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グレイ解剖学　原著第4版 Richard　
L.Drake・
A.Wayne　
Vogl・Adam　
W.M.Mitchell　
著　秋田恵一　
訳

エルゼビア・ジ
ャパン

B10-D-183081022348 2019 開架書架

ステップアップ生理学ノート：し
くみとはたらき総まとめ　第2版

増田敦子　著 サイオ出版B20-S-182761022316 2019 基礎医学問題集コーナー

病理学きほんノート 小林正伸　著 南山堂B50-K-182951022335 2018 基礎医学問題集コーナー

なるほどなっとく！病理学：病態
形成の基本的な仕組み　改訂2版

小林正伸　著 南山堂B50-K-182961022336 2019 開架書架

臨床判断を鍛えるアセスメント力
がつく検査値の読み方：看護師に
よる看護師のための

道又元裕　監修 ナツメ社C10-M-183301022370 2019 開架書架

標準整形外科学　第14版 井樋栄二・吉川
秀樹・津村弘・
田中栄・髙木理
彰　編集

医学書院C50-H-183041022344 2020 開架書架

関節学ハンドブック 飯島治之・盆子
原秀三・山本清
　著

医歯薬出版C50-I-182841022324 2019 開架書架

骨折ハンター：レントゲン×非整
形外科医

増井伸高　著 中外医学社C50-M-182701022310 2019 開架書架

看護学生のための重要疾患ドリ
ル：授業・実習・国試に役立つ！
　2020

フラピエかおり
　編著

メヂカルフレン
ド社

D05-M-183351022375 2019 看護師国家試験コーナー

出題傾向がみえる必修問題　2020
年

中村裕美　監修
　内藤直美・小
山順子・山本麻
記子　著

PILAR　PRESS
(ピラールプレ
ス)

D05-P-183361022376 2019 看護師国家試験コーナー

出題傾向がみえる看護の統合と実
践　2020年

中村裕美　監修
　内藤直美・小
山順子・山本麻
記子・市川裕子
　著

PILAR　PRESS
(ピラールプレ
ス)

D05-P-183371022377 2019 看護師国家試験コーナー

出題傾向がみえる精神看護学　
2020年

新井信之　編著 PILAR　PRESS
(ピラールプレ
ス)

D05-P-183381022378 2019 看護師国家試験コーナー

出題傾向がみえる基礎看護学　
2020年

中村裕美　監修
　内藤直美・小
山順子・山本麻
記子　著

PILAR　PRESS
(ピラールプレ
ス)

D05-P-183561022396 2019 看護師国家試験コーナー

看護に役立つ口腔ケアテクニック
　第2版

晴山婦美子・塚
本敦美・坂本ま
ゆみ　編著

医歯薬出版D16.5-H-183331022373 2019 開架書架

臨床検査ビジュアルナーシング：
見てできる臨床ケア図鑑

藤田浩　監修　
畑田みゆき　編
集

学研メディカル
秀潤社(発売；
学研プラス)

D17-F-183021022342 2018 開架書架

看護の学びなおし急変対応 白坂友美　著 照林社D17.4-S-183271022367 2019 開架書架

ウェルネスの視点にもとづく老年
看護過程：生活機能に焦点をあて
たアセスメント　第2版

奥宮暁子　編著 医歯薬出版D40-O-183431022383 2019 開架書架

はじめての精神科看護：カラービ
ジュアルで見てわかる！　改訂2版

浅香山病院看護
部　編著

メディカ出版D70-A-183201022360 2020 開架書架

精神疾患をもつ人を、病院でない
所で支援するときにまず読む本："
横綱級"困難ケースにしないための
技と型

小瀬古伸幸　著 医学書院D70-K-183581022398 2019 開架書架

中医小児科学　(中医学教科書シリ
ーズ3)

辰巳洋　編者 源草社E53-T-183831022423 2018 開架書架
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中医婦科学基礎 吉富博樹　主編 たにぐち書店E53-Y-183781022418 2019 開架書架

慢性疼痛：疾患・症状別漢方治療 世良田和幸　監
修

東洋学術出版社E54-S-183811022421 2019 開架書架

スポーツ外傷・障害の予防と整復
の手技学

安達和俊　著 科学新聞社E60-A-182441022284 2019 開架書架

指圧養生訓：セルフ指圧のすすめ
　令和版

石塚寛　監修　
小野田茂　編著

ヒューマンワー
ルド

E60-O-183741022414 2019 開架書架

股関節拘縮の評価と運動療法　(運
動と医学の出版社の臨床家シリー
ズ)

熊谷匡晃　執筆 運動と医学の出
版社

F10-H-182511022291 2019 開架書架

五十肩の評価と運動療法：あなた
も必ず治せるようになる！　(運動
と医学の出版社の臨床家シリーズ)

赤羽根良和　著 運動と医学の出
版社

F10-T-182501022290 2019 開架書架

PNFハンドブック　第4版 Susan.S.Adler
・
Dominiek.Becke
rs・Math.Buck
　原著　柳澤
健・中島榮一
郎・髙橋護　訳

丸善出版F21-A-182531022293 2018 開架書架

肩関節拘縮の評価と運動療法　臨
床編　(運動と医学の出版社の臨床
家シリーズ)

林典雄　監修　
赤羽根良和　執
筆

運動と医学の出
版社

F30-H-182521022292 2019 開架書架

スポーツ医学検定公式テキスト：
スポーツを愛するすべての人に-

日本スポーツ医
学検定機構　著

東洋館出版社G00-N-182321022272 2017 開架書架

スポーツ医学検定公式テキスト1
級：スポーツを支えるすべての人
に

日本スポーツ医
学検定機構　著

東洋館出版社G00-N-182331022273 2019 開架書架

スポーツパフォーマンスのアセス
メント：競技力評価のための測定
と分析

David　H.　
Fukuda　著　渡
部一郎　訳

ナップG31-F-182591022299 2019 開架書架

コンテクスチュアルトレーニン
グ：運動学習・運動制御理論に基
づくトレーニングとリハビリテー
ション

Frans　Bosch　
著　谷川聡・大
山卞圭悟　監訳

大修館書店G40-B-182581022298 2020 開架書架

アスレティック・ムーブメント・
スキル：スポーツパフォーマンス
のためのトレーニング

Clive　Brewer
　著　広瀬統一
　監訳

ナップG40-B-182611022301 2018 開架書架

ストレッチ・トゥ・ウィン：スポ
ーツパフォーマンス向上のための
柔軟性プログラム

Ann　
Frederick・
Chris　
Frederick　著
　中丸宏二・小
山貴之　監訳

ナップG42-F-182601022300 2019 開架書架

スタンフォード式最高の睡眠 西野精治　著 サンマーク出版H91-N-182401022280 2017 開架書架
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