
2023年　前期　歯学部　2年生　教科書リスト

整理No 学年 学期 学部 講義名 教員名 必要度 書名 著者 出版社 商品コード 税込価格

56200 2年 前期 歯学部 生化学・口腔生化学 田村 正人 推薦書 口腔生化学 早川太郎 医歯薬出版 9784263458228 10,450

56201 2年 前期 歯学部 生化学・口腔生化学 田村 正人 参考書 シンプル生化学 林典夫 南江堂 9784524246595 3,190

56202 2年 通年 歯学部 解剖学・口腔解剖学Ｉ・ＩＩ 高橋 茂 教科書 人体解剖学 藤田恒太郎 南江堂 9784524222469 10,450

56203 2年 通年 歯学部 解剖学・口腔解剖学Ｉ・ＩＩ 高橋 茂 参考書 口腔解剖学 脇田稔 医歯薬出版 9784263458105 13,200

56204 2年 前期 歯学部 医学英語1 ー 教科書 An A - Z of Common English Errors for Ja     ー   ー 9784990415150 2,090

56205 2年 前期 歯学部 医学英語1 ー 教科書 歯科医院で使える英語  ジェレミー・ウィリアムス 医歯薬出版 9784263456514 3,520

56206 2年 前期 歯学部 組織学 ー 教科書 標準組織学総論 第６版 藤田尚男 医学書院 9784260043496 9,020

56207 2年 前期 歯学部 組織学 ー 教科書 標準組織学各論 第６版 藤田尚男 医学書院 9784260041324 12,100

56208 2年 前期 歯学部 生理学・口腔生理学1・2 ー 教科書 基礎歯科生理学 第７版 岩田幸一 医歯薬出版 9784263458464 11,000

56209 2年 前期 歯学部 歯の解剖学 高橋 茂 教科書 歯の解剖学 第２２版 桐野忠 藤田恒太郎 金原出版 9784307450072 6,194

56210 2年 前期 歯学部 予防歯科学 兼平 孝 教科書 口腔保健・予防歯科学  安井利一 医歯薬出版 9784263458020 11,000

56211 2年 前期 歯学部 予防歯科学・公衆衛生学 - 教科書 シンプル衛生公衆衛生学2023 小山洋 南江堂 9784524203758 2,860

56212 2年 前期 歯学部 予防歯科学 兼平 孝 教科書 口腔保健・予防歯科学 第２版 安井利一 医歯薬出版 9784263458976 11,000

2023年　前期　歯学部　3年生　教科書リスト

整理No 学年 学期 学部 講義名 教員名 必要度 書名 著者 出版社 商品コード 税込価格

56300 3年 前期 歯学部 病理学・口腔病理学 松田 彩 教科書 新口腔病理学 第３版 下野正基 医歯薬出版 9784263458594 11,000

56301 3年 前期 歯学部 生理学・口腔生理学実習 - 教科書 歯科生理学実習 第２版 岩田幸一 医歯薬出版 9784263458693 3,520

2023年　前期　歯学部　4年生　教科書リスト

整理No 学年 学期 学部 講義名 教員名 必要度 書名 著者 出版社 商品コード 税込価格

56400 4年 前期 歯学部 口腔内科診断学 - 教科書 口腔内科学 第２版 山根源之 永末書店 9784816013720 19,800

56401 4年 前期 歯学部 歯周・歯内療法学 菅谷 勉 教科書 エンドドンティクス 第５版 興地隆史 永末書店 9784816013409 9,900 *1)

56402 4年 前期 歯学部 歯周・歯内療法学 菅谷 勉 教科書 ザ・ペリオドントロジー 第３版 沼部幸博 永末書店 9784816013584 9,900 *2)

56403 4年 前期 歯学部 歯科麻酔学 - 教科書 歯科麻酔学 第８版 福島和昭 医歯薬出版 9784263458297 14,300

56404 4年 前期 歯学部 有床義肢補綴学 - 教科書 無歯顎補綴治療学 第４版 市川哲雄 医歯薬出版 9784263458686 11,000

56405 4年 前期 歯学部 歯科放射線学 - 教科書 歯科放射線学 第６版 岡野友宏 医歯薬出版 9784263458129 12,100

56406 4年 前期 歯学部 歯科矯正学 - 教科書 歯科矯正学 第６版 飯田順一郎 医歯薬出版 9784263458327 14,300

56407 4年 前期 歯学部 小児歯科学 - 教科書 小児歯科学 第６版 白川哲夫 医歯薬出版 9784263458945 14,300

56408 4年 前期 歯学部 歯周・歯内療法学 菅谷 勉 教科書 最新歯周病学 新版 加藤熈 医歯薬出版 9784263456491 23,100

●*1）*2）につきましては電子版も発行しています。ご希望の方は直接カウウンターにてご注文ください。

販売期間：4月3日（月）～4月21日（金）

販売場所：北大生協書籍部北部店（北部食堂2F）

営業時間：10：00～17：00

※土・日・祝日は、営業しておりません。

販売期間終了後は、随時出版社へ返品いたしますので

お早目にお買い求めください。


