
No. タイトル 出版社 出版年 分野

1
メディカルインデックス : CBT・国試・卒
試・プライマリケア対応/コアカリ準拠【第3
版】

テコム出版事業本部 2018 医師

2
国試小児科学 = National examination
pediatrics【第6版】

テコム出版事業部 2017 医師

3
CBT・医師国家試験のためのレビューブック内
科・外科 【第12版】（2018-2019）

メディックメディア 2017 医師

4
CBT・医師国家試験のためのレビューブック産
婦人科 【第4版】（2018-2019）

メディックメディア 2017 医師

5 医師国家試験の取扱説明書 羊土社 2018 医師

6
CBT・医師国家試験のためのレビューブックマ
イナー 【第8版】(2019-2020)

メディックメディア 2018 医師

7
CBT・医師国家試験のためのレビューブック小
児科【第3版】(2019-2020)

メディックメディア 2018 医師

8
医師国家試験問題解説書（第112回）（3冊
セット）

医学評論社 2018 医師

9 歯科国試パーフェクトマスター口腔解剖学 医歯薬出版 2018 歯科医師

10
歯科国試パーフェクトマスタークラウンブ
リッジ補綴学

医歯薬出版 2018 歯科医師

11 歯科国試パーフェクトマスター保存修復学 医歯薬出版 2017 歯科医師

12
歯科国試パーフェクトマスター小児歯科学
【第3版】

医歯薬出版 2016 歯科医師

13 歯科国試パーフェクトマスター歯科矯正学 医歯薬出版 2016 歯科医師
14 歯科国試パーフェクトマスター口腔生化学 医歯薬出版 2017 歯科医師

15
歯科国試パーフェクトマスター口腔組織・発
生学

医歯薬出版 2017 歯科医師

16
必修（歯科医師国家試験過去問題集 : 実践 ;
2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

17
基礎 ; 上（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ;  2019）

麻布プレス 2018 歯科医師

18
基礎 ; 下（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ;  2019）

麻布プレス 2018 歯科医師

19
衛生（歯科医師国家試験過去問題集 : 実践 ;
2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

20
保存修復学（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

21
歯内療法学（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

22
歯周病学（歯科医師国家試験過去問題集 : 実
践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

23
全部床義歯学（歯科医師国家試験過去問題集
: 実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

24
部分床義歯学（歯科医師国家試験過去問題集
: 実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

25
冠橋義歯学（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

26
小児歯科学（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

27
歯科矯正学（歯科医師国家試験過去問題集 :
実践 ; 2019)

麻布プレス 2018 歯科医師

28
先天異常 ; 顎関節疾患 ; 損傷 ; 炎症・アレ
ルギー ; 感染症 ; 口腔粘膜疾患（歯科医師
国家試験過去問題集 : 実践 ; 2019)

千乃コーポレーショ
ン

2018 歯科医師

29
嚢胞 ; 腫瘍 ; 唾液腺疾患 ; 神経疾患 ; 血
液疾患（歯科医師国家試験過去問題集 : 実践
; 2019)

千乃コーポレーショ
ン

2018 歯科医師
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30
口腔外科学下 : 全身疾患, 手術総論・一般診
査 ; 歯科麻酔学（歯科医師国家試験過去問題
集 : 実践 ; 2019)

千乃コーポレーショ
ン

2018 歯科医師

31
歯科放射線学（歯科医師国家試験過去問題集
: 実践 ; 2019) / 麻布デンタルアカデミー編

麻布プレス 2018 歯科医師

32
歯科医師国家試験対策必修Naviオリジナル問
題集【第3版】

麻生デンタルアカデ
ミー

2018 歯科医師

33
歯科ナビ : 歯科医師国家試験対策テキスト
【第2版】

東京メディカルス
クール

2018 歯科医師

34
歯科国試パーフェクトマスターパーシャルデ
ンチャー補綴学

医歯薬出版 2018 歯科医師

35
歯科国試パーフェクトマスター病理学・口腔
病理学

医歯薬出版 2018 歯科医師

36 歯科国試パーフェクトマスター歯科麻酔学 医歯薬出版 2018 歯科医師

37
歯科国試パーフェクトマスター口腔微生物
学・免疫学

医歯薬出版 2018 歯科医師

38 歯科国試パーフェクトマスター歯科薬理学 医歯薬出版 2018 歯科医師

39 よくデル!歯科衛生士国試の必須知識社会歯科 医歯薬出版 2018
歯科衛生

士

40
必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ
（2019）

TECOM (発行),医学評
論社 (発売)

2018 看護師

41
ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載
（2019）

T・M・S (発行),医学
評論社 (発売)

2018 看護師

42
健康支援と社会保障制度(看護国試シリーズ ;
2018-2019)

テコム出版事業部 2018 看護師

43
精神看護（看護国試シリーズ. みるみるナー
シング）【第5版】

テコム 2016 看護師

44
小児看護（看護国試シリーズ. みるみるナー
シング）【第6版】

医学評論社 2016 看護師

45
母性看護（看護国試シリーズ. みるみるナー
シング）【第5版】

医学評論社 2016 看護師

46
解剖生理（看護国試シリーズ. みるみるナー
シング）【第4版】

医学評論社 2016 看護師

47
在宅看護（看護国試シリーズ. みるみるナー
シング）【第5版】

医学評論社 2016 看護師

48
解剖生理と疾病の特性 : 看護師国試対策
START BOOK【改訂2版】

南山堂 2018 看護師

49
かんごろ : 看護師国家試験のためのゴロあわ
せ集【第6版】

メディックメディア 2018 看護師

50
看護師国試必修問題完全予想550問(プチナー
ス;2019)

照林社 2018 看護師

51
直前α : 看護師・保健師国試対策ブック :
公衆衛生・関係法規・社会福祉（2019）

メディカ出版 2018 看護師

52
これだけは知っておきたい高齢者看護学 : 総
まとめ!看護師国家試験準備に最適!

PILAR PRESS 2017 看護師

53
実習に役立つ!国家試験に使える!母性看護学
: 小項目別に総まとめ（平成30年版）

PILAR PRESS 2018 看護師

54
看護師国家試験コア・トレ : コアな知識に
絞って、学習トレーニング!

メディカ出版 2018 看護師

55
出題傾向がみえる看護の統合と実践 : 中項目
にみた要点と解説付過去問題集（2019年）

PILAR PRESS 2018 看護師

56
看護師国家試験対策出題傾向がみえる健康支
援と社会保障制度 : 短期集中!完全制覇!
（2019年）

PILAR PRESS 2018 看護師

57
でた!でた問 : 看護師国家試験高正答率過去
問題集70　103～107回試験問題

東京アカデミー 2018 看護師

58
出題傾向がみえる精神看護学 : 中項目にみた
要点と解説付過去問題集　（2019年）

PILAR PRESS 2018 看護師
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59 助産師国試対策スキルアップブック【第3版】 海馬書房 2018 助産師
60 出題基準別助産師国家試験問題　（2019年） メディカ出版 2018 助産師

61
出題基準別助産師国家試験重要問題集
（2019年）

メディカ出版 2018 助産師

62
直前α : 看護師・保健師国試対策ブック :
公衆衛生・関係法規・社会福祉（2019）

メディカ出版 2018 保健師

63 保健師国試スキルアップブックNEO【第3版】 海馬書房 2017 保健師
64 実力確認!!保健師国家試験予想問題集 久美 2015 保健師

65
読影の基礎 : 診療画像技術学のための問題集
【第4版】

共立出版 2017
放射線技

師

66
検査機器総論(ポケットマスター臨床検査知識
の整理)

医歯薬出版 2018
臨床検査

技師

67
ポケットマスター臨床検査知識の整理　公衆
衛生学／関係法規―臨床検査技師国家試験出
題基準対応

医歯薬出版 2018
臨床検査

技師

68
社会福祉士国家試験過去問一問一答+α(2019
専門科目編)

中央法規出版 2018
社会福祉

士

69
社会福祉士国家試験らくらく暗記マスター
（2019）

中央法規出版 2018
社会福祉

士

70 社会福祉士国家試験模擬問題集（2019） 中央法規出版 2018
社会福祉

士

71
社会福祉士受験ワークブック(2019 専門科目
編)

中央法規出版 2018
社会福祉

士

72
書いて覚える!社会福祉士国試ナビ穴埋め
チェック（2019）

中央法規出版 2018
社会福祉

士

73 見て覚える!社会福祉士国試ナビ（2019） 中央法規出版 2018
社会福祉

士

74
みんなが欲しかった!社会福祉士の教科書 専
門科目編（2019年版）

TAC株式会社出版事業
部

2018
社会福祉

士

75
みんなが欲しかった!社会福祉士の教科書 共
通科目編（2019年版）

TAC株式会社出版事業
部

2018
社会福祉

士

76
みんなが欲しかった!社会福祉士の問題集 :
試験に出る!厳選過去問+予想問（2019年版）

TAC株式会社出版事業
部

2018
社会福祉

士
※助成金額超過分は、医歯学図書館事業費で補填しました。
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