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登録番号 請求記号書誌事項 所在区分２ 禁帯区分出版者名

90000007 Ebook貸出可PT・OT学生のためのクリニカル・クラークシップ臨床実習ガイド [電子
図書] : 実習での経験の仕方・学び方 / 小林幸治著

シービーアール

90000008 Ebook貸出可OT臨床ハンドブック [電子図書] : ポケット版 / 聖マリアンナ医科大学
病院リハビリテーション部作業療法科著

三輪書店

90000009 Ebook貸出可ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護計画 [電子図書] : ライフ
ステージにそった乳幼児期から成人期まで / 倉田慶子, 市原真穂, 

へるす出版

90000010 Ebook貸出可核医学検査技術学 [電子図書] / 佐々木雅之, 馬場眞吾編 南山堂

90000011 Ebook貸出可X線撮影技術学 [電子図書] / 小田敍弘 [ほか] 共編 オーム社

90000012 Ebook貸出可看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 [電子図書] / 百瀬千
尋編著

メヂカルフレンド社

90000013 Ebook貸出可なるほど看護技術 [電子図書] : 実習の"想定外"を乗り切る / 齊藤茂
子編著

メヂカルフレンド社

70000001 Evideo貸出可検査時の看護 1 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000002 Evideo貸出可検査時の看護 2 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000003 Evideo貸出可与薬  [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000004 Evideo貸出可注射  [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000005 Evideo貸出可輸液 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000006 Evideo貸出可持続硬膜外麻酔・持続皮下注入 [電子映像] / 医学映像教育セン
ター制作著作

医学映像教育セン
ター

70000007 Evideo貸出可輸血 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000008 Evideo貸出可X線検査 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター
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70000009 Evideo貸出可CT検査 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000010 Evideo貸出可MRI検査 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000011 Evideo貸出可核医学検査 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000012 Evideo貸出可超音波検査 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000013 Evideo貸出可神経系のしくみ 1 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000014 Evideo貸出可神経系のしくみ 2 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000015 Evideo貸出可神経系のしくみ 3 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000016 Evideo貸出可感覚のしくみ [電子映像]  / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000017 Evideo貸出可身体運動のしくみ 1 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000018 Evideo貸出可身体運動のしくみ 2 [電子映像] / 医学映像教育センター制作著作 医学映像教育セン
ター

70000019 Evideo貸出可看護面接のプロセス [電子映像] : 基礎的な技法、態度 / 医学映像
教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

70000020 Evideo貸出可良好な関係を構築するコミュニケーション技法 [電子映像] / 医学映
像教育センター制作著作

医学映像教育セン
ター

70000021 Evideo貸出可高度なコミュニケーション [電子映像] / 医学映像教育センター制作著
作

医学映像教育セン
ター

00125367 490.14/Ko 24２階医学１ 貸出可健康・医療心理学 : ウェルビーイングの心理学的支援のために / 古
賀恵里子, 今井たよか編著

ミネルヴァ書房

00125278 490.7/I 27２階医学１ 貸出可生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報検索からレポート作
成, 研究発表まで / 飯島史朗, 石川さと子著

丸善出版

00125007 490.7/Ma 18２階医学１ 貸出可医学のためのサンプルサイズ設計 : 臨床試験・基礎実験・疫学研究 
/ D. Machin [ほか] 著 ; 田中司朗 [ほか] 訳

京都大学学術出版会
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00124778 491.1/I 27２階医学１ 貸出可コメディカルのための内臓・循環器・神経ポケットアトラス / 飯島治之, 
飯島美樹著

技術評論社

00125154 491.1/Tu 5２階医学１ 貸出可体表からわかる人体解剖学 : ポケットチューター / Richard Tunstall, 
S. Ali Mirjalili [著]

南江堂

00125080 491.11/U 93２階医学１ 貸出可ずかんヒトの細胞 : 見ながら学習調べてなっとく / 牛木辰男著 技術評論社

00125088 491.3/Y 31２階医学１ 貸出可すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 / 山本健人著 ダイヤモンド社

00124883 491.344/U 35２階医学１ 貸出可見える!わかる!摂食嚥下のすべて : 神経・嚥下5期・アセスメント・検
査・治療・食事がつながる / 上羽瑠美編著

学研メディカル秀潤社

00124865 491.367/B 64２階医学１ 貸出可印象から始める歩行分析 : エキスパートは何を考え, どこを見ているの
か? / 盆子原秀三, 山本澄子著

医学書院

00125113 491.6/W 25２階医学１ 貸出可わかりやすい病理学 / 小田義直, 相島慎一編集 南江堂

00125081 491.7/Z 6２階医学１ 貸出可ずかん細菌 : 見ながら学習調べてなっとく / 鈴木智順監修 技術評論社

00125079 491.77/Z 6２階医学１ 貸出可ずかんウイルス : 見ながら学習調べてなっとく / 武村政春, 宮沢孝幸
監修

技術評論社

00125022 492.07/H 89２階医学１ 貸出可システマティックレビュー/メタアナリシス/mindsガイドラインを書き始め
る方へ / 堀田信之著

克誠堂出版

00124933 492.1/C 53２階医学１ 貸出可超音波診断 2022 book 産業開発機構

00124931 492.1/Ta 67２階医学１ 貸出可医用超音波工学の基礎 : 資格試験の受験から新技術の入り口まで 
/ 竹内真一 [ほか] 共著

コロナ社

00124956 492.16/N 66２階医学１ 貸出可脳波判読オープンキャンパス : 誰でも学べる7step / 音成秀一郎, 池
田昭夫著

診断と治療社

00124905 492.4/I 97２階医学１ 貸出可放射線画像技術学 / 小水満監修・編集 ; 石田隆行編集 医歯薬出版

00124907 492.4/Ku 33/1２階医学１ 貸出可放射線治療技術学 / 熊谷孝三編著 医療科学社

00124908 492.4/Ku 33/2２階医学１ 貸出可放射線安全管理学 / 熊谷孝三編著 医療科学社
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00125427 492.4/N 52２階医学１ 貸出可診療放射線技師のための医療安全管理学 / 成田浩人編著 PILAR PRESS

00125178 492.4/Sh 69２階医学１ 貸出可診療画像機器学 / 福士政広編集 メジカルビュー社

00125428 492.4/Sh 69２階医学１ 貸出可放射線生物学 / 福士政広編集 メジカルビュー社

00125103 492.43/Me 67/1２階医学１ 貸出可Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures v. 1 / 
Jeannean Hall Rollins, Bruce W. Long, Tammy Curtis

Elsevier

00125104 492.43/Me 67/2２階医学１ 貸出可Merrill's atlas of radiographic positioning & procedures v. 2 / 
Jeannean Hall Rollins, Bruce W. Long, Tammy Curtis

Elsevier

00125181 492.432/H 85２階医学１ 貸出可本当に知っていますか?冠動脈CTの基本 : 特集 メディアルファ

00124927 492.433/H 41２階医学１ 貸出可胸部X線・CT画像420症例 / 畠中陸郎, 池田貞雄著 金芳堂

00125164 492.434/N 83２階医学１ 貸出可胃X線検診上部消化管検査必携テキスト : X線、US GIFまで完全マス
ター / 西川孝企画・監修・編著

ぱーそん書房

00125101 492.5/H 53２階医学１ 貸出可Practical evidence-based physiotherapy / Rob Herbert ... [et al.] ; 
foreword by Sir Iain Chalmers

Elsevier

00125112 492.5/Mi 24２階医学１ 貸出可3日間で行う理学療法臨床評価プランニング / 中山恭秀編集 南江堂

00125436 492.5/My２階医学１ 貸出可アナトミー・トレイン : 徒手運動療法のための筋膜経線 / Thomas W. 
Myers著 ; 板場英行, 石井慎一郎訳

医学書院

00124968 492.5/N 28２階医学１ 貸出可内部障害のリハビリテーション医学・医療テキスト / 久保俊一, 海老原
覚総編集 ; 上月正博 [ほか] 編集

医学書院

00125137 492.5/R 39２階医学１ 貸出可脳卒中 / 杉本諭, 藤野雄次編集 メジカルビュー社

00125105 492.5/Y 72２階医学１ 貸出可予防理学療法学 / 木村雅彦責任編集 中山書店

00125013 492.6/O 17２階医学１ 貸出可「作業的写真」プロジェクトとは : 作業を基盤に、我々の健康と幸福を
考える / 小田原悦子著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

00125229 492.6/Sa 16２階医学１ 貸出可義肢装具学 / 山中武彦, 中村恵一編集 メジカルビュー社
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00125378 492.6/Sa 16２階医学１ 貸出可発達障害作業療法学 / 神作一実編集 メジカルビュー社

00124906 492.8/G 99２階医学１ 貸出可逆引きDICOM book plus / JIRA医用画像システム部会編 医療科学社

00124912 492.8/I 64２階医学１ 貸出可超音波画像AI診断 / 椎名毅, 工藤正俊共編 オーム社

00125222 493.18/Ko 79２階医学２ 貸出可高齢者・褥瘡 / 溝神文博, 溝神由美子, 関根祐介編集 南山堂

00124874 493.18/Ma 26２階医学２ 貸出可老人のリハビリテーション / 福井圀彦原著 ; 前田眞治, 下堂薗恵著 医学書院

00124958 493.4/Sh 96/'22-'23２階医学２ 貸出可消化器内科学レビュー 2022-'23 : 最新主要文献とガイドラインでみる
 / 竹原徹郎監修

総合医学社

00125151 493.46/D 14/'20２階医学２ 貸出可大腸ポリープ診療ガイドライン 2020 / 日本消化器病学会編集 南江堂

00125342 493.6/A 26２階医学２ 貸出可なぜ痛い?どう治す?運動器疾患のメカニズムとリハビリテーション医療 
: 豊富なイラストと写真で見てわかる! / 相澤純也, 廣幡健二, 古谷英

ナツメ社

00125147 493.6/H 79２階医学２ 貸出可膝関節機能障害のリハビリテーション / 石井慎一郎編集 羊土社

00124893 493.6/Ka 59/'20２階医学２ 貸出可関節リウマチ診療ガイドライン 2020 / 日本リウマチ学会編集 診断と治療社

00125199 493.6/N 95２階医学２ 貸出可臨床のための筋病理 / 埜中征哉, 西野一三著 日本医事新報社

00124965 493.7/A 49/'22２階医学２ 貸出可Annual review神経 / 鈴木則宏 [ほか] 編集 中外医学社

00124959 493.7/N 91/'22-'23２階医学２ 貸出可脳神経内科学レビュー 2022-'23 : 最新主要文献とガイドラインでみる
 / 永田栄一郎, 伊藤義彰編集

総合医学社

00124961 493.7/Ta 33２階医学２ 貸出可精神科 / 高橋茂樹著 総合医学社

00125025 493.72/A 81２階医学２ 貸出可アサーション・トレーニング活用術 : さまざまな現場での臨床応用 / 平
木典子[編] ; 「精神療法」編集部編

金剛出版

00125350 493.72/Ki 68２階医学２ 貸出可精神・心理症状学ハンドブック / 北村俊則著 日本評論社
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00125066 493.72/O 69２階医学２ 貸出可オープンダイアローグ : 思想と哲学 = Open dialogue : its origins and 
relation with contemporary philosophy / 石原孝二, 斎藤環編

東京大学出版会

00125067 493.72/O 69２階医学２ 貸出可オープンダイアローグ : 実践システムと精神医療 = Open dialogue : 
introducing its dialogical practice and care system into Japan / 石原

東京大学出版会

00124964 493.72/Sh 51２階医学２ 貸出可脳神経内科診断ハンドブック = Handbook for diagnosis on neurology 
/ 下畑享良編著

中外医学社

00125439 493.73/N 93２階医学２ 貸出可脳機能の基礎知識と神経症候ケーススタディ : 症例から学ぶリハビリ
テーション臨床思考 / 脳機能とリハビリテーション研究会編集

メジカルビュー社

00125132 493.73/N 97２階医学２ 貸出可脳卒中理学療法の理論と技術 / 原寛美, 吉尾雅春編集 メジカルビュー社

00124866 493.73/Te 95２階医学２ 貸出可神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる / 手塚純一, 増田
司著

医学書院

00124988 493.75/I 51２階医学２ 貸出可脳科学で探る認知症予防 : 「健全な脳」のつくり方と新しい治療法 / 
稲場秀明著

花伝社

00125009 493.75/O 24２階医学２ 貸出可A-QOA「活動の質評価法」ビギナーズガイド : 認知症のある人の生活
を豊かにする21の観察視点と20の支援ポイント / 小川真寛 [ほか] 編

クリエイツかもがわ

00125382 493.75/Ta 84２階医学２ 貸出可認知症のお年寄りの音楽療法・回想法・レク・体操 : 車イスの人も一緒
にできる体操 / 田中和代著

黎明書房

00124987 493.75/To 73２階医学２ 貸出可撮った, 読んだ, わかった!認知症画像診断 : 特集 学研メディカル秀潤社

00124974 493.75/U 82２階医学２ 貸出可認知症予防で運転脳を鍛える : 高齢ドライバーのカーライフを応援! 
/ 浦上克哉著

JAFメディアワークス

00125023 493.76/I 73２階医学２ 貸出可事例で学ぶ統合失調症のための認知行動療法 / 石垣琢麿 [ほか] 
編著

金剛出版

00125047 493.76/R 52２階医学２ 貸出可社会認知ならびに対人関係のトレーニング(SCIT)治療マニュアル / 
デイビッド・ロバーツ, デイビッド・ペン, デニス・コームズ著 ; 中込和幸,

星和書店

00124960 493.9/Sh 96２階医学２ 貸出可小児科 / 西基, 小林良二, 信太知監修 総合医学社

00124824 493.931/Sh 96２階医学２ 貸出可小児血液・腫瘍学 / 日本小児血液・がん学会編集 診断と治療社

00125039 493.937/H 56２階医学２ 貸出可Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 / 樋口進著 少年写真新聞社
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00125035 493.937/O 48２階医学２ 貸出可ゲームのやりすぎを心配するとき : たんなる熱中?それとも依存? / 岡
崎勝編著 ; 関正樹著 [ほか] 著

ジャパンマシニスト社

00125040 493.937/Su 56２階医学２ 貸出可スマホとゲーム障害 : 上手に使って病気を防ごう! / 内海裕美監修 少年写真新聞社

00125225 493.94/A 53２階医学２ 貸出可基礎からわかる!若手整形外科医のための小児整形外科疾患 / 青木
清著

日本医事新報社

00125226 493.94/A 53２階医学２ 貸出可症例から学ぶ!小児科医のための子どもの整形外科外傷 / 青木清著 日本医事新報社

00125300 493.95/Sh 69２階医学２ 貸出可新生児のフィジカルアセスメント : パーフェクト版 : 正期産児からlate 
preterm児、早産児まで / 大木茂編

メディカ出版

00125445 493/N 28/1２階医学２ 貸出可内科學 1 内科学総論 環境要因・中毒 老年医学 心身医学 症候学 
治療学 感染症 / 矢﨑義雄, 小室一成総編集

朝倉書店

00125446 493/N 28/2２階医学２ 貸出可内科學 2 循環器系 血圧 呼吸器系 / 矢﨑義雄, 小室一成総編集 朝倉書店

00125447 493/N 28/3２階医学２ 貸出可内科學 3 消化管・腹膜 肝・胆道・膵 リウマチ・膠原病・アレルギー・免
疫 / 矢﨑義雄, 小室一成総編集

朝倉書店

00125448 493/N 28/4２階医学２ 貸出可内科學 4 腎・尿路系 内分泌系 代謝・栄養 / 矢﨑義雄, 小室一成総
編集

朝倉書店

00125449 493/N 28/5２階医学２ 貸出可内科學 5 血液・造血器 神経系 / 矢﨑義雄, 小室一成総編集 朝倉書店

00125450 493/N 28/6２階医学２ 貸出可内科學 6 総目次 基準値 略語表 総索引 / 矢﨑義雄, 小室一成総編
集

朝倉書店

00125290 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可看護学概論 / 宮脇美保子編集 メヂカルフレンド社

00125291 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可基礎看護技術 1 / 深井喜代子編集 メヂカルフレンド社

00125292 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可基礎看護技術 2 / 深井喜代子編集 メヂカルフレンド社

00125293 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可成人看護学概論/成人保健 / 黒江ゆり子編集 メヂカルフレンド社

00125294 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可急性期看護 : クリティカルケア / 益田美津美編集 メヂカルフレンド社
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00125295 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可周術期看護 / 嶌田理佳編集 メヂカルフレンド社

00125296 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可慢性期看護 / 黒江ゆり子編集 メヂカルフレンド社

00125297 N08/Sh 69２階医学２ 貸出可終末期看護 : エンド・オブ・ライフ・ケア / 田村恵子編集 メヂカルフレンド社

00125306 N11/Ki 59２階医学２ 貸出可コミュニケーション/看護の展開/ヘルスアセスメント / 松尾ミヨ子 [ほ
か] 編

メディカ出版

00124803 N12/O 26２階医学２ 貸出可看護の現場ですぐに役立つ看護記録の書き方 : 患者さんのために記
録をムダなく的確に書く! / 大口祐矢著

秀和システム

00125253 N13/E 29２階医学２ 貸出可江川隆子のかみくだき看護診断 / 江川隆子著 日総研出版

00125317 N229/C 36２階医学２ 貸出可チャートでわかる救急看護 : 観察・ケアの流れとポイントが見える! / 
芝田里花編

メディカ出版

00125250 N229/Ma 85２階医学２ 貸出可救急看護急変対応準備のレシピ : ポケットブック / 松尾直樹編著 日総研出版

00124937 N24/Ka 54２階医学２ 貸出可看護にいかす画像の見かたガイド : X線・CT・MRI・エコーでアセスメ
ントの精度が上がる / 林尚三編集

中央法規出版

00125343 N29/E 59２階医学２ 貸出可エンドオブライフケア : すべての人の命とくらしのために / 平原佐斗
司, 荻野美恵子編

南山堂

00125267 N31/Se 17２階医学２ 貸出可成人看護学概論 / 大西和子, 藤田佐和編集 ヌーヴェルヒロカワ

00125307 N31/Se 85２階医学２ 貸出可セルフマネジメント / 安酸史子, 鈴木純恵, 吉田澄恵編 メディカ出版

00125302 N32/J 96２階医学２ 貸出可循環器ナースが知りたい検査と治療 / 岩瀬三紀編集 メディカ出版

00125322 N32/Sh 69２階医学２ 貸出可Newはじめての循環器看護 : "なぜ"からわかる、ずっと使える! / 心臓
血管研究所付属病院編著

メディカ出版

00124848 N34/E 14２階医学２ 貸出可エビデンスに基づく消化器看護ケア関連図 / 松浦純平編集 中央法規出版

00125316 N34/Z 6２階医学２ 貸出可図解で圧勝!消化器の術前術後アセスメント : 高齢者ケアも、注意す
べき基礎疾患も、ぜんぶおまかせ! / 北條荘三, 藤井努監修

メディカ出版
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00124837 N37/Ka 95２階医学２ 貸出可看護の治療的コミュニケーションと心のケア : 実践力を高めるワーク
ブック / 河村奈美子, 星美和子編著

大学教育出版

00125315 N373/Ma 43２階医学２ 貸出可マンガで学ぶ脳神経疾患患者の急変対応33場面 : 急変しても、もうう
ろたえない!あわてない! / 日本脳神経看護研究学会監修

メディカ出版

00124811 N39/I 13２階医学２ 貸出可病期・発達段階の視点でみる小児看護過程 / 市江和子編著 照林社

00125237 N39/Sh 96２階医学２ 貸出可小児看護学概論・小児看護技術 : 子どもと家族を理解し力を引き出
す / 二宮啓子, 今野美紀編集

南江堂

00125238 N39/Sh 96２階医学２ 貸出可小児看護支援論 : 子どもと家族の主体性を支える / 今野美紀, 二宮
啓子編集

南江堂

00124821 N39/Y 78２階医学２ 貸出可ナースが知っておきたい小児科でよくみる症状・疾患ハンドブック / 横
田俊一郎, 山本淳, 涌水理恵編著

照林社

00125321 N395/U 96２階医学２ 貸出可NewはじめてのNICU看護 : "なぜ"からわかる、ずっと使える! / 佐藤
眞由美編著

メディカ出版

00124749 N42/F 71２階医学２ 貸出可術式による機能変化から導く看護 / 深田順子, 鎌倉やよい著 医学書院

00125320 N42/Ku 51２階医学２ 貸出可Newはじめての手術看護 : "なぜ"からわかる、ずっと使える! / 武田知
子編著

メディカ出版

00125308 N42/Sh 99２階医学２ 貸出可周術期看護 / 中島恵美子, 山﨑智子, 竹内佐智恵編 メディカ出版

00124804 N49/Sa 21２階医学２ 貸出可看護の現場ですぐに役立つ腎・泌尿器看護のキホン : 患者さんを安
心させる看護技術が身につく! / 雜賀智也編著 ; 住田真貴, 大坪陽

秀和システム

00125305 N81/I 67２階医学２ 貸出可医療安全 / 松下由美子, 杉山良子, 小林美雪編 メディカ出版

00125309 N93/C 43２階医学２ 貸出可地域療養を支えるケア / 臺有桂, 石田千絵, 山下留理子編 メディカ出版

00125440 N93/Ka 99２階医学２ 貸出可家族看護を基盤とした地域・在宅看護論 / 中村順子 [ほか] 編集 日本看護協会出版会

00124805 N93/Ko 39２階医学２ 貸出可看護の現場ですぐに役立つ地域包括ケアのキホン : 患者さんの地域
での「安心」をサポートする! / 雜賀智也編著 ; 荒神裕之, 坂井暢子著

秀和システム

00125283 N93/Ko 75２階医学２ 貸出可在宅看護技術 / 正野逸子, 本田彰子編著 メヂカルフレンド社
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00125310 N93/Z 1２階医学２ 貸出可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

00124776 494.5/G 19/'22２階医学３ 貸出可がん医療における患者-医療者間のコミュニケーションガイドライン 
2022年版 / 日本サイコオンコロジー学会, 日本がんサポーティブケア

金原出版

00124884 494.5/I 98/'22２階医学３ 貸出可遺族ケアガイドライン 2022年版 : がん等の身体疾患によって重要他
者を失った遺族が経験する精神心理的苦痛の診療とケアに関するガ

金原出版

00125115 494.66/Y 72/'21２階医学３ 貸出可腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン 2021 / 日本整形外科学会診療
ガイドライン委員会, 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン策定委員会

南江堂

00125194 494.67/Te 11２階医学３ 貸出可手外科診療ハンドブック / 牧裕, 金谷文則, 坪川直人編集 南江堂

00124973 494.7/Se 17/'21-'22２階医学３ 貸出可整形外科学レビュー 2021-'22 : 最新主要文献とガイドラインでみる / 
松本守雄監修

総合医学社

00125123 494.72/Sh 96２階医学３ 貸出可症例動画から学ぶ臨床姿勢分析 : 姿勢・運動連鎖・形態の評価法 / 
吉田一也編集

ヒューマン・プレス

00124952 494.74/Ko 79２階医学３ 貸出可高齢者骨折外傷診療マニュアル / 田島康介編 金芳堂

00124895 494.74/Ma 81２階医学３ 貸出可骨折の機能解剖学的運動療法 総論・上肢 : その基礎から臨床まで 
/ 松本正知著

中外医学社

00125227 494.77/P 93２階医学３ 貸出可Primary THAの要点と盲点 / 中島康晴編集 文光堂

00125121 494.8/H 16２階医学３ 貸出可新はじめよう!フットケア / 日本トータルフットマネジメント協会編 日本看護協会出版会

00124815 494.8/Ka 16２階医学３ 貸出可褥瘡予防・管理ガイドライン / 日本褥瘡学会編集 照林社

00124888 494.8/To 34２階医学３ 貸出可床ずれ予防プログラム : ケアプランが変わる!在宅介護が変わる! : 床
ずれ危険度チェック表を活かす / 日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会

日本褥瘡学会・在宅
ケア推進協会

00124885 494.8/U 45２階医学３ 貸出可皮膚科学 / 上野賢一原著 ; 大塚藤男, 藤本学編 金芳堂

00125319 494.92/H 61２階医学３ 貸出可泌尿器科の疾患・治療・ケア / 青木芳隆, 常森寛行監修 メディカ出版

00125180 494.96/H 61２階医学３ 貸出可泌尿器科・病理・放射線科前立腺癌取扱い規約 / 日本泌尿器科学
会, 日本病理学会, 日本医学放射線学会編

メディカルレビュー社
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00125258 495.13/Mi 44２階医学３ 貸出可#生理の貧困 : #period poverty / #みんなの生理(福井みのり) [ほか] 
著

日本看護協会出版会

00124904 495.46/B 17２階医学３ 貸出可乳房トモシンセシスアトラス : 乳がん検診での読影のポイント / 坂佳奈
子著

医学と看護社

00125335 495.5/C 95２階医学３ 貸出可ウィリアムス産科学 / 東京慈恵会医科大学産婦人科学講座「Williams
 obstetrics」翻訳委員会翻訳

南山堂

00125247 495.6/N 76２階医学３ 貸出可妊娠と授乳 : 薬物治療コンサルテーション / 伊藤真也, 村島温子編
集

南山堂

00125301 495.7/Ky 6２階医学３ 貸出可産婦人科必修母体急変時の初期対応 : J-CIMELS公認講習会ベー
シックコーステキスト : シミュレーションで分娩前後の母体安全を徹底

メディカ出版

00125314 495.9/J 53２階医学３ 貸出可事例でまなぶ助産師ができる周産期のメンタルヘルスケア : 病態生
理、スクリーニング、服薬指導、多職種連携… : この1冊で全てがわか

メディカ出版

00125311 495.9/J 54２階医学３ 貸出可実践!外国人妊産婦対応マニュアル : 不安軽減!もう困らない! / 高橋
弘枝監修 ; 大阪府医師会周産期医療委員会医学監修

メディカ出版

00125168 496.2/G 19２階医学３ 貸出可眼科検査ガイド / 飯田知弘 [ほか] 編集 文光堂

00124963 496.5/Ta 33２階医学３ 貸出可耳鼻咽喉科 / 高橋茂樹著 総合医学社

00125260 498.1/Ko 79２階医学３ 貸出可これからの保健医療福祉行政論 : 法・制度としくみ/施策化・政策形成
/地域づくり / 星旦二, 麻原きよみ編集

日本看護協会出版会

00125183 498.16/Ka 55２階医学３ 貸出可患者安全・医療安全実践ハンドブック / 医療安全全国共同行動技術
支援部会編

メディカル・サイエン
ス・インターナショナル

00125093 498.6/Ku 69２階医学３ 貸出可分子疫学入門 : 精密医療の基礎知識 / 栗山進一著 東北大学出版会

00125303 498.8/Sh 96２階医学３ 貸出可職場のメンタルヘルス予防・対応・支援のすべて : 産業保健スタッフ
必携 / 畑中純子監修

メディカ出版

00124962 498/Ta 33２階医学３ 貸出可公衆衛生 / 高橋茂樹, 西基著 総合医学社

00125241 498/Ta 59２階医学３ 貸出可医療現場の外国人対応英語だけじゃない「やさしい日本語」 / 武田裕
子, 岩田一成, 新居みどり著

南山堂

00125008 417/Ka 71２階自然 貸出可データ科学の基礎 / 笠原健一, 宮野尚哉, 長憲一郎著 共立出版
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00124999 417/N 81２階自然 貸出可Rでらくらくデータ分析入門 : 効率的なデータ加工のための基礎知識 
/ 西田典充著

技術評論社

00124902 425.9/Ts 87/11２階自然 貸出可第11・光の鉛筆 : 光技術者のための応用光学 / 鶴田匡夫著 アドコム・メディア

00125403 460/Ta 82２階自然 貸出可コア講義生物学 / 田村隆明著 裳華房

00125097 481.1/C 85２階自然 貸出可Comparative anatomy and histology : a mouse, rat, and human atlas 
/ edited by Piper M. Treuting, Suzanne M. Dintzis, Kathleen S. 

Academic 
Press/Elsevier

00125071 002.7/Ko 74２階人文０～２ 貸出可混合研究法への誘い : 質的・量的研究を統合する新しい実践研究ア
プローチ / 抱井尚子, 成田慶一編

遠見書房

00125072 002.7/Ko 74２階人文０～２ 貸出可混合研究法の手引き : トレジャーハントで学ぶ研究デザインから論文
の書き方まで / マイク・D・フェターズ, 抱井尚子編

遠見書房

00124983 007.3/Ta 67２階人文０～２ 貸出可10代と考える「スマホ」 : ネット・ゲームとかしこくつきあう / 竹内和雄著 岩波書店

00125020 007.3/Ta 67２階人文０～２ 貸出可イラスト版10分で身につくネット・スマホの使い方 : トラブルを回避する
34のワーク / 竹内和雄編著 ; ソーシャルメディア研究会著 ; 吉川徹

合同出版

00125338 007.6/H 56２階人文０～２ 貸出可動かして学ぶ!はじめてのテキストマイニング : フリー・ソフトウェアを用
いた自由記述の計量テキスト分析 / 樋口耕一, 中村康則, 周景龍著

ナカニシヤ出版

00125337 140.7/Y 66２階人文０～２ 貸出可やってみよう!実証研究入門 : 心理・行動データの収集・分析・レポート
作成を楽しもう / 古谷嘉一郎, 村山綾編

ナカニシヤ出版

00125046 143/Sr２階人文０～２ 貸出可人間の発達とアタッチメント : 逆境的環境における出生から成人まで
の30年にわたるミネソタ長期研究 / L・アラン・スルーフ [ほか] 著

誠信書房

00125045 143/Y 19２階人文０～２ 貸出可人生心理学 : 生涯発達のモデル / やまだようこ著 新曜社

00125073 146.8/I 89２階人文０～２ 貸出可世界一隅々まで書いた認知行動療法・認知再構成法の本 / 伊藤絵
美著

遠見書房

00124994 146.8/Ta 87２階人文０～２ 貸出可認知行動療法「ベーシック」 : コミュニケーションのあり方と効果的なカ
ウンセリングスキル / 谷口知子著

金子書房

00125452 367.6/N 71/'22２階人文３ 禁帯出日本子ども資料年鑑 2022 / 母子愛育会愛育研究所編 KTC中央出版

00125453 367.6/N 71/'23２階人文３ 禁帯出日本子ども資料年鑑 2023 / 母子愛育会愛育研究所編 KTC中央出版
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00125394 361/To 61２階人文３ 貸出可社会学のエッセンス : 世の中のしくみを見ぬく / 友枝敏雄 [ほか] 著 有斐閣

00124880 364.4/Mo 83２階人文３ 貸出可リハビリテーション診療報酬&介護報酬マニュアル : 制度のしくみと算
定のきほん / 本橋隆子編著 ; 金沢奈津子, 永田修著

医歯薬出版

00125351 366.28/Sh 59２階人文３ 貸出可障害者雇用の実務と就労支援 : 「合理的配慮」のアプローチ / 眞保
智子著

日本法令

00125395 367.3/O 15２階人文３ 貸出可21世紀家族へ / 落合恵美子著 有斐閣

00124830 367.3/Y 57２階人文３ 貸出可ヤングケアラーわたしの語り : 子どもや若者が経験した家族のケア・介
護 / 澁谷智子編

生活書院

00125060 369.1/Su 14２階人文３ 貸出可イラストでわかる対人援助職のためのコミュニケーションと面接技術 / 
須藤昌寛著

中央法規出版

00124834 369.26/Ki 45２階人文３ 貸出可機能向上につながる!高齢者とつくる季節の制作 秋・冬編 世界文化ライフケア

00124859 369.26/Ko 79２階人文３ 貸出可高齢親への言葉がけシーン別実例53 : もう、会話するのもたいへん! 
/ 柳本文貴監修

つちや書店

00125037 369.26/Y 12２階人文３ 貸出可「認知症の人」への接し方のきほん : あなたの家族に最適な方法が見
つかる!「場面別」かかわり方のポイント / 矢吹知之著

翔泳社

00125456 369.27/Sh 95/17２階人文３ 貸出可障害学研究 17「2021」 / 障害学研究編集委員会編集 障害学会

00125052 369.28/H 26２階人文３ 貸出可発達障害に関わる人が知っておきたい「相談援助」のコツがわかる本 
/ 浜内彩乃著

ソシム

00125298 369.4/H 96２階人文３ 貸出可子どもの想いを地域で支えるヤングケアラー支援ガイドブック / 奉優
会居宅事業部編著

奉優会

00124843 369/O 54２階人文３ 貸出可新社会福祉とは何か / 大久保秀子著 中央法規出版

00125340 371.4/Sh 99２階人文３ 貸出可主体的に学ぶ発達と教育の心理学 / 髙村和代, 安藤史高, 小平英志
編

ナカニシヤ出版

00124398 371.5/Sa 25２階人文３ 貸出可外国人の子どもへの学習支援 / 齋藤ひろみ編著 金子書房

00125074 371.7/Ku 33２階人文３ 貸出可心理検査のフィードバック / 熊上崇, 星井純子, 熊上藤子編著 図書文化社
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00125272 374.9/A 64２階人文３ 貸出可学校における養護活動の展開 / 荒木田美香子, 池添志乃, 岡本啓子
編著 ; 津島ひろ江編集代表

ふくろう出版

00125242 374.9/G 16２階人文３ 貸出可学校保健マニュアル / 衞藤隆, 植田誠治編集 南山堂

00125268 374.93/O 38２階人文３ 貸出可養護教諭、看護師、保健師のための学校看護 : すべての子供の健康
実現を目指して / 遠藤伸子, 池添志乃, 籠谷恵編著

東山書房

00125341 376.11/H 81２階人文３ 貸出可保育の心理学 : 育ってほしい10の姿 / 片桐正敏, 藤本愉, 川口めぐ
み編集

中山書店

00124997 378.6/H 43２階人文３ 貸出可発達障害の子どもが元気になるやさしい言葉かけ : コロナ以後にも気
をつけたい言葉の選び方・使い方 : 子どもが伸びる、ほめ方・しかり方

河出書房新社

00125070 378.6/W 46２階人文３ 貸出可知的障害・発達障害のある子どもの心と体を育む運動・ゲーム75選 / 
渡邉貴裕編著

東洋館出版社

00125036 378.6/Y 62２階人文３ 貸出可ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に勉強するための本 
/ 安田祐輔著

翔泳社

00125043 378/H 43２階人文３ 貸出可発達障害のある子へのことば・コミュニケーション指導の実際 : 評価か
らスタートする段階的指導 / 湯汲英史編集

診断と治療社

00125057 378/Ka 41２階人文３ 貸出可教室でできるタブレットを活用した合理的配慮・自立課題 / 鴨下賢一
編著 ; 糸賀孝 [ほか] 著

中央法規出版

00125172 501.26/To 54２階人文５～７ 貸出可エクセルでできる熱流体のシミュレーション / 岩井裕 [ほか] 著 丸善出版

00125134 527.1/N 95２階人文５～７ 貸出可OT・PTのための住環境整備論 / 野村歡 [ほか] 著 三輪書店

00124928 548/So 36２階人文５～７ 貸出可360度VR動画メイキングワークフロー / 染瀬直人著 玄光社

00125454 726.1/R 12/13２階人文５～７ 貸出可ラジエーションハウス 13 / 横幕智裕原作 ; モリタイシ漫画 集英社

00125455 726.1/R 12/14２階人文５～７ 貸出可ラジエーションハウス 14 / 横幕智裕原作 ; モリタイシ漫画 集英社

00125152 780.19/Mr２階人文５～７ 貸出可MRIで理解するスポーツ外傷・障害 / 安達伸生編 南江堂

00125418 816.5/Sa 29２階人文８～９ 貸出可これから論文を書く若者のために / 酒井聡樹著 共立出版
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00125092 茨城県いばらきコーナー 貸出可いばらき歴史紀行 / 井坂幸雄文, 奥川洋治絵 茨城新聞社

00125458 374.9/G 16/'21参考図書コー
ナー

禁帯出学校保健の動向 令和3年度版  学校保健の動向 令和3年度版 日本学校保健会

00125459 374.9/G 16/'22参考図書コー
ナー

禁帯出学校保健の動向 令和4年度版  学校保健の動向 令和4年度版 日本学校保健会

00125201 498.1/I 67/'21参考図書コー
ナー

禁帯出日本のコロナ対応「混乱の本質」 : 真の制度改革・医療強靭化を実現
せよ! / ヘルスケア総合政策研究所企画・制作

日本医療企画

00125457 498.7/B 66/'22参考図書コー
ナー

禁帯出母子保健の主なる統計 令和4年  母子保健の主なる統計 令和4年 母子保健事業団

00125460 N059/Ka 54/'21参考図書コー
ナー

禁帯出看護関係統計資料集 令和3年  看護関係統計資料集 令和3年 / 日
本看護協会出版会編集

日本看護協会出版会
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