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病院スタッフのためのシチュエーション英会話 / 服部しのぶ著

メジカルビュー社

00116470 ２階医学１

貸出可

490.7/H 44

リハビリテーションの基礎英語 / 清水雅子企画・構成・編著

メジカルビュー社

00116469 ２階医学１

貸出可

490.7/Sh 49

「特集」いま、生命科学と医学研究の明日を考えよう : ブレークスルー
はあなたの中に! / 実験医学編集部企画

羊土社

00116482 ２階医学１

貸出可

490.7/To 43

再生医療と疾患解明の鍵となる組織幹細胞 : 生体内の維持・分化制
御からオルガノイド形成、がん・幹細胞疾患まで / 戸口田淳也, 長沢

羊土社

00116488 ２階医学１

貸出可

491.11/Sa 22

PT・OTのための生理学テキスト / 安藤啓司著

文光堂

00115845 ２階医学１

貸出可

491.3/A 47

Mechanics of breathing : new insights from new technologies / edited
by Andrea Aliverti, Antonio Pedotti

Springer

00116214 ２階医学１

貸出可

491.33/Me 13

PTOTのための嚥下・栄養マネジメント : 明日から役立つ臨床の要点
/ 糸田昌隆, 松尾善美編集

文光堂

00116463 ２階医学１

貸出可

491.34/P 95

運動学で心が折れる前に読む本 / 松房利憲著

医学書院

00116340 ２階医学１

貸出可

491.36/Ma 76

ニューロメカニクス : 身体運動の科学的基盤 / ロジャー・M・エノーカ
著

西村書店

00116440 ２階医学１

貸出可

491.367/E 63

日常診療に潜むクスリのリスク : 臨床医のための薬物有害反応の知識 医学書院
/ 上田剛士著

00116522 ２階医学１

貸出可

491.5/U 32

ナースのための微生物学 : 感染症とその対策の理解のために / 水口 南山堂
康雄, 中山宏明, 南嶋洋一著

00116439 ２階医学１

貸出可

491.7/N 56

エッセンシャル免疫学 / ピーター・パーラム著

メディカル・サイエン
00116479 ２階医学１
ス・インターナショナル

貸出可

491.8/P 23

自己とは何か : 免疫と生命 / 多田富雄著

藤原書店

00116451 ２階医学１

貸出可

491.8/Ta 16

図説人体寄生虫学 / 吉田幸雄, 有薗直樹著

南山堂

00116435 ２階医学１

貸出可

491.9/Y 86

不整脈 2017 / 井上博編集 ; 杉本恒明監修

メディカルレビュー社

00116481 ２階医学１

貸出可

492.12/F 96/'17
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EEG signal analysis and classification : techniques and applications /
Siuly Siuly, Yan Li, Yanchun Zhang

Springer

00116206 ２階医学１

貸出可

492.16/Si 9

Biostatistics for radiologists : planning, performing, and writing a
radiologic study / Francesco Sardanelli, Giovanni Di Leo ; foreword

Springer

00116202 ２階医学１

貸出可

492.4/Sa 69

スポーツエコー診療Golden Standard / 橋本健史編集

南山堂

00116438 ２階医学１

貸出可

492.43/Su 75

Oxford textbook of neuroimaging / edited by Massimo Filippi

Oxford University
Press

00116208 ２階医学１

貸出可

492.437/O 93

Braddom's rehabilitation care : a clinical handbook / edited by David
X. Cifu, Henry L. Lew

Elsevier

00116215 ２階医学１

貸出可

492.5/B 71

エビデンスから身につける物理療法 / 庄本康治編集

羊土社

00116487 ２階医学１

貸出可

492.5/E 14

バイオメカニクスと動作分析 / 福井勉, 山田英司責任編集

ヒューマン・プレス

00116445 ２階医学１

貸出可

492.5/E 42/1

現代リハビリテーション医学 / 椿原彰夫 [ほか] 編集

金原出版

00116371 ２階医学１

貸出可

492.5/G 34

ケースで学ぶ徒手理学療法クリニカルリーズニング / 藤縄理編集

文光堂

00116462 ２階医学１

貸出可

492.5/Ke 61

コンディショニング・ケアのための物理療法実践マニュアル / 川口浩
太郎編

文光堂

00116455 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 72

高齢者理学療法学 / 島田裕之総編集 ; 牧迫飛雄馬, 山田実編集

医歯薬出版

00116352 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 79

クリニカルリーズニングで内部障害の理学療法に強くなる! / 田屋雅
信, 渡邉陽介編集

羊土社

00116485 ２階医学１

貸出可

492.5/Ku 65

内部障害理学療法学 / 松尾善美編集

羊土社

00116483 ２階医学１

貸出可

492.5/N 28

The end of physiotherapy / David Nicholls

Routledge/Tayler &
Francis Group

00116212 ２階医学１

貸出可

492.5/N 71

リハビリテーションリスク管理ハンドブック / 亀田メディカルセンターリ
ハビリテーション科リハビリテーション室編集

メジカルビュー社

00116299 ２階医学１

貸出可

492.5/R 39

がんの理学療法 / 井上順一朗, 神津玲責任編集

三輪書店

00116468 ２階医学１

貸出可

492.5/R 39/21
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高齢者理学療法学テキスト / 山田和政, 小松泰喜, 木林勉編集

南江堂

00116421 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

日常生活活動学テキスト / 河元岩男, 坂口勇人, 村田伸編

南江堂

00116429 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

予防理学療法学要論 / 吉田剛, 井上和久編集

医歯薬出版

00116351 ２階医学１

貸出可

492.5/Y 72

図解運動療法ガイド / 内山靖, 奈良勲編集

文光堂

00116459 ２階医学１

貸出可

492.5/Z 6

Occupational therapy for people experiencing illness, injury or
impairment : promoting occupation and participation / edited by

Elsevier

00116196 ２階医学１

貸出可

492.6/O 14

Occupational therapy evidence in practice for mental health / edited
by Cathy Long, Jane Cronin-Davis, Diane Cotterill

Wiley Blackwell/John
Wiley & Sons

00116203 ２階医学１

貸出可

492.6/O 14

運動器・整形外科 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116263 ２階医学１

貸出可

492/B 99/11

循環器 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116261 ２階医学１

貸出可

492/B 99/2

脳・神経 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116262 ２階医学１

貸出可

492/B 99/7

トリセツ・ヤマイ : ヤマイ世界を俯瞰する / 海堂尊著 ; ヨシタケシンス
ケ絵

宝島社

00116746 ２階医学１

貸出可

492/Ka 21

口から食べる幸せをサポートする包括的スキル : KTバランスチャート
の活用と支援 / 小山珠美編

医学書院

00116501 ２階医学２

貸出可

493.18/Ku 15

Locomotion and posture in older adults : the role of aging and
movement disorders / Fabio Augusto Barbieri, Rodrigo Vitório,

Springer

00116213 ２階医学２

貸出可

493.18/L 79

ここがポイント!高齢者救急 / Iona Murdoch [ほか] 著 ; 日経メディカ
ル編

日経BP社

00116442 ２階医学２

貸出可

493.18/Mu 66

リハビリテーション栄養Q&A33+症例7 : 栄養と運動の深イイ関係 / 田 メディカ出版
村佳奈美編著

00116475 ２階医学２

貸出可

493.18/Ta 82

Brocklehurst's textbook of geriatric medicine and gerontology /
[edited by] Howard M. Fillit, Kenneth Rockwood, John Young

Elsevier

00116190 ２階医学２

貸出可

493.18/Te 93

イラストでわかる高齢者の生活機能向上支援 : 地域ケアでの実践と手 文光堂
法の活用 / 山田実編著

00116461 ２階医学２

貸出可

493.18/Y 19
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非がん性呼吸器疾患の緩和ケア : 全ての人にエンドオブライフケアの 南山堂
光を! / 津田徹, 平原佐斗司編集

00116437 ２階医学２

貸出可

493.3/H 55

クリニカルリーズニングで運動器の理学療法に強くなる! / 中丸宏二,
廣幡健二編集

羊土社

00116484 ２階医学２

貸出可

493.6/Ku 65

ロコモティブシンドローム診療ガイド 2010 / 日本整形外科学会編

文光堂

00116453 ２階医学２

貸出可

493.6/R 63/'10

腰痛診療ガイドライン 2012 / 日本整形外科学会診療ガイドライン委
員会腰痛診療ガイドライン策定委員会編集

南江堂

00116434 ２階医学２

貸出可

493.6/Y 94/'12

Adams and Victor's principles of neurology / Allan H. Ropper,
Martin A. Samuels, Joshua P. Klein

McGraw-Hill Medical

00116211 ２階医学２

貸出可

493.7/A 16

「いかがわしさ」の精神療法 / 春日武彦著

日本評論社

00116444 ２階医学２

貸出可

493.7/Ka 79

Merritt's neurology / edited by Elan D. Louis, Stephan A. Mayer,
Lewis P. Rowland

Wolters Kluwer

00116195 ２階医学２

貸出可

493.7/Me 67

Neurology : a queen square textbook / edited by Charles Clarke ...
[et al.]

Wiley Blackwell/John
Wiley & Sons

00116210 ２階医学２

貸出可

493.7/N 67

Oxford textbook of movement disorders / edited by David J. Burn

Oxford University
Press

00116198 ２階医学２

貸出可

493.7/O 93

神経内科学テキスト / 江藤文夫, 飯島節編集

南江堂

00116423 ２階医学２

貸出可

493.7/Sh 64

Neuropsychology for occupational therapists : cognition in
occupational performance / edited by Linda Maskill and Stephanie

Wiley Blackwell/John
Wiley & Sons

00116205 ２階医学２

貸出可

493.72/G 85

感覚入力で挑む : 感覚・運動機能回復のための理学療法アプローチ 文光堂
/ 斉藤秀之, 加藤浩常任編集 ; 金子文成ゲスト編集

00116454 ２階医学２

貸出可

493.73/Ka 56

傾いた垂直性 : Pusher現象の評価と治療の考え方 / 網本和編集

ヒューマン・プレス

00116448 ２階医学２

貸出可

493.73/Ka 82

片麻痺回復のための運動療法 : 促通反復療法「川平法」の理論と実
際 / 川平和美, 下堂園恵, 野間知一著

医学書院

00116336 ２階医学２

貸出可

493.73/Ka 92

高次脳機能障害に対する理学療法 / 阿部浩明編集

文光堂

00116456 ２階医学２

貸出可

493.73/Ko 39

クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる! / 中村学, 藤
野雄次編集

羊土社

00116486 ２階医学２

貸出可

493.73/Ku 65
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Neurorehabilitation technology / David J. Reinkensmeyer, Volker
Dietz, editors

Springer

00116204 ２階医学２

貸出可

493.73/N 67

脳血管障害診療のエッセンス / 鈴木則宏 [ほか] 編集

日本医師会

00116474 ２階医学２

貸出可

493.73/N 93

脳卒中片麻痺者に対する歩行リハビリテーション / 阿部浩明, 大畑光 メジカルビュー社
司編集

00116323 ２階医学２

貸出可

493.73/N 97

脳卒中 / 千田富義, 髙見彰淑編集

メジカルビュー社

00116473 ２階医学２

貸出可

493.73/N 97

脳卒中に対する標準的理学療法介入 : 何を考え,どう進めるか? / 潮
見泰藏編集

文光堂

00116458 ２階医学２

貸出可

493.73/N 97

養成校・教科書では教えてくれない!脳卒中リハの落とし穴100 : 成功
への一歩 / 大村優慈著

ヒューマン・プレス

00116447 ２階医学２

貸出可

493.73/O 64

Oxford textbook of stroke and cerebrovascular disease / edited by
Bo Norrving

Oxford University
Press

00116207 ２階医学２

貸出可

493.73/O 93

脳卒中ビジュアルテキスト / 荒木信夫, 高木誠, 厚東篤生著

医学書院

00116264 ２階医学２

貸出可

493.73/Ta 29

難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て : 若年性パーキンソン病を生き
る患者と家族の物語 / 秋山智編著

あっぷる出版社

00116499 ２階医学２

貸出可

493.74/A 38

てんかんとその境界領域 : 鑑別診断のためのガイドブック / マーカス 医学書院
ロイバー, スティーヴン C. シャクター編集 ; 立澤賢孝, 角田智哉, 吉

00116525 ２階医学２

貸出可

493.74/B 65

エキスパートに学ぶ : パーキンソン病・パーキンソニズムQ&A / 大江
田知子 [ほか] 編集 ; 髙橋良輔監修

南山堂

00116436 ２階医学２

貸出可

493.74/E 42

ルポ希望の人びと : ここまできた認知症の当事者発信 / 生井久美子
著

朝日新聞出版

00116498 ２階医学２

貸出可

493.75/I 38

コウノメソッドでみる認知症の歩行障害・パーキンソニズム / 河野和彦 日本医事新報社
著

00116443 ２階医学２

貸出可

493.75/Ko 76

Oxford textbook of cognitive neurology and dementia / edited by
Masud Husain, Jonathan M. Schott

Oxford University
Press

00116197 ２階医学２

貸出可

493.75/O 93

"脳と心"からみた統合失調症の理解 / 倉知正佳著

医学書院

00116505 ２階医学２

貸出可

493.76/Ku 51

うつ病治療ガイドライン / 気分障害の治療ガイドライン作成委員会編

医学書院

00116530 ２階医学２

貸出可

493.76/U 96
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小児疾患 / 鈴木康之編

日本医事新報社

00116245 ２階医学２

貸出可

493.91/Sh 96

現代の子育て環境と漢方 / 日本小児漢方交流会企画・編集

メジカルビュー社

00116251 ２階医学２

貸出可

493.92/Sh 96/15

子どものための精神医学 / 滝川一廣著

医学書院

00116345 ２階医学２

貸出可

493.937/Ta 72

Rockwood and Wilkins' fractures in children / editors, John M.
Flynn, David L. Skaggs, Peter M. Waters

Wolters Kluwer

00116201 ２階医学２

貸出可

493.94/F 43

ジェネラリストのための内科外来マニュアル / 金城光代, 金城紀与史, 医学書院
岸田直樹編集

00116513 ２階医学２

貸出可

493/J 36

老年看護学/小児看護学 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00116277 ２階医学２

貸出可

N/N 59/7

女性生殖器/母性看護学 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00116259 ２階医学２

貸出可

N/N 59/8

精神看護学/在宅看護論 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00116278 ２階医学２

貸出可

N/N 59/9

看護者が行う意思決定支援の技法30 : 患者の真のニーズ・価値観を
引き出すかかわり / 川崎優子著

医学書院

00116524 ２階医学２

貸出可

N014/Ka 97

看護のアジェンダ / 井部俊子著

医学書院

00116515 ２階医学２

貸出可

N04/I 11

看護のための教育学 / 中井俊樹, 小林忠資編著 ; 寺田佳孝 [ほか]
執筆

医学書院

00116503 ２階医学２

貸出可

N073/N 34

看護教育学 / 杉森みど里, 舟島なをみ著

医学書院

00116511 ２階医学２

貸出可

N073/Su 38

アクティブラーニングをこえた看護教育を実現する : 与えられた学び
から意志ある学びへ / 鈴木敏恵著

医学書院

00116502 ２階医学２

貸出可

N073/Su 96

母性看護学各論 / 森恵美著者代表

医学書院

00116506 ２階医学２

貸出可

N08/Ke 28

在宅看護論 / 河原加代子著者代表

医学書院

00116509 ２階医学２

貸出可

N08/Ke 28

看護情報学 / 中山和弘著者代表

医学書院

00116510 ２階医学２

貸出可

N08/Ke 28

書誌事項

2018年2月1日
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精神看護の基礎 / 武井麻子著者代表

医学書院

00116507 ２階医学２

貸出可

N08/Ke 28

精神看護の展開 / 武井麻子著者代表

医学書院

00116508 ２階医学２

貸出可

N08/Ke 28

精神看護学 : 精神保健 / 太田保之, 藤田長太郎, 半澤節子編著

医歯薬出版

00116533 ２階医学２

貸出可

N37/O 81

発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 / 浅野みどり, 杉浦太
一, 山田知子編集

医学書院

00116279 ２階医学２

貸出可

N39/H 43

根拠と事故防止からみた小児看護技術 / 浅野みどり編集

医学書院

00116504 ２階医学２

貸出可

N39/Ko 75

看護事故の舞台裏 : 22事例から徹底的に学ぼう / 長野展久著

医学書院

00116519 ２階医学２

貸出可

N81/N 16

組織で生きる : 管理と倫理のはざまで / 勝原裕美子著

医学書院

00116520 ２階医学２

貸出可

N83/Ka 87

訪問看護お悩み相談室 平成29年版 : 報酬・制度・実践のはてなを解 中央法規出版
決 / 日本訪問看護財団編集

00116260 ２階医学２

貸出可

N93/H 83/'17

循環器内科医のための非心臓手術必須知識 : 術前コンサルト術後患 メジカルビュー社
者の対応に役立つ / 吉野秀朗, 杉山政則編

00116472 ２階医学３

貸出可

494.22/J 96

変形性脊椎症 : 背骨の痛み、どうして痛いのか、痛みと付き合う法 /
播广谷勝三著

ミネルヴァ書房

00116464 ２階医学３

貸出可

494.66/H 33

Campbell's operative orthopaedics vol.1 / [edited by] Frederick M.
Azar, James H. Beaty, S. Terry Canale ; editorial assistance [by]

Elsevier/Mosby

00116191 ２階医学３

貸出可

494.7/C 14/1

Campbell's operative orthopaedics vol.2 / [edited by] Frederick M.
Azar, James H. Beaty, S. Terry Canale ; editorial assistance [by]

Elsevier/Mosby

00116192 ２階医学３

貸出可

494.7/C 14/2

Campbell's operative orthopaedics vol.3 / [edited by] Frederick M.
Azar, James H. Beaty, S. Terry Canale ; editorial assistance [by]

Elsevier/Mosby

00116193 ２階医学３

貸出可

494.7/C 14/3

Campbell's operative orthopaedics vol.4 / [edited by] Frederick M.
Azar, James H. Beaty, S. Terry Canale ; editorial assistance [by]

Elsevier/Mosby

00116194 ２階医学３

貸出可

494.7/C 14/4

義肢・装具学 : 異常とその対応がわかる動画付き / 豊田輝, 石垣栄
司編集

羊土社

00116324 ２階医学３

貸出可

494.72/G 47

義肢装具のチェックポイント / 日本整形外科学会, 日本リハビリテー
ション医学会監修

医学書院

00116334 ２階医学３

貸出可

494.72/G 47
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装具学 / 飛松好子, 高嶋孝倫編

医歯薬出版

00116322 ２階医学３

貸出可

494.72/So 29

装具学 / 佐竹將宏責任編集

中山書店

00116301 ２階医学３

貸出可

494.72/So 29

転んでも、大丈夫 : ぼくが義足を作る理由 / 臼井二美男著

ポプラ社

00116185 ２階医学３

貸出可

494.72/U 95

歩行再建 : 歩行の理解とトレーニング / 大畑光司著

三輪書店

00116467 ２階医学３

貸出可

494.73/O 28

姿勢・動作・歩行分析 / 畠中泰彦編集

羊土社

00116325 ２階医学３

貸出可

494.73/Sh 89

Rockwood and Green's fractures in adults vol.1 / editors, Charles
M. Court-Brown ... [et al.] ; associate editor, Michael D. McKee

Wolters Kluwer

00116199 ２階医学３

貸出可

494.74/R 57/1

Rockwood and Green's fractures in adults vol.2 / editors, Charles
M. Court-Brown ... [et al.] ; associate editor, Michael D. McKee

Wolters Kluwer

00116200 ２階医学３

貸出可

494.74/R 57/2

外反母趾診療ガイドライン 2014 / 日本整形外科学会診療ガイドライ
ン委員会, 外反母趾診療ガイドライン策定委員会編

南江堂

00116428 ２階医学３

貸出可

494.77/G 14/'14

人工膝関節全置換術「TKA」のすべて : より安全に・より確実に / 勝
呂徹, 田中栄編集

メジカルビュー社

00116471 ２階医学３

貸出可

494.77/J 52

臨床実践足部・足関節の理学療法 / 橋本雅至編集

文光堂

00116460 ２階医学３

貸出可

494.77/R 45

理学療法を活かす褥瘡ケア : 評価・治療・予防 / 杉元雅晴編著

文光堂

00116457 ２階医学３

貸出可

494.8/Su 38

女性の骨盤 : 妊娠・出産における身体的変化とエクササイズ / ブラン メディカルプレス
ディーヌ カレ‐ジェルマン著 ; 田中美緒監訳 ; 石井美和子訳

00116480 ２階医学３

貸出可

495.8/C 13

Oxford textbook of vertigo and imbalance / edited by Adolfo M.
Bronstein

Oxford University
Press

00116209 ２階医学３

貸出可

496.6/O 93

悩めるセラピストへ : 下町的指南書 / 福井勉著

ヒューマン・プレス

00116446 ２階医学３

貸出可

498.14/F 76

家族計画指導の実際 : 少子社会における家族形成への支援 / 木村 医学書院
好秀, 齋藤益子著

00116526 ２階医学３

貸出可

498.2/Ki 39

叢書・ウニベルシタス 1055 我々みんなが科学の専門家なのか? / ハ 法政大学出版局
リー・コリンズ著 ; 鈴木俊洋訳

00116265 ２階自然

貸出可

404/C 84
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Single-case and small-n experimental designs : a practical guide to
randomization tests / Pat Dugard, Portia File, Jonathan Todman

Routledge/Taylor &
Francis Group

00116217 ２階自然

貸出可

417/D 95

SPSSでやさしく学ぶ多変量解析 / 石村貞夫, 劉晨, 石村光資郎著

東京図書

00115844 ２階自然

貸出可

417/Mu 71

All Aboutゲノム編集 : “革命的技術”はいかにして私たちの研究・医
療・産業を変えるのか? / 真下知士, 山本卓編集

羊土社

00116489 ２階自然

貸出可

467.3/A 41

Android layout cookbook : アプリの価値を高める開発テクニック / あ
んざいゆき著

インプレスジャパン

00116240 ２階人文０～２

貸出可

007.64/A 49

Android UI Cookbook for 4.0 ICS「Ice Cream Sandwich」アプリ開発術 インプレスジャパン
/ あんざいゆき著

00116241 ２階人文０～２

貸出可

007.64/A 49

Android Pattern Cookbook : マーケットで埋もれないための差別化戦
略 / あんざいゆき著

インプレスジャパン

00116359 ２階人文０～２

貸出可

007.64/A 49

本と図書館の歴史 : ラクダの移動図書館から電子書籍まで / モー
リーン・サワ文 ; ビル・スレイヴィン絵 ; 宮木陽子, 小谷正子訳

西村書店

00116441 ２階人文０～２

貸出可

010.2/Sa 93

エコロジカル・マインド : 知性と環境をつなぐ心理学 / 三嶋博之著

日本放送出版協会

00116747 ２階人文０～２

貸出可

141.5/Mi 53

仕掛学 : 人を動かすアイデアのつくり方 / 松村真宏著

東洋経済新報社

00116298 ２階人文０～２

貸出可

141.72/Ma 82

新自分さがしの心理学 : 自己理解ワークブック / 川瀬正裕, 松本真
理子編

ナカニシヤ出版

00116942 ２階人文０～２

貸出可

141.93/J 46

発達心理学の新しいパラダイム : 人間科学の「二人称的アプローチ」
/ 中山人間科学振興財団25周年記念事業特別委員会編集

中山人間科学振興財 00116226 ２階人文０～２
団

貸出可

143/H 43

Evidence-based treatment with older adults : theory, practice, and
research / Nancy P. Kropf, Sherry M. Cummings

Oxford University
Press

00116223 ２階人文０～２

貸出可

146.8/Kr 7

頑張りすぎない生き方 : 失敗を味方にするプログラム / エリザベス・ロ 金剛出版
ンバード著 ; 柳沢圭子訳

00116821 ２階人文０～２

貸出可

146.8/L 83

多田富雄の世界 / [多田富雄著] ; 藤原書店編集部編

藤原書店

00116452 ２階人文０～２

貸出可

289/Ta 16

中世と貨幣 : 歴史人類学的考察 / ジャック・ル=ゴフ [著] ; 井上櫻子
訳

藤原書店

00116450 ２階人文３

貸出可

337.23/L 52

ジェンダーと社会理論 / 江原由美子, 山崎敬一編

有斐閣

00116254 ２階人文３

貸出可

367.2/J 36
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データで読む平成期の家族問題 : 四半世紀で昭和とどう変わったか
/ 湯沢雍彦著

朝日新聞出版

00116497 ２階人文３

貸出可

367.3/Y 99

国際セクシュアリティ教育ガイダンス : 教育・福祉・医療・保健現場で
活かすために / ユネスコ編 ; 浅井春夫 [ほか] 訳

明石書店

00116276 ２階人文３

貸出可

367.9/U 75

漫画でみる生活期リハビリテーション / 野尻晋一作・画

三輪書店

00116466 ２階人文３

貸出可

369.26/N 93

エビデンスに基づく子ども虐待の発生予防と防止介入 : その実践とさ 明石書店
らなるエビデンスの創出に向けて / トニー・ケーン編 ; アレキサン

00116493 ２階人文３

貸出可

369.4/B 96

社会福祉 / 倉石哲也, 小崎恭弘編著

ミネルヴァ書房

00116465 ２階人文３

貸出可

369.4/Ku 52

周産期からの子ども虐待予防・ケア : 保健・医療・福祉の連携と支援
体制 / 中板育美著

明石書店

00116495 ２階人文３

貸出可

369.4/N 34

特集 : 幸せに死ぬ終末期と看取り

メディカ出版

00116476 ２階人文３

貸出可

369/To 43

ルポ保健室 : 子どもの貧困・虐待・性のリアル / 秋山千佳著

朝日新聞出版

00116500 ２階人文３

貸出可

374.9/A 38

養護教諭のための現代の教育ニーズに対応した養護学概論 : 理論と 東山書房
実践 / 岡田加奈子, 河田史宝編著

00115843 ２階人文３

貸出可

374.9/O 38

友だち作りの科学 : 社会性に課題のある思春期・青年期のためのSST 金剛出版
ガイドブック / エリザベス・A・ローガソン著

00116300 ２階人文３

貸出可

378.6/L 36

CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック 平成29年度版 / コン
ピュータ教育振興協会著

日経BP社

00116252 ２階人文５～７

貸出可

501.8/Ko 78/'17

祖父母手帳 : もう孫育てで悩まない!祖父母&親世代の常識ってこん
なにちがう? / 森戸やすみ監修

日本文芸社

00116253 ２階人文５～７

貸出可

599/So 24

運動継続の心理学 : 快適自己ペースとポジティブ感情 / 橋本公雄,
斉藤篤司著

福村出版

00116449 ２階人文５～７

貸出可

780.14/H 38

運動指導の心理学 : 運動学習とモチベーションからの接近 / 杉原隆 大修館書店
著

00116403 ２階人文５～７

貸出可

780.14/Su 34

膝関節疾患のリハビリテーションの科学的基礎 / 玉置龍也 [ほか] 編
集

ナップ

00116416 ２階人文５～７

貸出可

780.19/Sp 6/10

足関節疾患のリハビリテーションの科学的基礎 / 吉田昌弘, 星賢治,
坂田淳編集 ; 蒲田和芳, 小林匠総編集

ナップ

00116417 ２階人文５～７

貸出可

780.19/Sp 6/11
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Research methods for sports performance analysis / Peter
O'Donoghue

Routledge/Taylor &
Francis Group

00116216 ２階人文５～７

貸出可

780.7/O 17

体脂肪を燃やす最強トレーニング : 1日5分スロー&クイック / 谷本道
哉, 石井直方著

高橋書店

00116179 ２階人文５～７

貸出可

780.7/Ta 88

Categorization, meaning and language use

Routledge/Taylor &
Francis Group

00116218 ２階人文８～９

貸出可

801/C 83/1

Metaphor, blending and embodied language

Routledge/Taylor &
Francis Group

00116219 ２階人文８～９

貸出可

801/C 83/2

Grammar 1

Routledge/Taylor &
Francis Group

00116220 ２階人文８～９

貸出可

801/C 83/3

Grammar 2

Routledge/Tayler &
Francis Group

00116221 ２階人文８～９

貸出可

801/C 83/4

Language development, language change and the origins of language

Routledge/Taylor &
Francis Group

00116222 ２階人文８～９

貸出可

801/C 83/5

13歳、「私」をなくした私 : 性暴力と生きることのリアル / 山本潤著

朝日新聞出版

00116496 ２階人文８～９

貸出可

916/Y 31

茨城の図書館 / 茨城県図書館協会編 平成29年度 茨城の図書館
平成29年度

茨城県図書館協会

00116232 館長室保管

禁帯出

013/I 11/'17

診療放射線技師国家試験重要問題集 : 出題傾向徹底分析! / 熊谷
孝三編

メジカルビュー社

00116280 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.407/Sh 69

診療放射線技師国家試験撮影・読影問題総ざらい : X線撮影技術学 医療科学社
診療画像検査学 核医学検査 / 国家試験問題本郷研究部会編

00116314 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.407/Sh 69

クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説 2018専門問題 /
医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116266 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/Q 5/'18

クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説 2018専門問題 /
医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116269 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.6/Q 5/'18

放射線取扱の基礎 : 第1種放射線取扱主任者試験の要点 : 平成26- 日本アイソトープ協会 00116320 国試図書コー
28年 試験問題と解答例付き / 日本アイソトープ協会編集
ナー

禁帯出

539.6/H 91/'14-'16

第1種放射線取扱主任者試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年別 オーム社
2018年版 / 三好康彦著

00116283 国試図書コー
ナー

禁帯出

539.6/Mi 91/'18

看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる母性看護学
2018年 / 服部律子編著

00116317 国試図書コー
ナー

禁帯出

N079/H 44/'18
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看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる小児看護学
2018年 / 芝田ゆかり, 田場真理, 瀬山由美子編著

PILAR PRESS

00116287 国試図書コー
ナー

禁帯出

N079/Sh 18/'18

看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる精神看護学
2018年 / 松浦純平編著

PILAR PRESS

00116289 国試図書コー
ナー

禁帯出

N079/Ta 33/'18

看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる老年看護学
2018年 / 吉村雅世編著

PILAR PRESS

00116291 国試図書コー
ナー

禁帯出

N079/Ta 33/'18

診療放射線技師国家試験重要問題集 : 出題傾向徹底分析! / 熊谷
孝三編

メジカルビュー社

00116282 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/Sh 69

診療放射線技師国家試験撮影・読影問題総ざらい : X線撮影技術学 医療科学社
診療画像検査学 核医学検査 / 国家試験問題本郷研究部会編

00116315 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/Sh 69

診療放射線技師国家試験重要問題集 : 出題傾向徹底分析! / 熊谷
孝三編

メジカルビュー社

00116281 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/Sh 69

クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説 2018専門問題 /
医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116268 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Q 5/'18

クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説 2018専門問題 /
医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116267 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Q 5/'18

クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説 2018専門問題 /
医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116271 国試図書コー
ナー

貸出可

492.6/Q 5/'18

クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説 2018専門問題 /
医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116270 国試図書コー
ナー

貸出可

492.6/Q 5/'18

助産師国家試験予想問題 2018 : ここがポイント助産師国家試験突破 助産師資格試験研究 00116273 国試図書コー
のコツ / 助産師資格試験研究会編
会
ナー

貸出可

495.9/J 76/'18

新出題基準別助産師国家試験重要問題集 / 葉久真理編集 ; 大橋
一友医学監修 2018 新出題基準別助産師国家試験重要問題集

メディカ出版

00116319 国試図書コー
ナー

貸出可

495.9/Sh 99/'18

保健師国家試験問題集 / 『標準保健師講座』編集室編 2018年版
保健師国家試験問題集 2018年版

医学書院

00116316 国試図書コー
ナー

貸出可

498.079/H 82/'18

クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説 2018 / 医療情報科学
研究所編集

メディックメディア

00116274 国試図書コー
ナー

貸出可

498.079/Q 5/'18

放射線取扱の基礎 : 第1種放射線取扱主任者試験の要点 : 平成26- 日本アイソトープ協会 00116321 国試図書コー
28年 試験問題と解答例付き / 日本アイソトープ協会編集
ナー

貸出可

539.6/H 91/'14-'16

第1種放射線取扱主任者試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年別 オーム社
2018年版 / 三好康彦著

貸出可

539.6/Mi 91/'18

書誌事項

2018年2月1日

00116284 国試図書コー
ナー
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PILAR PRESS

00116318 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/H 44/'18

看護師国家試験問題 : 解答・解説 2018年版 / メヂカルフレンド社編 メヂカルフレンド社
集部編集

00116293 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Ka 54/'18

看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2018 / メヂカルフレンド
社編集部編

00116285 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Ka 54/'18

系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問題・国試でるでた 医学書院
BOOK / 『系統看護学講座』編集室編集 2018年版 系統別看護師国

00116286 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Ke 28/'18

精神看護 / 山城久典編著

テコム出版事業部

00116313 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Ko 53

クエスチョン・バンク看護師国家試験問題解説 2018 / 医療情報科学
研究所編集

メディックメディア

00116275 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Q 5/'18

Question bank select 必修 2018 : 看護師国家試験問題集 / 医療情
報科学研究所編集

メディックメディア

00116272 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Q 5/'18

看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる小児看護学
2018年 / 芝田ゆかり, 田場真理, 瀬山由美子編著

PILAR PRESS

00116288 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Sh 18/'18

看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる老年看護学
2018年 / 吉村雅世編著

PILAR PRESS

00116292 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Ta 33/'18

看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる精神看護学
2018年 / 松浦純平編著

PILAR PRESS

00116290 国試図書コー
ナー

貸出可

N079/Ta 33/'18

都道府県別年齢調整死亡率 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成
27年 都道府県別年齢調整死亡率 平成27年

厚生統計協会

00116230 参考図書コー
ナー

禁帯出

334.2/To 18/'15

老健施設の立場から [平成29年版] / 全国老人保健施設協会編

オフィスTM

00116231 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ka 21/'17

防衛ハンドブック 平成29年版 / 朝雲新聞社出版業務部編著

朝雲新聞社

00116227 参考図書コー
ナー

禁帯出

392.1/A 81/'17

日本の防衛 : 防衛白書 平成29年版/ 防衛省編

日経印刷

00116228 参考図書コー
ナー

禁帯出

392.1/N 71/'17

International classification of functioning, disability and health

World Health
Organization

00116951 指定図書コー
ナー

貸出可

369.27/W 69

International classification of functioning, disability and health

World Health
Organization

00116950 指定図書コー
ナー

貸出可

369.27/W 69

書誌事項
看護師国家試験対策要点がわかる出題傾向がみえる母性看護学
2018年 / 服部律子編著

2018年2月1日

メヂカルフレンド社
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多職種で取り組む食支援 : 急性期から看取りまで : 僕なら私なら「こう 南山堂
食べていただきます!」 / 古屋聡編

00116307 指定図書コー
ナー

貸出可

491.34/Ta 93

診療放射線技師ブルー・ノート : 基礎編 / 福士政広編

メジカルビュー社

00116297 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/Sh 69

診療放射線技師イエロー・ノート : 臨床編 / 福士政広編

メジカルビュー社

00116295 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/Sh 69

診療放射線技師イエロー・ノート : 臨床編 / 福士政広編

メジカルビュー社

00116294 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/Sh 69

診療放射線技師ブルー・ノート : 基礎編 / 福士政広編

メジカルビュー社

00116296 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/Sh 69

作業療法士イエロー・ノート 専門編 / 澤俊二編集

メジカルビュー社

00116311 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16

作業療法士イエロー・ノート 専門編 / 澤俊二編集

メジカルビュー社

00116310 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16

プライマリケア医のための実践フレイル予防塾 : めざせ健康長寿 / 荒 日本医事新報社
井秀典編著

00116308 指定図書コー
ナー

貸出可

493.18/A 62

フローチャート高齢者漢方薬 : フレイルこそ漢方のターゲット / 新見
正則著

新興医学出版社

00116302 指定図書コー
ナー

貸出可

493.18/N 72

慢性便秘症診療ガイドライン 2017 / 日本消化器病学会関連研究会
慢性便秘の診断・治療研究会編集

南江堂

00116304 指定図書コー
ナー

貸出可

493.46/Ma 47/'17

精神科リエゾンチームガイドブック : はじめ方からトラブル対応まで /
秋山剛, 宇佐美しおり編

医歯薬出版

00116306 指定図書コー
ナー

貸出可

493.7/Se 19

認知症はこう診る : 初回面接・診断からBPSDの対応まで / 上田諭編
集

医学書院

00116303 指定図書コー
ナー

貸出可

493.75/N 76

放射線治療学 / 井上俊彦, 小川和彦, 小泉雅彦編集

南山堂

00116312 指定図書コー
ナー

貸出可

494.5/H 91

ゼロからはじめる病院のPDCA : 医療の質の見える化と改善 / 本橋隆 医歯薬出版
子, 金沢奈津子編集

00116305 指定図書コー
ナー

貸出可

498.16/Z 3

ファーストエイド : すべての看護職のための緊急・応急処置 / 日本救 へるす出版
急看護学会ファーストエイド委員会編集

00116309 指定図書コー
ナー

貸出可

N229/F 15

書誌事項

2018年2月1日
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