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書誌事項

出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

ケアする人の対話スキルABCD / 堀越勝著

日本看護協会出版会 00115894 ２階医学１

貸出可

490.14/H 89

医療・介護・福祉のパラダイムシフト / 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

00115944 ２階医学１

貸出可

490.4/H 53/'16

総合医学英語テキスト Step1 : 医学・医療系学生のための / 日本医
学英語教育学会編

メジカルビュー社

00115880 ２階医学１

貸出可

490.7/So 28

消っして忘れない解剖学要点整理ノート / 井上馨, 松村讓兒編集

羊土社

00116189 ２階医学１

貸出可

491.1/Ke 61

イラストでまなぶ解剖学 / 松村讓兒著

医学書院

00116188 ２階医学１

貸出可

491.1/Ma 82

からだの仕組みと働きを知る / 髙野海哉, 川岸久太郎, 草間朋子著

東京化学同人

00115905 ２階医学１

貸出可

491.1/Ta 47

運動学実習 / 小島悟, 小林麻衣責任編集

中山書店

00115950 ２階医学１

貸出可

491.36/U 75

医療系学生のための図解病態治療学TEXT&NOTE / 丹羽利充著

診断と治療社

00115911 ２階医学１

貸出可

491.6/N 89

最新尿検査 : その知識と病態の考え方 / 河合忠 [ほか] 著

メディカル・ジャーナ
ル社

00115889 ２階医学１

貸出可

492.17/Ka 93

7つの原則から読む救急CTの解き方 / 楠井隆著

文光堂

00115877 ２階医学１

貸出可

492.43/Ku 91

3次元画像から学ぶCT・MRI断層解剖 / 似鳥俊明編著

メディカル・サイエン
00115887 ２階医学１
ス・インターナショナル

貸出可

492.43/N 88

Recreation, leisure and chronic illness : therapeutic rehabilitation as
intervention in health care / edited by Miriam P. Lahey ... [et al.]

Routledge/Taylor &
Francis Group

00115037 ２階医学１

貸出可

492.5/R 22

Conditions in occupational therapy : effect on occupational
performance / [edited by] Ben J. Atchison, Diane Powers Dirette

Wolters Kluwer

00115019 ２階医学１

貸出可

492.6/C 86

Strategies for collaborating with children : creating partnerships in
occupational therapy and research / Clare Curtin

SLACK Incorporated

00115038 ２階医学１

貸出可

492.6/C 96

Kielhofner's research in occupational therapy : methods of inquiry
for enhancing practice / Renée R. Taylor

F.A. Davis Company

00115307 ２階医学１

貸出可

492.6/Ki 14
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SLACK Incorporated

00115296 ２階医学１

貸出可

492.6/L 41

心因性愁訴を極める : ジェネラリストのための実践的10症例 / 児玉知 日本医事新報社
之著

00115866 ２階医学２

貸出可

493.09/Ko 18

肥満症診療ガイドライン 2016 / 日本肥満学会編

ライフサイエンス出版

00115892 ２階医学２

貸出可

493.12/H 59/'16

これが知りたかった!糖尿病診療・療養指導Q&A / 吉田洋子編集

中山書店

00115949 ２階医学２

貸出可

493.12/Ko 79

A comprehensive guide to geriatric rehabilitation / edited by
Timothy L. Kauffman ... [et al.] ; foreword by Steven L. Wolf

Churchill
Livingstone/Elsevier

00115033 ２階医学２

貸出可

493.18/G 36

高齢者プライマリケア漢方薬ガイド : チーム医療で必ず役立つ56処方 中山書店
/ 加藤士郎著

00115948 ２階医学２

貸出可

493.18/Ka 86

ANCA関連血管炎診療ガイドライン 2017 / 厚生労働科学研究費補助 診断と治療社
金難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業)編集

00116187 ２階医学２

貸出可

493.24/A 46/'17

Kelley and Firestein's textbook of rheumatology 1 / [edited by] Gary
S. Firestein ... [et al.]

Elsevier

00115024 ２階医学２

貸出可

493.6/Te 93/1

Kelley and Firestein's textbook of rheumatology 2 / [edited by] Gary
S. Firestein ... [et al.]

Elsevier

00115025 ２階医学２

貸出可

493.6/Te 93/2

神経局在診断 : その解剖, 生理, 臨床 / Mathias Bähr, Michael
Frotscher [著] ; 花北順哉訳

文光堂

00115876 ２階医学２

貸出可

493.71/D 99

自律神経機能検査 / 日本自律神経学会編

文光堂

00115875 ２階医学２

貸出可

493.73/J 53

神経難病在宅療養ハンドブック : よりよい緩和ケア提供のために / 成 メディカルレビュー社
田有吾編著 ; 大達清美 [ほか] 執筆

00115891 ２階医学２

貸出可

493.73/N 52

コウノメソッド流臨床認知症学 / 河野和彦著

日本医事新報社

00115864 ２階医学２

貸出可

493.75/Ko 76

認知症ケア用語辞典 / 日本認知症ケア学会認知症ケア用語辞典編
纂委員会編

ワールドプランニング

00115890 ２階医学２

貸出可

493.75/N 76

ワクチンで困るケースをみんなで話してみました : ケースで学ぶ予防
接種の実際 / 竹下望 [ほか] 編集

南山堂

00115910 ２階医学２

貸出可

493.82/W 35

00115860 ２階医学２

貸出可

493/N 28

書誌事項
Measuring occupational performance : supporting best practice in
occupational therapy / [edited by] Mary Law, Carolyn Baum, Winnie

内科学 : カラー : ポケット判 / 門脇孝, 永井良三総編集 ; 赤林朗 [ほ 西村書店
か] 編集委員
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ワシントンマニュアル / ヘマント ゴダラ [ほか] 編 ; 髙久史麿, 和田攻
監訳

メディカル・サイエン
00115888 ２階医学２
ス・インターナショナル

貸出可

493/W 43

なぜ?を知ったらこわくないベッドサイドのサイエンスQ&A / 平田雅子
著

日本看護協会出版会 00115867 ２階医学２

貸出可

N/H 68

3ステップでわかるリハビリ病棟の疾患・リハ・看護まるごとブック / 蟻田 メディカ出版
富士子編集 ; 沢田光思郎, 阿部理奈医学監修

00115884 ２階医学２

貸出可

N25/Su 76

ナースのための直感でとらえる!循環器疾患の総整理 : なっとく!18ス
テップ / 永井利幸著

メディカ出版

00115882 ２階医学２

貸出可

N32/N 14

術中・術後合併症50 : いつ起こる?なぜ起こる?どう対応する? / 廣瀬
宗孝編著

メディカ出版

00116147 ２階医学２

貸出可

N42/H 72

決定版!オペナースのための手術室モニタリング : 麻酔導入～術直後 メディカ出版
の流れに沿って読める!動ける! / 讃岐美智義編著

00115883 ２階医学２

貸出可

N42/Sa 67

絵でまるわかり分子標的抗がん薬 / 石川和宏著

南山堂

00115859 ２階医学３

貸出可

494.5/I 76

日本整形外科学会評価基準・ガイドライン・マニュアル集 / 日本整形
外科学会編

日本整形外科学会

00115893 ２階医学３

貸出可

494.7/N 71

膝 / 宗田大担当編集委員

メジカルビュー社

00115878 ２階医学３

貸出可

494.77/H 79

ほんまもん : 未来を変えるために私がしていること、きみたちにできる
こと / 岸本和裕著

健康ジャーナル社

00115936 ２階医学３

貸出可

494.8/Ki 58

周産期超音波の見かた : これから始める! / 金井雄二著

メディカ出版

00115886 ２階医学３

貸出可

495.5/Ka 44

クロストークから読み解く周産期メンタルヘルス / 岡野禎治 [ほか] 編
集

南山堂

00115912 ２階医学３

貸出可

495.5/Ku 77

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

00115901 ２階医学３

貸出可

495.6/I 33

いのちのやくそく : なんのためにうまれるの? / 池川明, 上田サトシ著

センジュ出版

00115847 ２階医学３

貸出可

495.6/I 33

分娩 / 福井トシ子編

メディカ出版

00115885 ２階医学３

貸出可

495.9/R 45/2

特集 : 大規模臨床試験一挙紹介

先端医学社

00115903 ２階医学３

貸出可

496.34/To 43
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知っているようで知らない新しい糖尿病網膜症診療 / 石田晋編集

メジカルビュー社

00115881 ２階医学３

貸出可

496.34/To 63

「健康寿命」を延ばすインプラント人生のはじめかた / 及川均著

ジュリアンパブリッシン 00115946 ２階医学３
グ

貸出可

497.5/O 32

医師のためのノンテク仕事術 : 研修では教えてくれない! / 前野哲博
編

羊土社

00116157 ２階医学３

貸出可

498.14/I 71

そのときどうする!?予期せぬ急変・死亡時の現場対応マニュアル / 坂
本すが, 大久保清子編著

メディカ出版

00115907 ２階医学３

貸出可

498.16/Sa 32

診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 : 改定の意図を知り看護管理に 日本看護協会出版会 00115870 ２階医学３
活かす / 福井トシ子, 齋藤訓子編集

貸出可

498.16/Sh 69

在宅医療バイブル : 家庭医療学, 老年医学, 緩和医療学の3領域から 日本医事新報社
アプローチする / 川越正平編著

00115865 ２階医学３

貸出可

498/Ka 92

今日の治療薬 : 解説と便覧 / 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著 2017年版 南江堂
今日の治療薬 : 解説と便覧 2017年版

00115857 ２階医学３

貸出可

499.1/Ko 75/'17

アロマセラピー入門 : 日々の看護に生かすホリスティックアプローチ
/ 今西二郎, 荒川唱子編集

日本看護協会出版会 00115868 ２階医学３

貸出可

499.87/A 79

冠詞用法 / グレン・パケット著

京都大学学術出版会 00115776 ２階自然

貸出可

407/P 22/2

その数学が戦略を決める / イアン・エアーズ著 ; 山形浩生訳

文藝春秋

00115906 ２階自然

貸出可

417/A 98

教育・心理系研究のためのデータ分析入門 : 理論と実践から学ぶ
SPSS活用法 / 平井明代編著

東京図書

00115852 ２階自然

貸出可

417/H 64

入門はじめての統計解析 / 石村貞夫著

東京図書

00115850 ２階自然

貸出可

417/I 78

入門はじめての多変量解析 / 石村貞夫, 石村光資郎著

東京図書

00115851 ２階自然

貸出可

417/I 78

SPSSによる統計処理の手順 / 石村貞夫, 石村光資郎著

東京図書

00115909 ２階自然

貸出可

417/I 78

すぐわかる統計用語の基礎知識 / 石村貞夫, デズモンド・アレン, 劉
晨著

東京図書

00115908 ２階自然

貸出可

417/I 78

ビジュアル物理 : 力, 熱, 波, 電磁気, 原子…高校物理のエッセンス
がイラストでわかる!

ニュートンプレス

00115872 ２階自然

貸出可

420/B 42

書誌事項
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ビジュアル生物学 : 高校生物のエッセンスがよくわかる!

ニュートンプレス

00115873 ２階自然

貸出可

460/B 42

10万種類のタンパク質 : 人体の最重要部品

ニュートンプレス

00115874 ２階自然

貸出可

464.2/J 94

Microbial biofilms / editors, Mahmoud Ghannoum ... [et al.]

ASM Press

00115036 ２階自然

貸出可

465/Mi 13

心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最前線まで / 越智啓太編

創元社

00115849 ２階人文０～２

貸出可

140/Sh 69

なぜ人類のIQは上がり続けているのか? : 人種、性別、老化と知能指
数 / ジェームズ・R・フリン著 ; 水田賢政訳

太田出版

00115837 ２階人文０～２

貸出可

141.1/F 35

学習理論の生成と展開 : 動機づけと認知行動の基礎 / 小牧純爾著

ナカニシヤ出版

00116161 ２階人文０～２

貸出可

141.33/Ko 58

00115782 ２階人文０～２

貸出可

143/Su 96

異常心理学大事典 / M.E.P. セリグマン, E.F. ウォーカー, D.L. ロー
ゼンハン著

西村書店東京出版編 00115861 ２階人文０～２
集部

貸出可

145/Se 47

プロカウンセラーの共感の技術 / 杉原保史著

創元社

00115848 ２階人文０～２

貸出可

146.8/Su 34

スタンフォードの心理学講義人生がうまくいくシンプルなルール / ケ
リー・マクゴニガル著

日経BP社

00115862 ２階人文０～２

貸出可

159/Ma 15

戦前の生活 : 大日本帝国の"リアルな生活誌" / 武田知弘著

筑摩書房

00115900 ２階人文０～２

貸出可

210.6/Ta 59

ひと目でわかる「大正・昭和初期」の真実 : 1923-1935 / 水間政憲著

PHP研究所

00115897 ２階人文０～２

貸出可

210.69/Mi 95

暴力の解剖学 : 神経犯罪学への招待 / エイドリアン・レイン [著] ; 高
橋洋訳

紀伊國屋書店

00115840 ２階人文３

貸出可

326.34/R 12

社会心理学概論 / 北村英哉, 内田由紀子編

ナカニシヤ出版

00115855 ２階人文３

貸出可

361.4/Sh 12

食卓と家族 : 家族団らんの歴史的変遷 / 表真美著

世界思想社

00115896 ２階人文３

貸出可

361.63/O 63

紙を使わないアンケート調査入門 : 卒業論文，高校生にも使える /
豊田秀樹編著

東京図書

00115853 ２階人文３

貸出可

361.9/To 83

書誌事項

生涯発達心理学 : 認知・対人関係・自己から読み解く / 鈴木忠, 飯牟 有斐閣
礼悦子, 滝口のぞみ著
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出産・子育てのナラティブ分析 : 日本人女性の声にみる生き方と社会 大阪大学出版会
の形 / 秦かおり, 岡本多香子, 井出里咲子著

00115772 ２階人文３

貸出可

367.21/H 41

中高生からのライフ&セックスサバイバルガイド / 松本俊彦, 岩室紳
也, 古川潤哉編

日本評論社

00115871 ２階人文３

貸出可

367.9/C 64

LGBT問題と教育現場 : いま、わたしたちにできること / 早稲田大学
教育総合研究所監修

学文社

00115839 ２階人文３

貸出可

367.9/L 59

性風俗のいびつな現場 / 坂爪真吾著

筑摩書房

00115904 ２階人文３

貸出可

368.4/Sa 38

訪問リハビリテーション7つの極意 : プロフェッショナルになるための仕 法研
事の流儀 / 地域リハビリテーション開発プロジェクトチーム著 ; 出江紳

00115879 ２階人文３

貸出可

369.26/C 43

「ユマニチュード」という革命 : なぜ、このケアで認知症高齢者と心が 誠文堂新光社
通うのか / イヴ・ジネスト, ロゼット・マレスコッティ著 ; 本田美和子日本

00115846 ２階人文３

貸出可

369.26/G 46

生きがい研究 第23号 / 長寿社会開発センター編集

長寿社会開発セン
ター

00115945 ２階人文３

貸出可

369.26/I 36/23

事例・図解・Q&Aで実務直結社会資源活用法 : 不安・困難に対応 /
小松美智子, 小俣智子, 清田敦著

日総研出版

00115863 ２階人文３

貸出可

369.26/Ko 61

まるごと一冊認知症レク&ケア大特集

世界文化社

00115902 ２階人文３

貸出可

369.26/Ma 54

障害者殺しの思想 / 横田弘著

現代書館

00115841 ２階人文３

貸出可

369.27/Y 78

ネグレクトされた子どもへの支援 : 理解と対応のハンドブック / 安部計 明石書店
彦, 加藤曜子, 三上邦彦編著

00115771 ２階人文３

貸出可

369.4/A 12

The PBIS team handbook : setting expectations and building positive
behavior / Beth Baker and Char Ryan

Free Spirit

00115023 ２階人文３

貸出可

371.4/B 15

The PBIS tier one handbook : a practical approach to implementing
the champion model / Jessica Djabrayan Hannigan, Linda Hauser

Corwin/A SAGE
Company

00115030 ２階人文３

貸出可

371.4/H 29

Classwide positive behavior interventions and supports : a guide to
proactive classroom management / Brandi Simonsen, Diane Myers

Guilford Press

00115028 ２階人文３

貸出可

371.4/Si 6

世界子ども学大事典 / ポーラ・S・ファス編

原書房

00115785 ２階人文３

貸出可

371.45/E 58

大丈夫、死ぬには及ばない : 今、大学生に何が起きているのか / 稲
垣諭著

学芸みらい社

00115836 ２階人文３

貸出可

371.47/I 52
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大学教育再生への挑戦 : 震災の地から始まる日本人の心の革命 /
鶴蒔靖夫著

IN通信社

00115947 ２階人文３

貸出可

377.28/Ts 85

大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング / 唐沢明著

丸善出版

00115952 ２階人文３

貸出可

377.9/Ka 62

特別支援教育総論 : インクルーシブ時代の理論と実践 / 川合紀宗,
若松昭彦, 牟田口辰己編著

北大路書房

00115838 ２階人文３

貸出可

378/Ka 93

Integrated multi-tiered systems of support : blending RTI and PBIS /
Kent McIntosh, Steve Goodman

Guilford Press

00115029 ２階人文３

貸出可

378/Ma 19

ココロとカラダほぐしあそび : 発達の気になる子といっしょに / 二宮信
一著

学研プラス

00115770 ２階人文３

貸出可

378/N 76

昭和の洋食平成のカフェ飯 : 家庭料理の80年 / 阿古真理著

筑摩書房

00115898 ２階人文３

貸出可

383.8/A 38

昭和育ちのおいしい記憶 / 阿古真理著

筑摩書房

00115899 ２階人文３

貸出可

383.8/A 38

大学生のための失敗しない大人のマナー / 旺文社編

旺文社

00115773 ２階人文３

貸出可

385.9/D 16

原理がわかる・現場で使える信号処理 / 伊東一良編 ; 浅野晃 [ほか] 丸善
著

00115953 ２階人文５～７

貸出可

547.1/A 87

足部スポーツ障害治療の科学的基礎 / 山内弘喜 [ほか] 編集

ナップ

00115856 ２階人文５～７

貸出可

780.19/Sp 6/7

スポーツサイエンス入門 / 田口貞善, 矢部京之助, 伊坂忠夫編

丸善

00115951 ２階人文５～７

貸出可

780.19/Su 75

希望をくれた人 : パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル /
宮崎恵理著

協同医書出版社

00115842 ２階人文５～７

貸出可

780.4/Mi 88

スポーツビジネス最強の教科書 / 平田竹男著

東洋経済新報社

00115854 ２階人文５～７

貸出可

780/H 68

ストレッチングと筋の解剖 / ブラッド・ウォーカー [著] ; 川島敏生訳

南江堂

00115858 ２階人文５～７

貸出可

781.4/W 36

The Oxford handbook of universal grammar / edited by Ian Roberts

Oxford University
Press

00115308 ２階人文８～９

貸出可

801.5/O 93

The Oxford handbook of inflection / edited by Matthew Baerman

Oxford University
Press

00115306 ２階人文８～９

貸出可

801.5/O 93
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The Oxford handbook of linguistic minimalism / edited by Cedric
Boeckx

Oxford University
Press

00115295 ２階人文８～９

貸出可

801.5/O 93

The Oxford handbook of linguistic interfaces / edited by Gillian
Ramchand and Charles Reiss

Oxford University
Press

00115309 ２階人文８～９

貸出可

801/O 93

話し方上達ノート : この一冊で、話しベタ解決!

プレジデント社

00115784 ２階人文８～９

貸出可

809.4/H 28

モノの書き方 : ちょっと変えるだけで好感度がUPする! / 話題の達人
倶楽部編

青春出版社

00115781 ２階人文８～９

貸出可

816/Mo 35

約束された場所で ; 村上春樹、河合隼雄に会いにいく / 村上春樹著 講談社

00115895 ２階人文８～９

貸出可

913.68/Mu 43/7

壊れた脳生存する知 / 山田規畝子 [著]

00115935 ２階人文８～９

貸出可

916/Y 19

「いじめ」への短期的包括的アプローチ [DVD] / アーサー・ホーン[出 JIP日本心理療法研究 20007285 ＡＶコーナー
演] ; 村川治彦監修
所

禁帯出

140/Ap/2

診療放射線技師国家試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年別
2018年版 / オーム社編

オーム社

00115994 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.4/Sh 69/'18

診療放射線技師国家試験対策全科 / 西谷源展, 遠藤啓吾編著

金芳堂

00115996 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.407/O 67

診療放射線技師国家試験問題集 / 日本放射線技師会編 2018年版
「最新」診療放射線技師国家試験問題集 2018年版 : 12年間の問題

医療科学社

00115989 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.407/Sh 69/'18

診療放射線技師国家試験合格!Myテキスト : 過去問データベース+模 オーム社
擬問題付 2018年版 / オーム社編

00115992 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.407/Sh 69/'18

ひとりで学べる理学療法士国家試験問題と詳解 2018年版 / 理学療
法学研究会編

廣川書店

00116005 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/H 77/'18

ひとりで学べる理学・作業療法士国家試験共通問題と詳解 2018年版 廣川書店
/ 理学・作業療法学研究会編

00116003 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/H 77/'18

クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2018 メディックメディア
共通問題 / 医療情報科学研究所編集

00116016 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/Q 5/'18

PT/OT国家試験必修ポイント基礎PT学 2018 / 医歯薬出版編

医歯薬出版

00115981 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント基礎OT学 2018 / 医歯薬出版編

医歯薬出版

00115985 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39
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PT/OT国家試験必修ポイント障害別PT治療学 2018 / 医歯薬出版編 医歯薬出版

00115983 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント障害別OT治療学 2018 / 医歯薬出版
編

医歯薬出版

00115987 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 基礎医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115973 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 臨床医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115977 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39

理学療法士・作業療法士国家試験問題解答と解説 / 医歯薬出版編 医歯薬出版
第48-52回 第48-52回 理学療法士・作業療法士 国家試験問題解答

00115969 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.5/R 39/48-52

ひとりで学べる作業療法士国家試験問題と詳解 2018年版 / 作業療
法学研究会編

00116007 国試図書コー
ナー

禁帯出

492.6/H 77/'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 00116015 国試図書コー
のコツ / 助産師資格試験研究会編
会
ナー

禁帯出

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 メディカ出版
友医学監修 2018 新出題基準別助産師国家試験重要問題集 2018

00116011 国試図書コー
ナー

禁帯出

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

00115967 国試図書コー
ナー

禁帯出

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

00116013 国試図書コー
ナー

禁帯出

498.079/Q 5/'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

00116009 国試図書コー
ナー

禁帯出

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

00116010 国試図書コー
ナー

禁帯出

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

00115968 国試図書コー
ナー

禁帯出

N079/Ke 28/'18

精神看護 / 山城久典編著

テコム出版事業部

00116002 国試図書コー
ナー

禁帯出

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

00116012 国試図書コー
ナー

禁帯出

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

00116014 国試図書コー
ナー

禁帯出

N079/Q 5/'18
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診療放射線技師国家試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年別
2018年版 / オーム社編

オーム社

00115995 国試図書コー
ナー

貸出可

492.4/Sh 69/'18

診療放射線技師国家試験対策全科 / 西谷源展, 遠藤啓吾編著

金芳堂

00115998 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/O 67

診療放射線技師国家試験対策全科 / 西谷源展, 遠藤啓吾編著

金芳堂

00115997 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/O 67

診療放射線技師国家試験合格!Myテキスト : 過去問データベース+模 オーム社
擬問題付 2018年版 / オーム社編

00115993 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/Sh 69/'18

診療放射線技師国家試験問題集 / 日本放射線技師会編 2018年版
「最新」診療放射線技師国家試験問題集 2018年版 : 12年間の問題

医療科学社

00115991 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/Sh 69/'18

診療放射線技師国家試験問題集 / 日本放射線技師会編 2018年版
「最新」診療放射線技師国家試験問題集 2018年版 : 12年間の問題

医療科学社

00115990 国試図書コー
ナー

貸出可

492.407/Sh 69/'18

ひとりで学べる理学療法士国家試験問題と詳解 2018年版 / 理学療
法学研究会編

廣川書店

00116006 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/H 77/'18

ひとりで学べる理学・作業療法士国家試験共通問題と詳解 2018年版 廣川書店
/ 理学・作業療法学研究会編

00116004 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/H 77/'18

国試の達人 : 理学療法編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115964 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 臨床医学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115960 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 運動解剖生理学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115956 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 作業療法編 2018年 / 作業療法科学研究会編

アイペック

00115966 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 臨床医学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115962 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 運動解剖生理学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115958 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 運動解剖生理学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115955 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 運動解剖生理学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115957 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18
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国試の達人 : 理学療法編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115963 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 作業療法編 2018年 / 作業療法科学研究会編

アイペック

00115965 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 臨床医学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115959 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

国試の達人 : 臨床医学編 2018年 / 理学療法科学学会編

アイペック

00115961 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 53/'18

クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 2018 メディックメディア
共通問題 / 医療情報科学研究所編集

00116017 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・作業療法士国家試験問題解説 2018 メディックメディア
共通問題 / 医療情報科学研究所編集

00116019 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・作業療法士国家試験問題解説 2018 メディックメディア
共通問題 / 医療情報科学研究所編集

00116018 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/Q 5/'18

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 臨床医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115978 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 基礎医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115974 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント障害別PT治療学 2018 / 医歯薬出版編 医歯薬出版

00115984 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント基礎PT学 2018 / 医歯薬出版編

医歯薬出版

00115982 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント基礎OT学 2018 / 医歯薬出版編

医歯薬出版

00115986 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント障害別OT治療学 2018 / 医歯薬出版
編

医歯薬出版

00115988 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 基礎医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115976 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 臨床医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115980 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 基礎医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115975 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39
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PT/OT国家試験必修ポイント専門基礎分野 : 臨床医学 2018 / 医歯 医歯薬出版
薬出版編

00115979 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

理学療法士・作業療法士国家試験問題解答と解説 / 医歯薬出版編 医歯薬出版
第48-52回 第48-52回 理学療法士・作業療法士 国家試験問題解答

00115970 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39/48-52

理学療法士・作業療法士国家試験問題解答と解説 / 医歯薬出版編 医歯薬出版
第48-52回 第48-52回 理学療法士・作業療法士 国家試験問題解答

00115972 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39/48-52

理学療法士・作業療法士国家試験問題解答と解説 / 医歯薬出版編 医歯薬出版
第48-52回 第48-52回 理学療法士・作業療法士 国家試験問題解答

00115971 国試図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39/48-52

ひとりで学べる作業療法士国家試験問題と詳解 2018年版 / 作業療
法学研究会編

廣川書店

00116008 国試図書コー
ナー

貸出可

492.6/H 77/'18

第1種放射線取扱主任者試験 : 徹底研究 / 平井昭司 [ほか] 共著

オーム社

00116000 国試図書コー
ナー

貸出可

539.6/H 64

第1種放射線取扱主任者試験 : 徹底研究 / 平井昭司 [ほか] 共著

オーム社

00115999 国試図書コー
ナー

貸出可

539.6/H 64

放射線取扱主任者試験問題集 2017年版(第1種) 放射線取扱主任
者試験問題集 2017年版 第1種

通商産業研究社

00116001 国試図書コー
ナー

貸出可

539.6/H 91/'17

現代日本の結婚と出産 平成27年 : 「独身者調査ならびに夫婦調査」
報告書 / 国立社会保障・人口問題研究所編

厚生労働統計協会

00115941 参考図書コー
ナー

禁帯出

334.31/G 34/'15

統計でみる市区町村のすがた / 総務庁統計局編集 2017 統計でみ
る市区町村のすがた 2017

総務庁統計局

00115943 参考図書コー
ナー

禁帯出

351/To 29/'17

日本の将来推計人口 / 厚生省人口問題研究所編 平成29年 日本の 厚生統計協会
将来推計人口 平成29年推計

00115942 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 71/'17

21世紀出生児縦断調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 特別
報告 21世紀出生児縦断調査 特別報告

00115940 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 73/s

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27年 社会医療診療行為別統計 平成27年

00115129 参考図書コー
ナー

禁帯出

364.4/Sh 12/'15

婚姻に関する統計 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編集 平成28
年 婚姻に関する統計 平成28年度

厚生統計協会

00115939 参考図書コー
ナー

禁帯出

367.4/Ko 75/'16

地域保健・健康増進事業報告 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会
平成27年度(地域保健編) 地域保健・健康増進事業報告 平成27年

00115937 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.059/C 43/'15

地域保健・健康増進事業報告 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 厚生統計協会
平成27年度(健康増進編) 地域保健・健康増進事業報告 平成27年

00115938 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.059/C 43/'15
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看護関係統計資料集 平成27年 看護関係統計資料集 平成27年

日本看護協会出版会 00115869 参考図書コー
ナー

禁帯出

N059/Ka 54/'15

リラクセーション法の理論と実際 : ヘルスケア・ワーカーのための行動
療法入門 / 五十嵐透子著

医歯薬出版

00116035 指定図書コー
ナー

貸出可

146.8/I 23

家族社会学 : 基礎と応用 / 園井ゆり, 浅利宙編

九州大学出版会

00116154 指定図書コー
ナー

貸出可

361.63/Ka 99

家族社会学 : 基礎と応用 / 園井ゆり, 浅利宙編

九州大学出版会

00116150 指定図書コー
ナー

貸出可

361.63/Ka 99

家族社会学 : 基礎と応用 / 園井ゆり, 浅利宙編

九州大学出版会

00116151 指定図書コー
ナー

貸出可

361.63/Ka 99

家族社会学 : 基礎と応用 / 園井ゆり, 浅利宙編

九州大学出版会

00116152 指定図書コー
ナー

貸出可

361.63/Ka 99

家族社会学 : 基礎と応用 / 園井ゆり, 浅利宙編

九州大学出版会

00116153 指定図書コー
ナー

貸出可

361.63/Ka 99

性暴力被害者への支援 : 臨床実践の現場から / 小西聖子, 上田鼓
編

誠信書房

00116045 指定図書コー
ナー

貸出可

368.6/Se 17

つながる・ささえる・つくりだす在宅現場の地域包括ケア / 秋山正子著 医学書院

00116033 指定図書コー
ナー

貸出可

369.26/A 38

ICFコアセット臨床実践のためのマニュアル : CD-ROM付 「ICFコア
医歯薬出版
セット・記録用フォーム・使用症例」 / Jerome E. Bickenbach [ほか] 原

00116067 指定図書コー
ナー

貸出可

369.27/I 13

ICFコアセット臨床実践のためのマニュアル : CD-ROM付 「ICFコア
医歯薬出版
セット・記録用フォーム・使用症例」 / Jerome E. Bickenbach [ほか] 原

00116066 指定図書コー
ナー

貸出可

369.27/I 13

ソーシャル・キャピタルと教育 : 「つながり」づくりにおける学校の役割
/ 露口健司編著

ミネルヴァ書房

00116056 指定図書コー
ナー

貸出可

371.3/Ts 96

学校保健実務必携 / 学校保健・安全実務研究会編著

第一法規

00116050 指定図書コー
ナー

貸出可

374.9/Sh 23

学校看護学 / 松浦賢長, 笠井直美, 渡辺多恵子編著

講談社

00116042 指定図書コー
ナー

貸出可

374.93/Ma 89

Rで学ぶ実験計画法 / 長畑秀和著

朝倉書店

00116138 指定図書コー
ナー

貸出可

417.7/N 13

欠測データの統計解析 / 阿部貴行著

朝倉書店

00116140 指定図書コー
ナー

貸出可

417/A 12
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一般化線形モデル / 汪金芳著

朝倉書店

00116141 指定図書コー
ナー

貸出可

417/W 37

分割表・回帰分析・ロジスティック回帰 / 鶴田陽和著

朝倉書店

00116139 指定図書コー
ナー

貸出可

490.19/Ts 87

解剖学総論/運動器系 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo
Schumacher著

医学書院

00116063 指定図書コー
ナー

貸出可

491.1/Sc 8

解剖学総論/運動器系 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo
Schumacher著

医学書院

00116062 指定図書コー
ナー

貸出可

491.1/Sc 8

乳酸サイエンス : エネルギー代謝と運動生理学 / 八田秀雄著

市村出版

00116143 指定図書コー
ナー

貸出可

491.367/H 43

運動生理学20講 / 勝田茂, 征矢英昭編

朝倉書店

00116142 指定図書コー
ナー

貸出可

491.367/Ka 88

今さら聞けない心臓カテーテル / 濱嵜裕司編

メジカルビュー社

00116137 指定図書コー
ナー

貸出可

492.12/I 46

今さら聞けない心臓カテーテル / 濱嵜裕司編

メジカルビュー社

00116135 指定図書コー
ナー

貸出可

492.12/I 46

今さら聞けない心臓カテーテル / 濱嵜裕司編

メジカルビュー社

00116136 指定図書コー
ナー

貸出可

492.12/I 46

図解知っておきたい放射線情報システムの構築 : PACS specialist &
PACSベーシックセミナー編 = Graphical explanation ; development

日本放射線技術学会 00116124 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/36

図解知っておきたい放射線情報システムの構築 : PACS specialist &
PACSベーシックセミナー編 = Graphical explanation ; development

日本放射線技術学会 00116120 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/36

図解知っておきたい放射線情報システムの構築 : PACS specialist &
PACSベーシックセミナー編 = Graphical explanation ; development

日本放射線技術学会 00116121 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/36

図解知っておきたい放射線情報システムの構築 : PACS specialist &
PACSベーシックセミナー編 = Graphical explanation ; development

日本放射線技術学会 00116122 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/36

図解知っておきたい放射線情報システムの構築 : PACS specialist &
PACSベーシックセミナー編 = Graphical explanation ; development

日本放射線技術学会 00116123 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/36

初学者のための核医学実験入門 = ABC book of experiment in
nuclear medicine for beginners / 日本放射線技術学会 [編]

日本放射線技術学会 00116129 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/37

初学者のための核医学実験入門 = ABC book of experiment in
nuclear medicine for beginners / 日本放射線技術学会 [編]

日本放射線技術学会 00116125 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/37
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初学者のための核医学実験入門 = ABC book of experiment in
nuclear medicine for beginners / 日本放射線技術学会 [編]

日本放射線技術学会 00116126 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/37

初学者のための核医学実験入門 = ABC book of experiment in
nuclear medicine for beginners / 日本放射線技術学会 [編]

日本放射線技術学会 00116127 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/37

初学者のための核医学実験入門 = ABC book of experiment in
nuclear medicine for beginners / 日本放射線技術学会 [編]

日本放射線技術学会 00116128 指定図書コー
出版委員会
ナー

貸出可

492.4/H 91/37

医療安全管理学 / 佐藤幸光, 東村享治共編

オーム社

00116113 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/I 67

医療安全管理学 / 佐藤幸光, 東村享治共編

オーム社

00116110 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/I 67

医療安全管理学 / 佐藤幸光, 東村享治共編

オーム社

00116111 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/I 67

医療安全管理学 / 佐藤幸光, 東村享治共編

オーム社

00116112 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/I 67

医療安全管理学 / 松本光弘編集

医歯薬出版

00116105 指定図書コー
ナー

貸出可

492.4/I 97

診断X線領域における吸収線量の標準測定法 / 根岸徹編

オーム社

00116116 指定図書コー
ナー

貸出可

492.42/Sh 62

診断X線領域における吸収線量の標準測定法 / 根岸徹編

オーム社

00116114 指定図書コー
ナー

貸出可

492.42/Sh 62

診断X線領域における吸収線量の標準測定法 / 根岸徹編

オーム社

00116115 指定図書コー
ナー

貸出可

492.42/Sh 62

医用画像情報学 / 桂川茂彦編

南山堂

00116119 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/I 97

医用画像情報学 / 桂川茂彦編

南山堂

00116118 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/I 97

Excelによる医用画像処理入門 / 篠原広行, 橋本雄幸著

医療科学社

00116104 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Sh 67

Excelによる医用画像処理入門 / 篠原広行, 橋本雄幸著

医療科学社

00116103 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Sh 67

00116132 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Sh 92

超実践知っておきたい造影剤の副作用ハンドブック/ 桑鶴良平監修・ PILAR PRESS
編著
2017年11月1日
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超実践知っておきたい造影剤の副作用ハンドブック/ 桑鶴良平監修・ PILAR PRESS
編著

00116130 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Sh 92

超実践知っておきたい造影剤の副作用ハンドブック/ 桑鶴良平監修・ PILAR PRESS
編著

00116131 指定図書コー
ナー

貸出可

492.43/Sh 92

図解胸部撮影法 / 安藤英次, 柴田善行共著 ; 吉川公彦, 高倉義典
監修

オーム社

00116106 指定図書コー
ナー

貸出可

492.433/A 47

図解骨盤・股関節撮影法 / 安藤英次著

オーム社

00115954 指定図書コー
ナー

貸出可

492.436/A 47

図解下肢撮影法 / 安藤英次著 ; 高倉義典監修

オーム社

00116107 指定図書コー
ナー

貸出可

492.436/A 47

図解上肢撮影法 / 安藤英次著 ; 高倉義典監修

オーム社

00116109 指定図書コー
ナー

貸出可

492.436/A 47

図解頭部・頸部撮影法 / 安藤英次, 薮内安成共著 ; 榊壽右, 高倉義 オーム社
典監修

00116108 指定図書コー
ナー

貸出可

492.437/A 47

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 00116071 指定図書コー
ナー

貸出可

492.437/Ta 33/3

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 00116070 指定図書コー
ナー

貸出可

492.437/Ta 33/3

地域理学療法学 / 牧田光代, 金谷さとみ編集

医学書院

00116065 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/H 99

地域理学療法学 / 牧田光代, 金谷さとみ編集

医学書院

00116064 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/H 99

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

00116069 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 79

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

00116068 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/Ko 79

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

00116075 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

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

00116074 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/R 39

理学療法評価学テキスト / 星文彦, 伊藤俊一, 盆子原秀三編集

南江堂

00116073 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/Sh 69
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理学療法評価学テキスト / 星文彦, 伊藤俊一, 盆子原秀三編集

南江堂

00116072 指定図書コー
ナー

貸出可

492.5/Sh 69

精神疾患の理解と精神科作業療法 / 朝田隆, 中島直, 堀田英樹著

中央法規出版

00116087 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/A 81

精神疾患の理解と精神科作業療法 / 朝田隆, 中島直, 堀田英樹著

中央法規出版

00116085 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/A 81

精神疾患の理解と精神科作業療法 / 朝田隆, 中島直, 堀田英樹著

中央法規出版

00116086 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/A 81

発達過程作業療法学 / 福田恵美子編

医学書院

00116078 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/H 99

発達過程作業療法学 / 福田恵美子編

医学書院

00116076 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/H 99

発達過程作業療法学 / 福田恵美子編

医学書院

00116077 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/H 99

発達障害の作業療法 基礎編 / 岩﨑清隆著 ; 鎌倉矩子, 山根寛, 二
木淑子編

三輪書店

00116091 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/I 96/1

発達障害の作業療法 基礎編 / 岩﨑清隆著 ; 鎌倉矩子, 山根寛, 二
木淑子編

三輪書店

00116090 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/I 96/1

発達障害の作業療法 実践編 / 岩﨑清隆, 岸本光夫著 ; 鎌倉矩子,
山根寛, 二木淑子編

三輪書店

00116093 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/I 96/2

発達障害の作業療法 実践編 / 岩﨑清隆, 岸本光夫著 ; 鎌倉矩子,
山根寛, 二木淑子編

三輪書店

00116092 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/I 96/2

子どもの能力から考える発達障害領域の作業療法アプローチ / 小西 メジカルビュー社
紀一, 小松則登, 酒井康年編集

00116097 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Ko 21

子どもの能力から考える発達障害領域の作業療法アプローチ / 小西 メジカルビュー社
紀一, 小松則登, 酒井康年編集

00116096 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Ko 21

精神障害作業療法学 / 山口芳文編集

メジカルビュー社

00116099 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16

発達障害作業療法学 / 神作一実編集

メジカルビュー社

00116102 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16

精神障害作業療法学 / 山口芳文編集

メジカルビュー社

00116098 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16
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発達障害作業療法学 / 神作一実編集

メジカルビュー社

00116100 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16

発達障害作業療法学 / 神作一実編集

メジカルビュー社

00116101 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Sa 16

精神障害と作業療法 : 病いを生きる、病いと生きる精神認知系作業療 三輪書店
法の理論と実践 / 山根寛著

00116095 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Y 36

精神障害と作業療法 : 病いを生きる、病いと生きる精神認知系作業療 三輪書店
法の理論と実践 / 山根寛著

00116094 指定図書コー
ナー

貸出可

492.6/Y 36

診断用核医学装置 : 特性及び試験条件 : 第1部 : PET装置

日本規格協会

00116156 指定図書コー
ナー

貸出可

492.8/Sh 62

診断用核医学装置 : 特性及び試験条件 : 第1部 : PET装置

日本規格協会

00116155 指定図書コー
ナー

貸出可

492.8/Sh 62

消化器 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116058 指定図書コー
ナー

貸出可

492/B 99/1

呼吸器 / 医療情報科学研究所編

メディックメディア

00116059 指定図書コー
ナー

貸出可

492/B 99/4

精神障がい者の家族への暴力というSOS : 家族・支援者のためのガイ 明石書店
ドブック / 蔭山正子編著

00116020 指定図書コー
ナー

貸出可

493.7/Ka 18

移住者と難民のメンタルヘルス : 移動する人の文化精神医学 / ディ 明石書店
ネッシュ・ブグラ, スシャム・グプタ編 ; 李創鎬, 大塚公一郎, 鵜川晃訳

00116021 指定図書コー
ナー

貸出可

493.7/Mi 16

精神医療、脱施設化の起源 : 英国の精神科医と専門職としての発展
1890-1930 / 高林陽展 [著]

00116055 指定図書コー
ナー

貸出可

493.7/Ta 28

現代精神医学を迷路に追い込んだ過剰診断 : 人生のあらゆる不幸に 星和書店
診断名をつけるDSMの罪 / ジョエル・パリス著 ; 村上雅昭訳

00116048 指定図書コー
ナー

貸出可

493.72/P 23

摂食嚥下リハビリテーション / 出江紳一 [ほか] 編集

医歯薬出版

00116039 指定図書コー
ナー

貸出可

493.73/Se 88

認知症・パーキンソン症候群臨床と画像との対応 : MRI・SPECTを中
心に / 鈴木正彦, 川﨑敬一著

金原出版

00116117 指定図書コー
ナー

貸出可

493.75/Su 96

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

00116049 指定図書コー
ナー

貸出可

493.76/Sa 83

イラストでわかる発達障害の作業療法 / 辛島千恵子編集

医歯薬出版

00116082 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/I 63

書誌事項
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イラストでわかる発達障害の作業療法 / 辛島千恵子編集

医歯薬出版

00116081 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/I 63

広汎性発達障害の作業療法 : 根拠と実践 / 辛島千恵子編集

三輪書店

00116089 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ko 27

広汎性発達障害の作業療法 : 根拠と実践 / 辛島千恵子編集

三輪書店

00116088 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ko 27

理学療法士・作業療法士のための小児の反射と発達の診かた / 前川 新興医学出版社
喜平, 鶴見隆正, 清水順市編著

00116084 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ma 27

理学療法士・作業療法士のための小児の反射と発達の診かた / 前川 新興医学出版社
喜平, 鶴見隆正, 清水順市編著

00116083 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ma 27

親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック / Sieglinde
Martin原著 ; 山川友康, 上杉雅之監訳

医歯薬出版

00116080 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ma 53

親と専門家のための脳性まひ児の運動スキルガイドブック / Sieglinde
Martin原著 ; 山川友康, 上杉雅之監訳

医歯薬出版

00116079 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ma 53

子どものための精神医学 / 滝川一廣著

医学書院

00116034 指定図書コー
ナー

貸出可

493.937/Ta 72

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

00116061 指定図書コー
ナー

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

00116060 指定図書コー
ナー

貸出可

494.72/G 47

助産学概論 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編集

医学書院

00116023 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/1

助産管理 / 我部山キヨ子, 毛利多恵子編集

医学書院

00116031 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/10

母子の基礎科学 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編集

医学書院

00116024 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/2

母子の健康科学 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編集

医学書院

00116025 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/3

母子の心理・社会学 / 我部山キヨ子, 菅原ますみ編集

医学書院

00116026 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/4

妊娠期 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編

医学書院

00116027 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/6
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分娩期・産褥期 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編

医学書院

00116028 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/7

新生児期・乳幼児期 / 我部山キヨ子, 武谷雄二編

医学書院

00116029 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/8

地域母子保健・国際母子保健 / 我部山キヨ子編集

医学書院

00116030 指定図書コー
ナー

貸出可

495.908/J 76/9

保健医療福祉行政論 / 府川哲夫, 磯部文雄著

ミネルヴァ書房

00116057 指定図書コー
ナー

貸出可

498.1/F 72

衛生行政大要

日本公衆衛生協会

00116054 指定図書コー
ナー

貸出可

498.1/H 38

診療放射線技師プロフェッショナルガイド : 職場選びのポイントと臨床 文光堂
現場で役立つノウハウのすべて / 東村享治編

00116134 指定図書コー
ナー

貸出可

498.14/Sh 69

診療放射線技師プロフェッショナルガイド : 職場選びのポイントと臨床 文光堂
現場で役立つノウハウのすべて / 東村享治編

00116133 指定図書コー
ナー

貸出可

498.14/Sh 69

ライフステージ別栄養管理・実習 / 吉岡慶子, 三成由美, 德井教孝編 建帛社
著

00116044 指定図書コー
ナー

貸出可

498.55/Y 92

テキスト健康科学 / 佐藤祐造, 柴田英治編集

南江堂

00116051 指定図書コー
ナー

貸出可

498/Te 31

大学生のスポーツと健康生活 / 福岡大学スポーツ科学部編

大修館書店

00116146 指定図書コー
ナー

貸出可

780.1/D 16

アスレティックトレーニング / 鹿倉二郎, 鶴池柾叡編 ; 泉秀幸 [ほか執 化学同人
筆]

00116144 指定図書コー
ナー

貸出可

780.19/A 93

スポーツ救命講習会テキスト / 池田浩 [ほか] 著 ; 日本サッカー協会
医学委員会編集

金原出版

00116145 指定図書コー
ナー

貸出可

780.19/I 32

専門的な思考を鍛える看護のためのフレームワーク / 武藤教志著

精神看護出版

00116046 指定図書コー
ナー

貸出可

N01/Mu 93

看護師のためのweb検索・文献検索入門 / 佐藤淑子, 和田佳代子編 医学書院
著

00116022 指定図書コー
ナー

貸出可

N07/Sa 85

看護情報学 / 中山和弘著者代表

医学書院

00116032 指定図書コー
ナー

貸出可

N08/Ke 28

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 00116053 指定図書コー
ナー

貸出可

N37/Se 19
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ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 / 太田操編著

医歯薬出版

00116038 指定図書コー
ナー

貸出可

N55/O 81

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 / 太田操編著

医歯薬出版

00116036 指定図書コー
ナー

貸出可

N55/O 81

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 / 太田操編著

医歯薬出版

00116037 指定図書コー
ナー

貸出可

N55/O 81

看護情報管理論 / 上泉和子, 太田勝正編集

日本看護協会出版会 00116052 指定図書コー
ナー

貸出可

N83/Ka 54/5

産業看護学 / 池田智子編著

講談社

00116043 指定図書コー
ナー

貸出可

N9/I 32

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
著

00116047 指定図書コー
ナー

貸出可

N93/Y 42

よくわかる在宅看護 : 知識が身につく!実践できる! / 角田直枝編集

学研メディカル秀潤社 00116041 指定図書コー
ナー

貸出可

N93/Y 79

在宅看護ビジュアルナーシング / 東京訪問看護ステーション協議会
編集

学研メディカル秀潤社 00116040 指定図書コー
ナー

貸出可

N93/Z 1

第8回 男女の生活と意識に関する調査報告書 [CD-ROM] : 日本人
の性意識・性行動 / 日本家族計画協会企画

日本家族計画協会

書誌事項

20007286 図書館カウンター 禁帯出

367/Dan/8

乳がん患者のインターネットウェブ情報の活用状況の実態 : 乳房温存 茨城県立医療大学
術後に外来放射線療法を受ける乳がん患者に焦点を当てて / 宍倉

00115913 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'16

日本で出産した中国人女性の体験 / 楊芬 [著]

茨城県立医療大学

00115914 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'16

壮年期・向老期における経皮的冠動脈インターベンションを受けた患
者の退院後の身体活動量 / 吽野智哉 [著]

茨城県立医療大学

00115915 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

重症心身障害のある子どもの施設入所移行期における母親の意思決 茨城県立医療大学
定プロセス / 市川睦 [著]

00115916 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

クリティカルケアにおける看護師のケアリング行動の特徴と構造 / 外
塚恵理子 [著]

茨城県立医療大学

00115917 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

自閉症スペクトラム障害を有する思春期の子どもの対人関係における 茨城県立医療大学
困りごとと対処 / 海野潔美 [著]

00115918 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

子どもの誕生にともなう父親から見た夫婦関係の変化 / 金澤悠喜
[著]

00115919 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

2017年11月1日
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看護職のワーク・ライフ・バランス推進の現状 : 均等支援の充実を目指 茨城県立医療大学
して / 渡邊葉月 [著]

00115920 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

中堅保健師の地域診断実施と苦手意識の関連 : 目的の設定による地 茨城県立医療大学
域診断の向上 / 安藤実里 [著]

00115921 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/看護/'17

パーソナル3Dプリンタを用いた核医学画像評価ファントム開発に関す 茨城県立医療大学
る基礎的検討 / 今川裕太 [著]

00115929 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/放射線/'17

123I-IMP脳血流シンチグラフィにおける統計学的脳機能解析のノー
マルデータベースに画像補正法が与える影響 / 小野間恵乃 [著]

茨城県立医療大学

00115930 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/放射線/'17

円柱ファントム内吸収線量分布評価に基づく小児頭部X線CT検査の
水晶体線量適正化 / 野口和希 [著]

茨城県立医療大学

00115931 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/放射線/'17

成人前から身体障害を伴う自立生活者の作業選択と主観的身体状況 茨城県立医療大学
の関係 / カークウッド裕美 [著]

00115922 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

国際生活機能分類を用いた地域理学療法評価尺度の開発と信頼性, 茨城県立医療大学
妥当性の検討 / 合田秀人 [著]

00115923 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

小転子骨折とその骨片の転位を有する大腿骨転子部骨折患者の特
徴と歩行能力の推移 / 篠田宗一郎 [著]

茨城県立医療大学

00115924 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

脳卒中後の手指機能回復への効果的な介入方法に関する研究 / 唯 茨城県立医療大学
根弘 [著]

00115925 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

3軸加速度センサを用いた離床評価法の開発と肺炎高齢者の離床状 茨城県立医療大学
況調査 / 河村健太 [著]

00115926 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

糖尿病神経障害者の歩行時床反力特性に関する研究 / 大関直也
[著]

茨城県立医療大学

00115927 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

小脳出血例の認知機能の予後 / 若旅正弘 [著]

茨城県立医療大学

00115928 大学資料コー
ナー

禁帯出

修士/理学作業/'17

成人期にある脊髄損傷者の自己に対する意味づけ / 堀田涼子 [著]

茨城県立医療大学

00115932 大学資料コー
ナー

禁帯出

博士/保健医療/'16

脳卒中片麻痺患者の錐体路と運動機能予後に関する研究 : 拡散テ
ンソル画像および中枢運動伝導時間による検討 / 岡本善敬 [著]

茨城県立医療大学

00115933 大学資料コー
ナー

禁帯出

博士/保健医療/'17

脳卒中リハビリテーションへの応用に向けた電気-磁気連合性ペア刺
激の基礎的研究 / 山本哲 [著]

茨城県立医療大学

00115934 大学資料コー
ナー

禁帯出

博士/保健医療/'17
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