

一般検査学Ⅰ 上山


