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死を前にした人にあなたは何ができますか? / 小澤竹俊著

医学書院

00117073 ２階医学１

貸出可

490.14/O 97

からだの病気のこころのケア : チーム医療に活かす心理職の専門性
/ 鈴木伸一編著

北大路書房

00116791 ２階医学１

貸出可

490.14/Su 96

「いのち」はいかに語りうるか? : 生命科学・生命倫理における人文知
の意義 / 日本学術協力財団編集 ; 香川知晶 [ほか執筆]

日本学術協力財団

00117030 ２階医学１

貸出可

490.15/I 55

摂食嚥下障害の倫理 / 箕岡真子, 藤島一郎, 稲葉一人著

ワールドプランニング

00116738 ２階医学１

貸出可

490.15/Mi 46

Rによる医療統計学 / Peter Dalgaard [著] ; 岡田昌史監訳

丸善出版

00116989 ２階医学１

貸出可

490.19/D 32

医学思想史 : 精神科の視点から / 八木剛平, 滝上紘之著

金原出版

00116785 ２階医学１

貸出可

490.2/Y 15

みんなのEBMと臨床研究 : ゼロから始めて一冊でわかる! / 神田善伸 南江堂
著

00117013 ２階医学１

貸出可

490.7/Ka 51

とことんシンプルに作り込むスライドテクニック / 渡部欣忍著

00117010 ２階医学１

貸出可

490.7/W 46/2

モデル動物の作製と維持 / 森脇和郎, 山村研一, 米川博通編集委員 エル・アイ・シー

00116362 ２階医学１

貸出可

490.76/Mo 13

標準解剖学 / 坂井建雄執筆

医学書院

00116337 ２階医学１

貸出可

491.1/H 99

イラスト解剖学 / 松村讓兒著

中外医学社

00116994 ２階医学１

貸出可

491.1/Ma 82

なるほどなっとく!解剖生理学 / 多久和典子, 多久和陽著

南山堂

00117017 ２階医学１

貸出可

491.1/Ta 74

Studyguide for Netter's essential histology by Ovalle, William K. / by CTI/Cram101
Cram101 textbook reviews

00117006 ２階医学１

貸出可

491.11/C 91

トリセツ・カラダ : カラダ地図を描こう / 海堂尊著 ; ヨシタケシンスケ絵

宝島社

00116987 ２階医学１

貸出可

491.3/Ka 21

内分泌・代謝 / 医療情報科学研究所編集

メディックメディア

00117027 ２階医学１

貸出可

491.349/N 28

書誌事項

2018年6月1日

南江堂
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医歯薬出版

00117078 ２階医学１

貸出可

491.36/N 37

Neuroscience : fundamentals for rehabilitation / Laurie Lundy-Ekman Elsevier

00116999 ２階医学１

貸出可

491.37/L 97

ブレインサイエンス・レビュー 2016 / 廣川信隆編集

クバプロ

00117131 ２階医学１

貸出可

491.371/B 71/'16

Neural stem cell assays / edited by Navjot Kaur, Mohan C. Vemuri

WileyBlackwell/John Wiley

00117000 ２階医学１

貸出可

491.371/N 67

The science of stem cells / Jonathan M.W. Slack

Wiley Blackwell/John
Wiley & Sons

00117001 ２階医学１

貸出可

491.371/Sl

よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ : なぜ痛むのか?どう治すのか?を 秀和システム
図解で学ぶ! : 痛覚の不思議 / 伊藤和憲著

00116394 ２階医学１

貸出可

491.378/I 89

痛みと鎮痛の基礎知識 / 小山なつ著

技術評論社

00116372 ２階医学１

貸出可

491.378/Ko 97

イメージング / 高分子学会編集

共立出版

00116804 ２階医学１

貸出可

491.4/I 46

免疫学コア講義 / 熊ノ郷淳 [ほか] 編集

南山堂

00117019 ２階医学１

貸出可

491.8/Me 46

超音波検査士認定試験対策 基礎編 / 東京超音波研究会如月会編
著

ベクトル・コア

00117205 ２階医学１

貸出可

492.1/C 53

00116929 ２階医学１

貸出可

492.1/I 64

Methodology and controls / by Frederic A. Gibbs and Erna L. Gibbs

Addison-Wesley Press 00117053 ２階医学１

貸出可

492.16/G 42/1

Epilepsy / by Frederic A. Gibbs and Erna L. Gibbs

Addison-Wesley Press 00117054 ２階医学１

貸出可

492.16/G 42/2

Neurological and psychiatric disorders / by Frederic A. Gibbs and
Erna L. Gibbs

Addison-Wesley Press 00117055 ２階医学１

貸出可

492.16/G 42/3

Normal and abnormal infants from birth to 11 months of age / by
Frederic A. Gibbs and Erna L. Gibbs

Addison-Wesley Press 00117056 ２階医学１

貸出可

492.16/G 42/4

AHA心肺蘇生と救急心血管治療のためのガイドラインアップデート
2015 / American Heart Association[著]

Dai Nippon Printing

貸出可

492.29/A 21/'15

書誌事項
基礎運動学 / 中村隆一, 齋藤宏, 長崎浩著

バイタルサインからの臨床診断 : 豊富な症例演習で、病態を見抜く力 羊土社
がつく! / 入江聰五郎著

2018年6月1日

00117142 ２階医学１
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BLSプロバイダーマニュアル : AHAガイドライン2015準拠 / American
Heart Association [著]

Dai Nippon Printing

00117140 ２階医学１

貸出可

492.29/A 44

BLSインストラクターマニュアル : AHAガイドライン2015準拠 /
American Heart Association [著]

Dai Nippon Printing

00117141 ２階医学１

貸出可

492.29/A 44

ACLSプロバイダーマニュアル : AHAガイドライン2015準拠 /
American Heart Association [著]

Dai Nippon Printing

00117143 ２階医学１

貸出可

492.29/A 44

放射線医科学 : 生体と放射線・電磁波・超音波 / 近藤隆 [ほか] 編集 医療科学社

00116767 ２階医学１

貸出可

492.4/H 91

医療安全管理学 / 佐藤幸光, 東村享治共編

オーム社

00116775 ２階医学１

貸出可

492.4/I 67

医療領域の放射線管理マニュアル : Q&A・医療関係法令 / 医療放
射線防護連絡協議会編集

医療放射線防護連絡 00116760 ２階医学１
協議会

貸出可

492.4/I 67

診療画像機器学 / 岡部哲夫, 小倉敏裕, 石田隆行編

医歯薬出版

00116757 ２階医学１

貸出可

492.4/I 97

放射線防護マニュアル : 安全・安心な放射線診断・治療を求めて /
草間朋子, 小野孝二著

日本医事新報社

00117188 ２階医学１

貸出可

492.4/Ku 83

核医学融合画像 : 基礎と臨床 / 西村恒彦編著

金原出版

00117118 ２階医学１

貸出可

492.4/N 84

「特集」人工知能は医療に何をもたらすのか「シリーズ特集」遠隔画像 インナービジョン
診断の「いま」を読む

00116774 ２階医学１

貸出可

492.4/To 43

診療画像機器 / 青柳泰司, 安部真治監著 ; 小倉泉, 根岸徹, 沼野智 コロナ社
一共著

00116818 ２階医学１

貸出可

492.42/H 91/1

CT撮影技術学 / 山口功 [ほか] 共編

00117101 ２階医学１

貸出可

492.43/C 94

放射線科医のものの見方・考え方 : 画像を論理的・病態生理学的に 医療科学社
理解したい学生/技師/研修医/医師のために / 今西好正, 小谷博子

00117089 ２階医学１

貸出可

492.43/I 45

CR超基礎講座 / 関西地区CR研究会編著 ; 中前光弘 [ほか] 編

医療科学社

00116759 ２階医学１

貸出可

492.43/Ka 59

放射線関係法規概説 : 医療分野も含めて / 川井恵一著

通商産業研究社

00116855 ２階医学１

貸出可

492.43/Ka 93

MRI / 福士政広, 森浩一, 西尾誠示編 ; 門間正彦 [ほか] 著

医療科学社

00116766 ２階医学１

貸出可

492.43/Mr

書誌事項

2018年6月1日

オーム社
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Routine clinical MRI 2017 book / 扇和之企画

産業開発機構

00116827 ２階医学１

貸出可

492.43/R 76

主訴から攻める!救急画像 : 内因性疾患から外傷まで、すばやく正し
く、撮る・読む・動く! / 舩越拓編

羊土社

00116928 ２階医学１

貸出可

492.43/Sh 99

SPECT基礎読本 = Fundamental textbook of SPECT / 渡邉直行著

医療科学社

00117092 ２階医学１

貸出可

492.43/W 46

[18]F-FDG PET基礎読本 / 渡邉直行著

医療科学社

00117093 ２階医学１

貸出可

492.43/W 46

マンモPETでここまでわかる : 乳房専用PETによる新しい乳がん画像
診断 / 佐藤葉子, 荒木力著

インナービジョン

00117095 ２階医学１

貸出可

492.435/Sa 85

CD-ROMでレッスン脳画像の読み方 / 石原健司著

医歯薬出版

00117079 ２階医学１

貸出可

492.437/I 74

頭頸部画像診断に必要不可欠な臨床・画像解剖 / 尾尻博也編著

学研メディカル秀潤社 00117109 ２階医学１

貸出可

492.437/O 35

Physical agents in rehabilitation : an evidence-based approach to
practice / Michelle H. Cameron

Elsevier

00117005 ２階医学１

貸出可

492.5/C 14

データに基づく臨床動作分析 / 藤澤宏幸編著

文光堂

00116890 ２階医学１

貸出可

492.5/F 66

国際リハビリテーション学 : 国境を越えるPT・OT・ST / 河野眞編集

羊土社

00116926 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 51

今日の理学療法指針 / 内山靖総編集 ; 網本和 [ほか] 編

医学書院

00116335 ２階医学１

貸出可

492.5/Ko 75

頚部、頭部、体幹「脊柱・肋骨」 / Til Luchau著

医道の日本社

00116358 ２階医学１

貸出可

492.5/L 96

神経免疫疾患治療とリハビリテーションupdate / 阿部和夫編

全日本病院出版会

00117165 ２階医学１

貸出可

492.5/Mo 38/213

新編内部障害のリハビリテーション / 上月正博編著

医歯薬出版

00116762 ２階医学１

貸出可

492.5/N 28

認知とは何か / 中村三夫, 宮本省三著

協同医書出版社

00116800 ２階医学１

貸出可

492.5/N 37

認知神経リハビリテーション入門 / カルロ・ペルフェッティ著 ; 小池美
納訳

協同医書出版社

00116799 ２階医学１

貸出可

492.5/P 41

書誌事項

2018年6月1日
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理学療法概論 / 浅香満責任編集

中山書店

00116997 ２階医学１

貸出可

492.5/R 39

写真でわかる拘縮ケア : 介護に役立つ! / 田中義行監修

ナツメ社

00116418 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 13

リハビリテーション英語テキスト / 飯島博之, 濱口豊太, 隈元庸夫編集 南江堂
; 飯島博之 [ほか] 執筆

00116420 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

内部障害理学療法学テキスト / 山﨑裕司, 川俣幹雄, 丸岡弘編

南江堂

00117011 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

理学療法概論テキスト / 中島喜代彦, 森田正治, 久保田章仁編

南江堂

00117012 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

運動器系解剖学テキスト / 五味敏昭, 浅井友詞, 佐藤二美編集

南江堂

00117015 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

人間発達学テキスト / 植松光俊, 中川法一, 大工谷新一編集

南江堂

00117016 ２階医学１

貸出可

492.5/Sh 69

四本足のあしながおじさん : 難病患者に対する支持的作業療法の経 協同医書出版社
験 / 風間忠道著

00116802 ２階医学１

貸出可

492.6/Ka 99

"私らしさ"を支えるための高齢期作業療法10の戦略 / 村田和香著

医学書院

00117077 ２階医学１

貸出可

492.6/Mu 59

作業療法のクリニカル・クラークシップ「CCS」ガイド : 今こそ変えよう臨 三輪書店
床実習! / 小林幸治, 岩﨑テル子編集

00117214 ２階医学１

貸出可

492.6/Sa 16

人間作業モデルで読み解く作業療法 / 鈴木憲雄著

シービーアール

00117138 ２階医学１

貸出可

492.6/Su 96

作業療法研究法 / 竹田徳則, 大浦智子編著 ; 木村大介著

医歯薬出版

00117083 ２階医学１

貸出可

492.6/Ta 59

「作業」って何だろう : 作業科学入門 / 吉川ひろみ著

医歯薬出版

00117080 ２階医学１

貸出可

492.6/Y 89

音楽療法 / 高橋多喜子著

金芳堂

00116808 ２階医学１

貸出可

492.67/Ta 33

医療機器安全実践必携ガイド 医療情報編 / 日本医療機器学会監修 エム・イー振興協会

00117097 ２階医学１

貸出可

492.8/I 67

イラスト医工学 : バイオメカニクスから医療機器・科学捜査まで / 伊藤 アドスリー
安海, 鍵山善之著

00117065 ２階医学１

貸出可

492.8/I 89

書誌事項

2018年6月1日
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逆引きDICOM Book / JIRA DICOM委員会編著

医療科学社

00116765 ２階医学１

貸出可

492.8/J 53

再生医療とリハビリテーション / 再生医療とリハビリテーション研究会
編

三輪書店

00117243 ２階医学１

貸出可

492.8/Sa 22

医用画像3Dモデリング・3Dプリンター活用実践ガイド / 杉本真樹著

技術評論社

00116793 ２階医学１

貸出可

492.8/Su 38

医用工学 : 医療技術者のための電気・電子工学 / 若松秀俊, 本間達 共立出版
著

00116806 ２階医学１

貸出可

492.8/W 21

血液 / 医療情報科学研究所編

00117228 ２階医学１

貸出可

492/B 99/5

00116930 ２階医学１

貸出可

492/Ke 51

集中治療における早期リハビリテーション : 根拠に基づくエキスパート 日本集中治療医学会 00116764 ２階医学１
コンセンサス : ダイジェスト版 / 日本集中治療医学会編

貸出可

492/Sh 99

糖尿病療養指導ガイドブック 2017 : 糖尿病療養指導士の学習目標と 日本糖尿病療養指導 00116732 ２階医学２
課題 / 日本糖尿病療養指導士認定機構編・著
士認定機構

貸出可

493.12/N 71/'17

リハビリテーション栄養update : 医原性サルコペニアの廃絶をめざして 医歯薬出版
/ 吉村芳弘, 若林秀隆編

00117087 ２階医学２

貸出可

493.18/R 39

サルコペニアがいろん / 荒井秀典監修

00116932 ２階医学２

貸出可

493.18/Sa 69

福島原発事故対応から見えてきたキーワード / 放射線事故医療研究 医療科学社
会編

00117090 ２階医学２

貸出可

493.19/H 91/2

眼でみる実践心臓リハビリテーション / 安達仁編著

中外医学社

00116407 ２階医学２

貸出可

493.23/A 16

看護師・研修医・臨床工学技士のための実践!カテーテルアブレーショ メディカ出版
ン治療とケア : 「むずかしい」が「おもしろい」に変わる! : 「カテ室再現

00116729 ２階医学２

貸出可

493.23/Ka 21

呼吸 / 玉木彰責任編集

中山書店

00116996 ２階医学２

貸出可

493.3/Ko 54

誤嚥性肺炎の予防とケア : 7つの多面的アプローチをはじめよう / 前
田圭介著

医学書院

00117076 ２階医学２

貸出可

493.38/Ma 26

甲状腺癌放射性ヨウ素内用療法アトラス / 絹谷清剛編

医薬ジャーナル社

00117088 ２階医学２

貸出可

493.49/Ko 39

書誌事項

メディックメディア

研修医になったら必ずこの手技を身につけてください。 : 消毒、注射、 羊土社
穿刺、気道管理、鎮静、エコーなどの方法を解剖とあわせて教えます

2018年6月1日

ライフサイエンス出版
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筋骨格系の触診マニュアル : トリガーポイント、関連痛パターンおよび エルゼビア・ジャパン
ストレッチを用いた治療 / ジョセフ・E・マスコリーノ著

00116363 ２階医学２

貸出可

493.6/Mu 82

ネガティブ・ケイパビリティ : 答えの出ない事態に耐える力 / 帚木蓬生 朝日新聞出版
著

00116751 ２階医学２

貸出可

493.7/H 14

臨床哲学の知 : 臨床としての精神病理学のために : 言視舎版 / 木
村敏著 ; 今野哲男聞き手

00116811 ２階医学２

貸出可

493.7/Ki 39

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

00116750 ２階医学２

貸出可

493.7/Mi 16

精神疾患・メンタルヘルスガイドブック : DSM-5から生活指針まで /
American Psychiatric Association [編] ; 滝沢龍訳

医学書院

00116339 ２階医学２

貸出可

493.7/U 75

精神障害のある救急患者対応マニュアル / 上條吉人著

医学書院

00117072 ２階医学２

貸出可

493.72/Se 19

精神疾患の光トポグラフィー検査ガイドブック : NIRS波形の臨床判読
/ 西村幸香編集

中山書店

00116990 ２階医学２

貸出可

493.72/Se 19

よくわかる嚥下障害 / 藤島一郎編著

永井書店

00117181 ２階医学２

貸出可

493.73/F 66

脳解剖から学べる高次脳機能障害リハビリテーション入門 : ライフス
テージに沿った支援のために / 橋本圭司, 上久保毅編著

診断と治療社

00116842 ２階医学２

貸出可

493.73/H 38

片麻痺の人のためのリハビリガイド : 感じることで動きが生まれる / 中
里瑠美子著

協同医書出版社

00116801 ２階医学２

貸出可

493.73/N 46

脳からわかる摂食・嚥下障害 : 深く深く知る / 馬場元毅, 鎌倉やよい
執筆

学研メディカル秀潤社 00117110 ２階医学２

貸出可

493.73/N 91

摂食嚥下ビジュアルリハビリテーション / 稲川利光編集

学研メディカル秀潤社 00116783 ２階医学２

貸出可

493.73/Se 88

認知症ケアの基礎 / 日本認知症ケア学会編

日本認知症ケア学会

00116742 ２階医学２

貸出可

493.75/C 43

認知症ケアの実際 1 : 総論 / 日本認知症ケア学会編

日本認知症ケア学会

00116743 ２階医学２

貸出可

493.75/C 43/1

認知症ケアの実際 2 : 各論 / 日本認知症ケア学会編

日本認知症ケア学会

00116744 ２階医学２

貸出可

493.75/C 43/2

00117120 ２階医学２

貸出可

493.75/Ma 26

書誌事項

出版者名

言視舎

認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・介護連携の秘訣 : 初 協同医書出版社
期集中支援チームの実践20事例に学ぶ / 山口晴保, 山口智晴編 ;
2018年6月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

認知症ケア事例集 / 日本認知症ケア学会編

日本認知症ケア学会

00116741 ２階医学２

貸出可

493.75/N 76

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

00117075 ２階医学２

貸出可

493.75/N 76

認知症疾患診療ガイドライン 2017 / 「認知症疾患診療ガイドライン」
作成委員会編集

医学書院

00117069 ２階医学２

貸出可

493.75/N 76/'17

認知症診療実践ハンドブック / 山田正仁編著

中外医学社

00116937 ２階医学２

貸出可

493.75/Y 19

統合失調症あるいは精神分裂病 : 精神医学の虚実 / 計見一雄 [著]

講談社

00116815 ２階医学２

貸出可

493.76/Ke 45

わかる!身につく!病原体・感染・免疫 / 藤本秀士編著 ; 目野郁子, 小
島夫美子著

南山堂

00117018 ２階医学２

貸出可

493.8/F 62

感染症プラチナマニュアル2017 / 岡秀昭著

メディカル・サイエン
00116734 ２階医学２
ス・インターナショナル

貸出可

493.8/O 36/'17

すぐわかる小児の画像診断 / 荒木力, 原裕子, 野坂俊介編著

学研メディカル秀潤社 00116781 ２階医学２

貸出可

493.92/A 64

食物アレルギー診療ガイドライン 2016 / 日本小児アレルギー学会食
物アレルギー委員会作成

協和企画(発売)

00117122 ２階医学２

貸出可

493.931/Sh 96/'16

小児肥満症診療ガイドライン 2017 / 日本肥満学会編

ライフサイエンス出版

00116737 ２階医学２

貸出可

493.931/Sh 96/'17

乳幼児精神保健の基礎と実践 : アセスメントと支援のためのガイドブッ 岩崎学術出版社
ク / 青木豊, 松本英夫編著

00117094 ２階医学２

貸出可

493.937/A 53

発達障害のリハビリテーション : 多職種アプローチの実際 / 宮尾益
知, 橋本圭司編

医学書院

00116754 ２階医学２

貸出可

493.937/H 43

こどものがんと治療 : 患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママ
にイラストでやさしく解説 / 細野亜古編著

メディカ出版

00116725 ２階医学２

貸出可

493.94/H 95

最新NICUマニュアル / 徳田幸子編著 ; 京都府立医科大学大学院医 診断と治療社
学研究科小児科学編

00116841 ２階医学２

貸出可

493.95/H 36

新生児の代表的疾患と病態生理マスターブック : 病因から臨床症状、 メディカ出版
治療、予後までを網羅! / 大木茂編

00116723 ２階医学２

貸出可

493.95/Sh 69

エビデンスにもとづく早産児母乳育児マニュアル : NICUでのhuman
milk安全安心取り扱い指針 : 早期授乳から母乳バンクまで / 水野克

00116717 ２階医学２

貸出可

493.96/Mi 96

書誌事項

2018年6月1日

メディカ出版
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

母乳育児支援 / 宮下美代子編著

医歯薬出版

00117084 ２階医学２

貸出可

493.98/Mi 83

母乳育児支援講座 / 水野克己, 水野紀子著

南山堂

00117187 ２階医学２

貸出可

493.98/Mi 96

内科學 1 / 矢﨑義雄総編集

朝倉書店

00116329 ２階医学２

貸出可

493/N 28/1

内科學 2 / 矢﨑義雄総編集

朝倉書店

00116330 ２階医学２

貸出可

493/N 28/2

内科學 3 / 矢﨑義雄総編集

朝倉書店

00116331 ２階医学２

貸出可

493/N 28/3

内科學 4 / 矢﨑義雄総編集

朝倉書店

00116332 ２階医学２

貸出可

493/N 28/4

内科學 5 / 矢﨑義雄総編集

朝倉書店

00116333 ２階医学２

貸出可

493/N 28/5

看護論 : 定義およびその実践、研究、教育との関連 : 25年後の追記
を添えて / ヴァージニア・ヘンダーソン著 ; 湯槇ます, 小玉香津子訳

日本看護協会出版会 00117192 ２階医学２

貸出可

N01/H 52

書誌事項

看護師のためのアドラー心理学 : 人間関係を変える、心に勇気のひと 日本医療企画
しずく / 岩井俊憲, 長谷静香共著

00117189 ２階医学２

貸出可

N014/I 93

危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入 : 事例集 : フィン 金芳堂
ク/コーン/アグィレラ/ムース/家族の危機モデルより / 小島操子, 佐

00117125 ２階医学２

貸出可

N014/Ki 22

対象を理解して学ぶ領域別コミュニケーション / Nursing canvas編集
室編集

学研メディカル秀潤社 00117112 ２階医学２

貸出可

N014/Ta 24

看護婦の歴史 : 寄り添う専門職の誕生 / 山下麻衣著

吉川弘文館

00116736 ２階医学２

貸出可

N021/Y 44

看護におけるクリティカルシンキング教育 : 良質の看護実践を生み出 医学書院
す力 / 楠見孝, 津波古澄子著

00117074 ２階医学２

貸出可

N073/Ku 92

看護学臨地実習ハンドブック : 基本的考え方とすすめ方 / 宮地緑編 金芳堂
著

00117126 ２階医学２

貸出可

N073/O 73

臨床放射線医学 / 福田国彦著者代表

医学書院

00117066 ２階医学２

貸出可

N08/Ke 28

精神障害をもつ人の看護 / 岩﨑弥生, 渡邉博幸編集

メヂカルフレンド社

00116713 ２階医学２

貸出可

N08/Sh 69

2018年6月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

在宅看護論 / 河野あゆみ編集

メヂカルフレンド社

00116714 ２階医学２

貸出可

N08/Sh 69

検査値早わかりガイド / 江口正信, 水口國雄編著

サイオ出版

00117135 ２階医学２

貸出可

N11/E 33

根拠から学ぶ基礎看護技術 / 江口正信編著

サイオ出版

00117133 ２階医学２

貸出可

N11/Ko 75

関連図の書き方をマスターしよう / 蔵谷範子編著

サイオ出版

00117134 ２階医学２

貸出可

N13/Ka 58

老年看護技術 / 泉キヨ子, 小山幸代編著

メヂカルフレンド社

00117241 ２階医学２

貸出可

N318/Ko 75

情緒発達と精神看護の基本 / 出口禎子, 松本佳子, 鷹野朋実編

メディカ出版

00116715 ２階医学２

貸出可

N37/J 57

精神障害と看護の実践 / 出口禎子, 松本佳子, 鷹野朋実編

メディカ出版

00116716 ２階医学２

貸出可

N37/Se 17

小児の疾患と看護 / 中村友彦編

メディカ出版

00116718 ２階医学２

貸出可

N39/Sh 96

カラー写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 / 櫛引美代子著

医歯薬出版

00117085 ２階医学２

貸出可

N395/Ku 86

生理を知れば看護が見える新生児ケアまるわかりbook : 「だからこうす メディカ出版
る」をビジュアルで解説! / 平野慎也, 藤原美由紀編

00116722 ２階医学２

貸出可

N395/Se 19

学研メディカル秀潤社 00117111 ２階医学２

貸出可

N42/I 84

書誌事項

よくわかる周手術期看護 / 石塚睦子編著

下部尿路機能障害の治療とケア : 病態の理解と実践に役立つ : チー メディカ出版
ムでかかわる排尿ケア"排尿自立指導料"にも対応! : 排尿ケアチーム

00116726 ２階医学２

貸出可

N49/Ta 87

在宅復帰率アップ大作戦!リハビリ病棟の排泄自立の支援

メディカ出版

00116724 ２階医学２

貸出可

N49/Z 1

母性看護 / 堀内成子編

照林社

00117152 ２階医学２

貸出可

N55/B 66

周産期ビジュアルナーシング / 畑田みゆき編集

学研メディカル秀潤社 00117106 ２階医学２

貸出可

N55/Sh 99

貸出可

494.24/I 88

痛み治療のための超音波ガイド下神経ブロック実践テキスト / 齊藤洋 南江堂
司, 奥田泰久編集
2018年6月1日

00116427 ２階医学３
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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

がん・放射線療法2017 / 大西洋, 唐澤久美子, 唐澤克之編著

学研メディカル秀潤社 00116782 ２階医学３

貸出可

494.5/G 19/'17

がんリハビリテーション心理学 / 保坂隆編著

医歯薬出版

00116763 ２階医学３

貸出可

494.5/H 91

軟部腫瘍診療ガイドライン 2012 / 日本整形外科学会診療ガイドライ 南江堂
ン委員会軟部腫瘍診療ガイドライン策定委員会編集 ; 日本整形外科

00116433 ２階医学３

貸出可

494.5/N 48/'12

整形外科・病理悪性骨腫瘍取扱い規約 / 日本整形外科学会, 日本
病理学会編

金原出版

00116369 ２階医学３

貸出可

494.5/Se 17

頚椎後縦靭帯骨化症診療ガイドライン 2011 / 日本整形外科学会診
療ガイドライン委員会, 頚椎後縦靭帯骨化症診療ガイドライン策定委

南江堂

00116432 ２階医学３

貸出可

494.66/Ke 28/'11

頚椎症性脊髄症診療ガイドライン 2015 / 日本整形外科学会診療ガ
イドライン委員会, 頚椎症性脊髄症診療ガイドライン策定委員会編集

南江堂

00116430 ２階医学３

貸出可

494.66/Ke 28/'15

頸髄損傷のリハビリテーション / 二瓶隆一, 陶山哲夫, 飛松好子編著 協同医書出版社

00116798 ２階医学３

貸出可

494.66/Ke 29

脊椎の機能障害 : 徒手検査とモビライゼーション / カルラ・シルト=ル
ドルフ, ガブリエレ・ハルケ, ヨヘン・ザクセ著 ; 長谷川早苗訳

ガイアブックス

00117102 ２階医学３

貸出可

494.66/Sc 3

整形外科学テキスト / 髙橋邦泰, 芳賀信彦編

南江堂

00117014 ２階医学３

貸出可

494.7/Se 17

義肢装具と作業療法 : 評価から実践まで / 大庭潤平, 西村誠次, 柴
田八衣子編著

医歯薬出版

00117081 ２階医学３

貸出可

494.72/O 11

骨折の治療指針とリハビリテーション : 具体的プロトコールから基本を 南江堂
マスター! / 酒井昭典, 佐伯覚編集

00116425 ２階医学３

貸出可

494.74/Ko 88

腰椎の機能障害と運動療法ガイドブック / 赤羽根良和著

運動と医学の出版社

00116360 ２階医学３

貸出可

494.77/A 28

変形性股関節症テキスト : 疾患理解と治療法 / 安藤謙一著

南江堂

00117240 ２階医学３

貸出可

494.77/A 47

シュロス法による側弯症治療 : エクササイズと呼吸テクニックで脊柱の ガイアブックス
弯曲と捻れを矯正する / クリスタ・レーネルト・シュロス, ペートラ・グレ

00116365 ２階医学３

貸出可

494.77/L 52

3Dプリンター×テーラーメイド医療実践股関節手術 / 中田活也, 尾
田雅文編著

金芳堂

00116807 ２階医学３

貸出可

494.77/N 43

エビデンスに基づく骨盤底の理学療法 : 科学と臨床をつなぐ / Kari
Bø [ほか] 原著

医歯薬出版

00117082 ２階医学３

貸出可

494.9/E 89

2018年6月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

いまさら訊けない!CKD患者栄養・運動療法の考えかた, やりかた
Q&A / 加藤明彦編著

中外医学社

00116408 ２階医学３

貸出可

494.93/Ka 86

治療編 2015年版 / 日本乳癌学会編

金原出版

00116787 ２階医学３

貸出可

495.46/Ka 16/'15-1

疫学・診断編 2015年版 / 日本乳癌学会編

金原出版

00116788 ２階医学３

貸出可

495.46/Ka 16/'15-2

患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2016年版 / 日本乳癌学会 金原出版
編

00116792 ２階医学３

貸出可

495.46/Ka 55/'16

これからの乳癌診療 2017-2018 / 福田護 [ほか] 編集

金原出版

00117116 ２階医学３

貸出可

495.46/Ko 79/'17'18

乳腺腫瘍学 / 日本乳癌学会編

金原出版

00116789 ２階医学３

貸出可

495.46/N 99

乳癌検診のための用語解説集 / 日本乳癌検診学会編

インターメルク

00116773 ２階医学３

貸出可

495.46/N 99

臨床・病理乳癌取扱い規約 / 日本乳癌学会編

金原出版

00116786 ２階医学３

貸出可

495.46/R 45

妊活に疲れたら、開く本 : 妊活ストレスに悩むあなたに / 平山史朗著 主婦の友インフォス

00116956 ２階医学３

貸出可

495.48/H 69

お母さんと赤ちゃんの生理とフィジカルアセスメント : 図解でよくわかる メディカ出版
/ 中田雅彦, 与田仁志編著

00116720 ２階医学３

貸出可

495.5/N 43

乳房ケア・母乳育児支援のすべて / ペリネイタルケア編集委員会編
著

メディカ出版

00116721 ２階医学３

貸出可

495.5/P 42

コウノドリ : 命がうまれる現場から / 鈴ノ木ユウ原作・イラスト ; 日本産
科婦人科学会監修

講談社

00116984 ２階医学３

貸出可

495.5/Su 98

安心すこやか妊娠・出産ガイド : 妊娠・出産のすべてがこの1冊でわか メディカ出版
る : この検査は何のため?検査値が異常と言われてしまった…そんな

00116730 ２階医学３

貸出可

495.6/A 49

図説CTGテキストアドバンス : 助産実践能力習熟段階「クリニカルラ
ダー」レベルIII認証必須研修アドバンス助産師更新に必要なCTG対

メジカルビュー社

00116712 ２階医学３

貸出可

495.6/N 34

出生前診断、受けますか? : 納得のいく「決断」のためにできること /
NHKスペシャル取材班, 野村優夫著

講談社

00116955 ２階医学３

貸出可

495.6/N 69

硬膜外無痛分娩 : 安全に行うために / 照井克生著

南山堂

00117108 ２階医学３

貸出可

495.7/Te 76

書誌事項

2018年6月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

産後リハにおける腹部・骨盤へのアプローチ : 腟・会陰部のケア, 尿
失禁, 骨盤臓器脱, 会陰・骨盤痛の予防のためのエクササイズ /

丸善出版

00116982 ２階医学３

貸出可

495.8/W 36

OCTアンギオグラフィコアアトラス : ケースで学ぶ読影のポイント / 吉
村長久編集 ; 加登本伸編集協力

医学書院

00116755 ２階医学３

貸出可

496.2/O 16

Rotational vestibular assessment / Christopher K. Zalewski

Plural Publishing

00117002 ２階医学３

貸出可

496.6/Z 1

今さら聞けない歯科用CBCTとCTの読像法 : 三次元でみる顎顔面領 クインテッセンス出版
域の正常画像解剖と疾患 / 森本泰宏, 金田隆監著

00116810 ２階医学３

貸出可

497.2/Mo 55

治療を支えるがん患者の口腔ケア / 日本口腔ケア学会学術委員会
編集 ; 夏目長門, 池上由美子編集代表

医学書院

00117067 ２階医学３

貸出可

497.9/C 47

基礎から学ぶ楽しい保健統計 / 中村好一著

医学書院

00117068 ２階医学３

貸出可

498.019/N 37

映画のなかの医事法学・plus : 医療・福祉・生命倫理+人生・青春・恋
愛・アニメ / 前田和彦著

医療科学社

00116758 ２階医学３

貸出可

498.12/Ma 26

精神保健福祉法講義 / 大谷實著

成文堂

00117162 ２階医学３

貸出可

498.12/O 84

超実践マニュアル医療情報 / 奥田保男, 谷川琢海, 横岡由姫編集

医療科学社

00116769 ２階医学３

貸出可

498.16/C 52

医療安全と業務改善を成功させる病院の文書管理実践マニュアル : メディカ出版
ISO9001、病院機能評価、JCIに対応! / 田中宏明, 金子雅明, 佐野雅

00116731 ２階医学３

貸出可

498.16/Ta 84

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

00117086 ２階医学３

貸出可

498.16/Z 3

テーマ : 生活の質を高める健康習慣とは

千葉県立保健医療大 00117029 ２階医学３
学

貸出可

498.3/Te 33

Human nutrition / edited by Catherine Geissler, Hilary Powers

Oxford University
Press

00117004 ２階医学３

貸出可

498.55/H 98

ますます!ねころんで読めるCDCガイドライン / 矢野邦夫著

メディカ出版

00116727 ２階医学３

貸出可

498.6/Y 58/4

健康格差社会への処方箋 / 近藤克則著

医学書院

00117071 ２階医学３

貸出可

498/Ko 73

これなら分かる応用数学教室 : 最小二乗法からウェーブレットまで /
金谷健一著

共立出版

00116803 ２階自然

貸出可

410/Ka 46

書誌事項

2018年6月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

重回帰分析からメタ分析まで / L.G.グリム, P.R.ヤーノルド編著

北大路書房

00116373 ２階自然

貸出可

417/G 86/1

SEMから生存分析まで / L.G.グリム, P.R.ヤーノルド編

北大路書房

00116374 ２階自然

貸出可

417/G 86/2

やさしいMCMC入門 : 有限マルコフ連鎖とアルゴリズム / Olle
Häggström著 ; 野間口謙太郎訳

共立出版

00116375 ２階自然

貸出可

417/H 12

SPSSでやさしく学ぶ統計解析 / 石村貞夫, 石村友二郎著

東京図書

00117009 ２階自然

貸出可

417/I 78

生存時間解析・ロジスティック回帰分析・時系列分析編 / 菅民郎著

オーム社

00117100 ２階自然

貸出可

417/Ka 43

マンガでやさしくわかる統計学 / 小島寛之著 ; 葛城かえでシナリオ制 日本能率協会マネジ
作 ; 薙澤なお作画
メントセンター

00117195 ２階自然

貸出可

417/Ko 39

物理学者の墓を訪ねる : ひらめきの秘密を求めて / 山口栄一著

日経BP社

00117058 ２階自然

貸出可

420.2/Y 24

放射線・放射能がよくわかる本 / 多田順一郎著

オーム社

00117098 ２階自然

貸出可

429.4/Ta 16

「疑問が解ける」放射線・放射能の本 / 多田順一郎著

オーム社

00117099 ２階自然

貸出可

429.4/Ta 16

電子スピン共鳴分光法 / 大庭裕範, 山内清語著 ; 日本化学会編

共立出版

00116805 ２階自然

貸出可

433.69/O 11

キホンのキ / 池田郁男著

羊土社

00116931 ２階自然

貸出可

461.9/I 32/1

生命科学で使えるはじめての数理モデルとシミュレーション / 鈴木貴, 羊土社
久保田浩行編

00116927 ２階自然

貸出可

461.9/Se 18

ゲノム編集入門 : ZFN・TALEN・CRISPR-Cas9 / 山本卓編

00116395 ２階自然

貸出可

467.2/G 34

デザイナー・ベビー : ゲノム編集によって迫られる選択 / ポール・ノフ 丸善出版
ラー著 ; 中山潤一訳

00116983 ２階自然

貸出可

467.2/Kn 4

できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げるための実践ポイント /
ポール・J・シルヴィア著 ; 高橋さきの訳

講談社

00117008 ２階人文０～２

貸出可

002.7/Si 4

人工知能入門 / 小高知宏著

共立出版

00117121 ２階人文０～２

貸出可

007.1/O 17

書誌事項

2018年6月1日

裳華房
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

機械学習入門 : ボルツマン機械学習から深層学習まで / 大関真之
著

オーム社

00116776 ２階人文０～２

貸出可

007.1/O 98

ゼロから作るdeep learning : Pythonで学ぶディープラーニングの理論
と実装 / 斎藤康毅著

オライリー・ジャパン

00116777 ２階人文０～２

貸出可

007.1/Sa 25

MATLAB画像処理入門 / 高井信勝著

工学社

00116812 ２階人文０～２

貸出可

007.6/Ta 34

中動態の世界 : 意志と責任の考古学 / 國分功一郎著

医学書院

00116756 ２階人文０～２

貸出可

104/Ko 45

プログラム学習で学ぶ行動分析学ワークブック / 吉野智富美, 吉野俊 学苑社
彦著

00117105 ２階人文０～２

貸出可

140.18/Y 92

質的研究法 / G・W・オルポート著 ; 福岡安則訳

弘文堂

00116816 ２階人文０～２

貸出可

140.7/ A 41

なるほど!心理学研究法 / 三浦麻子監修・著

北大路書房

00116796 ２階人文０～２

貸出可

140.7/Mi 67

心理学のためのサンプルサイズ設計入門 / 村井潤一郎, 橋本貴充編 講談社
著

00116813 ２階人文０～２

貸出可

140.7/Mu 41

これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計法 / 西村純一, 井上
俊哉著

ナカニシヤ出版

00116859 ２階人文０～２

貸出可

140.7/N 84

生理心理学と精神生理学 第1巻 : 基礎 / 坂田省吾, 山田冨美雄編
集

北大路書房

00116797 ２階人文０～２

貸出可

141.2/Se 19/1

見てわかる視覚心理学 / 大山正, 鷲見成正著

新曜社

00117155 ２階人文０～２

貸出可

141.21/O 95

最新認知心理学への招待 : 心の働きとしくみを探る / 御領謙 [ほか]
共著

サイエンス社

00116823 ２階人文０～２

貸出可

141.5/G 68

誤解の心理学 : コミュニケーションのメタ認知 / 三宮真智子著

ナカニシヤ出版

00116861 ２階人文０～２

貸出可

141.5/Sa 65

発達と老いの心理学 / 藤田文編著

サイエンス社

00116824 ２階人文０～２

貸出可

143/F 67

発達心理学 / 二宮克美, 渡辺弥生編

北大路書房

00116795 ２階人文０～２

貸出可

143/H 43

00117117 ２階人文０～２

貸出可

143/R 45

書誌事項

臨床発達心理学の実践研究ハンドブック : 21の実践から学ぶ / 臨床 金子書房
発達心理士認定運営機構日本臨床発達心理士会編
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

はじめてまなぶ行動療法 / 三田村仰著

金剛出版

00116822 ２階人文０～２

貸出可

146.8/Mi 58

脳と瞑想 : 最先端脳外科医とタイの瞑想指導者が解き明かす苦しみ
をなくす脳と心の科学 / プラユキ・ナラテボー, 篠浦伸禎著

サンガ

00116826 ２階人文０～２

貸出可

180/P 97

日本霊異記の罪業と救済の形象 / 大塚千紗子著

笠間書院

00116366 ２階人文０～２

貸出可

184.9/O 88

地域を変えるデザイン : コミュニティが元気になる30のアイデア /
issue+design project著

英治出版

00116361 ２階人文３

貸出可

318.6/I 85

発達障害とキャリア支援 / 藤森和美, 辻惠介編集

金剛出版

00116820 ２階人文３

貸出可

366.28/H 43

障害者家族の理解と障害者就労支援 : 県立広島大学での実践的試
み / 三原博光著

関西学院大学出版会 00116790 ２階人文３

貸出可

366.28/Mi 17

はじめてのジェンダー論 / 加藤秀一著

有斐閣

00116733 ２階人文３

貸出可

367.2/Ka 86

家族の心理 : 変わる家族の新しいかたち / 小田切紀子, 野口康彦,
青木聡編著

金剛出版

00117107 ２階人文３

貸出可

367.3/O 17

親子白書 = White paper on parent and child / 明治安田生活福祉研
究所編

きんざい

00117123 ２階人文３

貸出可

367.3/O 94

スーパーバイズでお悩み解決!地域における支援困難事例15 / 吉岡
京子編著 ; 吉永陽子, 伊波真理雄著

医学書院

00117070 ２階人文３

貸出可

369.1/Y 92

遊びリテーション大全集 : 完全図解 / 土居新幸編著

講談社

00116814 ２階人文３

貸出可

369.26/D 83

多職種連携から統合へ向かう地域包括ケア : 地域づくりのトップラン
ナー10の実践 : 支え合うひと・まち・コミュニティ / 宮下公美子著

メディカ出版

00116728 ２階人文３

貸出可

369.26/Mi 83

認知症介護実践者研修標準テキスト / 認知症介護研究・研修セン
ター監修

認知症介護研究・研
修仙台センター

00116739 ２階人文３

貸出可

369.26/N 76

認知症介護実践リーダー研修標準テキスト / 認知症介護研究・研修
センター監修

認知症介護研究・研
修仙台センター

00116740 ２階人文３

貸出可

369.26/N 76

認知症ケアにおける社会資源 / 日本認知症ケア学会編

日本認知症ケア学会

00116745 ２階人文３

貸出可

369.26/N 76

福祉工学の基礎 / 電子情報通信学会編 ; 伊福部達著

コロナ社

00116817 ２階人文３

貸出可

369.27/I 22

書誌事項

2018年6月1日
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出版者名

登録番号 所在区分２

禁帯区分 請求記号

生かされて / たきのえいじ著

山中企画

00116735 ２階人文３

貸出可

369.27/Ta 73

International classification of functioning, disability and health

World Health
Organization

00117003 ２階人文３

貸出可

369.27/W 69

Q&Aで理解する就労支援IPS : 精神疾患がある人の魅力と可能性を
生かす就労支援プログラム / 中原さとみ, 飯野雄治, リカバリーキャラ

EDITEX

00116771 ２階人文３

貸出可

369.28/N 33

外国人の子ども白書 : 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点から 明石書店
/ 荒牧重人 [ほか] 編

00117061 ２階人文３

貸出可

369.4/G 14

子ども家庭福祉・保育の幕開け : 緊急提言平成期の改革はどうあるべ 誠信書房
きか / 柏女霊峰著

00116998 ２階人文３

貸出可

369.4/Ka 77

いじめられっ子の流儀 : 知恵を使ったいじめっ子への対処法 / ケイ
ト・コーエン・ポージー著 ; 冬崎友理訳

00117103 ２階人文３

貸出可

371.4/C 83

認知行動療法を活用した子どもの教室マネジメント : 社会性と自尊感 金剛出版
情を高めるためのガイドブック / ウェブスター‐ストラットン著 ; 佐藤正

00116819 ２階人文３

貸出可

371.4/W 52

移動する人々と国民国家 : ポスト・グローバル化時代における市民社
会の変容 / 杉村美紀編著 ; 近藤孝弘 [ほか] 著

00117062 ２階人文３

貸出可

373.1/Su 39

すぐに使えてよくわかる養護教諭のフィジカルアセスメント 2 / 北垣毅 少年写真新聞社
著

00117149 ２階人文３

貸出可

374.9/Ki 63/2

乳幼児の発達臨床心理学 : 理論と現場をつなぐ / 菊野春雄編著

00116794 ２階人文３

貸出可

376.11/Ki 28

乳児期の親と子の絆をめぐって : しあわせな人を育てるために / 澁井 彩流社
展子著

00116825 ２階人文３

貸出可

376.11/Sh 21

省察的実践者の教育: プロフェッショナル・スクールの実践と理論 / ド 鳳書房
ナルド・A・ショーン著

00116364 ２階人文３

貸出可

377/Sc 6

自閉症スペクトラムSSTスタートブック : チームで進める社会性とコミュ
ニケーションの支援 / 藤野博編著 ; 伴光明, 森脇愛子著

学苑社

00116779 ２階人文３

貸出可

378.6/F 64

家庭で無理なく対応できる困った行動Q&A / 井上雅彦編著

学研教育出版

00116780 ２階人文３

貸出可

378.6/I 57

決定版!授業のユニバーサルデザインと合理的配慮 : 子どもたちが安 金子書房
心して学べる授業づくり・学級づくりのワザ / 阿部利彦編著

00116368 ２階人文３

貸出可

378/A 12

発達障害のある子の「困り」を「育ち」につなげる! / 平澤紀子著

00116778 ２階人文３

貸出可

378/H 67

書誌事項
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出版者名

登録番号 所在区分２
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思春期・青年期の発達障害者が「自分らしく生きる」ための支援 / 小
島道生 [ほか] 編著

金子書房

00116784 ２階人文３

貸出可

378/Ko 39

教室の困っている発達障害をもつ子どもの理解と認知的アプローチ :
非行少年の支援から学ぶ学校支援 / 宮口幸治著

明石書店

00116749 ２階人文３

貸出可

378/Mi 73

わが子に障がいがあると告げられたとき : 親とその支援者へのメッ
セージ / 佐藤曉著

岩崎学術出版社

00116770 ２階人文３

貸出可

378/Sa 85

誰でも使える教材ボックス : 教材共有ネットワークを活かした発達支援 学苑社
/ 奈良県立奈良養護学校編 ; 高橋浩[ほか]著

00117104 ２階人文３

貸出可

378/Ta 33

特別支援教育の基礎 : 確かな支援のできる教師・保育士になるため
に / 土橋圭子 [ほか] 編

東京書籍

00117179 ２階人文３

貸出可

378/To 35

学生・若手教師のための実践特別支援教育テキストブック / 辻誠一
著

教育開発研究所

00117119 ２階人文３

貸出可

378/Ts 41

Jw_cadハンドブック困った!&便利技176 / 稲葉幸行, できるシリーズ編
集部著

インプレス

00117096 ２階人文５～７

貸出可

501.8/I 51

Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD ベーシック編 /
三谷大暁, 別所智広, 坂元浩二著

カットシステム

00117113 ２階人文５～７

貸出可

501.8/Mi 58

Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD スーパーアドバ
ンス編 / 三谷大暁[ほか]著

カットシステム

00117115 ２階人文５～７

貸出可

501.8/Mi 58

Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD アドバンス編 /
三谷大暁, 別所智広, 坂元浩二著

カットシステム

00117114 ２階人文５～７

貸出可

501.8/Mi 58

放射線安全管理学 : 「付録」関係法規・測定機器 / 福士政広, 井上
一雅著

医療科学社

00116768 ２階人文５～７

貸出可

539.68/F 83

放射線安全管理学 / 川井恵一, 松原孝祐著

通商産業研究社

00117178 ２階人文５～７

貸出可

539.68/I 26

大学等における放射線安全管理の実際 / 大学等放射線施設協議会 アドスリー
「大学等における放射線安全管理の実際」編集委員会編集

00117064 ２階人文５～７

貸出可

539.9/Ky 8

暮らしの中の色彩学入門 : 色と人間の感性 / 宮田久美子著

新曜社

00117057 ２階人文５～７

貸出可

757.3/Mi 84

スポーツ傷害のリハビリテーション : science and practice / 山下敏彦,
武藤芳照編

金原出版

00116370 ２階人文５～７

貸出可

780.19/Su 75

Re:ベリーオーディナリーピープル 2016 [DVD] : べてる流女の一生 :
木林美枝子、小川和加子、そしてときどき吉田さん

中島映像教材出版

20007289 ＡＶコーナー

禁帯出

369/Re

書誌事項

2018年6月1日
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登録番号 所在区分２
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Re:ベリーオーディナリーピープル 2014 [DVD] : 川村先生が街で診
療所を始めた平成26年の春のべてる

中島映像教材出版

20007287 ＡＶコーナー

禁帯出

369/Re

Re:ベリーオーディナリーピープル 2015 [DVD] : べてるの亀井君は、
当事者研究を使って、どんな風にアカシジアと向かい合っているのか

中島映像教材出版

20007288 ＡＶコーナー

禁帯出

369/Re

ガイドライン [DVD] / 伊藤暢浩講師 ; 日本医用画像管理学会編集

ピラールプレス

20007290 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Fi/6

障害対応・対策 [DVD] / 上杉正人講師 ; 日本医用画像管理学会編
集

ピラールプレス

20007291 ＡＶコーナー

禁帯出

492/Fi/7

日本の統計 / 総務庁統計局編 2018 日本の統計 2018

総務庁統計局

00117031 参考図書コー
ナー

禁帯出

351/N 71/'18

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 第15
回 21世紀出生児縦断調査 第15回

厚生統計協会

00117035 参考図書コー
ナー

禁帯出

358.1/N 73/'16

人口の動向 日本と世界 : 人口統計資料集 / 厚生省人口問題研究
所編 2018 人口の動向 日本と世界 : 人口統計資料集 2018

厚生統計協会

00117032 参考図書コー
ナー

禁帯出

358/J 52/'18

社会福祉施設等調査報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成28
年 社会福祉施設等調査報告 平成28年

厚生統計協会

00117033 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.059/Sh 12/'16

介護サービス施設・事業所調査 / 厚生労働省大臣官房統計情報部
編 平成28年 介護サービス施設・事業所調査 平成28年

厚生統計協会

00117034 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ka 21/'16

介護給付費等実態調査報告 平成28年5月審査分-平成29年4月審査 厚生労働統計協会
分 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編

00117037 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.26/Ka 21/'16'17

障害者総合支援六法 平成29年版

中央法規出版

00116405 参考図書コー
ナー

禁帯出

369.27/Sh 95/'17

発達障害白書 / 日本精神薄弱者福祉連盟編 2018年版 発達障害
白書 2018年版 : 津久井やまゆり園事件を考える

日本文化科学社

00117063 参考図書コー
ナー

禁帯出

378.6/H 43/'18

診療放射線学辞典 / 渡部洋一, 金森勇雄総編集

医療科学社

00117091 参考図書コー
ナー

禁帯出

492.4/Sh 69

衛生行政報告例 / 厚生労働省大臣官房統計情報部編 平成28年度
衛生行政報告例 平成28年度

厚生統計協会

00117036 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.1/E 39/'16

新しい地域医療への挑戦 : 地域全体で治し、支える医療の実現に向 日本医療企画
けて / ヘルスケア総合政策研究所企画・制作

00117190 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.1/I 67/'16-'17

医療施設調査・病院報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成28年 厚生統計協会
(上巻) 医療施設調査(動態調査)・病院報告 平成28年

00117038 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.16/I 67/'16-1
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医療施設調査・病院報告 / 厚生省大臣官房統計情報部編 平成28年 厚生統計協会
(下巻) 医療施設調査(動態調査)・病院報告 平成28年

00117039 参考図書コー
ナー

禁帯出

498.16/I 67/'16-2

日本版性暴力支援チーム研修開発と看護師の調整能力促進 / 研究 [加納尚美]
者代表 加納尚美

00117242 大学資料コー
ナー

禁帯出

N5/N 71
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