
 
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

P181011 薬学生入門
大野裕昭　伊藤萌子　金田京介
高橋淳　武田香陽子　坪和幸司
藤本哲也　村岡千種

ファーマシューティカルケアのため
の医療コミュニケーション

南山堂 3,657

P181012 情報処理法 大野裕昭　藤本哲也
イチからしっかり学ぶoffice基礎と情報モ
ラル　office365・office2019対応【e-text】

noa出版 1,677 電子教科書

P181101/104 薬学計算Ⅰ/Ⅱ 高梨香織　齊藤貴士　坪和幸司 Liberal Arts 基礎数学 京都廣川書店 3,971

P181102 無機化学 鈴木裕治
ベーシック薬学教科書シリーズ4　無機化
学

化学同人 2,926 4月上旬入荷予定

P181109他 薬学基礎科学 上 京都廣川書店 6,061

P181103他 薬学基礎科学 下 京都廣川書店 5,016

P181015 早期臨床体験実習

平山早苗　村岡千種　佐藤恵亮
古田精一　高橋淳　立浪良介
中田章史　水上徳美　山下浩
武田晴治　和田浩二　鈴木夏子
小松健一　桜井光一　佐藤隆司
高栗郷　三原義広　山岸丈洋
伊藤萌子　櫻井秀彦　丁野純男
水谷玲子

早期臨床体験テキスト ネオメディカル 2,508

P181105 基礎有機化学 鈴木裕治 4,807

P181106 立体構造化学 金田京介 4,702

P181116 有機化学Ⅰ 坪和幸司 4,702

illustrated基礎生命科学（第4版） 京都廣川書店 3,971 4月上旬入荷予定

サイエンスビュー生物総合資料四訂
版

実教出版 888

P181108 物理化学 武田晴治
物理系薬学Ⅰスタンダード薬学シ
リーズⅡ-2

東京化学同人 5,120

P181111 機能形態学Ⅰ

P181117 機能形態学Ⅱ

P181111 機能形態学Ⅰ

P181117 機能形態学Ⅱ

P181112 生化学Ⅰ

P181118 生化学Ⅱ

P181701 英語Ⅰ 加藤隆治　板倉宏予　福岡智子
Factbook English Grammar Advanced
New Edition

桐原書店 679

Science in Our daily Life 成美堂出版 1,985

薬学英語の練習帳:OTC医薬品の服薬
指導に役立つ英語表現

萌文書林 1,985

P211809 データサイエンス 光岡俊成
大学生のためのデータサイエンス (Ⅰ)
改訂版 日本統計協会 1,100 4月上旬入荷予定

P181106 立体構造化学 金田京介

P181116 有機化学Ⅰ 坪和幸司

P181802 基礎物理学 渡部智希 薬学生のための物理学（第３版） 朝倉書店 4,389 3月下旬入荷予定

P181810 統計分析法 奥山豪 計算力が身に付く統計基礎 学術図書出版社 1,045

※選択科目教科書はなし  
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

P182001 医療倫理学 古田精一　土畠智幸 薬学人のための事例で学ぶ倫理学 南江堂 4,075

P182101 定量分析化学

P182106 薬品分析化学

P182102 放射化学 水上徳美 基礎放射薬学 京都廣川書店 7,106

P182108 生薬学Ⅰ

P182114 生薬学Ⅱ

P182111 微生物学 前田伸司 微生物学・感染症学　第２版 化学同人 5,016

P182112 機器分析学Ⅰ

P182118 機器分析学Ⅱ

P182119 構造解析学

P182116 免疫学 前田伸司　柏倉淳一 薬系免疫学　改訂第3版 南江堂 3,553

P182201 食品衛生学 鈴木夏子 衛生薬学　改訂第3版 南江堂 7,315

P182301 生物薬剤学Ⅰ 丁野純男

P182302 生物薬剤学Ⅱ 渡辺一弘

新発想製剤学　第3版 京都廣川書店 10,241

新発想製剤学厳選演習問題　第3版 京都廣川書店 5,225

P182120 生体有機化学 武田晴治
化学系薬学Ⅱ(スタンダード薬学シ
リーズⅡ-3)生体分子・医薬品の化学
による理解　日本薬学会編

東京化学同人 4,807

P182701 医療英語Ⅰ 大野拓恵　及川陽子
The wonders of Medicine<Third
Edition>

南雲堂 1,985 3月末入荷予定

P182702 医療英語Ⅱ 板倉宏予　加藤隆治
Medical World Walkabout (医療の世
界を見渡そう)

成美堂 2,612

必修 73,044

三原義広 NEW薬品分析化学　第２版 廣川書店 5,225

和田浩二　齊藤貴士 アップデート薬学機器分析学 5,225

P182303 物理薬剤学 佐藤隆司

担当教員 書　　　　名 出　版　社

Newパワーブック生物薬剤学（第3
版）

廣川書店 5,852

山下浩 新訂生薬学（改訂第9版） 南江堂 4,807

備　　　　考

廣川書店

丸善 4,180
HGS分子構造模型：C型セット有機化
学実習用

選択

2年

必修

生物学 高橋淳　中田章史

成美堂出版 1,985

76,341

熱力学/基礎化学/薬学計算Ⅰ/Ⅱ
/化学平衡論/反応速度論

山岸丈洋　坪和幸司　高梨香織
齊藤貴士

ぜんぶわかる人体解剖図

東京化学同人

マクマリー有機化学（上・中・下）
（第9版）
※立体構造化学、有機化学Ⅰは上・
下のみ

P181107

区分 授　業　科　目

2022年度　北海道科学大学　前期教科書販売リスト
薬学部薬学科

１年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社 備　　　　考

桜井光一 詳解生化学 京都廣川書店 9,196

P181702 英語Ⅱ 大野拓恵　及川陽子

加納誠一朗

新しい機能形態学―ヒトの成り立ち
とその働き（第3版）

廣川書店 5,225



 
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

P183701/702 医療英語Ⅲ/Ⅳ
加藤隆治　板倉宏予　大野拓恵
及川陽子

TOEIC L&R テスト 文法問題 でる
1000問

アスク出版 2,403

P183307 医療情報学概論 千葉健史　山下美妃 医薬品情報学(第5版増訂版) 東京大学出版会 4,389

P183309他

薬理・医薬化学概論/薬と疾病
(血液、造血器疾患)(神経疾
患)(炎症、骨・関節疾患)(循環
器疾患)(精神疾患)(免疫、アレ
ルギー疾患)

佐藤久美　髙栗郷　武田晴治
山田武宏　水谷怜子　三浦哲嗣
大滝康一　今田愛也　伊藤萌子
江川祥子　樋浦一哉　山下美妃
柏倉淳一

詳解薬理学 廣川書店 7,315

　

P183305他

薬物動態学Ⅱ/臨床薬学Ⅱ/薬と
疾病(血液、造血器疾患)(炎
症、骨・関節疾患)(精神疾
患)(免疫、アレルギー疾患)

戸田貴大　大滝康一　佐藤久美
今田愛也　伊藤萌子　江川祥子
樋浦一哉　山下美妃　柏倉淳一

3,657

　

P183401 臨床薬学実習Ⅰ
佐藤秀紀　戸田貴大　今田愛也
山下美妃　守屋寛之　樋浦一哉
岩山訓典　武田香陽子　青山剛

3,657 　

P183303 臨床検査学概論 町田麻依子
薬学生のための病態検査学
（改訂第3版）

南江堂 4,180

P183207 環境科学Ⅱ 佐藤恵亮
　

P183203 衛生・医療薬学実習
丁野純男　佐藤久美　小松健一
佐藤隆司　大野裕昭　髙栗郷
若命浩二　鈴木夏子　佐藤恵亮

　

P183202 公衆衛生学Ⅰ 立浪良介

P183205 公衆衛生学Ⅱ

P183201 毒性学Ⅰ

P183204 毒性学Ⅱ

P183206 環境科学Ⅰ

P183207 環境科学Ⅱ 佐藤恵亮

P183301 薬物動態学Ⅰ

P183305 薬物動態学Ⅱ

P183352 臨床薬学Ⅱ 戸田貴大　大滝康一 わかりやすい輸液製剤 廣川書店 2,299

P183351/401 臨床薬学Ⅰ/臨床薬学実習Ⅰ

守屋寛之　千葉健史　佐藤秀紀
戸田貴大　今田愛也　山下美妃
樋浦一哉　岩山訓典　武田香陽子
青山剛

治療薬マニュアル2022 医学書院 5,225

3,971

グラフィックガイド薬剤師の技能ー
理論まるごと実践へ　第2版

京都廣川書店 7,315

P183314他

薬と疾病(血液、造血器疾
患)(神経疾患)(循環器疾患)
(精神疾患)(炎症、骨・関節疾
患)(免疫、アレルギー疾患)

佐藤久美　山田武宏　水谷玲子
髙栗郷　今田愛也　伊藤萌子
江川祥子　樋浦一哉　大滝康一
三浦哲嗣　山下美妃　柏倉淳一

薬物治療学第11版 南山堂 9,196 3月中旬出来予定

P183801 サプリメント概論 若命浩二 新版　健康食品の基礎知識第２版 じほう 3,344

P183804 地球環境学 非）武内伸治 地球環境学入門第3版 講談社 2,926

P183805 薬用植物学 小松健一 薬用植物学　改訂第7版 南江堂 4,180

※選択科目教科書はなし  
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

P184002 医薬品開発論 若命浩二　光岡俊成 医薬品開発論 廣川書店 3,971

P184003 薬事関連法制論Ⅰ 守屋寛之

P184005 薬事関連法制論Ⅱ 光岡俊成

P184307 漢方医薬学 小松健一　上原聡 漢方医療薬学の基礎（第2版） 廣川書店 4,180

P184304 医療統計学 山田武宏 PRACTICAL薬学統計解析第2版 京都廣川書店 4,598

P184006 薬剤経済学 櫻井秀彦　木村悟 薬とお金・社会との関係を科学する 京都廣川書店 4,598

P184007 セルフメディケーション学 伊東佳美 セルフケアとOTC医薬品改訂版 ネオメディカル 3,657

P184311 臨床推論
佐藤秀紀　岸田直樹　山田和範
渡辺浩彰

薬学臨床推論　臨床での考え方 南江堂 4,389

P184403 臨床薬学実習Ⅳ

村岡千種　古田精一　水谷玲子
武田香陽子　坂東勉　伊東佳美
守屋寛之　坪和幸司　町田麻依子
千葉健史　大滝康一　岩山訓典
櫻井秀彦　光岡俊成

話せる医療者-シミュレイテッド・ペ
イシェントに聞く

医学書院 2,090

第十四改訂調剤指針 薬事日報社 5,016

でる順　医薬品第8版 TECOM(旧医学評論社) 3,344

P184302 薬と疾病(感覚器、皮膚疾患) 藤本哲也　若命浩二　伊藤萌子

P184305 薬と疾病(感染症)
佐藤秀紀　大滝康一　前田伸司
山田武宏　水上徳美　岸田直樹

P184303 薬と疾病(呼吸器疾患) 高栗郷　丁野純男　武田香陽子

P184301 薬と疾病(消化器疾患) 江川祥子　佐藤久美　岩山訓典

P184306 薬と疾病(泌尿器、生殖器疾患)
山下美紀　江川祥子　髙栗郷
三浦哲嗣　前野七門

P184310 薬と疾病(悪性腫瘍)
町田麻依子　佐藤秀紀　今田愛也
千葉健史

P184309 薬と疾病(内分泌・代謝疾患) 樋浦一哉　佐藤久美　平山早苗

3月中旬刊行予定

P184404 臨床薬学実習Ⅴ

町田麻依子　坂東勉　村岡千種
守屋寛之　藤本哲也　坪和幸司
今田愛也　山下美妃　櫻井秀彦
伊東佳美　武田香陽子　樋浦一哉
山田武宏　千葉健史　古田精一
大滝康一　光岡俊成　水谷玲子
青山剛　岩山訓典　佐藤秀紀

薬と疾病Ⅱ 5,742

必修 46,287

南江堂 4,702薬学と社会　薬事関連法・制度

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社 備　　　　考

選択

4年

必修

P183351他 臨床薬学Ⅰ/Ⅲ/臨床薬学実習Ⅰ 3,866

3,762

佐藤恵亮

立浪良介

戸田貴大 入門薬物動態学 京都廣川書店 3,030

68,445

個別化医療を目指した臨床薬物動態
学　第1分冊
個別化医療を目指した臨床薬物動態
学　第2分冊

廣川書店

必携・衛生試験法(第3版) 金原出版 4,180

パザパ薬学演習シリーズ11衛生薬学
演習(第3版)

京都廣川書店

守屋寛之　千葉健史　古田精一
村岡千種　佐藤秀紀　戸田貴大
今田愛也　山下美妃　樋浦一哉
岩山訓典　武田香陽子　青山剛

新ビジュアル薬剤師実務シリーズ
(上・下)

羊土社

3年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社 備　　　　考



 
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

A25401 実務実習 山下美妃 治療薬マニュアル2022 医学書院 5,225

 
 

科目 販売価格 セット価格

ｺｰﾄﾞ （税込） （税込）

以前、下級学年で販売済みの教科書は上記リストに含まれていません。
(例：1年次前期開講科目で販売した教科書を、2年次後期開講の別科目でも使用する場合、
2年次後期の教科書販売リストにその教科書は記載されていません。)
必要な場合は個別販売致しますので、丸善キャンパスショップまでお問合せください。

丸善キャンパスショップ北海道科学大学店
Mail：cs.hus@maruzen.co.jp
Tel：011-688-0017

備　　　　考

6年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社 備　　　　考

5年

区分 授　業　科　目 担当教員 書　　　　名 出　版　社

　　　　　　　　　　　販売なし　　　

mailto:cs.hus@maruzen.co.jp

