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これから始める!シェアード・ディシジョンメイキング : 新しい医療のコ
ミュニケーション / 中山健夫編

日本医事新報社

00118573 ２階医学１

貸出可

490.14/Ko 79

医学統計学ハンドブック / 丹後俊郎, 松井茂之編

朝倉書店

00118203 ２階医学１

貸出可

490.19/I 23

無作為化比較試験 : デザインと統計解析 / 丹後俊郎著

朝倉書店

00118205 ２階医学１

貸出可

490.19/I 23/5

メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 : 「目的」と「データ 羊土社
の種類」で簡単検索!適した手法が76の事例から見つかる、結果がまと

00118786 ２階医学１

貸出可

490.19/Me 14

なるほど統計学とおどろきExcel統計処理 / 山崎信也著

医学図書出版

00118221 ２階医学１

貸出可

490.19/Y 48

論文を正しく読むのはけっこう難しい : 診療に活かせる解釈のキホン
とピットフォール / 植田真一郎執筆

医学書院

00118218 ２階医学１

貸出可

490.7/R 66

英語で診療 内科系 / 坂尾福光, Robert Conroy著

金芳堂

00118271 ２階医学１

貸出可

490.7/Sa 35

英語で診療 外科系 / 坂尾福光, Robert Conroy著

金芳堂

00118272 ２階医学１

貸出可

490.7/Sa 35

解剖学講義 / 伊藤隆原著 ; 高野廣子改訂

南山堂

00118074 ２階医学１

貸出可

491.1/I 89

口腔・頭頸部 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著] 医学書院
; Eric W. Baker [編] ; 阿部伸一 [ほか] 訳

00118841 ２階医学１

貸出可

491.1/Sc 8

頭頸部/神経解剖 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher 医学書院
著 ; 天野修 [ほか] 訳

00118840 ２階医学１

貸出可

491.1/Sc 8

ガイトン生理学 / John E. Hall著 ; 石川義弘 [ほか] 総監訳

エルゼビア・ジャパン

00117943 ２階医学１

貸出可

491.3/G 98

筋骨格系のキネシオロジー / Donald A. Neumann原著 ; Paul D.
Andrew, 有馬慶美, 日髙正巳監訳

エルゼビア・ジャパン

00118842 ２階医学１

貸出可

491.36/N 67

これでわかる!臨床電気神経生理学ファーストステップ : 静止膜電位・
活動電位・EPSPはどのように発生するのか? / 橋本修治著

診断と治療社

00118026 ２階医学１

貸出可

491.37/H 38

Principles of neural science / edited by Eric R. Kandel ... [et al.] ;
art editor, Sarah Mack

McGraw-Hill Medical

00118800 ２階医学１

貸出可

491.37/P 93
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ベッドサイドの臨床神経生理学 / 飛松省三著

中外医学社

00118058 ２階医学１

貸出可

491.37/To 14

ニューロンの生理学 / D. Tritsch, D. Chesnoy-Marchais, A. Feltz編
; 藤吉好則, 大谷悟補章執筆

京都大学学術出版会 00117983 ２階医学１

貸出可

491.371/P 57

高次脳機能がよくわかる脳のしくみとそのみかた / 植村研一著

医学書院

00118214 ２階医学１

貸出可

491.371/U 42

呼吸器 / 牛木辰男, 小林弘祐著

日本医事新報社

00118081 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/1

運動器 / 坂井建雄 [ほか] 著

日本医事新報社

00118089 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/10

循環器 / 大谷修, 堀尾嘉幸著

日本医事新報社

00118082 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/2

消化管 / 河原克雅, 佐々木克典著

日本医事新報社

00118083 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/3

肝・胆・膵 / 泉井亮 [ほか] 著

日本医事新報社

00118084 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/4

腎・泌尿器 / 坂井建雄, 河原克雅著

日本医事新報社

00118085 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/5

生殖器 / 年森清隆, 川内博人著

日本医事新報社

00118086 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/6

神経系 1 : 中枢神経系の構造・高次神経機能・運動系 / 河田光博,
稲瀬正彦著

日本医事新報社

00118087 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/8

神経系 2 : 末梢神経系の構造・自律神経機能・感覚系 / 久野みゆき
[ほか] 著

日本医事新報社

00118088 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/9

図解心電図テキスト : Dr.Dubin式はやわかり心電図読解メソッド / デ
イル デュービン著 ; 村川裕二訳

文光堂

00119026 ２階医学１

貸出可

492.12/D 93

実力心電図 : 「読める」のその先へ / 日本不整脈心電学会編集

日本不整脈心電学会 00119025 ２階医学１

貸出可

492.12/J 55

レジデントのためのこれだけ心電図 / 佐藤弘明著

日本医事新報社

00118716 ２階医学１

貸出可

492.12/Sa 85

できるゾ読めるゾ腹部エコー / 中村滋著

日本医事新報社

00118090 ２階医学１

貸出可

492.14/N 37
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IVR book 2017

メディカルアイ

00118138 ２階医学１

貸出可

492.4/I 91/'17

放射化学 / 福士政広編

メジカルビュー社

00118129 ２階医学１

貸出可

492.4/Sh 69

放射線治療科学概論 / 渡部洋一, 金森勇雄監編集 ; 青山裕一 [ほ
か] 編

医療科学社

00117938 ２階医学１

貸出可

492.4/W 46

放射線計測学 / 納冨昭弘編著

国際文献社

00118001 ２階医学１

貸出可

492.42/N 97

画像診断を学ぼう : 単純X線からCT・MRI・超音波まで / William
Herring著

エルゼビア・ジャパン

00118136 ２階医学１

貸出可

492.43/H 53

標準X線CT画像計測 / 市川勝弘, 村松禎久共編

オーム社

00117949 ２階医学１

貸出可

492.43/H 99

1枚の画像から鑑別診断へ : とっておきの100例 / 松永尚文編

金原出版

00117972 ２階医学１

貸出可

492.43/I 15

すぐ役立つ救急のCT・MRI / 井田正博, 高木亮, 藤田安彦編著

学研メディカル秀潤社 00117958 ２階医学１

貸出可

492.43/I 18

放射線画像系の画像評価 / 小川亙著

医療科学社

00117939 ２階医学１

貸出可

492.43/O 24

アクシデント&エマージェンシーX線読影サバイバルガイド / Nigel
Raby [ほか] 原著 ; 金子和夫監訳

エルゼビア・ジャパン

00117944 ２階医学１

貸出可

492.43/R 11

胸部のCT / 村田喜代史 [ほか] 編集

メディカル・サイエン
00118132 ２階医学１
ス・インターナショナル

貸出可

492.433/I 35

呼吸器画像診断のコツ : 見る診る語る / 酒井文和編

克誠堂出版

00118005 ２階医学１

貸出可

492.433/Ko 54

英語で伝える検査手順 : もう焦らない!! 胸部X線写真撮影編 /
Jeremy Williams, 小島多香子著

医歯薬出版

00117933 ２階医学１

貸出可

492.433/W 74

臨床医・RI技師のための脳SPECTパーフェクトガイド : 診断・治療・手
術に使える / 玉岡晃, 柴田靖, 根本清貴編集

メディカ出版

00118777 ２階医学１

貸出可

492.437/R 45

エビデンスに基づく理学療法クイックリファレンス / 内山靖編

医歯薬出版

00118226 ２階医学１

貸出可

492.5/E 14

訪問リハビリテーションアドバイスブック / 辰巳昌嵩編集

メジカルビュー社

00118772 ２階医学１

貸出可

492.5/H 83
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訪問リハビリテーション完全マニュアル : 制度から実務まで徹底コンプ gene
リート / gene編集

00118288 ２階医学１

貸出可

492.5/H 83

Q&Aフローチャートによる下肢切断の理学療法 / 原和彦 [ほか] 編

医歯薬出版

00118230 ２階医学１

貸出可

492.5/H 93

ここに注目!実践,リスク管理読本 / 高橋哲也編

医学書院

00118219 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 44

療法士が変わる時に手にする本 : 医療介護現場でブレイクスルー! :
毎日を変える、毎日が変わる。 / 鯨岡栄一郎著

運動と医学の出版社

00117942 ２階医学１

貸出可

492.5/Ku 25

リハビリテーション栄養2.0 : リハ栄養の新たな定義とリハ栄養ケアプロ 日本リハビリテーショ
セス : 特集 / 日本リハビリテーション栄養学会編
ン栄養学会

00117929 ２階医学１

貸出可

492.5/R 39

臨床現場における経皮的神経電気刺激療法 : TENSによる40疾患へ
の応用 / 中山登稔, 林知也著

医歯薬出版

00118229 ２階医学１

貸出可

492.52/N 45

言葉の力、作業の力 : 自己を対象とした事例研究を読み解く / 濱中
直子, 山根寛編著

シービーアール

00118014 ２階医学１

貸出可

492.6/H 25

医学的音楽療法 : 基礎と臨床 / 呉東進編著

北大路書房

00117976 ２階医学１

貸出可

492.67/G 54

姿勢コントロール : セラピストのためのハンズ・オンガイド / Jane
Johnson著 ; 奥村裕 [ほか] 訳

医歯薬出版

00118224 ２階医学１

貸出可

492.7/J 64

画像・情報処理 / 尾川浩一編著

国際文献社

00118002 ２階医学１

貸出可

492.8/O 24

Principles of regenerative medicine / edited by Anthony Atala ... [et
al.]

Academic
Press/Elsevier

00118801 ２階医学１

貸出可

492.8/P 93

高次元医用画像工学とその臨床応用 / 鈴木直樹 , 服部麻木著

誠文堂新光社

00118047 ２階医学１

貸出可

492.8/Su 96

PT・OT・STのための診療ガイドライン活用法 / 日髙正巳, 藤本修平
編集

医歯薬出版

00118223 ２階医学１

貸出可

492/P 95

診療ガイドラインup-to-date 2018-2019 : 日常診療に活かす / 門脇
孝, 小室一成, 宮地良樹監修

メディカルレビュー社

00118705 ２階医学１

貸出可

492/Sh 69/'18-'19

高齢者糖尿病治療ガイド 2018 / 日本糖尿病学会, 日本老年医学会
編著

文光堂

00118630 ２階医学２

貸出可

493.12/N 71/'18

栄養・運動で予防するサルコペニア / 葛谷雅文, 雨海照祥編集

医歯薬出版

00118236 ２階医学２

貸出可

493.18/ E 39
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フレイルのみかた / 荒井秀典編

中外医学社

00118533 ２階医学２

貸出可

493.18/F 92

患者よ、がんと賢く闘え! : 放射線の光と闇 / 西尾正道著

旬報社

00118022 ２階医学２

貸出可

493.19/N 86

循環器疾患最新の治療 2018-2019 / 伊藤浩, 山下武志編集

南江堂

00118576 ２階医学２

貸出可

493.2/J 96/'18-'19

基礎からわかる!カテーテルアブレーション : 研修医・看護師・臨床工
学技士・診療放射線技師のための / 松尾征一郎編集

医歯薬出版

00117934 ２階医学２

貸出可

493.23/Ki 59

この30題で呼吸理学療法に強くなる / 高橋仁美著

医学書院

00118215 ２階医学２

貸出可

493.3/Ta 33

喘息とCOPDのオーバーラップ「Asthma and COPD overlap : ACO」診 日本呼吸器学会
断と治療の手引き 2018 / 日本呼吸器学会喘息とCOPDのオーバー

00118703 ２階医学２

貸出可

493.36/Z 3/'18

COPD「慢性閉塞性肺疾患」診断と治療のためのガイドライン 2018 /
日本呼吸器学会COPDガイドライン第5版作成委員会編集

日本呼吸器学会

00118704 ２階医学２

貸出可

493.38/C 87/'18

大腸癌取扱い規約 / 大腸癌研究会編

金原出版

00117975 ２階医学２

貸出可

493.46/D 14

肝臓病 : ウイルス性肝炎・肝臓がん・脂肪肝・肝硬変 / 泉並木著

主婦の友社

00118021 ２階医学２

貸出可

493.47/I 99

慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド 2016 / 日本肝臓学会編

文光堂

00118631 ２階医学２

貸出可

493.47/Ma 47/'16

がんの骨転移ナビ : 運動器マネジメントが患者の生活を変える! / 岩
瀬哲, 河野博隆, 篠田裕介編集

医学書院

00118211 ２階医学２

貸出可

493.6/G 19

上肢運動器疾患のリハビリテーション : 関節機能解剖学に基づく治療 医学書院
理論とアプローチ / 中図健著

00118217 ２階医学２

貸出可

493.6/N 46

線維筋痛症診療ガイドライン 2017 / 日本線維筋痛症学会, 日本医療 日本医事新報社
研究開発機構線維筋痛症研究班編

00118597 ２階医学２

貸出可

493.6/Se 65/'17

サーカディアンリズムと睡眠 = Circadian rhythm and sleep / 千葉茂,
本間研一編著

新興医学出版社

00118025 ２階医学２

貸出可

493.7/C 42

Clinical neuroscience : foundations of psychological and
neurodegenerative disorders / Lisa L. Weyandt

Routledge

00118998 ２階医学２

貸出可

493.7/W 64

神経症状の診かた・考えかた : General neurologyのすすめ / 福武敏 医学書院
夫著

00118213 ２階医学２

貸出可

493.72/F 84
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絵でみる脳と神経 : しくみと障害のメカニズム / 馬場元毅著

医学書院

00118212 ２階医学２

貸出可

493.73/B 12

脳卒中の摂食嚥下障害 / 藤島一郎, 谷口洋著

医歯薬出版

00118225 ２階医学２

貸出可

493.73/F 66

脳運動プログラム回復セラピー : 失調症・パーキンソン症状・感覚障
害 / 生田宗博著

シービーアール

00118012 ２階医学２

貸出可

493.73/I 39

脊髄小脳変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン 2018 / 「脊髄小脳
変性症・多系統萎縮症診療ガイドライン」作成委員会編集

南江堂

00118566 ２階医学２

貸出可

493.73/Se 44/'18

特集手段としての歩行 / gene編集部編集

gene

00118188 ２階医学２

貸出可

493.73/To 43

高次脳機能障害と家族のケア : 現代社会を蝕む難病のすべて / 渡
邉修 [著]

講談社

00117997 ２階医学２

貸出可

493.73/W 46

認知症のBPSD解決法 : 本人も介護する人も救われる / 平野亨子著

ひかりのくに

00118098 ２階医学２

貸出可

493.75/H 66

ベックの統合失調症の認知療法 / アーロン・T・ベック [ほか] 共著 ;
岩坂彰訳

岩崎学術出版社

00117940 ２階医学２

貸出可

493.76/B 31

福島原発事故がもたらしたもの : 被災地のメンタルヘルスに何が起き
ているのか / 前田正治編著

誠信書房

00118429 ２階医学２

貸出可

493.79/Ma 26

子どもの感覚運動機能の発達と支援 : 発達の科学と理論を支援に活 メジカルビュー社
かす / 大城昌平, 儀間裕貴編

00118767 ２階医学２

貸出可

493.9/Ko 21

初学者のための小児心身医学テキスト / 日本小児心身医学会編

南江堂

00118577 ２階医学２

貸出可

493.93/Sh 95

小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2017 / 小児呼吸器感染症診療
ガイドライン作成委員会作成

協和企画(制作・販売) 00118364 ２階医学２

貸出可

493.933/Sh 96/'17

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2017 / 日本小児アレルギー
学会作成

協和企画(発売)

00118365 ２階医学２

貸出可

493.933/Sh 96/'17

私説児童精神医学史 : 子どもの未来に希望はあるか / 清水將之著

金剛出版

00118008 ２階医学２

貸出可

493.937/Sh 49

日常診療に役立つ小児感染症マニュアル 2017 / 日本小児感染症学 東京医学社
会編

00118453 ２階医学２

貸出可

493.938/N 71/'17

看護学概論 : 看護追求へのアプローチ / ライダー島崎玲子, 小山敦 医歯薬出版
代, 田中幸子編集・執筆

00118324 ２階医学２

貸出可

N/R 93

書誌事項
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さぁ!事例研究に挑戦しよう : 一歩一歩ステップを踏んで : 初めて研究 日本メディカルセン
に取り組むナースのために / 下山節子, 江藤節代編集
ター

00118624 ２階医学２

貸出可

N07/Sa 11

看護師・医療秘書のための実践英会話 / 山田薙夏, 黒田貞子著

アリスト

00118206 ２階医学２

貸出可

N07/Y 19

知っておきたい変更点NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-2020
/ 上鶴重美, T.ヘザー・ハードマン著

医学書院

00118317 ２階医学２

貸出可

N13/Ka 38/'18-'20

NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-2020 / T. ヘザー・ハードマ
ン, 上鶴重美原著編集 ; 上鶴重美訳

医学書院

00118309 ２階医学２

貸出可

N13/N 48/'18-'20

看護介入分類「NIC」 / Howard K. Butcher [ほか] 原著 ; 黒田裕子,
聖隷浜松病院看護部監訳

エルゼビア・ジャパン

00118342 ２階医学２

貸出可

N16/N 99

看護成果分類「NOC」 : 成果測定のための指標・測定尺度 / Sue
Moorhead [ほか] 原著 ; 黒田裕子, 聖隷浜松病院看護部監訳

エルゼビア・ジャパン

00118343 ２階医学２

貸出可

N16/N 99

災害看護の本質 : 語り継ぐ黒田裕子の実践と思想 / 柳田邦男, 酒井 日本看護協会出版会 00118616 ２階医学２
明子編著

貸出可

N229/Y 53

最新老年看護学 / 水野敏子 [ほか] 編

日本看護協会出版会 00118610 ２階医学２

貸出可

N318/Sa 22

精神科ナースになったわけ / 水谷緑著

イースト・プレス

00118298 ２階医学２

貸出可

N37/Mi 97

看護者の基本的責務 2018年版 : 定義・概念/基本法/倫理 / 手島恵 日本看護協会出版会 00118611 ２階医学２
監修

貸出可

N81/Ka 54/'18

訪問看護業務の手引 平成30年4月版 : 介護保険・医療保険 / [社会 社会保険研究所
保険研究所編]

00118391 ２階医学２

貸出可

N93/H 83/'18

継続看護マネジメント : 生活と医療を統合する / 長江弘子編著

医歯薬出版

00118321 ２階医学２

貸出可

N93/N 13

AYA世代がんサポートガイド : 医療従事者が知っておきたい / 平成
27-29年度厚生労働科学研究費補助金「がん対策推進総合研究事

金原出版

00117971 ２階医学３

貸出可

494.5/A 98

がんについて知っておきたいもう一つの選択 / タイ・M・ボリンジャー
著 ; 三木直子訳 ; 原田美佳子監修

晶文社

00118031 ２階医学３

貸出可

494.5/B 63

がんのリハビリテーション / 辻哲也編 ; 高倉保幸, 高島千敬, 安藤牧
子編集協力

医学書院

00118216 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19

がんになっても心配ありません / ロハス・メディカル編集部編集

国書刊行会

00118003 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19

書誌事項
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いまさら訊けない!がん支持療法Q&A / 加藤明彦編著

中外医学社

00118055 ２階医学３

貸出可

494.5/Ka 86

末期がん逆転の治療法 / 前山和宏著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

00117996 ２階医学３

貸出可

494.5/Ma 28

チーム医療に活かそう!緩和ケア評価ツールSTAS : 緩和ケアの成果と 診断と治療社
ケアの質を客観的に評価するために / 大岩孝司, 鈴木喜代子著

00118027 ２階医学３

貸出可

494.5/O 35

最新放射線治療でがんに勝つ : サイバーナイフとトモセラピーが、が
ん治療を変える / 佐藤俊彦著

幻冬舎

00117993 ２階医学３

貸出可

494.5/Sa 85

新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために / 日本臨床腫瘍学会 南江堂
編集

00118067 ２階医学３

貸出可

494.5/Sh 57

義肢製作マニュアル / 田澤英二編

医歯薬出版

00118227 ２階医学３

貸出可

494.72/Ta 99

糖尿病性腎臓病の診かた, 考えかた / 和田隆志, 柏原直樹編著

中外医学社

00118056 ２階医学３

貸出可

494.93/W 12

ピンクリボンと乳がんまなびbook : ピンクリボンアドバイザー認定試験
公式テキスト : 身近な病気だから正しく知りたい / 福田護, 乳房健康

社会保険出版社

00118017 ２階医学３

貸出可

495.46/F 74

治療編 2018年版 / 日本乳癌学会編

金原出版

00117973 ２階医学３

貸出可

495.46/Ka 16/'18-1

疫学・診断編 2018年版 / 日本乳癌学会編

金原出版

00117974 ２階医学３

貸出可

495.46/Ka 16/'18-2

間違いだらけの乳がん医療 / 加藤孝男著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

00117995 ２階医学３

貸出可

495.46/Ka 86

乳癌book 2018

メディカルアイ

00118139 ２階医学３

貸出可

495.46/N 99/'18

産婦人科ベッドサイドマニュアル / 青野敏博, 苛原稔編集

医学書院

00118312 ２階医学３

貸出可

495/Sa 62

小児急性中耳炎診療ガイドライン 2018年版 / 日本耳科学会, 日本小 金原出版
児耳鼻咽喉科学会, 日本耳鼻咽喉科感染症・エアロゾル学会編

00118354 ２階医学３

貸出可

496.6/Sh 96/'18

音声障害診療ガイドライン 2018年版 / 日本音声言語医学会, 日本喉 金原出版
頭科学会編

00118353 ２階医学３

貸出可

496.9/O 67/'18

からだにやさしい耳・鼻・喉・口・眼のがん治療 : サイバーナイフの治
療で形態と機能を温存する / 宮﨑紳一郎, 福島孝徳著

00117990 ２階医学３

貸出可

496/Mi 88

書誌事項
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歯内療法成功のためのコーンビームCT活用術 / Shanon Patel [ほか] クインテッセンス出版
編著 ; 月星光博日本語版編著 ; 興地隆史監訳

00117991 ２階医学３

貸出可

497.2/P 27

顎骨壊死を知っていますか? : 骨粗鬆症やがん治療中の患者さんが
歯科治療にかかる前に / 黒嶋伸一郎, 澤瀬隆, 米田俊之著

医歯薬出版

00117932 ２階医学３

貸出可

497.3/Ku 77

保健統計・疫学 / 福富和夫, 橋本修二著

南山堂

00118073 ２階医学３

貸出可

498.019/F 84

00118811 ２階医学３

貸出可

498.059/I 13/'19

保健師業務要覧 2018年版 / 井伊久美子 [ほか] 編集

日本看護協会出版会 00118605 ２階医学３

貸出可

498.14/H 82/'18

診療放射線技師になるには / 笹田久美子著

ぺりかん社

00118107 ２階医学３

貸出可

498.14/Sa 71

精神保健福祉士の一日 / WILLこども知育研究所編著

保育社

00118634 ２階医学３

貸出可

498.14/W 74

自律神経はどこまでコントロールできるか? : 普通に生活しているだけ
でハイパフォーマンスに変わるために / 菅原洋平著

KKベストセラーズ

00118108 ２階医学３

貸出可

498.3/Su 28

DVDでわかる!筋膜リリースパーフェクトガイド : 見たとおりにやれば
OK! / 竹井仁著

自由国民社

00118019 ２階医学３

貸出可

498.3/Ta 62

誰でもできる!「睡眠の法則」超活用法 : 1つ実行するだけで人生が変
わる! : Q&Aで疑問も悩みもスッキリ解消!! / 菅原洋平著

自由国民社

00118018 ２階医学３

貸出可

498.36/Su 28

食のパラドックス : 6週間で体がよみがえる食事法 / スティーブン・R・
ガンドリー著 ; 白澤卓二訳

翔泳社

00118023 ２階医学３

貸出可

498.58/G 94

日本版重症患者の栄養療法ガイドライン : 総論2016&病態別2017 :
「J-CCNTG」 : ダイジェスト版 / 日本集中治療医学会日本版重症患

真興交易医書出版部 00118415 ２階医学３

貸出可

498.58/N 71

認定NSTガイドブック 2017 / 日本病態栄養学会編集

南江堂

00118474 ２階医学３

貸出可

498.58/N 76/'17

看護栄養学 / 尾岸恵三子, 正木治恵編著

医歯薬出版

00118322 ２階医学３

貸出可

498.58/O 25

職場における身体活動・運動指導の進め方 : 産業保健スタッフ必携
/ 江口泰正, 中田由夫編著

大修館書店

00118052 ２階医学３

貸出可

498.8/E 33

00118458 ２階医学３

貸出可

498.89/F 73

書誌事項
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災害リハビリテーション標準テキスト / 大規模災害リハビリテーション支 医歯薬出版
援関連団体協議会企画・編集

00118228 ２階医学３

貸出可

498.89/Sa 17

医療情報学入門 / 樺澤一之, 豊田修一著

共立出版

00117988 ２階医学３

貸出可

498/Ka 11

身体活動学入門 / 木村朗著

三共出版

00118013 ２階医学３

貸出可

498/Ki 39

公衆衛生マニュアル 2018 / 柳川洋, 中村好一編集 ; 柳川洋 [ほか]
執筆

南山堂

00118586 ２階医学３

貸出可

498/Ko 87/'18

社会疫学 上 / リサ・F・バークマン, イチロー・カワチ, M・マリア・グリ
モール編

大修館書店

00118050 ２階医学３

貸出可

498/So 13/1

社会疫学 下 / リサ・F・バークマン, イチロー・カワチ, M・マリア・グリ
モール編

大修館書店

00118051 ２階医学３

貸出可

498/So 13/2

理系女性のライフプラン : あんな生き方・こんな生き方 : 研究・結婚・
子育てみんなどうしてる? / 丸山美帆子, 長濱祐美編

メディカル・サイエン
00118140 ２階自然
ス・インターナショナル

貸出可

407/R 41

分割表の統計解析 : 二元表から多元表まで / 宮川雅巳, 青木敏著

朝倉書店

00118204 ２階自然

貸出可

417/Mi 76

X線の非線形光学 : SPring-8とSACLAで拓く未踏領域 / 玉作賢治著 共立出版

00117985 ２階自然

貸出可

425.5/Ta 79

きみは宇宙線を見たか : 霧箱で宇宙線を見よう / 山本海行, 小林眞
理子著

仮説社

00117956 ２階自然

貸出可

429.6/Y 31

図解・化学「超」入門 : 物質の基本がゼロからわかる / 左巻健男, 寺
田光宏, 山田洋一著

SBクリエイティブ

00118199 ２階自然

貸出可

430/Sa 57

臨床放射薬学 : 薬学領域における放射化学の理論と実践 / 河嶋秀
和, 木村寛之編著

京都廣川書店

00117984 ２階自然

貸出可

431.59/Ka 97

マンガでわかる無機化学 : 原子の構造がわかれば化合物の性質が見 SBクリエイティブ
えてくる! / 齋藤勝裕著 ; 保田正和イラスト

00118200 ２階自然

貸出可

435/Sa 25

マンガでわかる有機化学 : 結合と反応のふしぎから環境にやさしい化 SBクリエイティブ
合物まで / 齋藤勝裕著

00118198 ２階自然

貸出可

437/Sa 25

温泉の科学 : 温泉を10倍楽しむための基礎知識!! / 佐々木信行著

SBクリエイティブ

00118197 ２階自然

貸出可

453.9/Sa 75

放射線生物学 / 木村雄治著

コロナ社

00118004 ２階自然

貸出可

464.1/Ki 39
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マンガでわかる機械学習 / 荒木雅弘著 ; 渡まかな作画 ; ウェルテ制
作

オーム社

00117951 ２階人文０～２

貸出可

007.1/A 64

画像認識の極み“ディープラーニング” / 平栗裕規 [ほか] 編集

産業開発機構

00118010 ２階人文０～２

貸出可

007.1/G 29

人工知能のきほん : 今, 注目の人工知能がスラスラわかる!

ニュートンプレス

00118096 ２階人文０～２

貸出可

007.1/J 52

暗号技術入門 : 秘密の国のアリス / 結城浩著

SBクリエイティブ

00118201 ２階人文０～２

貸出可

007.1/Y 97

ロボットと生きる社会 : 法はAIとどう付き合う? / 角田美穂子, 工藤俊亮 弘文堂
編著

00117999 ２階人文０～２

貸出可

007.3/Su 58

情報リテラシー 総合編 : Windows10 Office2016対応 / 富士通エフ・
オー・エム著作制作

00118187 ２階人文０～２

貸出可

007.6/F 67

実戦データマイニング : AIによる株と為替の予測 / 月本洋, 松本一教 オーム社
共著

00117950 ２階人文０～２

貸出可

007.6/Ts 63

発見・創発できる人工知能OTTER : 論理パズルからのアプローチ /
安藤類央, 武藤佳恭著

近代科学社

00117989 ２階人文０～２

貸出可

007.64/A 47

現代心理学「理論」事典 / 中島義明編

朝倉書店

00117915 ２階人文０～２

貸出可

140.1/G 34

事例でわかる心理検査の伝え方・活かし方 / 竹内健児編

金剛出版

00118006 ２階人文０～２

貸出可

140.7/J 53

保健・医療・福祉を学ぶための心理学概論 / 髙橋直樹, 石本豪著

共立出版

00117987 ２階人文０～２

貸出可

140/Ta 33

意識 / スーザン・ブラックモア [著] ; 信原幸弘, 筒井晴香, 西堤優訳

岩波書店

00117941 ２階人文０～２

貸出可

141.2/B 52

触覚の心理学 : 認知と感情の世界 / 田﨑權一著

ナカニシヤ出版

00118061 ２階人文０～２

貸出可

141.24/Ta 92

身体とアフォーダンス : ギブソン『生態学的知覚システム』から読み解
く / 染谷昌義 [ほか] 著

金子書房

00117965 ２階人文０～２

貸出可

141.27/So 36

認知発達とその支援 / 本郷一夫, 田爪宏二編著

ミネルヴァ書房

00118118 ２階人文０～２

貸出可

141.5/Ta 26

情動と言語・芸術 : 認知・表現の脳内メカニズム / 川畑秀明, 森悦朗
編

朝倉書店

00118202 ２階人文０～２

貸出可

141.6/J 58/10
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自閉スペクトラムの発達科学 / 藤野博, 東條吉邦責任編集

新曜社

00118045 ２階人文０～２

貸出可

143/H 43/10

社会的認知の発達科学 / 尾崎康子, 森口佑介責任編集

新曜社

00118044 ２階人文０～２

貸出可

143/H 43/9

個と関係性の発達心理学 : 社会的存在としての人間の発達 / 島義
弘, 西野泰代編集

北大路書房

00117981 ２階人文０～２

貸出可

143/Ko 11

絵本とともに学ぶ発達と教育の心理学 / 増田梨花編著

晃洋書房

00118000 ２階人文０～２

貸出可

143/Ma 66

発達へのダイナミックシステム・アプローチ : 認知と行為の発生プロセ
スとメカニズム / エスター・テーレン, リンダ・スミス著 ; 高橋義信 [ほ

新曜社

00118030 ２階人文０～２

貸出可

143/Th 2

事例研究の考え方と戦略 : 心理臨床実践の省察的アプローチ / 山
本力著

創元社

00118049 ２階人文０～２

貸出可

146.07/Y 31

アタッチメントに基づく評価と支援 / 北川恵, 工藤晋平編著

誠信書房

00118046 ２階人文０～２

貸出可

146.8/Ki 63

コーチング心理学ハンドブック / スティーブン・パーマー, アリソン・ワ
イブラウ編著 ; 自己心理学研究会訳

金子書房

00117960 ２階人文０～２

貸出可

146.8/P 18

ざんねんな名言集 / 真山知幸著

彩図社

00118484 ２階人文０～２

貸出可

159.8/Ma 98

アクションリサーチ・イン・アクション : 共同当事者・時間・データ / 矢
守克也著

新曜社

00118029 ２階人文３

貸出可

307/Y 49

環境心理学 / 羽生和紀編集

北大路書房

00117980 ２階人文３

貸出可

361.7/Ka 56

世界一わかりやすい介護保険のきほんとしくみ 2018-2020年度版 /
イノウ編著

ソシム

00118433 ２階人文３

貸出可

364.4/I 55/'18-'20

ここが変わった!改正介護保険サービス・しくみ・利用料がわかる本
2018-2020年度版 / 川村匡由監修

自由国民社

00118392 ２階人文３

貸出可

364.4/Ko 44/'18'20

精神障害者雇用のABC / 山口創生編

星和書店

00118048 ２階人文３

貸出可

366.28/Se 19

そうだったのかLGBT : 歴史的な第一歩をともに踏み出そう / LGBT
理解増進会著

エピック

00118186 ２階人文３

貸出可

367.9/L 59

介護報酬パーフェクトガイド 2018-20年版 : 算定・請求の全知識とケ
アプラン別算定事例 / 阿部崇著 ; 医学通信社編集部編

医学通信社

00118220 ２階人文３

貸出可

369.1/A 12/'18-'20

書誌事項
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禁帯区分 請求記号

保健・医療・福祉専門職のためのスーパービジョン : 支援の質を高め
る手法の理論と実際 / 福山和女 [ほか] 編著

ミネルヴァ書房

00118116 ２階人文３

貸出可

369.1/F 85

図解介護保険の改正早わかりガイド 2018年度 / 井戸美枝著

日本実業出版社

00118619 ２階人文３

貸出可

369.1/I 19/'18

現場で使えるケアプラン便利帖 : 「書き方・文例集」 / ケアプラン研究 翔泳社
会著

00118024 ２階人文３

貸出可

369.1/Ke 11

回想アクティビティハンドブック / バーニー・アリゴ, 梅本充子, 中島朱 すぴか書房
美著

00118033 ２階人文３

貸出可

369.26/A 71

身近な人を介護施設にあずけるお金がわかる本 / 高室成幸監修

自由国民社

00118020 ２階人文３

貸出可

369.26/Mi 19

障害者心理学 / 柿澤敏文編集

北大路書房

00117979 ２階人文３

貸出可

369.27/Sh 95

精神障害をもつ人のための親なき後に備える / メンタルヘルスマガジ 地域精神保健福祉機 00118054 ２階人文３
ン「こころの元気+」編集部編
構(コンボ)

貸出可

369.28/Se 19

災害に立ち向かう人づくり : 減災社会構築と被災地復興の礎 / 室﨑
益輝, 冨永良喜, 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科編

00118650 ２階人文３

貸出可

369.3/Sa 17

震災が起きた後で死なないために : 「避難所にテント村」という選択肢 PHP研究所
/ 野口健著

00118289 ２階人文３

貸出可

369.31/N 93

学習科学ハンドブック 第1巻 : 基礎/方法論 / R.K. ソーヤー編 ; 望
月俊男, 益川弘如編訳

北大路書房

00117982 ２階人文３

貸出可

371.4/C 14/1

教師のためのiPhone&iPad超かんたん活用術 / 蔵満逸司著

黎明書房

00118170 ２階人文３

貸出可

374.3/Ku 53

学校において予防すべき感染症の解説 : 平成30「2018」年発行 / [学 日本学校保健会出版 00118599 ２階人文３
校において予防すべき感染症の解説改訂委員会作成]
部

貸出可

374.96/G 16

学びの資質・能力 / 北川達夫, 新井健一, 中川一史著

書誌事項

ミネルヴァ書房

東洋館出版社

00118059 ２階人文３

貸出可

375.1/Ki 63

先生のための授業で1番よく使う英会話 : ミニフレーズ300 / 山崎祐一 Jリサーチ出版
著

00118194 ２階人文３

貸出可

375.893/Y 43

子どもの自己肯定感upコーチング / 神谷和宏著

金子書房

00117962 ２階人文３

貸出可

375/Ka 39

子どもの気質・パーソナリティの発達心理学 / 水野里恵著

金子書房

00117961 ２階人文３

貸出可

376.11/Mi 96
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保育の心理学 1 / 西方毅, 福田真奈編著

一藝社

00117935 ２階人文３

貸出可

376.11/N 83/1

キャンパスハラスメント対策ハンドブック / 飛翔法律事務所編

経済産業調査会

00118275 ２階人文３

貸出可

377.1/Ky 1

実践研究計画作成法 : 情報収集からプレゼンテーションまで / 日本
学生支援機構東京日本語教育センター著

凡人社

00118110 ２階人文３

貸出可

377.15/N 71

ノーベル賞117年の記録 / ノーベル賞の記録編集委員会編

山川出版社

00118778 ２階人文３

貸出可

377.7/N 91

決定版!特別支援教育のためのタブレット活用 : 今さら聞けないタブ
レットPC入門 / 金森克浩編著 ; 新谷洋介 [ほか] 執筆

ジアース教育新社

00118011 ２階人文３

貸出可

378/Ka 45

発達と保育を支える巡回相談 : 臨床発達支援とアセスメントのガイドラ 金子書房
イン / 金谷京子編著

00117964 ２階人文３

貸出可

378/Ka 47

学びにくい子どもと教室でできる!「プチ」ビジョントレーニング / 奥村智 明治図書出版
人, 三浦朋子, 茅野晶敬著

00118122 ２階人文３

貸出可

378/O 55

問題行動解決支援ハンドブック : 子どもの視点でポジティブに考える
/ ロバート・E. オニール [ほか] 著 ; 岡村章司, 原口英之訳

金剛出版

00118007 ２階人文３

貸出可

378/O 65

手先が不器用な子どもの感覚と運動を育む遊びアイデア : 感覚統合
を活かした支援のヒント / 太田篤志著

明治図書出版

00118121 ２階人文３

貸出可

378/O 81

特別支援の必要な子に役立つかんたん教材づくり29 / 武井恒著

学芸みらい社

00117954 ２階人文３

貸出可

378/Ta 62

特別支援教育ですぐに役立つ!ICT活用法 : ソフトバンクによるモバイ 学研プラス
ル端末活用研究「魔法のプロジェクト」の選りすぐり実践27 / 佐藤里美

00117957 ２階人文３

貸出可

378/To 35

特別支援教育簡単手作り教材book : ちょっとしたアイデアで子どもが
キラリ☆ / 東濃特別支援学校研究会編著

クリエイツかもがわ

00117992 ２階人文３

貸出可

378/To 63

ソーシャルシンキング : 社会性とコミュニケーションに問題を抱える人
への対人認知と視点どりの支援 / ミシェル・ガルシア・ウィナー著 ; 古

金子書房

00117963 ２階人文３

貸出可

378/W 76

Rehabilitation life : 暮らしのリノベーション住宅改修と住環境整備7つ
の新常識 : 退院後の暮らしを「-「使い勝手が悪い」」から「+「ほしい暮

gene

00118189 ２階人文５～７

貸出可

527.1/I 32

20XX年放射能問題 : どこにでもある放射能 / 古田悦子著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

00117994 ２階人文５～７

貸出可

539.6/F 94

放射線計測ハンドブック / Glenn F. Knoll著 ; 神野郁夫, 木村逸郎,
阪井英次共訳

オーム社

00117946 ２階人文５～７

貸出可

539.62/Kn 4
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原子力のあゆみ : 決定版 : 核分裂発見から80年 : 「激動の80年を超
えて」地上に太陽の火を / 國米欣明著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

00117998 ２階人文５～７

貸出可

539/Ko 48

原発被ばく労災 : 拡がる健康被害と労災補償 / 被ばく労働を考える
ネットワーク編

三一書房

00118009 ２階人文５～７

貸出可

543.5/G 34

音楽と脳科学 : 音楽の脳内過程の理解をめざして / S・ケルシュ著 ;
佐藤正之編訳

北大路書房

00117977 ２階人文５～７

貸出可

761.14/Ko 22

心を動かす音の心理学 : 行動を支配する音楽の力 / 齋藤寛著

ヤマハミュージックエ 00118143 ２階人文５～７
ンタテインメントホール

貸出可

761.14/Sa 25

スポーツ心理学 / 中込四郎編集

北大路書房

00117978 ２階人文５～７

貸出可

780.14/Su 75

USAバスケットボールコーチングクリニック vol.1 / Murray Bartow and
many others著 ; 東野智弥 [ほか] 訳

社会評論社

00118015 ２階人文５～７

貸出可

783.1/U 91/1

USAバスケットボールコーチングクリニック vol.2 / Agnus Berenato
and many others著 ; 加藤理奈 [ほか] 訳

社会評論社

00118016 ２階人文５～７

貸出可

783.1/U 91/2

パフォーマンス向上に役立つサッカー選手のパワートレーニング / ヤ 大修館書店
ン・バングスボ, イェスペル・L・アナセン著 ; 広瀬統一監訳

00118527 ２階人文５～７

貸出可

783.47/B 18

単語でカンタン!旅行台湾語会話 / 潘凱翔著

Jリサーチ出版

00118191 ２階人文８～９

貸出可

828.5/H 27

ゼロからスタート英語ボランティア 観光ガイド編 : 世界中に友達の輪
を広げよう! / 川本佐奈恵著

Jリサーチ出版

00118195 ２階人文８～９

貸出可

830.7/Ka 95

外国人に「What?」と言わせない発音メソッド : CD付き / カン・アンド
リュー・ハシモト著

池田書店

00118222 ２階人文８～９

貸出可

831.1/H 38

英語の基礎を成す「最初の1000語」 / 横本勝也著

アルク

00118208 ２階人文８～９

貸出可

831.1/Ky 8/1

日常生活で活躍する「初級の2000語」 / 横本勝也著

アルク

00118209 ２階人文８～９

貸出可

831.1/Ky 8/2

「新」ゼロからスタートシャドーイング 入門編 : 「話す力」と「聞く力」が
ビックリするほど伸びる! / 宮野智靖著

Jリサーチ出版

00118193 ２階人文８～９

貸出可

831.1/Mi 79

九大英単 : 大学生のための英語表現ハンドブック / 九州大学英語表 研究社
現ハンドブック編集委員会編著

00118277 ２階人文８～９

貸出可

834/Ky 9

外国人が必ず聞いてくるニッポンの不思議88 : 英語で説明! / 石井隆 Jリサーチ出版
之著

00118190 ２階人文８～９

貸出可

837.8/I 75

書誌事項
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KADOKAWA

00118196 ２階人文８～９

貸出可

837.8/Ki 81

もっとやさしい起きてから寝るまで英語表現600 : 1日の「体の動き」「心 アルク
のつぶやき」を全部英語で言う→どんどん話せるようになる / 辰巳友

00118207 ２階人文８～９

貸出可

837.8/Mo 95

単語でカンタン!旅行ドイツ語会話 / 大槻アネッテ, 池上陽子著

Jリサーチ出版

00118192 ２階人文８～９

貸出可

847.8/O 89

その医用画像、異論あり / 東将吾著

ダイヤモンド社

00118053 ２階人文８～９

貸出可

913.6/A 99

がんでも生き残る。 : 余命宣告を覆した奇跡の実話 / 満尾圭介著

カクワークス社

00117955 ２階人文８～９

貸出可

916/Mi 66

脳が壊れた / 鈴木大介著

新潮社

00118032 ２階人文８～９

貸出可

916/Su 96

壊れた脳も学習する / 山田規畝子 [著]

KADOKAWA

00117959 ２階人文８～９

貸出可

916/Y 19

医療倫理 [DVD] : いのちは誰のものか : ダックス・コワートの場合 /
赤林朗日本語版監修

丸善

20007337 ＡＶコーナー

禁帯出

490/Ir

摂食・嚥下障害とその評価 [DVD]

新宿スタジオ

20007335 ＡＶコーナー

禁帯出

493/Sh/1

摂食・嚥下機能訓練の実際 [DVD]

新宿スタジオ

20007336 ＡＶコーナー

禁帯出

493/Sh/2

呼吸・心血管・乳房 [DVD] / 医学映像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

20007338 ＡＶコーナー

禁帯出

N/Fi/3

日本の地域別将来推計人口 平成30年推計 / 国立社会保障・人口問 厚生労働統計協会
題研究所編

00118810 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 71/'18

人口の動向 日本と世界 : 人口統計資料集 / 厚生省人口問題研究
所編 2019 人口の動向 日本と世界 : 人口統計資料集 2019

厚生統計協会

00118812 参考図書コー
ナー

禁帯出

358/J 52/'19

国民生活基礎調査 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成29年 国
民生活基礎調査 平成29年

厚生統計協会

00118808 参考図書コー
ナー

禁帯出

365.5/Ko 48/'17

日本子ども資料年鑑 2019 / 母子愛育会愛育研究所編

KTC中央出版

00118843 参考図書コー
ナー

禁帯出

367.6/N 71/'19

社会福祉施設等調査報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成29
年 社会福祉施設等調査報告 平成29年

厚生統計協会

00118815 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.059/Sh 12/'17

書誌事項
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厚生統計協会

00118816 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ka 21/'17

介護給付費等実態調査報告 平成29年5月審査分-平成30年4月審査 厚生労働統計協会
分 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)編

00118814 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ka 21/'17'18

ポケット英和医学用語・略語辞典 / 「ポケット英和医学用語・略語辞
典」編集委員会編

南山堂

00118072 参考図書コー
ナー

禁帯出

490.33/P 76

臨床検査データブック 2019-2020 / 黒川清, 春日雅人, 北村聖編集

医学書院

00118844 参考図書コー
ナー

禁帯出

492.1/R 45/'19-'20

衛生行政報告例 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 平成29年度
衛生行政報告例 平成29年度

厚生統計協会

00118813 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.1/E 39/'17

国民医療費 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成28年度 国民医
療費 平成28年度

厚生統計協会

00118809 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.13/Ko 48/'16

00118802 参考図書コー
ナー

禁帯出

499.1/Ko 75/'19

放射線障害防止法関係法令 2018年版 / 日本アイソトープ協会編

日本アイソトープ協会 00118079 参考図書コー
ナー

禁帯出

539.68/A 25/'18-1

看護白書 / 日本看護協会編 平成29年版 看護白書 平成29年版

日本看護協会出版会 00118603 参考図書コー
ナー

禁帯出

N059/Ka 54/'17

看護関係統計資料集 平成29年 看護関係統計資料集 平成29年

日本看護協会出版会 00118612 参考図書コー
ナー

禁帯出

N059/Ka 54/'17

書誌事項
介護サービス施設・事業所調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部
編 平成29年 介護サービス施設・事業所調査 平成29年

今日の治療薬 : 解説と便覧 / 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 2019年版 南江堂
今日の治療薬 : 解説と便覧 2019年版

2019年4月26日
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