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老年期：生き生きしたかかわりあ
い　新装版

Erik　
H.Erikson・
Joan　
M.Erikson・
Helen　
Q.Kivnick　著
　朝長正徳・朝
長梨枝子　共訳

みすず書房A143-E-171891021223 1997 開架書架

ナースのための基本薬 木津純子　編集 照林社B40-K-171781021212 2017 開架書架

最新　医事関連法の完全知識：こ
れだけは知っておきたい医療事務
88法　2017年版

安藤秀雄・望月
稔之・並木洋　
著

医学通信社B71-A-172271021261 2017 開架書架

疾患別食事療法のポイントと成分
別栄養献立展開のコツ

本田　佳子　編 メディカ出版B74.1-H-172421021276 2017 開架書架

まるわかりワクチンQ&A：予防接種
の現場で困らない　第2版

中野貴司　編著 日本医事新報社B75-N-172161021250 2017 開架書架

症状を知り、病気を探る：病理医
ヤンデル先生が「わかりやすく」
語る

市原真　著 照林社C10-I-172091021243 2017 開架書架

肘・手の痛み：運動器の痛みプラ
イマリケア

菊地臣一　編集 南江堂C41-K-172291021263 2011 開架書架

股関節の痛み：運動器の痛みプラ
イマリケア

菊地臣一　編集 南江堂C41-K-172301021264 2011 開架書架

腰背部の痛み：運動器の痛みプラ
イマリケア

菊地臣一　編集 南江堂C41-K-172311021265 2009 開架書架

頚部・肩の痛み：運動器の痛みプ
ライマリケア

菊地臣一　編集 南江堂C41-K-172321021266 2010 開架書架

下腿・足の痛み：運動器の痛みプ
ライマリケア

菊地臣一　編集 南江堂C41-K-172331021267 2012 開架書架

膝・大腿部の痛み：運動器の痛み
プライマリケア

菊地臣一　編集 南江堂C41-K-172341021268 2012 開架書架

そうだったのか！腰痛診療：エキ
スパートの診かた・考えかた・治
しかた

松平浩・竹下克
志　著

南江堂C50-M-172281021262 2017 開架書架

こころに寄り添う災害支援 日本臨床心理士
会　監修　奥村
茉莉子　編集

金剛出版C70-N-172141021248 2017 開架書架

災害精神医学入門：災害に学び、
明日に備える

高橋晶・高橋祥
友　編

金剛出版C70-T-172131021247 2015 開架書架

不眠症の科学：過労やストレスで
寝つけない現代人が効率よく睡眠
をとる方法とは？　(サイエンス・
アイ新書)

坪田聡　著 ソフトバンクク
リエイティブ

C70-T-172221021256 2011 開架書架

看護に活かす心理尺度：その選び
方・使い方

久田満・北素
子・谷口千絵　
著

ナカニシヤ出版D06-H-172191021253 2015 開架書架

「尺度」を使った看護研究のキホ
ンとコツ：看護研究の精度向上・
時間短縮のために

川本利恵子　総
監修・執筆　鳩
野洋子・長聡
子・前野有佳里
　執筆

日本看護協会出
版会

D06-K-172181021252 2016 開架書架

根拠から学ぶ基礎看護技術　新訂
版

江口正信　編著 サイオ出版D10-E-172051021239 2015 開架書架

自己理解・対象理解を深めるプロ
セスレコード　第2版

長谷川雅美　編
著

日総研出版D11-H-172201021254 2017 開架書架

INFECTION　CONTROL　2017年春季
増刊　感染対策ToDoリスト：やり
忘れ＋うっかりを防ぐ！

柴谷涼子・金井
信一郎　編集

メディカ出版D15-S-172431021277 2017 開架書架

2018/02/20 神奈川衛生学園図書室

Page.　1 / 2

ブックリスト



2018年2月の新着図書(2)

登録番号 請求記号 書　名 著者名 出版者 出版年 配架場所

オペナーシング　2015　臨時増刊
　耳鼻咽喉科の手術看護パーフェ
クトマニュアル：解剖から主要手
術の看護ポイントまで！

小島博己　編集 メディカ出版D30-O-172441021278 2015 開架書架

見てできる臨床ケア図鑑　周産期
ビジュアルナーシング

久具宏司　監修
　畑田みゆき　
編集

学研メディカル
秀潤社　学研プ
ラス

D60-K-172651021299 2017 開架書架

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　編著 照林社D80-Y-172081021242 2016 開架書架

経絡の研究：東洋医学への科学的
アプローチ

石川博義・松永
重昂　著

文芸社E23-I-172241021258 2017 開架書架

鍼灸療法　治療編 張仁　原著　浅
野周　訳

たにぐち書店E40-C-171961021230 2013 開架書架

金針の名医王楽亭［経験集］ 張俊英・陳湘生
　整理　串崎展
一　訳　今村神
針　監修・翻訳

たにぐち書店E40-C-172011021235 2017 開架書架

古代漢方医学入門：人体の自然な
仕組み

渡部迪男　著 たにぐち書店E50-W-171981021232 2013 開架書架

古代漢方医学入門2：陰陽五行と人
体の自然な仕組み

渡部迪男　著 たにぐち書店E50-W-171991021233 2017 開架書架

美容と東洋医学：人間美と健康美
の原点

王財源　著　大
形徹　監修

静風社E70-O-172121021246 2017 開架書架

鍼灸療法　修業編 張仁　原著　田
久和義隆　訳

たにぐち書店E82-C-171951021229 2013 開架書架

PT・OTビジュアルテキスト　理学
療法概論：課題・動画を使ってエ
ッセンスを学びとる

庄本康治　編集 羊土社F00-S-172351021269 2017 開架書架

PT・OTのための測定評価DVD　
series　5　バランス評価：観察と
計測　症例収録　第2版

伊藤俊一　監修
　星文彦・隈元
庸夫　編集

三輪書店F10-I-172451021279 2016 開架書架

PT・OTビジュアルテキスト　運動
器の運動療法：局所と全身からア
プローチする

小柳磨毅・中江
徳彦・井上悟　
編集

羊土社F21-K-172371021271 2017 開架書架

PT・OTビジュアルテキスト　エビ
デンスから身につける物理療法

庄本康治　編集 羊土社F22-S-172361021270 2017 開架書架

PT・OTビジュアルテキスト　義
肢・装具学：異常とその対応がわ
かる動画付き

高田治実　監修
　豊田輝・石垣
栄司　編集

羊土社F25-T-172381021272 2016 開架書架

リハビリに直結する！運動器画像
の見かた

河村廣幸　編 羊土社F30-K-172411021275 2017 開架書架

内部障害の症例検討：解いて納
得！身につける理学療法　エキス
パートPTが出会った20症例の問題
点と効果的なリハプログラム

玉木彰　編集 羊土社F50-T-172401021274 2017 開架書架

根拠と効果がわかる介護のための
口腔ケア＆体操＆レク：歯科医、
歯科衛生士、介護職員などの専門
職チームが長年検証した画期的な
口腔ケアの方法

社会福祉法人　
世田谷区社会福
祉事業団　特別
養護老人ホーム
　芦花ホーム　
監修

誠文堂新光社F80-A-172231021257 2015 開架書架

描かれた手術：19世紀外科学の原
理と実際およびその挿画

Richard　
Barnett　著　
中里京子　訳

河出書房新社H80-B-172261021260 2017 開架書架

身体知性：医師が見つけた身体と
感情の深いつながり　(朝日選書)

佐藤友亮　著 朝日新聞出版H80-S-171791021213 2017 開架書架

音楽療法　第3版　(補完・代替医
療)

高橋多喜子　著 金芳堂H93-T-172041021238 2017 開架書架
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