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PT・OT基礎から学ぶ解剖学ノー
ト：理学療法士・作業療法士　第3
版　(解答集付)

中島雅美　編 医歯薬出版B10-N-179591022000 2017 開架書架

プロメテウス解剖学エッセンシャ
ルテキスト

Anne　M.Gilroy
　[著]

医学書院B10-P-179831022024 2019 開架書架

プロメテウス解剖学アトラス　口
腔・頭頸部　第2版

Eric　W.Baker
　編　坂井建
雄・天野修　監
訳

医学書院B10-P-179841022025 2018 開架書架

プロメテウス解剖学アトラス　第2
版　コンパクト版

Michael　
Schünke・Erik
　Schulte・Udo
　Schumacher　
著　坂井建雄　
監訳　市村浩一
郎・澤井直　訳

医学書院B10-P-179851022026 2019 開架書架

プロメテウス解剖学アトラス　頭
頸部/神経解剖　第3版

Michael　
Schünke・Erik
　Schulte・　
Udo　
Schumacher　著
　坂井建雄・河
田光博　監訳

医学書院B10-P-179861022027 2019 開架書架

プロメテウス解剖学コアアトラス
　第3版

Anne　
M.Gilroy・
Brian　
R.MacPherson　
著　坂井建雄　
監訳　市村浩一
郎・澤井直　訳

医学書院B10-P-179871022028 2019 開架書架

解剖生理学ワークブック 坂井建雄・岡田
隆夫　編

医学書院B20-S-179821022023 2019 基礎医学問題集コーナー

カラー図解人体の細胞生物学 坂井建雄・石崎
泰樹　編集

日本医事新報社B31-S-179811022022 2018 開架書架

伝わる医療の描き方：患者説明・
研究発表がもっとうまくいくメデ
ィカルイラストレーションの技術

原木万紀子　執
筆　内藤宗和　
監修

羊土社C00-H-179601022001 2018 開架書架

マンガで身につく！治療家のため
の医療面接

奈良雅之　監修 医道の日本社C00-N-179531021994 2019 開架書架

鍼灸臨床における医療面接　改訂
版

丹澤章八　編著 医道の日本社C00-T-179521021993 2019 開架書架

医療職のための症状聞き方ガイ
ド："すぐに対応すべき患者"の見
極め方

前野哲博　編集 医学書院C10-M-179771022018 2019 開架書架

臨床検査データブック　2019-2020 髙久史麿　監修
　黒川清・春日
雅人・北村聖　
編集

医学書院C10-T-179791022020 2019 開架書架

救急整形外傷レジデントマニュア
ル　第2版

田島康介　著 医学書院C21-T-179781022019 2018 開架書架

ファッシャルリリーステクニッ
ク：筋膜を治療して身体構造のバ
ランスを整える　増補改訂版

James　Earls・
Thomas　Myers
　著

医道の日本社C52-E-179551021996 2019 開架書架

骨盤と仙腸関節の機能解剖：骨盤
帯を整えるリアラインアプローチ

John　Gibbons
　著

医道の日本社C52-G-179571021998 2019 開架書架

オステオパシーアトラス：マニュ
アルセラピーの理論と実践　増補
改訂版

Alexander　
S.Nicholas・
Evan　
A.Nicholas　著

医道の日本社C52-N-179581021999 2019 開架書架

今すぐ知りたい!不妊治療Q&A：基
礎理論からDecision　Makingに必
要なエビデンスまで

久慈直昭・京野
廣一　編集

医学書院C80-K-179761022017 2019 開架書架
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ねじ子のヒミツ手技#　(ナース専
科BOOKS)

森皆ねじ子　著 インプレスD22-M-179801022021 2018 開架書架

臨床医学各論穴埋め問題集：はり
師きゅう師・あん摩マッサージ指
圧師　上巻

ウエマツ創研出
版部　編

ウエマツ創研E02-U-179501021991 2019 開架書架

臨床医学各論穴埋め問題集：はり
師きゅう師・あん摩マッサージ指
圧師　下巻

ウエマツ創研出
版部　編

ウエマツ創研E02-U-179511021992 2019 開架書架

印象から始める歩行分析：エキス
パートは何を考え,どこを見ている
のか？

盆子原秀三・山
本澄子　著

医学書院F10-B-179631022004 2018 開架書架

運動器疾患の機能解剖学に基づく
評価と解釈　下肢編　(運動と医学
の出版社の臨床家シリーズ)

林典雄・岸田敏
嗣　筆者

運動と医学の出
版社

F10-H-179711022012 2018 開架書架

足部・足関節理学療法マネジメン
ト：機能障害の原因を探るための
臨床思考を紐解く

片寄正樹　監修
　小林匠・三木
貴弘　編集

メジカルビュー
社

F10-K-179671022008 2018 開架書架

病態からみた理学療法　内科編：
臨床の「なぜ?どうして?」がわか
る

高橋仁美　編集 中山書店F20-T-179701022011 2018 開架書架

病態からみた理学療法　外科編：
臨床の「なぜ？どうして?」がわか
る

高橋仁美　編集 中山書店F20-T-179691022010 2018 開架書架

アスレティックリハビリテーショ
ンガイド：競技復帰・再発予防の
ための実践的アプローチ　第2版

福林徹・武冨修
治　編集

文光堂F30-H-179641022005 2018 開架書架

カパンジー機能解剖学　1　上肢　
原著第7版

A.I.KAPANDJI　
著・塩田悦仁　
訳

医歯薬出版G20-K-179751022016 2019 開架書架

カパンジー機能解剖学　2　下肢　
原著第7版

A.I.KAPANDJI　
著・塩田悦仁　
訳

医歯薬出版G20-K-179741022015 2019 開架書架

カパンジー機能解剖学　3　脊椎・
体幹・頭部　原著第7版

A.I.KAPANDJI　
著　塩田悦仁　
訳

医歯薬出版G20-K-179731022014 2019 開架書架

ドーピングの哲学：タブー視から
の脱却

Jesn　Noel　
MISSA・Pascal
　NOUVEL　編

新曜社G40-M-179651022006 2017 開架書架

ヨガアナトミー：筋肉とアーサナ
をやさしく学ぶ

Jo　ann　
Staugaard-
Jones　著

医道の日本社G40-S-179561021997 2018 開架書架

機能解剖学的ストレッチング下
肢・体幹：セラピストのための

鵜飼建志　編
著・林典雄　監
修

メジカルビュー
社

G42-U-179721022013 2018 開架書架

舞台医学入門 武藤芳照　監修 新興医学出版社G50-M-179661022007 2018 開架書架

患者の心がけ：早く治る人は何が
違う？　(光文社新書)

酒向正春　著 光文社H10-S-179621022003 2018 開架書架

リハビリテーション英会話：PT・
OTが書いた

三木貴弘・　今
本大地・　岡谷
内美乃里　著

メジカルビュー
社

H70-M-179611022002 2018 開架書架

リハビリのプロがすすめる健康寿
命を延ばす1000冊

結城俊也・坂本
宗樹・鈴木光
司・二宮秀樹　
編集

日外アソシエー
ツ(発売；紀伊
國屋書店)

H90-Y-179681022009 2018 開架書架

身体のデザインに合わせた自然な
呼吸法：－アレクサンダー・テク
ニークで息を調律する－

Richard　
Brennan　著　
稲葉俊郎　監訳

医道の日本社H93-B-179541021995 2018 開架書架
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