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中国文化事典 中国文化事典編
集委員会　編

丸善出版A290-C-170971021131 2017 後藤学園コーナー

図説　よくわかる障害者総合支援
法　第2版

坂本洋一　著 中央法規出版A369-S-170691021103 2017 開架書架

血管インパクト：イラストと雑学
で楽しく学ぶ解剖学

原田晃　著 医道の日本社B10-H-170601021094 2017 開架書架

解剖学カラーアトラス　第8版 J.W.Rohen・横
地千仭・
E.Lütjen-
Drecoll　共著

医学書院B10-R-170571021091 2016 開架書架

3D解剖アトラス　第2版 横地千仭　著 医学書院B10-Y-170551021089 2017 開架書架

Dr.林&Ph.堀の危ない症候を見分け
る臨床判断

林寛之・堀美智
子　著

じほうC10-H-170981021132 2015 開架書架

Dr.林&Ph.堀の危ない症候を見分け
る臨床判断　Part2

林寛之・堀美智
子　著

じほうC10-H-170991021133 2017 開架書架

認知症疾患診療ガイドライン　
2017

日本神経学会　
監修　「認知症
疾患診療ガイド
ライン」作成委
員会　編集

医学書院C32-N-170541021088 2017 開架書架

根拠がわかる看護マッサージ：患
者を癒やすリラクセーション技術

岡本佐智子　著 中央法規出版C52-O-170741021108 2017 開架書架

不妊治療を考えたら読む本：科学
でわかる「妊娠への近道」　(ブル
ーバックス)

浅田義正・河合
蘭　著

講談社C80-A-170931021127 2016 開架書架

クエスチョン・バンク　Select必
修2018：看護師国家試験問題集

医療情報科学研
究所　編

メディックメデ
ィア

D05-M-170791021113 2017 看護師国家試験コーナー

クリニカルスタディ　2017/38(13)
　臨時増刊　人体・疾病を徹底攻
略！国試対策はじめてドリル

メヂカルフレン
ド社

D05-M-170911021125 2017 看護師国家試験コーナー

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
　守本とも子　
監修

PILAR　PRESSD05-P-171041021138 2017 看護師国家試験コーナー

看護師国家試験高正答率過去問題
集：でた！でた問102～106回試験
問題

東京アカデミー
　編

ティーエーネッ
トワーク　七賢
出版

D05-S-170531021087 2017 看護師国家試験コーナー

満点獲得！看護師国試完全予想模
試　2018年版

三吉友美子・藤
原郁・山田静子
　編著

成美堂出版D05-S-170841021118 2017 看護師国家試験コーナー

プチナース　2017/26(13)　臨時増
刊　パーフェクト予想問題集：看
護師国試2018

照林社D05-S-170881021122 2017 看護師国家試験コーナー

ラ・スパ　2018：看護師国試対策 塙篤雄・峰村淳
子・石塚睦子・
成田みゆき　著
　ラ・スパ編集
委員会　編

テコム出版事業
部

D05-T-171001021134 2017 看護師国家試験コーナー

必修ラ・スパ　2018：看護師国試
対策

井上大輔　編著
　蜂谷正博・蝦
名總子・ラ・ス
パ編集委員会　
編集

テコム出版事業
部

D05-T-171011021135 2017 看護師国家試験コーナー

アクティブ・ラーニング時代の看
護教育：積極性と主体性を育てる
授業づくり

新井英靖　編著 ミネルヴァ書房D07-A-171071021141 2017 開架書架

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D08-K-170501021084 2016 開架書架

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D11-O-170521021086 2017 開架書架
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「意味づけ」「経験知」でわかる
病態生理看護過程　上巻　循環器
　呼吸器　消化器　内分泌代謝　
脳神経　血液　がん　治療別　経
過別　その他　第3版

市川幾恵　監修
　福地本晴美　
編集　昭和大学
附属病院看護部
　執筆

日総研出版D13-I-170611021095 2017 開架書架

「意味づけ」「経験知」でわかる
病態生理看護過程　下巻　腎・泌
尿器　筋・骨格　眼　皮膚　耳鼻
咽喉　小児　女性疾患　産科　新
生児　精神　第3版

市川幾恵　監修
　福地本晴美　
編集　昭和大学
附属病院看護部
　執筆

日総研出版D13-I-170621021096 2017 開架書架

看護過程の展開に沿った　実習記
録の書き方とポイント

横井和美　監修 サイオ出版D13-Y-170801021114 2017 開架書架

母性看護　第2版　(パーフェクト
臨床実習ガイド)

堀内成子　編集 照林社D60-H-170731021107 2017 開架書架

まるごとお灸百科 岡田明三　企
画・編集・著

医道の日本社E40-O-170831021117 2017 開架書架

マンガ鍼灸臨床インシデント：覚
えておきたい事故防止の知識　
Manga　Case　Reports　on　
Problematic　Practice　of　
Acupuncture　増補改訂版

山下仁　監修・
解説　犬養ヒロ
　画

医道の日本社E80-Y-170651021099 2017 開架書架

古典のなかの〈治療世界〉〈癒〉
へのインサイド・アウト

角屋明彦　著 白帝社E81-K-170961021130 2016 開架書架

シンプル理学療法学シリーズ　理
学療法評価学テキスト　改訂第2版

細田多穂　監修
　星文彦・伊藤
俊一・盆子原秀
三　編集

南江堂F10-H-170771021111 2017 開架書架

人工関節のリハビリテーション：
術前・周術期・術後のガイドブッ
ク

杉本和隆　監修
　美﨑定也・相
澤純也　編集

三輪書店F30-S-170821021116 2015 開架書架

シンプル理学療法学シリーズ　高
齢者理学療法学テキスト

細田多穂　監修
　山田和政・小
松泰喜・木林勉
　編集

南江堂F70-H-170761021110 2017 開架書架

リハビリナース　2017　秋季増刊
　ADLの評価＆向上サクセスガイド

壹岐英正　編集 メディカ出版F80-R-170861021120 2017 開架書架

リハビリテーション・ホームエク
ササイズ：患者さんに渡せる自主
トレーニング127

高橋仁美・金子
奈央　編著

医歯薬出版F80-T-170721021106 2014 開架書架

健康・スポーツ科学における運動
処方としての水泳・水中運動

出村愼一　監修
　佐藤進・池本
幸雄・野口智
博・滝瀬定文　
編著

杏林書院G32-D-170751021109 2016 開架書架

コンディショニングtips　前編：
スポーツ選手の可能性を引き出す
ヒント集　(TJ　special　file　
14)

大塚潔　著 ブックハウス・
エイチディ

G40-O-170481021082 2016 開架書架

コンディショニングtips　後編：
スポーツ選手の可能性を引き出す
ヒント集　(TJ　special　file　
15)

大塚潔　著 ブックハウス・
エイチディ

G40-O-170491021083 2016 開架書架

マーノ・デ・サントの帰郷：アル
ゼンチンサッカーに生きたある日
本人の物語　(文藝書房文庫)

晩豊彦　著 文芸書房G80-B-170581021092 2010 開架書架

観るまえに読む大修館スポーツル
ール　2017

大修館書店編集
部　編集

大修館書店G80-D-171271021161 2017 開架書架

科学の健全な発展のために：誠実
な科学者の心得

日本学術振興会
「科学の健全な
発展のために」
編集委員会　編

丸善出版H50-N-170641021098 2015 開架書架
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わが家で最期を。：家族の看取
り、自分の"そのとき"に後悔しな
い50の心得

千場純　著 小学館H80-T-170591021093 2017 開架書架

寝ながら簡単にできるものばか
り！腰痛は自分で治せる

石井博明　著 主婦の友社H91-I-171031021137 2017 後藤学園コーナー

腰の痛みがたった10分で9割消え
る！：腰痛・ぎっくり腰を劇的に
治す木村式即効整体術　新装版

木村栄吉　著 自由国民社H91-K-170941021128 2016 後藤学園コーナー

血液をきれいにして病気を防ぐ、
治す：50歳からの食養生　(講談社
＋α新書)

森下敬一　著 講談社H91-M-170921021126 2016 開架書架

メイクセラピーガイド 村澤博人　編著 フレグランスジ
ャーナル社

H93-M-170951021129 2008 開架書架
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