
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＞ 

９月２７日(火) 1０時～1４時  

９月２８日(水) 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９月２９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

¥26,433

¥23,265

¥2,277

¥12,276

¥16,236

¥11,484

¥21,780

¥2,277

¥11,880

⑧　作業２年　選択科目（１点）

⑨　作業３年セット（２点）

⑦　作業２年セット（６点）

2022年度 秋学期　保健学科　教科書申込書

   ・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）　

　・看護　　　・放射　　　・検査　　　・理学　　　・作業

　 ・２年　   　・３年

⑥　理学２年セット（５点）

セット名

①　看護２年セット（８点）

②　放射２年セット（４点）

④　放射３年セット（２点）

⑤　検査２年セット（２点）

（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。

ふりがな

お名前

専攻

学年

学籍番号

携帯番号

お支払い方法

③　放射２年　選択科目（１点）



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

母性看護学Ⅰ 入山 現代の母性看護　概論 名古屋大学出版会 2,970 2,673

母性看護学Ⅱ 入山 現代の母性看護　各論 名古屋大学出版会 3,960 3,564

小児看護学概論・小児臨床看護総論　第14版（系統看護学講座・専門分野２）医学書院 3,190 2,871

小児臨床看護各論　第14版（系統看護学講座・専門分野２） 医学書院 3,630 3,267

精神看護学Ⅰ 田中 精神看護学　新版 中央法規 3,960 3,564
公衆衛生看護学概論　第６版（標準保健師講座１） 医学書院 3,520 3,168
対象別公衆衛生看護活動　第4版（標準保健師講座３) 医学書院 3,740 3,366

老年看護学Ⅰ 長谷川 最新老年看護学　２０２２年版　第４版 日本看護協会出版会 4,400 3,960

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

診療画像機器学（新医用放射線科学講座） 医歯薬出版 8,360 7,524
診療放射線技師国家試験対策全科　第１４版 金芳堂 9,460 8,514

生体画像解析学及び演習Ｉ 松島 画像解剖コンパクトナビ 医学教育出版社 2,750 2,475

放射線管理学 古川 放射線概論　第１３版 通商産業研究社 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 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

感染管理学
（選択科目）

柴田 微生物学　第１４版（系統看護学講座専門基礎４） 医学書院 2,530 2,277

割引価格合計

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

放射線治療技術学Ｉ 小口 放射線治療基礎知識図解ノート　第２版 金原出版 7,480 6,732

放射線治療技術学ＩＩ 小口 放射線治療技術学　改訂２版 (放射線技術学シリーズ)  オーム社 6,160 5,544

割引価格合計

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

JAMT技術教本シリーズ　病理検査技術教本 丸善出版 5,940 5,346

標準病理学　第6版 医学書院 12,100 10,890

割引価格合計

小児看護学Ⅰ 浅野

科目名

③　放射２年選択科目（１点）　税込定価 2,530円 ¥2,277

2022年度 秋学期　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

¥12,276④　放射３年セット（２点）　税込定価 13,640円

公衆衛生看護学Ⅰ 西谷

科目名

①　看護２年セット（８点）　税込定価 29,370円 ¥26,433

¥23,265

科目名

医用機器工学Ｉ 平野

②　放射２年セット（４点）　税込定価 25,850円

¥16,236⑤　検査２年セット（２点）　税込定価 18,040円

科目名

病理組織細胞検査学Ｉ 池田



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

感染管理学 柴田 微生物学　第１４版（系統看護学講座専門基礎４） 医学書院 2,530 2,277
臨床医学Ⅰ 石川 病態生理学　第2版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277
神経系理学療法学 内山 症候障害学序説 文光堂 1,980 1,782

運動器障害理学療法学１　第２版（１５レクチャーシリーズ） 中山書店 2,860 2,574

運動器障害理学療法学２　第２版（１５レクチャーシリーズ） 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

臨床医学Ⅰ 石川 病態生理学　第2版（系統看護学講座・専門基礎分野） 医学書院 2,530 2,277

身体障害作業療法治療学 千島 身体機能作業療法学　第４版（標準作業療法学） 医学書院 5,500 4,950

精神障害と作業療法　新版 三輪書店 4,400 3,960

ひとと集団・場　新版 三輪書店 3,850 3,465

発達障害をもつ子どもと成人，家族のためのADL 三輪書店 3,520 3,168

イラストでわかる発達障害の作業療法 医歯薬出版 4,400 3,960

割引価格合計

作業療法学専攻 ２年生＜選択科目＞教科書 （税込） （税込）

書名 出版社名 定価 割引価格

感染管理学
（選択科目）

柴田 微生物学　第１４版（系統看護学講座専門基礎４） 医学書院 2,530 2,277

割引価格合計

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

装具作業療法学 千島 義肢装具のチェックポイント　第９版 医学書院 8,580 7,722

生活行動作業療法学実習 上村 日常生活活動・社会生活行為学（標準作業療法学・専門分野） 医学書院 4,620 4,158

割引価格合計

発達障害・地域治療学Ⅰ 五十嵐

⑦　作業２年セット（６点）　税込定価 24,200円

科目名

¥11,484

長谷川

⑥　理学２年セット（５点）　税込定価 12,760円

運動器理学療法学

精神障害作業療法評価学 星野

科目名

¥21,780

¥11,880⑨　作業３年セット（２点）　税込定価 13,200円

科目名

科目名

⑧　作業２年選択科目（１点）　税込定価 2,530円 ¥2,277


