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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-181121022153 2017 開架書架

町田志樹の聴いて覚える起始停止 町田志樹　著 三輪書店B10-M-181081022149 2019 開架書架

筋膜系の機能解剖アトラス CARLA　STECCO
　原著　竹井仁
　訳

医歯薬出版B10-S-180071022048 2018 開架書架

標準微生物学　第13版　(Standard
　Textbook)

神谷茂・錫谷達
夫　編集

医学書院B60-H-179961022037 2019 開架書架

公衆衛生マニュアル　2019 柳川洋・中村好
一　編集

南山堂B70-K-179981022039 2019 開架書架

CT・MRI画像解剖ポケットアトラス
　3　第4版

Torsten　B.　
Moeller・Emil
　Reif　著　町
田徹　監訳

メディカル・サ
イエンス・イン
ターナショナル

C10-M-179951022036 2018 開架書架

エビデンスに基づいたリンパ浮腫
実践ガイドブック：基本手技と患
者指導

北村薫　監修 へるす出版C30-K-179901022031 2018 開架書架

かんテキ循環器：患者がみえる新
しい「病気の教科書」

大八木秀和　監
修　宮川和也　
編集

メディカ出版C30-K-180811022122 2019 開架書架

リンパ浮腫診療ガイドライン　
2018年版

日本リンパ浮腫
学会　編

金原出版C30-N-179911022032 2018 開架書架

糖尿病・内分泌疾患ビジュアルブ
ック　　第2版

落合慈之　監修
　林道夫・渋谷
祐子　編集

学研メディカル
秀潤社(発売；
学研プラス)

C30-O-179891022030 2018 開架書架

消化器外科の手術看護：手順が見
える！次の動きがわかる！

大野義一朗　著 医学書院C40-O-180111022052 2018 開架書架

かんテキ整形外科：患者がみえる
新しい「病気の教科書」

渡部欣忍　編集 メディカ出版C50-K-180801022121 2019 開架書架

かんテキ脳神経：患者がみえる新
しい「病気の教科書」

岡崎貴仁・青木
志郎　編集

メディカ出版C60-K-180791022120 2019 開架書架

標準精神医学　第7版　(Standard
　Textbook)

尾崎紀夫・三村
將・水野雅文・
村井俊哉　編集

医学書院C70-O-179921022033 2018 開架書架

専門的な思考を鍛える看護のため
のフレームワーク　改訂

武藤教志　著 精神看護出版D01-M-181411022182 2016 開架書架

看護師国家試験コア・トレ：コア
な知識に絞って、学習トレーニン
グ！

内田都良　編著 メディカ出版D05-M-181221022163 2018 看護師国家試験コーナー

かんごろ：看護師国家試験のため
のゴロあわせ集　第6版

医療情報科学研
究所　編集

メディックメデ
ィア

D05-M-181381022179 2018 看護師国家試験コーナー

看護師国家試験対策出題傾向がみ
える成人看護学　2019年　下

守本とも子　監
修　松浦純平・
明神一浩　編著

PILAR　PRESS
(ピラールプレ
ス)

D05-P-181641022205 2018 看護師国家試験コーナー

看護師国家試験対策出題傾向がみ
える小児看護学　2020年

下山京子　編著 PILAR　PRESSD05-P-181651022206 2019 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104～108回試験
問題

東京アカデミー
　編

ティーエーネッ
トワーク(発
売；七賢出版)

D05-S-181401022181 2019 看護師国家試験コーナー

できるナースと言われるために3年
目までに知っておきたい100のこと

藤野智子・三上
剛人　監修

学研メディカル
秀潤社(発売；
学研プラス)

D10-F-181141022155 2018 開架書架

コンコーダンス：患者の気持ちに
寄り添うためのスキル21

安保寛明・武藤
教志　著

医学書院D11-A-180821022123 2010 開架書架

緊急度・重症度からみた症状別看
護過程+病態関連図　第3版

井上智子・窪田
哲朗　編集

医学書院D13-I-181151022156 2019 開架書架

複数疾患をもつ患者の"実践"看護
過程

山勢博彰・山勢
善江　監修

学研メディカル
秀潤社(発売；
学研プラス)

D13-Y-181631022204 2017 開架書架
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看護アセスメントスケール&ツー
ル：臨床で役立つ

池松裕子　編集 照林社D14-I-181181022159 2018 開架書架

先輩ナースが書いた消化器外科ノ
ート：ケアの根拠がわかる

久保健太郎　著 照林社D32-K-181191022160 2018 開架書架

整形外科ナースのギモン：日ごろ
の"？"をまとめて解決

船橋整形外科病
院看護部　編著

照林社D35-S-181361022177 2019 開架書架

エビデンスに基づく老年看護ケア
関連図

工藤綾子・湯浅
美千代　編集

中央法規出版D40-K-181371022178 2019 開架書架

パーソン・センタード・ケアでひ
らく認知症看護の扉

鈴木みずえ・酒
井郁子　編集

南江堂D40-S-181171022158 2018 開架書架

リカバリー・退院支援・地域連携
のためのストレングスモデル実践
活用術

萱間真美　著 医学書院D70-K-180831022124 2016 開架書架

心を病む人の生活をささえる看護 坂田三允　編集 中央法規出版D70-S-181621022203 2018 開架書架

スポーツ理学療法学：動作に基づ
く外傷・障害の理解と評価・治療
の進め方　改訂第2版

陶山哲夫　監修
　赤坂清和　編
集

メジカルビュー
社

F30-S-180881022129 2018 開架書架

筋肉をつくる食事・栄養パーフェ
クト事典

岡田隆・　竹並
恵里　監修

ナツメ社G33-O-180911022132 2018 開架書架

水泳選手のためのコンディショニ
ングトレーニング　下半身・応用
編

小泉圭介　著 ベースボール・
マガジン社

G40-K-181471022188 2019 開架書架

水泳選手のためのコンディショニ
ングトレーニング　基礎・上半身
編

小泉圭介　著 ベースボール・
マガジン社

G40-K-181481022189 2019 開架書架

使える筋肉・使えない筋肉アスリ
ートのための筋力トレーニングバ
イブル

谷本道哉・荒川
裕志　著　石井
直方　監修

ナツメ社G40-T-180891022130 2018 開架書架

極めるアスリートの腰痛：100%を
超える復帰

西良浩一　編集 文光堂G50-S-180931022134 2018 開架書架
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