新着図書 2018/02/01 ～ 2018/03/31
出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

南山堂

00116660 ２階医学１

貸出可

490.14/H 85

しあわせな看取り : 果樹園の丘の訪問看護ステーションから / 岸本み いのちのことば社
くに著

00116539 ２階医学１

貸出可

490.14/Ki 58

ぜんぶ絵で見る医療統計 : 身につく!研究手法と分析力 / 比江島欣
愼著

羊土社

00116490 ２階医学１

貸出可

490.19/H 54

未来を変える : ネコ型ロボットと共生する時代へ : 記録集 / ファイ
ザーヘルスリサーチ振興財団 [編]

ファイザーヘルスリ
サーチ振興財団

00116940 ２階医学１

貸出可

490.4/H 53/'17

学生のためのカレントメディカルイングリッシュ / 飯田恭子, マーシャ
ル スミス著

医学書院

00116341 ２階医学１

貸出可

490.7/I 26

休み時間の解剖生理学 / 加藤征治著

講談社

00116385 ２階医学１

貸出可

491.1/Ka 86

ネッター解剖学アトラス / Frank H. Netter著 ; 相磯貞和訳

エルゼビア・ジャパン

00116424 ２階医学１

貸出可

491.1/N 66

からだの発達と加齢の科学 / 樋口満, 佐竹隆編著

大修館書店

00116404 ２階医学１

貸出可

491.3/H 56

ぜんぶわかる血液・免疫の事典 / 奈良信雄監修

成美堂出版

00116609 ２階医学１

貸出可

491.321/Z 3

実践にいかす歩行分析 : 明日から使える観察・計測のポイント /
Oliver Ludwig著 ; 月城慶一, ハーゲン愛美訳

医学書院

00116338 ２階医学１

貸出可

491.367/L 96

The cognitive neurosciences / Michael S. Gazzaniga and George R.
Mangun, editors-in-chief ; section editors, Sarah-Jayne

MIT Press

00116248 ２階医学１

貸出可

491.37/C 83

休み時間の薬理学 / 丸山敬著

講談社

00116389 ２階医学１

貸出可

491.5/Ma 59

病原微生物学 : 基礎と臨床 / 荒川宜親, 神谷茂, 柳雄介編

東京化学同人

00116409 ２階医学１

貸出可

491.7/B 99

休み時間の免疫学 / 齋藤紀先著

講談社

00116388 ２階医学１

貸出可

491.8/Sa 25

血液・免疫・内分泌 / 山本一彦 [ほか] 著

日本医事新報社

00116673 ２階医学１

貸出可

491/Ka 64/7

書誌事項
本人の意思を尊重する意思決定支援 : 事例で学ぶアドバンス・ケア・
プランニング / 西川満則, 長江弘子, 横江由理子編

2018年3月30日
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からだの検査数値 : 70項目から見える病気のサイン / 北村聖, 中村
丁次執筆

ニュートンプレス

00116689 ２階医学１

貸出可

492.1/Ka 62

ニッチなディジーズ : あなたがみたことのない病気を診断するための
講義録 / 國松淳和著

金原出版

00116554 ２階医学１

貸出可

492.1/Ku 45

ボツリヌス治療実践マニュアル / 目崎高広編集

診断と治療社

00116602 ２階医学１

貸出可

492.3/B 66

RT臨床実習ルートマップ / 橋本光康編集

メジカルビュー社

00117040 ２階医学１

貸出可

492.4/R 79

血管障害・腫瘍・感染症・他 / 高橋昭喜編著

学研メディカル秀潤社 00116367 ２階医学１

貸出可

492.437/Ta 33/3

書誌事項

これで解決!PT・OT・ST臨床実習まるごとガイド / 大塚裕一 [ほか] 監 金芳堂
修

00116809 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 79

よくわかる内部障害の運動療法 / 上月正博編著

医歯薬出版

00116350 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 99

急性期病院リハビリテーションマニュアル / 安保雅博, 角田亘編集

新興医学出版社

00116396 ２階医学１

貸出可

492.5/Ky 8

内部障害理学療法学 : コアカリ準拠 / 高橋哲也編

医歯薬出版

00116353 ２階医学１

貸出可

492.5/N 28

臨床データから読み解く理学療法学 / 中山恭秀編著

南江堂

00116419 ２階医学１

貸出可

492.5/N 45

活動と転倒 : リハ効果を最大に, リスクを最小に : 回復期リハビリテー
ションの実践戦略 / 大高洋平編著

医歯薬出版

00116355 ２階医学１

貸出可

492.5/O 82

PT・OTのための臨床実習で役立つリハビリテーション基本実技 : PT
版 / 椿原彰夫責任編集 ; 國安勝司, 渡邉進編集

診断と治療社

00116400 ２階医学１

貸出可

492.5/P 95

PT・OTのための臨床実習で役立つリハビリテーション基本実技 : OT
版 / 椿原彰夫責任編集 ; 井上桂子, 福意武史編集

診断と治療社

00116839 ２階医学１

貸出可

492.5/P 95

リハ研究の進め方・まとめ方 / 志波直人編著

医歯薬出版

00116356 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 15

神経理学療法学 : コアカリ準拠 / 潮見泰藏編著

医歯薬出版

00116354 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 74

姿勢と体幹の科学 : 身体を整え、トラブルを解消する真実83 / 藤縄
理, 高﨑博司監修

新星出版社

00116399 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 89
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そのとき理学療法士はこう考える : 事例で学ぶ臨床プロセスの導きか
た / 藤野雄次編集

医学書院

00116342 ２階医学１

貸出可

492.5/So 44

Occupational therapy assessments for older adults : 100 instruments
for measuring occupational performance / Kevin Bortnick

SLACK Incorporated

00116250 ２階医学１

貸出可

492.6/B 65

Group dynamics in occupational therapy : the theoretical basis and
practice application of group intervention / Marilyn B. Cole

Slack Incorporated

00116243 ２階医学１

貸出可

492.6/C 84

Culture and occupation : effectiveness for occupational therapy
practice, education, and research / edited by Shirley A. Wells, Roxie

AOTA Press/The
American

00116256 ２階医学１

貸出可

492.6/C 95

Professionalism across occupational therapy practice / Elizabeth D.
Deiuliis

SLACK Incorporated

00116258 ２階医学１

貸出可

492.6/D 53

Occupation-centred practice with children : a practical guide for
Wiley Blackwell/John
occupational therapists / edited by Sylvia Rodger, Ann Kennedy-Behr Wiley & Sons

00116242 ２階医学１

貸出可

492.6/O 14

Occupational therapy essentials for clinical competence / edited by
Karen Jacobs, Nancy MacRae ; instructor materials created by Mary

Slack

00116249 ２階医学１

貸出可

492.6/O 14

Pedretti's occupational therapy : practice skills for physical
dysfunction / edited by Heidi McHugh Pendleton, Winifred Schulz-

Elsevier

00116247 ２階医学１

貸出可

492.6/P 34

Perspectives on human occupation : theories underlying practice /
[edited by] Jim Hinojosa, Paula Kramer, Charlotte Brasic Royeen

F.A. Davis Company

00116244 ２階医学１

貸出可

492.6/P 43

ガイドライン外来診療 2017 : 今日の診療のために / 泉孝英編集主幹 日経メディカル開発

00116666 ２階医学１

貸出可

492/G 14/'17

今日の治療指針 : 私はこう治療している 2017年版 / 福井次矢, 高木 医学書院
誠, 小室一成総編集

00116514 ２階医学１

貸出可

492/Ko 75/'17

総合診療専門医マニュアル / 伴信太郎, 生坂政臣, 橋本正良編集

南江堂

00116654 ２階医学１

貸出可

492/So 28

押さえておきたい新しい指定難病 / 山上淳編集企画

全日本病院出版会

00116612 ２階医学２

貸出可

493.11/O 72

ケースに学ぶ高齢者糖尿病の診かた : 患者さんを支える43のヒント /
荒木厚, 稲垣暢也編集

南山堂

00116657 ２階医学２

貸出可

493.12/Ke 61

高齢者糖尿病診療ガイドライン 2017 / 日本老年医学会, 日本糖尿病 南江堂
学会編著

00116646 ２階医学２

貸出可

493.12/N 71/'17

糖尿病治療の手びき : 患者さんとその家族のための / 日本糖尿病学 南江堂
会編・著

00116649 ２階医学２

貸出可

493.12/To 63

書誌事項

2018年3月30日
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膠原病 : 免疫が強いの?弱いの?自分の病気を知るために / 藤井隆
夫著

ミネルヴァ書房

00116703 ２階医学２

貸出可

493.14/F 57

図解膠原病がよくわかる最新治療と正しい知識 / 橋本博史監修

日東書院本社

00116672 ２階医学２

貸出可

493.14/Z 6

血液疾患最新の治療 2017-2019 / 小澤敬也, 中尾眞二, 松村到編
集

南江堂

00116648 ２階医学２

貸出可

493.17/Ke 62/'17'19

図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 / 永井正著

法研

00116699 ２階医学２

貸出可

493.17/N 14

EBM血液疾患の治療 2017-2018 / 金倉譲 [ほか] 編集

中外医学社

00116633 ２階医学２

貸出可

493.17/O 77/'17-18

サルコペニアを知る・測る・学ぶ・克服する / 安部孝, 真田樹義, 尾崎 ナップ
隼朗著

00116415 ２階医学２

貸出可

493.18/A 12

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

00116537 ２階医学２

貸出可

493.18/E 39

多職種で取り組む転倒予防チームはこう作る! / 武藤芳照, 鈴木みず 新興医学出版社
え, 饗場郁子編著

00116397 ２階医学２

貸出可

493.18/Mu 93

高齢者ケアと人工栄養を考える : 本人・家族のための意思決定プロセ 医学と看護社
スノート / 清水哲郎, 会田薫子著

00116529 ２階医学２

貸出可

493.18/Sh 49

高齢者の摂食嚥下サポート : 老嚥・オーラルフレイル・サルコペニア・
認知症 / 若林秀隆編著

新興医学出版社

00116398 ２階医学２

貸出可

493.18/W 17

循環器疾患ビジュアルブック / 山﨑正雄, 柴田講編集

学研メディカル秀潤社 00116549 ２階医学２

貸出可

493.2/J 96

国循心臓リハビリテーション実践マニュアル / 後藤葉一編著

メディカ出版

00116477 ２階医学２

貸出可

493.23/G 72

造血器腫瘍アトラス : 形態、免疫、染色体から分子細胞治療へ / 谷
脇雅史, 横田昇平, 黒田純也編著

日本医事新報社

00116674 ２階医学２

貸出可

493.29/A 12

血液のがん : 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫 / 飛内賢正監修

講談社

00116575 ２階医学２

貸出可

493.29/Ke 62

よくわかるリンパ浮腫のすべて : 解剖、生理から保存的治療、外科的
治療まで / 光嶋勲編著

永井書店

00116413 ２階医学２

貸出可

493.29/Ko 86

運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略 / 工藤慎太郎編著

医学書院

00116346 ２階医学２

貸出可

493.6/Ku 17

書誌事項

2018年3月30日
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ライフサイエンス出版

00116491 ２階医学２

貸出可

493.6/To 43

運動器慢性痛診療の手引き / 日本整形外科学会運動器疼痛対策委 南江堂
員会編

00116431 ２階医学２

貸出可

493.6/U 75

リウマチ足の診かた, 考えかた / 矢野紘一郎著

中外医学社

00116406 ２階医学２

貸出可

493.6/Y 58

精神医学テキスト : 精神障害の理解と治療のために / 上島国利, 立
山萬里, 三村將編集

南江堂

00116652 ２階医学２

貸出可

493.7/Se 19

WRAPを始める! : 精神科看護師とのWRAP入門 : リカバリーストーリー 精神看護出版
とダイアログ リカバリーのキーコンセプトと元気に役立つ道具箱編 /

00116611 ２階医学２

貸出可

493.72/Ma 67

Dynamic diagnosisに必要な脊椎脊髄の神経症候学 / 福武敏夫, 德
橋泰明, 坂本博昭編集

三輪書店

00116709 ２階医学２

貸出可

493.73/D 99

神経障害性疼痛の緩和術 : 神経の痛みを癒す知恵 / 後藤文夫著

真興交易医書出版部 00116601 ２階医学２

貸出可

493.73/G 72

書誌事項
特集 : 今さら聞けないサルコペニアとフレイル : サルコペニアがわか
る!指導できる!

摂食嚥下障害の患者さんと家族のために 第2巻 : 嚥下食編 / 西尾正 インテルナ出版
輝著

00116545 ２階医学２

貸出可

493.73/N 86/2

高次脳機能障害 : その評価とリハビリテーション / 武田克彦, 長岡正
範編著

中外医学社

00116634 ２階医学２

貸出可

493.73/Ta 59

認知症とともに生きる私 : 「絶望」を「希望」に変えた20年 / クリス
ティーン・ブライデン著 ; 馬籠久美子訳

大月書店

00116547 ２階医学２

貸出可

493.75/B 79

明日から役立つ認知症のかんたん診断と治療 / 平川亘著

日本医事新報社

00116675 ２階医学２

貸出可

493.75/H 64

認知症になっても人生は終わらない : 認知症の私が、認知症のあな
たに贈ることば / 認知症の私たち著

harunosora

00116694 ２階医学２

貸出可

493.75/N 76

運動による脳の制御 : 認知症予防のための運動 / 島田裕之編

杏林書院

00116376 ２階医学２

貸出可

493.75/U 75

抑うつ障害群 / American Psychiatric Association [編]

医学書院

00116517 ２階医学２

貸出可

493.76/D 62

わたしと統合失調症 : 26人の当事者が語る発症のトリガー / 佐竹直
子編著 ; リカバリーを生きる人々著

中央法規出版

00116622 ２階医学２

貸出可

493.76/Sa 83

統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群 / American
Psychiatric Association [編]

医学書院

00116516 ２階医学２

貸出可

493.76/Sc 3

2018年3月30日
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クバプロ

00116383 ２階医学２

貸出可

493.8/H 48

特集 : 1.結核に関する特定感染症予防指針の改正2.潜在性結核感 結核予防会出版調査 00116570 ２階医学２
染症治療終了後の管理方法等について3.肺外結核とLTBIのDOTSの 課

貸出可

493.89/To 43

子どものヘルス・スーパービジョン : 正常ですで終わらせない! / 阪下 東京医学社
和美著

00116638 ２階医学２

貸出可

493.92/Sa 36

子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア / 多田羅竜平著

金芳堂

00116563 ２階医学２

貸出可

493.92/Ta 94

小児・思春期1型糖尿病の診療ガイド / 日本糖尿病学会, 日本小児
内分泌学会編・著

南江堂

00116650 ２階医学２

貸出可

493.931/N 71

小児泌尿器疾患診療ガイドブック : 泌尿器科医, 小児外科医, 小児
科医も使える / 島田憲次編集

診断と治療社

00116603 ２階医学２

貸出可

493.935/Sh 96

注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン / ADHDの診断・ じほう
治療指針に関する研究会, 齊藤万比古編集

00116586 ２階医学２

貸出可

493.937/C 62

神経発達症群 / American Psychiatric Association [編]

00116518 ２階医学２

貸出可

493.937/N 67

小児けいれん重積治療ガイドライン 2017 / 小児けいれん重積治療ガ 診断と治療社
イドライン策定ワーキンググループ編

00116605 ２階医学２

貸出可

493.937/Sh 96/'17

学校関係者のためのDSM-5 / ルネー M. トービン, アルヴィン E. ハウ 医学書院
ス著 ; 高橋晶, 袖山紀子訳

00116531 ２階医学２

貸出可

493.937/To 14

予防接種のえらび方と病気にならない育児法 / 黒部信一著

現代書館

00116572 ２階医学２

貸出可

493.938/Ku 71

小児緩和ケアの現状と展望 / 志真泰夫 [ほか] 編集

青海社

00116608 ２階医学２

貸出可

493.94/Sh 96

NICU : ベッドサイドの診断と治療 / 河井昌彦著

金芳堂

00116562 ２階医学２

貸出可

493.95/N 71

医療従事者のための臨床小児栄養学入門 / 橋本浩著

中外医学社

00116632 ２階医学２

貸出可

493.98/H 38

マンガでわかる母乳育児支援ケーススタディ / 水野克己著

南山堂

00116662 ２階医学２

貸出可

493.98/Mi 96

基礎看護学 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117020 ２階医学２

貸出可

N/N 59/1

書誌事項
感染症と病原体 : 敵を知り、制圧・撲滅でなく、賢く共生! / 林英生著

2018年3月30日

医学書院
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登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

看護の統合と実践/健康支援と社会保障 / 医療情報科学研究所編
集

メディックメディア

00117026 ２階医学２

貸出可

N/N 59/10

成人看護学総論 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117021 ２階医学２

貸出可

N/N 59/2

消化管/肝胆膵/循環器 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117022 ２階医学２

貸出可

N/N 59/3

内分泌・代謝/腎・泌尿器 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117023 ２階医学２

貸出可

N/N 59/4

免疫/血液/感染症/呼吸器 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117024 ２階医学２

貸出可

N/N 59/5

脳・神経/運動器/感覚器 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117025 ２階医学２

貸出可

N/N 59/6

やさしく学ぶ看護理論 : ケースを通して / 黒田裕子編著

日総研出版

00116667 ２階医学２

貸出可

N01/Ku 72

サイコセラピューティックな看護 / 上別府圭子, 森岡由起子編

金剛出版

00116977 ２階医学２

貸出可

N014/Sa 21

具体的なジレンマからみた看護倫理の基本 / 坪倉繁美責任編集

サイオ出版

00116584 ２階医学２

貸出可

N015/G 97

看護倫理 : よい看護・よい看護師への道しるべ / 小西恵美子編

南江堂

00116653 ２階医学２

貸出可

N015/Ka 54

Caring for patients / Hubert H. Setzler, Cherie A. Hale, Denji
Suzuki

Igaku-shoin

00116347 ２階医学２

貸出可

N07/G 75/2

Providing treatments, medication, and therapy / Hubert H. Setzler,
Cherie A. Hale, Denji Suzuki

Igaku-shoin

00116348 ２階医学２

貸出可

N07/G 75/3

アクティブ・ラーニング時代の看護教育 : 積極性と主体性を育てる授
業づくり / 新井英靖編著

ミネルヴァ書房

00116706 ２階医学２

貸出可

N073/A 62

看護学生のための臨地実習ガイド : 先輩たちの事例から学ぶ / 塚本 桐書房
康子, 中山和美編

00116561 ２階医学２

貸出可

N073/Ka 54

シミュレーション教育の効果を高めるファシリテーターSkills & Tips /
内藤知佐子, 伊藤和史著

医学書院

00116521 ２階医学２

貸出可

N073/N 29

公衆衛生 / 松木秀明編

金原出版

00116559 ２階医学２

貸出可

N08/Y 79

書誌事項

2018年3月30日
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ベッドサイドのリンパ浮腫ケア : はじめの一歩!ナースができる / 近藤
敬子 [ほか] 編集

日本看護協会出版会 00116677 ２階医学２

貸出可

N11/B 32

看護技術“根拠”のポイント : 臨地実習・看護師国試でよく問われる!
/ 尾野敏明監修

学研メディカル秀潤社 00116551 ２階医学２

貸出可

N11/Ka 54

看護師のための早引き看護に役立つ基礎事典 / 西崎統監修

ナツメ社

00116644 ２階医学２

貸出可

N11/Ka 54

看護技術ベーシックス / 藤野彰子, 長谷部佳子, 間瀬由記編著

サイオ出版

00116585 ２階医学２

貸出可

N11/Ka 54

写真でわかる基礎看護技術アドバンス : 基礎的な看護技術を中心に! インターメディカ
/ 吉田みつ子, 本庄恵子監修

00116541 ２階医学２

貸出可

N11/Sh 13

注射・検査に関する看護技術を中心に!

インターメディカ

00116542 ２階医学２

貸出可

N11/Sh 13/1

呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技術を中心に!

インターメディカ

00116543 ２階医学２

貸出可

N11/Sh 13/2

自己理解・対象理解を深めるプロセスレコード : プロセスレコードが書 日総研出版
ける、読める、評価できる本 / 長谷川雅美編著

00116669 ２階医学２

貸出可

N12/H 36

江川隆子のかみくだき看護診断 / 江川隆子著

日総研出版

00116668 ２階医学２

貸出可

N13/E 29

実習でよく挙げる看護診断・計画ガイド / 小田正枝編著

照林社

00116594 ２階医学２

貸出可

N13/O 17

意味づけ・経験知でわかる疾患別病態生理看護過程 上巻 / 福地本
晴美編集 ; 昭和大学附属病院看護部執筆

日総研出版

00116670 ２階医学２

貸出可

N14/I 47/1

意味づけ・経験知でわかる疾患別病態生理看護過程 下巻 / 福地本
晴美編集 ; 昭和大学附属病院看護部執筆

日総研出版

00116671 ２階医学２

貸出可

N14/I 47/2

看護職・看護学生のための「痛みケア」 / 守本とも子編著

PILAR PRESS

00116692 ２階医学２

貸出可

N22/Mo 55

やさしくわかるICU看護 : オールカラー / 松木恵里編

ナツメ社

00116645 ２階医学２

貸出可

N229/Y 61

急性期・周手術期 / 井上智子編集

照林社

00116593 ２階医学２

貸出可

N31/Se 17/1

認知症ケアの手引き : 多職種チームで取り組む / 鈴木みずえ編集

日本看護協会出版会 00116684 ２階医学２

貸出可

N318/N 76

2018年3月30日
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登録番号 所在区分２
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認知症高齢者のチーム医療と看護 : グッドプラクティスのために / 亀
井智子編集

中央法規出版

00116623 ２階医学２

貸出可

N318/N 76

老年看護 / 正木治恵編集

照林社

00116599 ２階医学２

貸出可

N318/R 66

看護実践能力習熟段階に沿った急性期病院でのステップアップ認知 日本看護協会出版会 00116679 ２階医学２
症看護 / 鈴木みずえ著 ; 吉村浩美, 加藤滋代編集アドバイス

貸出可

N318/Su 96

看護学生のための精神看護学 / 東中須恵子編著

大学教育出版

00116616 ２階医学２

貸出可

N37/H 55

精神科身体ケア / 金子亜矢子 [ほか] 編集

中央法規出版

00116627 ２階医学２

貸出可

N37/Se 19

精神看護キーワード : 多職種間で理解を共有するために知っておき
たい119用語 / 川野雅資総編集

日本看護協会出版会 00116685 ２階医学２

貸出可

N37/Se 19

精神看護学 / 田中美恵子, 濱田由紀編著

医歯薬出版

00116534 ２階医学２

貸出可

N37/Ta 84

統合失調症の看護ケア / 遠藤淑美, 徳山明広, 南方英夫編集

中央法規出版

00116626 ２階医学２

貸出可

N37/To 23

今日の夜からはじめる・一般病棟のためのせん妄対策成功への道しる 学研メディカル秀潤社 00116550 ２階医学２
べ / 山川宣著

貸出可

N37/Y 27

エビデンスに基づく小児看護ケア関連図 / 山口桂子, 柴邦代, 服部
淳子編集

00116621 ２階医学２

貸出可

N39/E 14

写真でわかる小児看護技術アドバンス : 小児看護に必要な臨床技術 インターメディカ
を中心に / 佐々木祥子編著 ; 山元恵子監修

00116544 ２階医学２

貸出可

N39/Sh 13

小児看護 / 飯村直子, 江本リナ, 西田志穂編集

00116596 ２階医学２

貸出可

N39/Sh 96

写真でわかる重症心身障害児「者」のケアアドバンス : 人としての尊厳 インターメディカ
を守る療育の実践のために / 八代博子編著

00116772 ２階医学２

貸出可

N39/Y 61

術後ケアとドレーン管理のすべて : オールカラー / 竹末芳生, 藤野智 照林社
子編集

00116591 ２階医学２

貸出可

N42/J 98

看護の現場ですぐに役立つドレーン管理のキホン : 患者さんを安心さ 秀和システム
せる処置法が身に付く! / レアネットドライブナースハッピーライフ編集

00116589 ２階医学２

貸出可

N42/R 21

がん化学療法看護はじめの一歩 / 鈴木美穂, 濱敏弘編集

00116595 ２階医学２

貸出可

N45/G 19

書誌事項

2018年3月30日

中央法規出版

照林社

照林社
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スキンケアガイドブック : オールカラー / 日本創傷・オストミー・失禁管 照林社
理学会編

00116598 ２階医学２

貸出可

N48/Su 54

排泄ケアガイドブック : コンチネンスケアの充実をめざして : オールカ
ラー / 日本創傷・オストミー・失禁管理学会編

照林社

00116597 ２階医学２

貸出可

N49/H 15

看護現場のメンタルヘルス支援ガイド : 部下を持ったら必読! / 武用
百子著 ; 日経メディカルAナーシング編集

日経BP社

00116665 ２階医学２

貸出可

N83/B 97

今日の看護指針 : 臨床実践能力の向上をめざして : 事例解説付き
/ 川島みどり [ほか] 編集

看護の科学社

00116560 ２階医学２

貸出可

N83/Ko 75

よくわかる看護組織論 / 久保真人 [ほか] 編著

ミネルヴァ書房

00116705 ２階医学２

貸出可

N83/Ku 11

訪問看護実務相談Q&A 平成29年版 / 全国訪問看護事業協会編集

中央法規出版

00116628 ２階医学２

貸出可

N93/H 83/'17

子どもが元気になる在宅ケア / 梶原厚子編著

南山堂

00116663 ２階医学２

貸出可

N93/Ka 23

訪問看護師は“所長”で育つ! / 角田直枝著

日本看護協会出版会 00116680 ２階医学２

貸出可

N93/Ka 28

訪問看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ / 川越博美著 日本看護協会出版会 00116683 ２階医学２

貸出可

N93/Ka 92

在宅看護論 / 河野あゆみ, 永田智子編著

放送大学教育振興会 00116700 ２階医学２

貸出可

N93/Ko 76

ICFモデルを用いた在宅看護過程の展開 / 関永信子著

ふくろう出版

00116695 ２階医学２

貸出可

N93/Se 35

特集訪問看護ステーションの後継者の育成/その症状は薬のせいか
も?多剤併用への対応

日本看護協会出版会 00116682 ２階医学２

貸出可

N93/To 43

00116592 ２階医学２

貸出可

N93/Y 42

よりよい療養支援のために「生活を支える看護」を考える / 生活を支え 日本看護協会出版会 00116678 ２階医学２
る看護師の会編

貸出可

N93/Y 84

在宅で出会う「なんとなく変」への対応法 : この熱「様子見」で大丈夫? 医学書院
/ 家研也編集

00116527 ２階医学２

貸出可

N93/Z 1

在宅看護論 : 自分らしい生活の継続をめざして / 石垣和子, 上野まり 南江堂
編集

00116651 ２階医学２

貸出可

N93/Z 1

書誌事項

出版者名

疾患別在宅看護ポイントブック : 生命と生活をどう守る? / 山岡栄里編 照林社
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在宅看護過程演習 : アセスメント・統合・看護計画から実施・評価へ
/ 上田泉編集 ; 青柳道子 [ほか] 執筆

クオリティケア

00116564 ２階医学２

貸出可

N93/Z 1

在宅療養を支える技術 / 臺有桂, 石田千絵, 山下留理子編

メディカ出版

00117028 ２階医学２

貸出可

N93/Z 1

日本整形外科学会症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン 2017 /
日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 日本整形外科学会症候

南江堂

00116647 ２階医学３

貸出可

494.22/N 71/'17

Occupational therapy practice guidelines for cancer rehabilitation
with adults / Brent Braveman, Elizabeth G. Hunter

American
Occupational

00116246 ２階医学３

貸出可

494.5/B 71

がん緩和ケアガイドブック / 日本医師会監修

青海社

00116401 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19

がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン 2016年版 / 日本 金原出版
緩和医療学会緩和医療ガイドライン委員会編集

00116553 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19/'16

がん患者に対するアピアランスケアの手引き 2016年版 / 国立がん研 金原出版
究センター研究開発費がん患者の外見支援に関するガイドラインの

00116558 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19/'16

まるごとわかる!がん / 元雄良治著

南山堂

00116661 ２階医学３

貸出可

494.5/Mo 88

グリーンバーグ脳神経外科ハンドブック / Mark S.Greenberg著 ; 保田 金芳堂
晃宏 [ほか] 訳

00116377 ２階医学３

貸出可

494.62/G 82

脳神経外科学 1 / 太田富雄総編集 ; 川原信隆 [ほか] 編集

金芳堂

00116378 ２階医学３

貸出可

494.62/N 97/1

脳神経外科学 2 / 太田富雄総編集 ; 川原信隆 [ほか] 編集

金芳堂

00116379 ２階医学３

貸出可

494.62/N 97/2

脳神経外科学 3 / 太田富雄総編集 ; 川原信隆 [ほか] 編集

金芳堂

00116380 ２階医学３

貸出可

494.62/N 97/3

胸腔鏡・腹腔鏡併用食道癌根治手術 : 手術から周術期管理まで /
昭和大学消化器・一般外科学教室編集

メジカルビュー社

00116711 ２階医学３

貸出可

494.644/Ky 4

整形靴と足部疾患 : オーソペディ・シューテクニック / René
Baumgartner, Michael Möller, Hartmut Stinus [編集] ; 島村雅徳訳

医学書院

00116344 ２階医学３

貸出可

494.67/P 34

若手医師のための基本から理解する人工膝関節置換術「TKA」 : 適
応, 術前計画, 基本手技, 合併症対策 / 松本秀男編著

メディカ出版

00116478 ２階医学３

貸出可

494.77/Ma 81

パーフェクト人工膝関節置換術 / 石橋恭之, 新井祐志, 久保俊一編
集

金芳堂

00116381 ２階医学３

貸出可

494.77/P 14

書誌事項

2018年3月30日
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慢性腎臓病生活・食事指導マニュアル : 医師・コメディカルのための 東京医学社
/ 腎疾患重症化予防実践事業生活・食事指導マニュアル改訂委員会

00116637 ２階医学３

貸出可

494.93/Ma 47

女性内分泌クリニカルクエスチョン90 / 百枝幹雄編集

診断と治療社

00116606 ２階医学３

貸出可

495.13/J 76

女性医学ガイドブック 思春期・性成熟期編 2016年度版 / 日本女性
医学学会編

金原出版

00116557 ２階医学３

貸出可

495.13/J 76/'16

女性医学ガイドブック 更年期医療編 2014年度版 / 日本女性医学学 金原出版
会編

00116556 ２階医学３

貸出可

495.13/Ko 74/'14

実践から学ぶ婦人科細胞診/ 北村隆司 [ほか] 編集

医療科学社

00116540 ２階医学３

貸出可

495.2/J 54

31歳からの子宮の教科書 / 宗田聡著

ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

00116635 ２階医学３

貸出可

495.43/So 15

乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引き 2017年版 金原出版
/ 日本がん・生殖医療学会編

00116555 ２階医学３

貸出可

495.46/N 99/'17

生殖医療の衝撃 / 石原理著

講談社

00116577 ２階医学３

貸出可

495.48/I 74

不妊・不育診療指針 / 柴原浩章編著

中外医学社

00116630 ２階医学３

貸出可

495.48/Sh 16

不妊治療と出生前診断 : 温かな手で / 信濃毎日新聞取材班 [著]

講談社

00116578 ２階医学３

貸出可

495.48/Sh 59

これからはじめる周産期メンタルヘルス : 産後うつかな?と思ったら /
宗田聡著

南山堂

00116658 ２階医学３

貸出可

495.5/So 15

すっきりフローチャートで診る産科重症患者ケア / 照井克生著

克誠堂出版

00116582 ２階医学３

貸出可

495.5/Te 76

子どもはあなたに大切なことを伝えるために生まれてきた。 : 「胎内記
憶」からの88のメッセージ / 池川明著

青春出版社

00116610 ２階医学３

貸出可

495.6/I 33

向精神薬と妊娠・授乳 / 伊藤真也, 村島温子, 鈴木利人編

南山堂

00116659 ２階医学３

貸出可

495.6/Ko 83

妊娠・授乳と薬の知識 : 飲んで大丈夫?やめて大丈夫? / 村島温子,
山内愛, 中島研編集

医学書院

00116523 ２階医学３

貸出可

495.6/Mu 58

妊娠期のマイナートラブルとくすり / 村島温子, 後藤美賀子編集

南山堂

00116664 ２階医学３

貸出可

495.6/N 76

書誌事項

2018年3月30日

出版者名
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「出生前診断」を迷うあなたへ : 子どもを選ばないことを選ぶ / 大野明 講談社
子 [著]

00116576 ２階医学３

貸出可

495.6/O 67

周産期遺伝カウンセリングマニュアル / 関沢明彦, 佐村修, 四元淳子 中外医学社
編著

00116629 ２階医学３

貸出可

495.6/Se 44

産前・産後の筋肉&骨盤ケア : マタニティ整体でつらい痛みが取れる! 現代書林
/ 山田守寿著

00116573 ２階医学３

貸出可

495.8/Y 19

理学療法士のためのウィメンズ・ヘルス運動療法 / 山本綾子, 荒木智 医歯薬出版
子編集 ; 上杉雅之監修

00116349 ２階医学３

貸出可

495/R 39

最新女性心身医学 / 日本女性心身医学会編

ぱーそん書房

00116690 ２階医学３

貸出可

495/Sa 22

エストロゲンと女性のヘルスケア : 生殖と健康の鍵を握るホルモンの
謎 / 武谷雄二著

メジカルビュー社

00116710 ２階医学３

貸出可

495/Ta 66

めまいを診る / 北原糺著

金芳堂

00116382 ２階医学３

貸出可

496.6/Ki 64

チェアサイドオーラルフレイルの診かた : 歯科医院で気づく, 対応する 医歯薬出版
口腔機能低下症 : 詳しくわかる動画付き / 菊谷武著

00116536 ２階医学３

貸出可

497.9/Ki 29

なぜ「黒岩恭子の口腔ケア&口腔リハビリ」は食べられる口になるのか
/ 北村清一郎編著 ; 柿木隆介 [ほか] 著

デンタルダイヤモンド
社

00116636 ２階医学３

貸出可

497.9/Ki 68

口腔ケア基礎知識 / 日本口腔ケア学会編

永末書店

00116642 ２階医学３

貸出可

497.9/Ko 45

歯科保健指導関係資料 2017年版

口腔保健協会

00116581 ２階医学３

貸出可

497.9/Sh 33/'17

食べられる口づくり口腔ケア&義歯 / 加藤武彦, 黒岩恭子, 田中五郎
編

医歯薬出版

00116535 ２階医学３

貸出可

497.9/Ta 12

歯は抜くな : インプラントの落とし穴 : Dr.イワタの本気のアドバイス /
岩田有弘著 ; 相澤るつ子絵

文渓堂

00116975 ２階医学３

貸出可

497/I 97

歯は残せ : 知らないと怖いインプラント : Dr.イワタの本気のアドバイス 文溪堂
/ 岩田有弘著 ; 相澤るつ子絵

00116976 ２階医学３

貸出可

497/I 97

子どもの歯口食の問題をめぐる育児支援ガイド : 小児科・小児歯科・ 日本小児医事出版社 00116686 ２階医学３
心理・栄養のプロがまとめた : 保護者の素朴な質問で困った時に役立

貸出可

497/Ko 21

医療と医薬品 2017 : 数字に見る = Medical care & the
pharmaceutical industry : almanac 2017

貸出可

498.059/I 67/'17

書誌事項

2018年3月30日

出版者名

アステラス製薬

00116941 ２階医学３
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医歯薬出版

00116538 ２階医学３

貸出可

498.12/F 67

医療基本法 : 患者の権利を見据えた医療制度へ / 医療基本法会議 エイデル研究所
編

00116952 ２階医学３

貸出可

498.12/I 67

保健医療・福祉領域で働く心理職のための法律と倫理 / 山崎久美
子, 津田彰, 島井哲志編著

ナカニシヤ出版

00116643 ２階医学３

貸出可

498.12/Y 48

地域包括ケアと福祉改革 / 二木立著

勁草書房

00116568 ２階医学３

貸出可

498.13/N 73

保健師・養護教諭になるには / 鈴木るり子, 標美奈子, 堀籠ちづ子編 ぺりかん社
著

00116698 ２階医学３

貸出可

498.14/Su 96

診療報酬・完全攻略マニュアル : ビジュアル速解 : 点数表全一覧&レ 医学通信社
セプト請求の要点解説 2017年4月補訂版 / 青山美智子著

00116528 ２階医学３

貸出可

498.16/Sh 69/'17

受胎調節指導用テキスト : 受胎調節実地指導員認定講習指導指針
/ 日本家族計画協会編集

日本家族計画協会

00116676 ２階医学３

貸出可

498.2/J 98

スーパー老人のヒミツは肉だけじゃない! : 室井摩耶子に注目 / 柴田
博著

社会保険出版社

00116588 ２階医学３

貸出可

498.38/Sh 18

日本食品成分表 2017七訂 : 本表編 / 医歯薬出版編

医歯薬出版

00116357 ２階医学３

貸出可

498.51/N 71/'17

エネルギー早わかり : いつも食べる量のエネルギーがひと目でわかる 女子栄養大学出版部 00116600 ２階医学３
/ 女子栄養大学出版部編

貸出可

498.55/E 59

栄養・健康データハンドブック 2017/2018 / 藤澤良知編著

同文書院

00116640 ２階医学３

貸出可

498.55/F 66/'17-'18

ふたりで授かる体をつくる妊活レシピ : HORACグランフロント大阪クリ
ニック認定 / 森本義晴監修

主婦の友社

00116590 ２階医学３

貸出可

498.59/F 97

母親のメンタルヘルスサポートハンドブック : 気づいて・つないで・支
える多職種地域連携 : 妊娠期からの / 立花良之著

医歯薬出版

00116532 ２階医学３

貸出可

498.7/Ta 13

バーンアウト : 仕事とうまくつきあうための6つの戦略 / マイケル・P・ラ 金子書房
イター, クリスチーナ・マスラック著 ; 増田真也, 北岡和代, 荻野佳代子

00116552 ２階医学３

貸出可

498.8/L 53

多職種連携で支える災害医療 : 身につけるべき知識・スキル・対応力 医学書院
/ 小井土雄一, 石井美恵子編著

00116512 ２階医学３

貸出可

498.89/Ko 29

健康格差対策の進め方 : 効果をもたらす5つの視点 / 近藤尚己著

00116974 ２階医学３

貸出可

498/Ko 73

書誌事項
医療関連死 : 医事紛争をめぐる法医学者の視点 / 藤田眞幸著

2018年3月30日

医学書院
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南山堂

00116655 ２階医学３

貸出可

498/N 14

医療を変える, 地域を変える, 文化を変える / 永井康徳, 永吉裕子著 南山堂
; こしのりょう作画 ; 矢野道子作画協力

00116656 ２階医学３

貸出可

498/N 14

キュアからケアへそしてケアからキュアへのパラダイムシフト : ナカノ理 ナカノ会
論「問題解決理論」の構築とその実践 / 中野一司著

00116641 ２階医学３

貸出可

498/N 39/2

テキスト健康科学 / 佐藤祐造, 柴田英治編集

南江堂

00116422 ２階医学３

貸出可

498/Te 31

科学者の卵たちに贈る言葉 : 江上不二夫が伝えたかったこと / 笠井
献一著

岩波書店

00117007 ２階自然

貸出可

407/Ka 72

まんがでわかる理科系の作文技術 / 木下是雄原作 ; 久間月慧太郎
作画

中央公論新社

00116978 ２階自然

貸出可

407/Ki 46

Chi-squared goodness-of-fit tests for censored data / Mikhail S.
Nikulin, Ekaterina V. Chimitova

ISTE/John Wiley &
Sons

00116326 ２階自然

貸出可

417/N 73

はじめての統計データ分析 : ベイズ的「ポストp値時代」の統計学 / 豊 朝倉書店
田秀樹著

00116328 ２階自然

貸出可

417/To 83

休み時間の物理化学 / 齋藤勝裕著

講談社

00116387 ２階自然

貸出可

431/Sa 25

好きになる分子生物学 : 分子からみた生命のスケッチ / 萩原清文著

講談社

00116384 ２階自然

貸出可

464.1/H 14

休み時間の生化学 / 大西正健著

講談社

00116386 ２階自然

貸出可

464/O 66

休み時間の微生物学 / 北元憲利著

講談社

00116390 ２階自然

貸出可

465/Ki 67

Kinect for Windows SDK実践プログラミング / 杉浦司, 中村薫著

工学社

00116492 ２階人文０～２

貸出可

007.64/Su 48

図書館情報学 / 上田修一, 倉田敬子編著

勁草書房

00116565 ２階人文０～２

貸出可

010/U 32

個人と集団のマルチレベル分析 / 清水裕士著

ナカニシヤ出版

00116414 ２階人文０～２

貸出可

140.7/Sh 49

質問紙調査と心理測定尺度 : 計画から実施・解析まで / 宮本聡介,
宇井美代子編

サイエンス社

00116583 ２階人文０～２

貸出可

140.7/Sh 92

書誌事項
非がん患者の自宅での看取り / 永井康徳, 永吉裕子著 ; こしのりょう
作画 ; 矢野道子作画協力

2018年3月30日
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レジリエンス : こころの回復とはなにか / セルジュ・ティスロン著 ; 阿部 白水社
又一郎訳

00116691 ２階人文０～２

貸出可

146.2/Ti 7

子どもの心を診る医師のための発達検査・心理検査入門 / 橋本浩著 中外医学社

00116631 ２階人文０～２

貸出可

146.3/H 38

凹まない練習 : もう悩まない、怒らない、振り回されない / かおり, ゆ
かり著 ; 原田進監修

日本実業出版社

00116881 ２階人文０～２

貸出可

146.8/U 82

社会人基礎力を養うアントレプレナーシップ : 起業家精神を考える12
のストーリー / 川名和美, 竹元雅彦著

中央経済社

00116619 ２階人文３

貸出可

335/Ka 96

知識創造企業 / 野中郁次郎, 竹内弘高著 ; 梅本勝博訳

東洋経済新報社

00116412 ２階人文３

貸出可

336/N 95

Reading statistics and research / Schuyler W. Huck

Pearson

00116255 ２階人文３

貸出可

350.1/H 98

住宅政策に医療を、医療政策に住環境を

東信堂

00116411 ２階人文３

貸出可

365.3/J 98

育児休業・介護休業Q&A : 平成29年改正対応

社会保険研究所

00116587 ２階人文３

貸出可

366.32/I 38

女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス / 野
村康則編著 ; 竹内雄司, 段野聡子著

水曜社

00116607 ２階人文３

貸出可

366.38/N 95

フェミニストたちの政治史 : 参政権, リブ, 平等法 / 大嶽秀夫著

東京大学出版会

00116639 ２階人文３

貸出可

367.2/O 82

下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困 / 小杉礼子, 宮
本みち子編著

勁草書房

00116566 ２階人文３

貸出可

367.21/Ko 89

虐待・DV・トラウマにさらされた親子への支援 : 子ども-親心理療法 /
アリシア・F・リーバマン, シャンドラ・道子・ゴッシュ・イッペン, パトリシ

日本評論社

00116687 ２階人文３

貸出可

367.3/L 62

高齢者のこころとからだ事典 / 大川一郎編集代表 ; 佐藤眞一 [ほか] 中央法規出版
編集

00116620 ２階人文３

貸出可

367.7/Ko 79

不可視の性暴力 : 性風俗従事者と被害の序列 / 田中麻子著

大月書店

00116546 ２階人文３

貸出可

368.6/Ta 84

事例で学ぶ認知症の人の家族支援 : 認知行動療法を用いた支援プ
ログラムの展開 / 福島喜代子編著 ; 結城千晶著

中央法規出版

00116624 ２階人文３

貸出可

369.26/F 84

記載例で学ぶ居宅介護支援経過 : 書くべきこと・書いてはいけないこ
と / 後藤佳苗著

第一法規

00116614 ２階人文３

貸出可

369.26/G 72

書誌事項

2018年3月30日

出版者名
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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

00116393 ２階人文３

貸出可

369.26/H 83

看護小規模多機能型居宅介護開設ガイドブック : 医療ニーズの高い 中央法規出版
人を支える地域密着型サービスのはじめ方 / 全国訪問看護事業協会

00116625 ２階人文３

貸出可

369.26/Ka 54

困難化させないケアマネジメント : 支援のヒント事例集 / 國光登志子, 第一法規
牧野雅美編著

00116615 ２階人文３

貸出可

369.26/Ku 45

日本看護協会出版会 00116681 ２階人文３

貸出可

369.26/To 43

書誌事項

特集認知症者の性 逸脱行為への尊厳ある対応/災害発生時の在宅
療養者支援

出版者名

重度障害者用意思伝達装置操作スイッチ適合マニュアル / 日向野和 三輪書店
夫著 ; 田中勇次郎医療監修

00116708 ２階人文３

貸出可

369.27/H 55

The psychological & social impact of illness and disability / [edited
by] Arthur E. Dell Orto, Paul W. Power

Springer Publishing
Co.

00116944 ２階人文３

貸出可

369.27/P 95

子ども虐待在宅ケースの家族支援 : 「家族維持」を目的とした援助の
実態分析 / 畠山由佳子著

明石書店

00116494 ２階人文３

貸出可

369.4/H 41

これからの子ども・子育て支援を考える : 共生社会の創出をめざして
/ 柏女霊峰著

ミネルヴァ書房

00116707 ２階人文３

貸出可

369.4/Ka 77

家族支援の実証的研究 / 家族援助研究会編著

文化書房博文社

00116696 ２階人文３

貸出可

369.4/Ka 99

病気になってもいっぱい遊びたい : 小児病棟に新しい風を!遊びのボ あけび書房
ランティア17年 / 坂上和子著

00116327 ２階人文３

貸出可

369.4/Sa 38

子育て支援が日本を救う : 政策効果の統計分析 / 柴田悠著

勁草書房

00116567 ２階人文３

貸出可

369.4/Sh 18

「育てにくさ」の理解と支援 : 健やか親子21「第2次」の重点課題にむ
けて / 秋山千枝子 [ほか] 編

診断と治療社

00116604 ２階人文３

貸出可

369.4/So 16

はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 : こうのとりのゆりかご・24時間SOS ミネルヴァ書房
赤ちゃん電話相談室の現場 / 田尻由貴子著

00116704 ２階人文３

貸出可

369.41/Ta 26

病気をもつ子どもと家族のための「おうちで暮らす」ガイドブックQ&A :
医療的ケア・サポートが必要な子どもとの生活のヒント : ママとパパの

メディカ出版

00116719 ２階人文３

貸出可

369.49/O 45

医療福祉総合ガイドブック 2017年度版 / 日本医療ソーシャルワーク
研究会編集

医学書院

00116343 ２階人文３

貸出可

369.9/Ka 21/'17

エンパワーメント評価モデルに基づく教員のバーンアウト予防プログラ 風間書房
ム : 現場と研究者の協働による実践への示唆 / 池田満著

00116548 ２階人文３

貸出可

374.3/I 32

2018年3月30日
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高文研

00116392 ２階人文３

貸出可

374.9/Y 19

発達心理学者による3歳から就学前までの子育てアドバイス / 青柳肇 田研出版
[ほか] 編著

00116617 ２階人文３

貸出可

376.11/A 57

保育者のストレス軽減とバーンアウト防止のためのガイドブック : 心を
元気に笑顔で保育 / ジェフ・A・ジョンソン著 ; 尾木まり監訳 ; 猿渡知

福村出版

00116693 ２階人文３

貸出可

376.14/J 64

発達障害児へのライフスキルトレーニング : 学校・家庭・医療機関でで 合同出版
きる練習法 / 平岩幹男著

00116579 ２階人文３

貸出可

378/H 64

子どもを産む・家族をつくる人類学 : オールターナティブへの誘い /
松岡悦子編

勉誠出版

00116697 ２階人文３

貸出可

385.2/Ko 21

建物と日本人移ろいゆく物語 / 共同通信社取材班著

東京書籍

00116410 ２階人文５～７

貸出可

520.4/Ky 2

高校数学でわかる半導体の原理 : 電子の動きを知って理解しよう /
竹内淳著

講談社

00116391 ２階人文５～７

貸出可

549.8/Ta 67

料理の科学 : 加工・加熱・調味・保存のメカニズム / 齋藤勝裕著

SBクリエイティブ

00116402 ２階人文５～７

貸出可

596/Sa 25

賢い子は1歳までの眠りで決まる : 睡眠専門の神経科学者が教える / 日本文芸社
ポリー・ムーア著 ; プレシ南日子訳

00116688 ２階人文５～７

貸出可

599/Mo 39

子育てに効くマインドフルネス : 親が変わり、子どもも変わる / 山口創 光文社
著

00116580 ２階人文５～７

貸出可

599/Y 24

オリーヴのすごい力 : 健康をもたらす、生命の樹オリーヴ8000年パ
ワー : 実も葉もまるごと / 小豆島ヘルシーランド編著

小豆島ヘルシーランド 00116939 ２階人文５～７

貸出可

617.9/Sh 95

続・風のうた : 偏見と差別解消の蕾萌え : 藤田三四郎詩文集 / 藤田
三四郎著

新葉館出版

00116938 ２階人文８～９

貸出可

911.56/F 67/2

訪問看護師さゆりの探偵ノート / 石黒順子著

講談社

00116574 ２階人文８～９

貸出可

913.6/I 73

呼吸器の子 / 松永正訓著

現代書館

00116571 ２階人文８～９

貸出可

916/Ma 83

がんサバイバー : ある若手医師のがん闘病記 / フィッツヒュー・モラン ちとせプレス
著 ; 改田明子訳

00116618 ２階人文８～９

貸出可

936/Mu 29

簡易生命表 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成28年 簡易生命
表 平成28年

00116948 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/Ka 55/'16

書誌事項
「いのちの授業」をもう一度 : がんと向き合い、いのちを語り続けて /
山田泉著

2018年3月30日
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21世紀出生児縦断調査 : 平成22年出生児 / 厚生労働省大臣官房
厚生労働統計協会
統計情報部編 第5回 21世紀出生児縦断調査 : 平成22年出生児 第

00116947 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 73/'14

生命表 / 内閣統計局 [編] 第22回 生命表 第22回

00116949 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/Se 18/22

社会医療診療行為別統計 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策 厚生労働統計協会
担当)編 平成28年 社会医療診療行為別統計 平成28年

00116945 参考図書コー
ナー

禁帯出

364.4/Sh 12/'16

日本子ども資料年鑑 2017 / 母子愛育会愛育研究所編

KTC中央出版

00116569 参考図書コー
ナー

禁帯出

367.6/N 71/'17

高齢者福祉関係法令通知集 平成28年改訂版 / 白川泰之監修

第一法規

00116613 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ko 79/'16

整形外科学用語集 / 日本整形外科学会編

南江堂

00116426 参考図書コー
ナー

禁帯出

494.7/Se 17

国民医療費 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成27年度 国民医
療費 平成27年度

厚生統計協会

00116946 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.13/Ko 48/'15

母子保健の主なる統計 / 母子衛生研究会編 平成27年 母子保健の 母子保健事業団
主なる統計 平成27年(2015)

00116701 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.7/B 66/'15

母子保健の主なる統計 / 母子衛生研究会編 平成28年 母子保健の 母子保健事業団
主なる統計 平成28年(2016)

00116895 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.7/B 66/'16

わが国の母子保健 平成28年 / 母子衛生研究会編集協力

00116702 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.7/W 14/'16

今日の治療薬 : 解説と便覧 / 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 2018年版 南江堂
今日の治療薬 : 解説と便覧 2018年版

00116943 参考図書コー
ナー

禁帯出

499.1/Ko 75/'18

食育計画を活用した住民の生活習慣改善への試み / 山口忍研究代 茨城県立医療大学
表者

00117041 大学資料コー
ナー

禁帯出

498.5/Y 24

書誌事項

2018年3月30日

出版者名

厚生統計協会
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