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グッドラック Alex　Rovira・
Fernando　
Trias　de　Bes
　著　田内志文
　訳

ポプラ社A159-R-174071021442 2004 開架書架

女の子が生きていくときに、覚え
ていてほしいこと

西原理恵子　著 KADOKAWAA159-S-174091021444 2017 開架書架

君たちはどう生きるか　(岩波文
庫)

吉野源三郎　著 岩波書店A159-Y-174181021453 1982 開架書架

ブラインド・マッサージ　(エク
ス・リブリス)

畢飛宇　著　飯
塚容　訳

白水社A900-B-174061021441 2016 開架書架

湯を沸かすほどの熱い愛　(文春文
庫)

中野量太　著 文藝春秋A900-N-174201021455 2016 開架書架

人の生きた筋膜の構造：内視鏡検
査を通して示される細胞外マトリ
ックスと細胞

Jean-Claude　
GUIMBERTEAU・
Colin　
ARMSTRONG　著
　竹井仁　監訳

医道の日本社B10-G-173781021413 2018 開架書架

筋トレのための人体解剖図：しく
みと動きをビジュアル解説

石井直方・肥田
岳彦　監修

成美堂出版B10-I-173211021356 2018 開架書架

解剖学　第11版　(MINOR　
TEXTBOOK)

清木勘治　著 金芳堂B10-S-173971021432 2018 開架書架

解剖生理学　超速！　ゴロ勉 ゴロー　著　大
和田潔　監修

永岡書店B20-G-174101021445 2018 基礎医学問題集コーナー

まんが　人体の不思議　(ちくま新
書)

茨木保　著 筑摩書房B20-I-174171021452 2017 開架書架

PT・OT基礎から学ぶ生理学ノート
（解答集付）　第3版

中島雅美　著 医歯薬出版B20-N-173161021351 2018 基礎医学問題集コーナー

はじめの一歩の病理学　第2版 深山正久　編 羊土社B50-H-173451021380 2017 開架書架

公衆衛生がみえる　2018-2019 医療情報科学研
究所　編集

メディックメデ
ィア

B70-I-173371021372 2018 開架書架

高齢者を低栄養にしない20のアプ
ローチ：「MNA（簡易栄養状態評価
表）」で早期発見

吉田貞夫　編著 メディカ出版B74.1-Y-173391021374 2017 開架書架

病歴と身体所見の診断学：検査な
しでここまでわかる　(ジェネラリ
ストBOOKS)

徳田安春　著 医学書院C10-T-173841021419 2017 開架書架

イメージできる病態生理学：自学
自習用　改訂2版　(ナーシング・
サプリ)

ナーシング・サ
プリ編集委員会
　編

メディカ出版C11-I-173681021403 2017 開架書架

ケアに役立つ徹底図解　ここがポ
イント！見てわかる高齢者の糖尿
病：糖尿病のケアに役立つ用語集
つき

門脇孝　監修 メディカ出版C30-K-173691021404 2017 開架書架

老人の取扱説明書　(SB新書) 平松類　著 SBクリエイティ
ブ

C32-H-174151021450 2017 開架書架

ゼロから始める認知症診療 川上忠孝　著 文光堂C32-K-173901021425 2017 開架書架

あなたの患者さん，認知症かもし
れません：急性期・一般病院にお
けるアセスメントからBPSD・せん
妄の予防，意思決定・退院支援ま
で

小川朝生　著 医学書院C32-O-173861021421 2017 開架書架

よくわかる高齢者のからだと病
気：看護師・介護士のための解剖
生理学

山口潔・川野史
子・松井秀夫　
監修

池田書店C32-Y-174231021458 2016 開架書架

無刀流整形外科：メスのいらない
運動器治療

柏口新二　編著 日本医事新報社C50-K-173801021415 2017 開架書架

整形外科疾患ビジュアルブック　
第2版

落合慈之　監修
　向井直人　編
集

学研メディカル
秀潤社　学研プ
ラス

C50-O-173541021389 2018 開架書架
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脳神経の解剖＆疾患ノート：ブレ
インナーシング別冊　日本一カン
タン・わかりやすい

長谷川泰弘・小
笠原邦昭　監修

メディカ出版C60-H-173731021408 2018 開架書架

看護師・看護学生のためのレビュ
ーブック　2019　第20版

岡庭豊　編集 メディックメデ
ィア

D05-M-173991021434 2018 看護師国家試験コーナー

看護学生スタディガイド　2019 池西静江・石束
佳子　編集

照林社D05-S-174241021459 2018 看護師国家試験コーナー

看護国試シリーズ　みるみるナー
シング：健康支援と社会保障制度
　2018-2019

テコム編集委員
会　編

テコム出版事業
部

D05-T-174041021439 2017 看護師国家試験コーナー

看護師採用試験　面接試験攻略
法：看護師就活のプロが教える面
接の攻略本

濱田安岐子　監
修

滋慶出版　つち
や書店

D05-T-174001021435 2018 看護師国家試験コーナー

ズルいくらいに1年目を乗り切る看
護技術

中山有香里　著 メディカ出版D10-N-174221021457 2018 開架書架

黒田裕子のしっかり身につく看護
過程　改訂第2版

黒田裕子　著 照林社D13-K-173771021412 2018 開架書架

成人看護　2　慢性期・回復期　第
2版　(パーフェクト臨床実習ガイ
ド)

野並葉子　監修
　森菊子・藤原
由子・元木絵美
　編集

照林社D20-N-173711021406 2018 開架書架

認知症の人の「想い」からつくる
ケア：急性期病院編

井藤英喜　監修
　東京都健康長
寿医療センター
看護部・伊東美
緒・木村陽子　
編集

インターメディ
カ

D22-I-173611021396 2017 開架書架

成人看護　1　急性期・周手術期　
第2版　(パーフェクト臨床実習ガ
イド)

井上智子　編集 照林社D30-I-173331021368 2016 開架書架

写真でわかる　高齢者ケアアドバ
ンス：高齢者の心と体を理解し、
生活の営みを支える　(写真でわか
るアドバンスシリーズ)

古田愛子　監修 インターメディ
カ

D40-H-173621021397 2017 開架書架

これだけは知っておきたい高齢者
看護学：総まとめ！看護師国家試
験準備に最適！

工藤綾子　編著 PILAR　PRESSD40-K-173291021364 2017 開架書架

実践！高齢者のフィジカルアセス
メント：手技と事例で学ぶ　老化
を理解して、異常を見逃さない！

角濱春美　著　
大西基喜　医学
監修・著

メディカ出版D40-K-173791021414 2017 開架書架

老年看護学：高齢者の健康生活を
支える看護　第2版

太田喜久子　編
著

医歯薬出版D40-O-173141021349 2017 開架書架

ナースの困ったに答える高齢者の
看護ケア：よくみる疾患よく出合
う問題

東京都健康長寿
医療センター看
護部　監修

学研メディカル
秀潤社　学研プ
ラス

D40-T-173811021416 2016 開架書架

小児看護　第2版　(パーフェクト
臨床実習ガイド)

筒井真優美　編
集

照林社D50-T-173341021369 2017 開架書架

わかりやすい臨床中医実践弁証ト
レーニング　第２版

王財源　著 医歯薬出版E25-O-173151021350 2018 開架書架

よくわかる経絡治療脈診ワークブ
ック

大上勝行　著 医道の日本社E41-O-173561021391 2018 開架書架

よくわかる経絡治療実践トレーニ
ング

大上勝行　著 医道の日本社E41-O-173531021388 2018 開架書架

家族の脳を元気にする楽うまごは
ん：漢方の知恵で身近な食材をお
いしく活用

丁宗鐵・浜内千
波　著

医道の日本社E70-T-172461021461 2015 開架書架
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認知症を楽しく予防しよう！：理
学療法士・作業療法士・言語聴覚
士からの提案

飯山準一　監修
　久保高明・木
村伊津子・吉田
真理子・大塚裕
一・宮本恵美　
著

医学と看護社F70-I-173351021370 2017 開架書架

ピーキングのためのテーパリン
グ：狙った試合で最高のパフォー
マンスを発揮するために

河森直紀　著 ナップG40-K-173981021433 2018 開架書架
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