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おもしろい解剖学：筋と骨のキホ
ンがマンガでわかる

戸村多郎　原案
　仙波恵美子　
監修

医道の日本社B10-T-160751020955 2017 開架書架

一歩先のCOPDケア：さあ始めよ
う、患者のための集学的アプロー
チ

河内文雄・巽浩
一郎・長谷川智
子　編集

医学書院C30-K-160691020949 2016 開架書架

こころの科学　2017　SPECIAL　
ISSUE　くすりにたよらない精神医
学：現場編

井原裕・斎藤
環・松本俊彦　
監修

日本評論社C70-K-160631020943 2017 開架書架

看護展望　2017/42(9)　臨時増刊
　看護師国試新出題基準：その意
図と現場の対応

メヂカルフレン
ド社

D05-K-160641020944 2017 看護師国家試験コーナー

エマージェンシー・ケア　2017　
夏季増刊　救急ナースのための超
はやわかり疾患ブック

メディカ出版D22-E-160671020947 2017 開架書架

緩和ケア　2017/27　6月増刊　心
疾患　COPD　神経疾患の緩和ケア

青海社D24-K-160661020946 2017 開架書架

コミュニティケア　2017/19(7)　
臨時増刊　「まるごとケアの家」
の展開

日本看護協会出
版会

D80-C-160621020942 2017 開架書架

国試黒本　鍼灸あマ指師編　上巻
　改訂新版　第5版

柏木祐也(ほか)
　著

Aquamoon　
publishing

E02-K-160711020951 2017 開架書架

国試黒本　鍼灸あマ指師編　下巻
　改訂新版　第5版

柏木祐也(ほか)
　著

Aquamoon　
publishing

E02-K-160701020950 2017 開架書架

2018　第16回～第25回　徹底攻略
　国家試験過去問題集　はり師き
ゅう師用

明治東洋医学院
編集委員会　著

医道の日本社E02-M-160731020953 2017 開架書架

2018　第16回～第25回　徹底攻略
　国家試験過去問題集　あん摩マ
ッサージ指圧師用

明治東洋医学院
編集委員会　著

医道の日本社E02-M-160741020954 2017 開架書架

治療に活かす「診断力」の高めか
た：私が学んできた結果が出せる
診断法と治療法

竹内廣尚　著 現代書林E40-T-160681020948 2017 開架書架

鍼灸流行家になる秘訣　小児絶対
健康法　家庭灸療法の知識

柳谷素霊　著 素霊学園E40-Y-160721020952 2017 開架書架

神灸経綸　(古医籍稀見版本影印存
真文庫)

呉亦鼎　編 中医古籍出版社E910-W-160511020931 2015 開架書架

凌門伝授銅人指穴　(古医籍稀見版
本影印存真文庫)

佚名　撰 中医古籍出版社E910-Y-160521020932 2015 開架書架

経脈理論還原与重構大綱 黄龍祥　著 人民衛生出版社E923-H-160431020923 2016 開架書架

中国針灸学講義　(民国名家針灸講
稿)

承淡安　著　楊
克衛　校注

学苑出版社E930-C-160571020937 2016 開架書架

万一針：老中医万方琴五十年針灸
心得

万方琴　著 中国中医薬出版
社

E930-W-160581020938 2016 開架書架

新国医針灸講義六種　(民国名家針
灸講稿)

楊医亜　著　楊
克衛　校注

学苑出版社E930-Y-160561020936 2016 開架書架

承淡安中国針灸学講義　(承淡安針
灸経典)

承淡安　著 上海科学技術出
版社

E931-C-160441020924 2016 開架書架

承淡安簡易灸治丹方治療集　(承淡
安針灸経典)

承淡安　著 上海科学技術出
版社

E931-C-160451020925 2016 開架書架

滞動針療法 李振全　著 中国中医薬出版
社

E931-L-160541020934 2016 開架書架

針灸処方新解 彭栄琛　万文蓉
　編著

人民衛生出版社E931-P-130481020928 2016 開架書架

針灸学研読 曲生健　編著 人民衛生出版社E931-Q-160331020913 2015 開架書架

石学敏針刺臨証精講　(石学敏中医
技法臨証精講叢書)

許軍峰　主編 人民軍医出版社E931-S-160491020929 2015 開架書架

王岱針灸臨床十二講 周立群　主編 人民衛生出版社E931-W-160381020918 2016 開架書架
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旴医謝強：五官針灸伝珍 謝強・楊淑栄・
黄氷林　主編

中国医薬科技出
版社

E931-X-160391020919 2016 開架書架

中国灸法 張奇文　主編 中国中医薬出版
社

E931-Z-160321020912 2016 開架書架

周徳安針灸六治　(明医館叢刊) 周徳安　主編 北京科学技術出
版社

E931-Z-160471020927 2016 開架書架

李仲愚杵針治療学：十四代秘伝之
独特療法

李仲愚　著　鍾
枢才・李淑仁　
整理

中国中医薬出版
社

E932-L-160501020930 2016 開架書架

臍部針灸治療手冊 馬輝・袁敏哲　
主編

中国中医薬出版
社

E932-M-160551020935 2015 開架書架

賀普仁火針療法　(明医館叢刊) 王桂玲　主編 北京科学技術出
版社

E932-W-160461020926 2016 開架書架

耳針療法　(中国伝統特色療法叢
書)

岳増輝・李鉄浪
　主編

中国医薬科技出
版社

E932-Y-160531020933 2012 開架書架

管氏針灸経験集　第2版 管遵恵　主編 人民衛生出版社E938-G-160421020922 2016 開架書架

虞孝貞針灸集験 馬睿傑　主編 人民衛生出版社E938-M-160411020921 2016 開架書架

薬王孫思邈　針灸験案妙術　(薬王
孫思邈系列叢書)

楊建宇・楊金
生・陳英華　主
編

中原農民出版社E938-Y-160401020920 2016 開架書架

古今針灸医案選粹　(全国老中医薬
専家学術経験継続工作系列叢書)

張永臣・賈紅
玲・楊佃会　主
編

中国中医薬出版
社

E938-Z-160371020917 2016 開架書架

針灸学：供中医学(含骨傷方向)、
中西医臨床医学、康復治療学等専
業用　第2版　(衛生部"十二五"規
劃教材)(全国高等中医薬院校教材)
(全国高等医薬教材健建設研究会規
劃教材)

梁繁栄・超吉平
　主編　石学敏
　主審

人民衛生出版社E940-L-160351020915 2015 開架書架

針灸医案学：供中医薬、中西医結
合等専業用　(国家衛生和計劃生育
委員会"十三五"規劃教材)(全国高
等中医薬院校研究生教材)

李瑞　主編 人民衛生出版社E940-L-160361020916 2016 開架書架

刺法灸法学　第4版　(全国中医薬
行業高等教育"十三五"規劃教材)
(全国高等中医薬院校規劃教材)

王富春　馬鉄明
　主編

中国中医薬出版
社

E940-W-160311020911 2016 開架書架

刺法灸法：供針灸推拿、中医保健
康復技術専業用(全国中医薬行業高
等教育"十二五"規劃教材)

岳増輝　主編 中国中医薬出版
社

E940-Y-160341020914 2015 開架書架

中国中医薬年鑑　学術巻　2014 中国中医薬年鑑
学術巻編輯委員
会　編

上海辞書出版社E960-Z-160291020909 2015 開架書架

中国中医薬年鑑　学術巻　2015 中国中医薬年鑑
学術巻編輯委員
会　編

上海辞書出版社E960-Z-160301020910 2016 開架書架

Clinical　Rehabilitation2017別
冊　新版リハビリテーション医学Q
＆A：専門医を目指して

水落和也　編集
代表　大田哲生
　(ほか)　編集

医歯薬出版F00-C-160651020945 2017 開架書架

みんなの医療統計：12日間で基礎
理論とEZRを完全マスター！

新谷歩　著 講談社H50-S-160881020968 2016 開架書架
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