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心理学　第5版 鹿取廣人・杉本
敏夫・鳥居修晃
　編

東京大学出版会A140-K-190121023057 2015 開架書架

社会福祉　第12版　(新体系看護学
全書　健康支援と社会保障制度3)

山崎泰彦　編 メヂカルフレン
ド社

A364-Y-189891023034 2019 開架書架

ベッドサイドを科学する：看護に
生かす物理学　完全版　改訂第3版

平田雅子　著 学研メディカル
秀潤社(発売；
学研プラス)

A420-H-189731023018 2018 開架書架

物理学　　第2版　(新体系看護学
全書　基礎科目)

平田雅子　編 メヂカルフレン
ド社

A420-H-189851023030 2019 開架書架

看護に必要な漢字で覚える解剖ド
リル　(プチナースBOOKS　BASIC)

菊地よしこ　著
　百田龍輔　監
修

照林社B10-K-189941023039 2017 基礎医学問題集コーナー

G　supple　イメージできる解剖生
理学　改訂2版

G　supple編集
委員会・林正健
二　編

メディカ出版B20-G-190021023047 2009 基礎医学問題集コーナー

看護形態機能学：生活行動からみ
るからだ　第4版　生活行動からみ
るからだ

菱沼典子　著 日本看護協会出
版会

B20-H-189131022958 2017 開架書架

栄養生化学　第5版　　(新体系看
護学全書　人体の構造と機能　2)

脊山洋右・島野
仁・松島照彦　
編

メヂカルフレン
ド社

B30-S-189861023031 2019 開架書架

治療薬マニュアル　2019 髙久史麿・矢﨑
義雄　監修　北
原光夫・上野文
昭・越前宏俊　
編集

医学書院B40-K-190081023053 2019 開架書架

看護微生物学　第4版 今西二郎・市村
宏　編著

医歯薬出版B60-I-189991023044 2019 開架書架

関係法規　第16版　(新体系看護学
全書　健康支援と社会保障制度4)

山本光昭　編 メヂカルフレン
ド社

B71-Y-189901023035 2019 開架書架

日本食品成分表　本表編　2015　
七訂

医歯薬出版　編 医歯薬出版B74-I-190181023063 2016 開架書架

アルコールと健康に関する保健指
導マニュアル

石井裕正　著 厚生労働科学研
究費補助金

B75-I-189621023007 2010 開架書架

看護のための人間発達学　第5版 舟島なをみ・望
月美知代　著

医学書院B76-F-189721023017 2017 開架書架

全部見える　スーパービジュアル
　消化器疾患

山本雅一　総監
修

成美堂出版C30-Z-190131023058 2014 開架書架

高齢者の感覚障害：慢性疼痛を中
心に

長寿科学振興財
団

長寿科学振興財
団

C32-T-189221022967 2016 開架書架

高齢者の睡眠とその障害　
(Advances　in　aging　and　
health　research　2016)

長寿科学振興財
団

長寿科学振興財
団

C32-T-190041023049 2017 開架書架

高齢者の不安とその対策：―経
済・健康・孤独―　(Advances　in
　aging　and　health　research
　2014)

長寿科学振興財
団

長寿科学振興財
団

C32-T-190051023050 2015 開架書架

実践に生かす看護理論19　新訂版
　第2版

城ケ端初子　編
著

サイオ出版D01-J-189751023020 2018 開架書架

看護学概論　第4版　　(新体系看
護学全書　基礎看護学　1)

宮脇美保子　編 メヂカルフレン
ド社

D01-M-189881023033 2017 開架書架

看護倫理ジレンマを解決するため
に：ケアの質を高める

岡崎寿美子・小
島恭子　編著

医歯薬出版D01-O-189161022961 2002 開架書架

私たちの拠りどころ保健師助産師
看護師法　第2版

田村やよひ　著 日本看護協会出
版会

D03-T-190101023055 2015 開架書架

New看護学生プレトレーニング：看
護を学ぶ前にもう一度整理してお
きたい基礎知識　第2版

メヂカルフレン
ド社編集部　編
集

メヂカルフレン
ド社

D05-M-189951023040 2017 看護師国家試験コーナー
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新人ナースの心構え　第2版 高橋恵子　編集 日本看護協会出
版会

D08-T-189481022993 2017 開架書架

急性期・周手術期　2　(新看護観
察のキーポイントシリーズ)

富田幾枝　編 中央法規出版D22-T-189531022998 2011 開架書架

耳鼻咽喉／歯・口腔　第4版　(新
体系看護学全書　成人看護学13)

神崎仁　編集 メヂカルフレン
ド社

D30-K-189441022989 2018 開架書架

皮膚／眼　第5版　(新体系看護学
全書　成人看護学12)

佐伯秀久　編集 メヂカルフレン
ド社

D30-N-189431022988 2018 開架書架

腎・泌尿器　第4版　(新体系看護
学全書　成人看護学7)

奴田原紀久雄　
編集

メヂカルフレン
ド社

D33-Y-189381022983 2018 開架書架

脳・神経　第4版　(新体系看護学
全書　成人看護学6)

黒岩義之　編集 メヂカルフレン
ド社

D34-K-189371022982 2018 開架書架

運動器　第4版　(新体系看護学全
書　成人看護学11)

金子和夫　編集 メヂカルフレン
ド社

D35-K-189421022987 2018 開架書架

感染症／アレルギー・免疫／膠原
病　第4版　(新体系看護学全書　
成人看護学9)

岡崎仁昭　編集 メヂカルフレン
ド社

D36-T-189401022985 2018 開架書架

内分泌／栄養・代謝　第5版　(新
体系看護学全書　成人看護学8)

竹内靖博　編集 メヂカルフレン
ド社

D37-S-189391022984 2018 開架書架

女性生殖器　第5版　(新体系看護
学全書　成人看護学10)

恩田貴志　編集 メヂカルフレン
ド社

D38-K-189411022986 2018 開架書架

がん看護　2021/26(5)　増刊　が
んの患者のフィジカルアセスメン
ト：部位別に見逃したくない問題
を理解する

山花令子・鈴木
美穂　編

南江堂D39-G-190191023064 2021 開架書架

精神看護学：学生‐患者のストー
リーで綴る実習展開　第2版

田中美恵子　編
著

医歯薬出版D70-T-189241022969 2015 開架書架
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