
H22年度　医学部図書館　学生用図書リスト　[請求記号順]

No. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

1 よく生きよく笑いよき死と出会う
アルフォンス・デーケン
著

新潮社 2003.9 BF //ヨクイ

2 図説日本の財政 平成22年度版 山口公生編 東洋経済新報社 1955- HJ //ズセツ//22

3 身体の比較社会学 1 大澤真幸著 勁草書房 1990.4-1992.9 HM //シンタ//1

4 身体の比較社会学 2 大澤真幸著 勁草書房 1990.4-1992.9 HM //シンタ//2

5 時間の比較社会学(岩波現代文庫:学術:108) 真木悠介著 岩波書店 2003.8 HM //ジカン

6
ビジネスコミュニケーションスキルを磨く10のステップ(就活
必勝ガイド)

富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 2010.4 L //ビジネ

7 生物学辞典 石川統 [ほか] 編集 東京化学同人 2010.12 QH 302.5 //セイブ

8 バイオインフォマティクス : ゲノム配列から機能解析へ 第2版
David W. Mount著/香月祥
太郎 [ほか] 訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2005.12 QH 441.2 //バイオ

9

原理からよくわかるリアルタイムPCR実験ガイド : 基本からよ
り効率的な解析まで : 必要な機器・試薬と実験プロトコール
(実験医学:別冊)

北條浩彦編集 羊土社 2008.1 QH 442 //ゲンリ

10 ワトソン遺伝子の分子生物学 第6版
James D.Watson [ほか] 著
/滋賀陽子, 中塚公子, 宮下
悦子訳

東京電機大学出版局 2010.10 QH 506 //ワトソ

11 医学のための細胞生物学 永田和宏, 塩田浩平編 南山堂 2009.8 QH 581 //イガク
12 基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 和田勝著 羊土社 2006.12 QH 581 //キソカ

13 分子細胞生物学 第6版
H. Lodish [ほか著]/石浦章
一 [ほか] 訳

東京化学同人 2010.11 QH 581 //ブンシ

14 幹細胞の基礎からわかるヒトES細胞
アン A.キースリング, ス
コット C.アンダーソン著/

須田年生監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2008.7 QH 581.2 //カンサ

15 細胞の分子生物学 第5版
Bruce Alberts [ほか] 著/青
山聖子 [ほか] 翻訳

ニュートンプレス 2010.2 QH 581.2//サイボ

16 細胞の分子生物学 第5版
Bruce Alberts [ほか] 著/青
山聖子 [ほか] 翻訳

ニュートンプレス 2010.2 QH 581.2//サイボ

17
自我の起原 : 愛とエゴイズムの動物社会学(岩波現代文庫:学
術:205)

真木悠介著 岩波書店 2008.11 QL //ジガノ

18 グラント解剖学図譜 第6版
Anne M. R. Agur, Arthur F. 

Dalley [著]/小林靖, 小林直
人, 市村浩一郎訳

医学書院 2011.3 QS 17 //グラン

19 分冊解剖学アトラス 第6版
W. Kahle [ほか著]/平田幸
男訳

文光堂 2011- QS 17 //ブンサ//03

20 イラスト解剖学 第7版 松村譲兒著 中外医学社 2011.3 QS 4 //イラス

21 人体の構造と機能 第3版
エレイン N. マリーブ著/

林正健二 [ほか] 訳
医学書院 2010.3 QS 4 //ジンタ

22 トートラ人体解剖生理学

Gerard J. Tortora, Bryan 

Derrickson [著]/佐伯由香 

[ほか] 編訳/石橋隆治 [ほ
か訳]

丸善出版 2011.3 QS 4 //トトラ

23 入門人体解剖学 改訂第4版 藤田恒夫著 南江堂 1999.4 QS 4 //ニユウ
24 入門人体解剖学 改訂第4版 藤田恒夫著 南江堂 1999.4 QS 4 //ニユウ

25 機能を中心とした図説組織学 第5版
B. Young [ほか] 著/澤田元 

[ほか] 訳
医学書院 2009.3 QS 504 //キノウ

26 標準細胞生物学 第2版(Standard textbook)
近藤尚武 [ほか] 編/石川春
律 [ほか] 執筆

医学書院 2009.2 QS 504 //ヒヨウ

27 顕微鏡写真で見る細胞組織学 : カラーアトラス
ヴォルフガング・キュー
ネル著/坂井建雄, 石村和
敬訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2006.4 QS 517 //ケンビ

28 ムーア人体発生学 原著第8版
Moore and Persaud原著/

瀬口春道, 小林俊博, Eva 

Garcia del Saz訳
医歯薬出版 2011.3 QS 604 //ムアジ

29 ラングマン人体発生学 第10版
T・W・サドラー著/安田
峯生訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.9 QS 604 //ラング

30 オックスフォード生理学
Gillian Pocock, 

Christopher D. Richards 

[著]/赤川公朗 [ほか] 訳
丸善 2009.12 QT 104 //オツク

31 オックスフォード生理学
Gillian Pocock, 

Christopher D. Richards 

[著]/赤川公朗 [ほか] 訳
丸善 2009.12 QT 104 //オツク

32 人体生理学ノート 改訂7版 松村幹郎, 岡田隆夫著 金芳堂 2009.11 QT 104 //ジンタ

33
生理学 : 人体の構造と機能 改訂版(図解ワンポイントシリー
ズ:2)

片野由美, 内田勝雄著 医学芸術社 2011.3 QT 104 //セイリ

34 生理学テキスト 第6版 大地陸男著 文光堂 2010.2 QT 104 //セイリ
35 症例問題から学ぶ生理学 Linda S. Costanzo著 丸善 2009.11 QT 18.2 //シヨウ

36 翻訳人体物理学 : 動きと循環のメカニズムを探る
Irving P. Herman著/齋藤太
朗, 高木建次翻訳

エヌ・ティー・エス 2009.3 QT 34 //ホンヤ

37
「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュ
アル 第2版

武見ゆかり, 吉池信男編 第一出版 2007.8 QU 145 //シヨク

38 日本人の食事摂取基準 : 厚生労働省策定 2010年版 第一出版編集部編 第一出版 2005.5- QU 145 //ニホン//2010

39
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告よ
り 平成19年

健康・栄養情報研究会編 第一出版 2008.4- QU 146 //コクミ//19

40
医歯薬系学生のためのビジュアル生化学・分子生物学 改訂第3

版
大塚吉兵衛, 安孫子宜光共
著

日本医事新報社 2008.10 QU 4 //イシヤ

41 ストライヤー基礎生化学
John L.Tymoczko, Jeremy 

M.Berg, Lubert Stryer著
東京化学同人 2010.12 QU 4 //ストラ

42

創薬・タンパク質研究のためのプロテオミクス解析 : バイオ
マーカー・標的探索,作用機序解析の研究戦略と実践マニュア
ル(実験医学:別冊)

小田吉哉, 長野光司編集 羊土社 2010.7 QU 55 //ソウヤ

43
分子間相互作用解析ハンドブック : タンパク質とタンパク質・
核酸・糖・脂質・低分子間のネットワーク解析(実験医学:別冊)

礒辺俊明, 中山敬一, 伊藤
隆司編集

羊土社 2007.10 QU 55 //ブンシ

44
目的別で選べるタンパク質発現プロトコール : 発現系の選択か
ら精製までの原理と操作(実験医学:別冊)

永田恭介, 奥脇暢編集 羊土社 2010.4 QU 55 //モクテ

45 治療薬マニュアル 2011年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 1990.1- QV 13 //チリヨ//2011

46 ナースのためのくすりの事典 2011年版(第20版) 守安洋子著 へるす出版 1991.6- QV 13 //ナスノ



No. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号
47 国試・CBTの薬 改訂第7版 中木敏夫著 医学教育出版社 2010.4 QV 18.2 //コクシ

48 抗菌薬使用のガイドライン
日本感染症学会, 日本化学
療法学会編

協和企画(発売) 2005.10 QV 250 //コウキ

49 薬物動態学と薬力学の臨床応用 : TDMの正しい理解のために
ミッシェル E. バートン 

[ほか] 編

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2009.3 QV 38 //ヤクブ

50 カラー図解これならわかる薬理学
Heinz Lüllmann [ほか] 著/

佐藤俊明訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2006.9 QV 4 //カラズ

51 シンプル薬理学 改訂第4版 野村隆英, 石川直久編 南江堂 2008.12 QV 4 //シンプ

52 新薬理学入門 改訂3版
柳沢輝行編著/谷内一彦, 

布木和夫, 助川淳著
南山堂 2008.9 QV 4 //シンヤ

53 制吐薬適正使用ガイドライン 日本癌治療学会編 金原出版 2010.5 QV 73 //セイト

54
一般用漢方処方の手引き 改訂, 平成22年4月1日通知(加減方追
加)対応追補版

日本漢方生薬製剤協会編
集

じほう 2010.8 QV 752 //イツパ

55 医科ウイルス学 改訂第3版 高田賢蔵編集 南江堂 2009.2 QW 160 //イカウ
56 標準微生物学 第10版(Standard textbook) 平松啓一, 中込治編 医学書院 2009.4 QW 4 //ヒヨウ
57 標準微生物学 第10版(Standard textbook) 平松啓一, 中込治編 医学書院 2009.4 QW 4 //ヒヨウ

58 Janeway's免疫生物学
Kenneth Murphy, Paul 

Travers, Mark Walport著
南江堂 2010.4 QW 504 //JAN

59 アレルギー・免疫学シークレット(シークレットシリーズ)

M. エリック ガーシュウィ
ン, スタンレーM. ナグワ
編

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2006.11 QW 504 //アレル

60 エッセンシャル免疫学 第2版
Peter Parham著/笹月健彦
監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.8 QW 504 //エツセ

61 カラー図解臨床に役立つ免疫学
Gerd-Rüdiger Burmester, 

Antonio Pezzutto著/奥村
康, 橋本博史監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2006.10 QW 504 //カラズ

62 シンプル免疫学 改訂第3版
中島泉, 高橋利忠, 吉開泰
信共著

南江堂 2006.2 QW 504 //シンプ

63 メディカル免疫学
ロアット, ロブソン, デル
ヴィス著/小野江和則, 上
出利光監訳

西村書店 2006.5 QW 504 //メデイ

64 実践予防接種マニュアル 改訂2版 寺田喜平編著 中外医学社 2008.11 QW 806 //ジツセ

65 予防接種の手びき 第12版
木村三生夫, 平山宗宏, 堺
春美編著

近代出版 2008.11 QW 806 //ヨボウ

66
疾病と検査 : 検体検査/生理機能検査/画像診断/内視鏡検査/その
他(看護学テキストnice)

松田暉 [ほか] 総編集 南江堂 2010.8 QY 25 //シツペ

67 臨床病態学 総論 北村聖総編集 ヌーヴェルヒロカワ 2006.11-2010.3 QY 4 //リンシ
68 臨床検査データブック 2011-2012 黒川清 [ほか] 編集 医学書院 1997.4-20011.2 QY 4 //リンシ

69 臨床検査法提要 改訂第33版
奥村伸生, 戸塚実, 矢冨裕
編集

金原出版 2010.4 QY 4 //リンシ

70 細胞診を学ぶ人のために 第5版 坂本穆彦編 医学書院 2011.3 QY 95 //サイボ

71 症状からみる病態生理の基本 改訂版(看護学生必修シリーズ) 齋藤宣彦著 照林社 2009.9 QZ 140 //シヨウ

72
呼吸器疾患, 循環器疾患(人体の構造と機能からみた病態生理ビ
ジュアルマップ:1)

佐藤千史, 井上智子編集/

青沼和隆 [ほか] 執筆
医学書院 2010.9 QZ 140 //ジンタ//1

73
消化器疾患(人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアル
マップ:2)

佐藤千史, 井上智子編集/

有井滋樹 [ほか] 執筆
医学書院 2010.9 QZ 140 //ジンタ//2

74
代謝疾患,内分泌疾患,血液・造血器疾患,腎・泌尿器疾患(人体
の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ:3)

佐藤千史, 井上智子編集
/[秋澤忠男ほか執筆]

医学書院 2011.1 QZ 140 //ジンタ//3

75
運動器疾患, 皮膚疾患, 女性生殖器疾患, 眼疾患, 耳鼻咽喉疾患
(人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ:5)

佐藤千史, 井上智子編集
/[大川淳ほか執筆]

医学書院 2010.12 QZ 140 //ジンタ//5

76 組織病理カラーアトラス
坂本穆彦, 北川昌伸, 菅野
純著

医学書院 2008.5 QZ 17 //ソシキ

77

消化器・呼吸器・縦隔・心臓・血管(病理医・臨床医のための
病理診断アトラス : “彩の国さいたま"病理診断セミナーからの
メッセージ:vol.1)

清水道生著 ベクトル・コア 2009.12 QZ 17 //ビヨウ//1

78

乳腺・骨軟部・皮膚・内分泌臓器・唾液腺(病理医・臨床医の
ための病理診断アトラス : “彩の国さいたま"病理診断セミナー
からのメッセージ:vol.2)

村田晋一編著 ベクトル・コア 2010.5 QZ 17 //ビヨウ//2

79

婦人科・泌尿器・骨髄・リンパ系器官・脳・その他(病理医・
臨床医のための病理診断アトラス : “彩の国さいたま"病理診断
セミナーからのメッセージ:vol.3)

安田政実編著 ベクトル・コア 2010.5 QZ 17 //ビヨウ//3

80 血栓症ナビゲーター(Medical navigator series) 内山真一郎 [ほか] 編集 メディカルレビュー社 2006.1 QZ 170 //ケツセ

81 がん診療レジデントマニュアル 第5版
国立がん研究センター内
科レジデント編

医学書院 2010.6 QZ 200 //ガンシ

82 新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために 改訂第2版 日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 2009.11 QZ 200 //シンリ
83 新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために 改訂第2版 日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 2009.11 QZ 200 //シンリ

84 入門腫瘍内科学
『入門腫瘍内科学』編集
委員会編集

篠原出版新社 2009.10 QZ 200 //ニユウ

85 がん生還者たち : 病から生まれ出づるもの 柳原和子著 中央公論新社 2002.7 QZ 201 //ガンセ
86 がんと闘った科学者の記録 戸塚洋二著/立花隆編 文藝春秋 2009.5 QZ 201 //ガント
87 What's new in oncology : がん治療エッセンシャルガイド 佐藤隆美 [ほか] 編集 南山堂 2009.9 QZ 266 //ガンチ
88 がん化学療法ベスト・プラクティス 佐々木常雄編集 照林社 2008.10 QZ 267 //ガンカ

89 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2010年版
日本緩和医療学会緩和医
療ガイドライン作成委員
会編集

金原出版 2010.6 QZ 267 //ガント

90 苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン 2010年版
日本緩和医療学会緩和医
療ガイドライン作成委員
会編集

金原出版 2010.6 QZ 267 //クツウ

91 解明病理学 : 病気のメカニズムを解く 青笹克之編 医歯薬出版 2009.5 QZ 4 //カイメ

92 カラーダイナミック病理学 : 365症例からのアプローチ
鈴木利光, 山川光徳, 吉野
正監修/井上貴央, 金澤右
監修協力

西村書店 2010.12 QZ 4 //カラダ

93 シンプル病理学 改訂第5版
笹野公伸, 岡田保典, 石倉
浩編集

南江堂 2007.12 QZ 4 //シンプ

94 標準病理学 第4版(Standard textbook)
坂本穆彦, 北川昌伸, 仁木
利郎編集

医学書院 2010.8 QZ 4 //ヒヨウ

95 疾病論 : 人間が病気になるということ 第2版 井上泰著 医学書院 2011.3 QZ 40 //シツペ



No. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

96
オープンソースで始めるゲノム・プロテオーム・メタボローム
解析

樋口千洋著 オーム社 2009.2 QZ 50 //オプン

97 症例でわかる新しい臨床遺伝学
アンドリュー リード, ダ
イアン ドンナイ著/水谷修
紀監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2008.11 QZ 50 //シヨウ

98
事例に学ぶ。実践、臨床応用研究の進め方(遺伝子医学
MOOK:17)

川上浩司編集 メディカルドゥ 2010.5 QZ 50 //ジレイ

99 病気を起こす遺伝子
フィリップ R.レイリー著/

高野利也訳
東京化学同人 2007.2 QZ 50 //ビヨウ

100 母性看護 第40回(日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 1999.4- SERIAL

101 地域看護 [第40回](日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会出版会 1999.2- SERIAL

102 看護総合 [第40回](日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会出版会 1998.12- SERIAL

103 看護管理 [第40回](日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会出版会 1999- SERIAL

104 小児看護 [第40回](日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 1999.4- SERIAL

105 精神看護 [第40回](日本看護学会論文集:第35回-第41回) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 2004- SERIAL

106 成人看護 [第40回]2(日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会出版会 1998- SERIAL

107 老年看護 [第40回](日本看護学会論文集:第33回-第41回) 日本看護協会編 日本看護協会出版会 2003- SERIAL

108 看護教育 [第40回](日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会出版会 1999.1- SERIAL

109 成人看護 [第40回]1(日本看護学会論文集:第29回-第41回) 日本看護協会出版会 1998- SERIAL

110 現場に学ぶ情報セキュリティ : 安全第一!!
富士通オフィス機器株式
会社著作/制作

FOM出版 2005.12 TK //ゲンバ

111 新入生に役立つパソコン入門 : Microsoft Windows 7対応
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 2010.4 TK //シンニ

112 よくわかるMicrosoft Windows Vista SP1
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 2008.6 TK //ヨクワ

113 よくわかるMicrosoft Office PowerPoint 2007
富士通オフィス機器株式
会社著/制作

FOM出版 2007.2 TK //ヨクワ

114
よくわかるパソコンユーザーのための情報セキュリティ(よく
わかるトレーニングテキスト)

富士通オフィス機器著制
作

FOM出版 2005.6 TK //ヨクワ

115 よくわかるMicrosoft Office Word 2007 応用
富士通オフィス機器株式
会社著/制作

FOM出版 2007-2009.6 TK //ヨクワ

116 よくわかるMicrosoft Excel 2010 応用
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 2010.8- TK //ヨクワ

117 よくわかるMicrosoft Office Word 2007 基礎
富士通オフィス機器株式
会社著/制作

FOM出版 2007-2009.6 TK //ヨクワ

118 よくわかるインターネット&メール : Microsoft Windows7対応
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 2009.12 TK //ヨクワ

119 よくわかるMicrosoft Office Excel 2007 基礎
富士通オフィス機器著/制
作

FOM出版 2007-2009.6 TK //ヨクワ

120 よくわかるMicrosoft Excel 2010 基礎
富士通エフ・オー・エム
株式会社著作/制作

FOM出版 2010.8- TK //ヨクワ

121 よくわかるMicrosoft Windows7
富士通エフ・オー・エム
株式会社著制作

FOM出版 2009.12 TK //ヨクワ

122 日本の医療は変えられる
伊藤元重, 総合研究開発機
構編著

東洋経済新報社 2009.12 W 100 //ニホン

123 ステッドマン医学略語辞典
ステッドマン医学略語辞
典編集委員会編

メジカルビュー社 2001.11 W 13 //ステド

124 ライフサイエンス必須英和・和英辞典 改訂第3版
ライフサイエンス辞書プ
ロジェクト編著

羊土社 2010.4 W 13 //ライフ

125 Year note 内科・外科等編 2011年版(第20版)
国試対策問題編集委員会
編

Medic Media 1993- W 18 //YEA//2011

126
医学英単語 : リズムでしみこむ, ゴカンでひらめく(メディエイ
ゴBOOKS)

メディエイゴ編集部編 シナジー 2009.5 W 18 //イガク

127
医師国家試験のためのレビューブック : 必修・禁忌 : for 

medical
国試対策問題編集委員会 メディックメディア 2010.11 W 18 //イシコ

128 医師国家試験のためのレビューブック : for medical 第8版
国試対策問題編集委員会
編集

メディックメディア 2009.9 W 18 //イシコ

129
医療系研究論文の読み方・まとめ方 : 論文のPECOから正しい
統計的判断まで

対馬栄輝著 東京図書 2010.5 W 18 //イリヨ

130
考える技術・書く技術 : 問題解決力を伸ばすピラミッド原則 

新版
バーバラ・ミント著/山崎
康司訳

ダイヤモンド社 1999.3 W 18 //カンガ

131
語源と組立からわかる医学・生命科学の英単語らくらくマス
ター

山本良一著 オーム社 2011.1 W 18 //ゴゲン

132
専門職養成の政策過程 : 戦後日本の医師数をめぐって(学術叢
書)

橋本鉱市著
学術出版会/日本図書セ
ンター (発売)

2008.7 W 18 //センモ

133 「知」の方法論 : 論文トレーニング(岩波テキストブックス:α) 岩崎美紀子著 岩波書店 2008.5 W 18 //チノホ

134 ねじ子とあんしんマッチング
ねじ子とゆかいな仲間た
ち編著

メック 2009.6 W 18 //ネジコ

135
ハーバードでも通用した研究者の英語術 : ひとりで学べる英文
ライティング・スキル

島岡要, Joseph A. Moore

著
羊土社 2010.4 W 18 //ハバド

136
米国式Problem‐Based Conference : 問題解決,自己学習能力を
高める医学教育・卒後研修ガイド

町淳二, 児島邦明著 医学書院 2003.12 W 18 //ベイコ

137
臨床検査診断ハンドブック : 医師国家試験検査値読解トレーニ
ング(MEC Handbook)

メック国試対策編集室編 メック 2010.5 W 18 //リンシ

138
わかる!伝わる!プレゼン力 : レポート発表も採用面接も怖くな
い

佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会 2010.9 W 18 //ワカル

139 感染症(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム対応:10)
東田俊彦著/永井恒志, 泉
本典彦画

リブロ・サイエンス 2007.3 W 18.2 //キヨウ//10

140
循環器 第3版(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム対
応:2)

リブロ・サイエンス編集
部編 : 永井恒志画

リブロ・サイエンス 2009.9 W 18.2 //キヨウ//2

141
神経 第2版(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム対
応:3)

リブロ・サイエンス編集
部編/永井恒志画

リブロ・サイエンス 2006.11 W 18.2 //キヨウ//3

142
消化管 第2版(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム対
応:4)

リブロ・サイエンス編/永
井恒志画

リブロ・サイエンス 2007.2 W 18.2 //キヨウ//4

143
肝・胆・膵 第2版(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム
対応:5)

東田俊彦著/永井恒志画 リブロ・サイエンス 2010.5 W 18.2 //キヨウ//5

144 血液(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム対応:6) 東田俊彦著/永井恒志画 リブロ・サイエンス 2006.1 W 18.2 //キヨウ//6

145
腎・尿路系 第2版(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラム
対応:7)

東田俊彦著/永井恒志, 泉
本典彦画

リブロ・サイエンス 2010.8 W 18.2 //キヨウ//7

146
内分泌・代謝 第2版(共用試験対策シリーズ : コア・カリキュラ
ム対応:8)

東田俊彦著/永井恒志, 泉
本典彦画

リブロ・サイエンス 2009.6 W 18.2 //キヨウ//8
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147
免疫・アレルギー疾患(共用試験対策シリーズ : コア・カリ
キュラム対応:9)

東田俊彦著/永井恒志, 泉
本典彦画

リブロ・サイエンス 2007.2 W 18.2 //キヨウ//9

148 診療の基本 : コア・カリキュラム対応 改訂2版 大滝純司, 仲田和正編集 金芳堂 2006.12 W 18.2 //コアカ
149 医学一般 : コア・カリキュラム対応 改訂2版 今西二郎編集 金芳堂 2005.2 W 18.2 //コアカ

150 科学者として生き残る方法
フェデリコ・ロージ, 

テューダー・ジョンスト
ン著/高橋さきの訳

日経BP社/日経BP出版
センター (発売)

2008.6 W 20.5 //カガク

151 ゼミ・論文発表のためのPowerPoint
富士通オフィス機器株式
会社著作

FOM出版 2006.10 W 26.5 //ゼミロ

152 超実践マニュアル医療情報 田中雅人 [ほか] 編集 医療科学社 2007.8 W 26.5 //チヨウ

153 生命倫理事典 新版増補 酒井明夫 [ほか] 編集委員 太陽出版 2010.3 W 50 //セイメ

154 法医学 改訂2版 福島弘文編集 南山堂 2009.3 W 700 //ホウイ
155 医療崩壊の真犯人(PHP新書:633) 村上正泰著 PHP研究所 2009.10 W 84 //イリヨ
156 地域医療 : 再生への処方箋 伊関友伸著 ぎょうせい 2009.11 W 84.5 //チイキ

157 地域医療テキスト
梶井英治 [ほか] 編集/中村
伸一 [ほか] 執筆

医学書院 2009.3 W 84.5 //チイキ

158
死ぬときに後悔すること25 : 1000人の死を見届けた終末期医
療の専門家が書いた

大津秀一著 致知出版社 2009.5 W 9 //シヌト

159 衛生・公衆衛生学 第4版
山本令子編著/上原鳴夫[ほ
か]編

アイ・ケイコーポレー
ション

2009.4 WA 100 //エイセ

160 公衆衛生マニュアル 28版 (2010年版)
柳川洋, 中村好一編集/柳
川洋 [ほか] 執筆

南山堂 2010.4 WA 100 //コウシ

161 シンプル衛生公衆衛生学 2010 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 2002.3- WA 100 //シンプ//2010

162
地域診断のすすめ方 : 根拠に基づく生活習慣病対策と評価 第2

版
水嶋春朔編 医学書院 2006.10 WA 100 //チイキ

163 疫学 : 医学的研究と実践のサイエンス
レオン ゴルディス著/木原
正博, 木原雅子, 加治正行
訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.5 WA 105 //エキガ

164 公衆衛生 改訂第15版(チャート医師国家試験対策:11) 長谷川友紀著 医学評論社 2009.11 WA 18.2 //チヤト//11

165 健康運動指導マニュアル : 特定健診・保健指導に役立つ 佐藤祐造 [ほか] 編集 文光堂 2008.2 WA 245 //ケンコ
166 健康格差社会 : 何が心と健康を蝕むのか 近藤克則著 医学書院 2005.9 WA 31 //ケンコ
167 健康幻想 (ヘルシズム) の社会学 : 社会の医療化と生命権 八木晃介著 批評社 2008.10 WA 31 //ヘルシ
168 母子保健ハンドブック 2010 母子衛生研究会編 母子保健事業団 2009.7- WA 310 //ボシホ//2010

169
学校保健 : ヘルスプロモーションの視点と教職員の役割の明確
化

徳山美智子, 中桐佐智子, 

岡田加奈子編著
東山書房 2008.1 WA 350 //ガツコ

170
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第7版補訂版(有斐閣アル
マ:Basic)

椋野美智子, 田中耕太郎著 有斐閣 2010.3 WA 525 //ハジメ

171
地域保健に活かすCBPR : コミュニティ参加型の活動・実践・
パートナーシップ

CBPR研究会著 医歯薬出版 2010.7 WA 546 //チイキ

172 神経・遺伝・免疫 第3版(Step series. 内科:1) 高橋茂樹著 海馬書房 2010.6 WB 100 //STE

173 感染症・血液 第3版(Step series. 内科:2) 高橋茂樹著 海馬書房 2011.2 WB 100 //STE//02

174 代謝・内分泌 第2版(Step series. 内科:3) 高橋茂樹編著 海馬書房 2002.11 WB 100 //STE//03

175 腎・呼吸器 第2版(Step series. 内科:4) 高橋茂樹編著 海馬書房 2005.9 WB 100 //STE//04

176 循環器 第2版(Step series. 内科:5)
内野和顕, 石川利之, 海老
名俊明編集/高橋茂樹編著

海馬書房 2006.10 WB 100 //STE//05

177 消化器・膠原病 第2版(Step series. 内科:6) 高橋茂樹編著 海馬書房 2006.4 WB 100 //STE//06

178
オスラーメディカルハンドブック : ジョンズ・ホプキンス大学
病院診断・治療実践ガイド

Kent R. Nilsson, Jr., 

Jonathan P. Piccini編
エルゼビア・ジャパン 2008.10 WB 100 //オスラ

179 臨床医マニュアル 第4版
臨床医マニュアル編集委
員会編集

医歯薬出版 2008.2 WB 100 //リンシ

180
エキスパート外来診療 : 一般外来で診るcommon diseases & 

symptoms
五十嵐正男, 福井次矢編集 医学書院 2008.4 WB 101 //エキス

181 ガイドライン外来診療 : 今日の診療のために 2011(第11版) 泉孝英編集主幹
日経メディカル開発/日
経BP出版センター(発
売)

2001.3- WB 101 //ガイド

182 考える医師 : よりよい判断をするために
Chris Del Mar, Jenny 

Doust, Paul Glasziou著/名
郷直樹, 吉村学監訳

メディカルサイエンス
社

2008.2 WB 102 //カンガ

183
ポイントで理解する臨床技能ポケットガイド : Perfect Clinical 

Skills

ポケットガイド編集委員
会編

丸善 2009.1 WB 102 //ポイン

184 一般処置 改訂第4版(臨床研修イラストレイテッド:1. 基本手技) 奈良信雄編 羊土社 2011.4 WB 102 //リンシ//01

185
ERの哲人 : 医学部では教えない救外の知恵 : 救急研修マニュア
ル

山中克郎, 岩田充永, 澤田
覚志著

シービーアール 2006.8 WB 105 //ERノ

186
救急医療パーフェクトマニュアル : あらゆる角度から救急医療
をマスターするための完全実用ガイド 改訂版

森脇龍太郎, 輿水健治編集 羊土社 2009.11 WB 105 //キユウ

187 救命救急(Step series) 井上大輔, 小川武希編著 海馬書房 2007.10 WB 105 //キユウ
188 研修医当直御法度症例帖 寺沢秀一著 三輪書店 2002.2 WB 105 //ケンシ
189 救命救急 改訂第3版(チャート医師国家試験対策:12) 有賀徹編 医学評論社 2005.1 WB 105 //チヤト//12

190 神経・脳神経外科(iMedicine:4) 東田俊彦著 リブロ・サイエンス 2009.5 WB 115 //IME//4

191 消化管(iMedicine:7) 東田俊彦著 リブロ・サイエンス 2010.11 WB 115 //IME//7

192 神経疾患 第3版(新・病態生理できった内科学:7) できった編集委員会編著 医学教育出版社 2011.2 WB 115 //シンビ//07

193 シンプル内科学
寺野彰総編集/菅谷仁, 清
水輝夫, 羽田勝征編集

南江堂 2008.4 WB 115 //シンプ

194 カトラー臨床診断学 : 問題解決の思考プロセスと86の症例
Paul Cutler [著]/青木則明 

[ほか] 訳
丸善 2007.7 WB 141 //カトラ

195 考える技術 : 臨床的思考を分析する
S.スターン, A.シーフー, 

D.オールトカーム著/竹本
毅訳

日経BP社/日経BP出版
センター (発売)

2007.7 WB 141 //カンガ

196 診察と手技がみえる Vol.2 田辺政裕編 Medic Media 2005.9-2010.3 WB 18.2 //シンサ

197 実技試験攻略のための基本的臨床技能
Niall L. T. Cox, T. A. 

Roper [編]/河合忠監訳/河
合忠 [ほか] 訳

丸善 2009.2 WB 18.2 //ジツギ

198

リサーチ・クエスチョンの作り方 : 診療上の疑問を研究可能な
形に 第2版(シリーズ・臨床家のための臨床研究デザイン塾テ
キスト:1)

福原俊一著 健康医療評価研究機構 2010.7 WB 25 //リンシ//1

199 聞く技術 : 答えは患者の中にある 上
ローレンス・ティアニー, 

マーク・ヘンダーソン編/

山内豊明監訳

日経BP社/日経BP出版
センター (発売)

2006.9 WB 290 //キクギ//1
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200 聞く技術 : 答えは患者の中にある 下
ローレンス・ティアニー, 

マーク・ヘンダーソン編/

山内豊明監訳

日経BP社/日経BP出版
センター (発売)

2006.9 WB 290 //キクギ//2

201 今日の治療指針 : 私はこう治療している 2011年版(Vol.53) 日野原重明, 阿部正和編 医学書院 1959.6- WB 300 //コンニ//53

202 ワシントン・マニュアル 第12版

Corey Foster, Neville F. 

Mistry, Parvin F. Peddi, 

Shivak Sharma編/高久史
麿, 和田攻監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2011.3 WB 300 //ワシン

203
もしも「余命6カ月」といわれたら? : 今からあなたにできる53

のこと
ホスピスケア研究会監修 河出書房新社 2008.5 WB 310 //モシモ

204 現代リハビリテーション医学 改訂第3版 千野直一編 金原出版 2009.2 WB 320 //ゲンダ

205
臨床医のための栄養療法の進め方ノート : 基本から病態別の処
方例までポイントがわかる実践マニュアル

磯崎泰介編集 羊土社 2011.4 WB 400 //リンシ

206 タクティールケア入門 : スウェーデン生まれの究極の癒やし術
タクティールケア普及を
考える会編著

日経BP企画/日経BP出
版センター (発売)

2008.9 WB 537 //タクテ

207 感染症学 改訂第4版 谷田憲俊著 診断と治療社 2009.12 WC 100 //カンセ
208 アレルギー・膠原病(クリニカルアイ) 松田重三著 医学評論社 2006.6 WD 300 //アレル

209 アレルギー疾患イラストレイテッド 第2版
永倉俊和, 森田寛, 足立満
編集

メディカルレビュー社 2010.3 WD 300 //アレル

210 膠原病学 : 免疫学・リウマチ性疾患の理解のために 改訂4版 塩沢俊一著 丸善 2009.12 WD 375 //コウゲ

211 関節-上肢-(アトラス骨・関節画像診断:1) 井樋栄二編集 中外医学社 2010.7 WE 141 //アトラ//1

212 関節-下肢-(アトラス骨・関節画像診断:2) 津村弘編集 中外医学社 2010.8 WE 141 //アトラ//2

213 骨・軟部腫瘍(アトラス骨・関節画像診断:4) 矢部啓夫編集 中外医学社 2010.8 WE 141 //アトラ//4

214 関節のMRI 福田国彦 [ほか] 編集
メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2007.4 WE 141 //カンセ

215 イラストでわかる整形外科診療 久保俊一, 内尾祐司編集 文光堂 2008.11 WE 168 //イラス

216 講義録運動器学 第2版
三浪明男, 戸山芳昭, 越智
光夫編集

メジカルビュー社 2009.4 WE 168 //コウギ

217 整形外科研修ノート(研修ノートシリーズ) 齋藤知行 [ほか] 編集 診断と治療社 2010.5 WE 168 //セイケ

218 膝の痛みクリニカルプラクティス(整形外科臨床パサージュ:2) 宗田大専門編集 中山書店 2010.6 WE 168 //セイケ//2

219 運動器画像診断マスターガイド(整形外科臨床パサージュ:3) 吉川秀樹専門編集 中山書店 2010.10 WE 168 //セイケ//3

220 骨粗鬆症のトータルマネジメント(整形外科臨床パサージュ:4) 遠藤直人専門編集 中山書店 2010.9 WE 168 //セイケ//4

221
手・肘の痛みクリニカルプラクティス(整形外科臨床パサー
ジュ:5)

加藤博之専門編集 中山書店 2010.12 WE 168 //セイケ//5

222 標準整形外科学 第11版(Standard textbook)
中村利孝 [ほか] 編集/中村
利孝 [ほか] 執筆

医学書院 2011.3 WE 168 //ヒヨウ

223 標準整形外科学 第11版(Standard textbook)
中村利孝 [ほか] 編集/中村
利孝 [ほか] 執筆

医学書院 2011.3 WE 168 //ヒヨウ

224 整形外科 改訂第4版(チャート医師国家試験対策:7) Chart series編集委員会編 医学評論社 2007.5 WE 18.2 //チヤト//7

225 骨折治療の要点と盲点(整形外科Knack & Pitfalls) 松下隆編集 文光堂 2009.11 WE 180 //コツセ

226 上肢 第2版第4刷(カパンジー機能解剖学 : カラー版:1)
A.I. Kapandji著/塩田悦仁
訳

医歯薬出版 2010.1 WE 300 //カパン//01

227 下肢 第3版(カパンジー機能解剖学 : カラー版:2)
A.I. Kapandji著/塩田悦仁
訳

医歯薬出版 2010.4 WE 300 //カパン//02

228
脊椎・体幹・頭部 第2版第2刷(カパンジー機能解剖学 : カラー
版:3)

A.I. Kapandji著/塩田悦仁
訳

医歯薬出版 2010.1 WE 300 //カパン//03

229 表情を解剖する(神経心理学コレクション)
チャールズ・ベル著/岡本
保訳

医学書院 2001.12 WE 705 //ヒヨウ

230
わかる!頭頚部画像診断の要点(わかる!画像診断の要点シリー
ズ:3)

ウルリッヒ メーダー [ほ
か] 著/尾尻博也訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2009.4 WE 705 //ワカル

231 腰椎の手術(整形外科手術イラストレイテッド) 高橋和久専門編集 中山書店 2010.9 WE 750 //ヨウツ
232 肩関節外科の要点と盲点(整形外科Knack & Pitfalls) 高岸憲二編集 文光堂 2008.5 WE 810 //カタカ

233 手(神経心理学コレクション)
チャールズ・ベル著/岡本
保訳

医学書院 2005.5 WE 830 //テ

234 手の外科の要点と盲点(整形外科Knack & Pitfalls) 金谷文則編集 文光堂 2007.4 WE 830 //テノゲ
235 膝関節外科の要点と盲点(整形外科Knack & Pitfalls) 黒坂昌弘編集 文光堂 2005.4 WE 870 //シツカ

236 呼吸器(クリニカルアイ)
関沢清久監修/佐藤浩昭編
集/石井幸雄 [ほか] 執筆

医学評論社 2004.4 WF 100 //コキユ

237 呼吸器疾患ビジュアルブック 石原照夫編集
学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2011.4 WF 140 //コキユ

238 呼吸器専門医テキスト 工藤翔二 [ほか] 編集 南江堂 2007.11 WF 140 //コキユ

239 よくわかる人工呼吸管理テキスト 改訂第5版
並木昭義, 氏家良人, 升田
好樹編集

南江堂 2010.2 WF 145 //ヨクワ

240
結核Up to Date : 結核症+非結核性抗酸菌症+肺アスペルギルス
症 改訂第3版

四元秀毅, 倉島篤行編集 南江堂 2010.6 WF 200 //ケツカ

241
胸部画像診断のここが鑑別ポイント 改訂版(できる!画像診断入
門シリーズ)

酒井文和編集 羊土社 2011.3 WF 975 //キヨウ

242 胸部画像診断の勘ドコロ(これだけおさえれば大丈夫:2) 高橋雅士監修・編集 メジカルビュー社 2006.10 WF 975 //キヨウ

243 一般外科医のための呼吸器外科の要点と盲点(Knack & pitfalls) 呉屋朝幸編集 文光堂 2001.10 WF 980 //イツパ

244
専門医のための呼吸器外科の要点と盲点 1(呼吸器外科Knack & 

Pitfalls)
横井香平, 桜井裕幸編集 文光堂 2010.5 WF 980 //コキユ//1

245
専門医のための呼吸器外科の要点と盲点 2(呼吸器外科Knack & 

Pitfalls)
横井香平, 桜井裕幸編集 文光堂 2010.5 WF 980 //コキユ//2

246 NIPPON DATAからみた循環器疾患のエビデンス 上島弘嗣編著 日本医事新報社 2008.7 WG 100 //NIP

247 イメカラ : イメージするカラダのしくみ : 循環器 医療情報科学研究所編集 メディックメディア 2010.4 WG 100 //イメカ

248 心不全(患者抄録で究める循環器病シリーズ:3) 筒井裕之編 羊土社 2010.10 WG 100 //カンジ//3

249 循環器研修ノート(研修ノートシリーズ) 川名正敏 [ほか] 編集 診断と治療社 2010.3 WG 100 //ジユン

250
ICDとCRT-Dの臨床 : 心不全・致死性不整脈への対応(循環器臨
床サピア:3)

北風政史責任編集 中山書店 2009.12 WG 100 //ジユン//3

251 心不全の急性期対応(循環器臨床サピア:8) 北風政史責任編集 中山書店 2010.6 WG 100 //ジユン//8
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252 循環器疾患ビジュアルブック
大西哲, 田鎖治, 山崎正雄
編集

学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2010.2 WG 120 //ジユン

253 心電図・心エコーコンパクトナビ : 医学生・研修医必携 一色高明, 杉村洋一著 医学教育出版社 2010.12 WG 140 //シンデ
254 グロスマン心臓カテーテル検査・造影・治療法 Donald S.Baim [編] 南江堂 2009.12 WG 141.5 //グロス
255 循環器疾患最新の治療 2010-2011 安田寿一, 杉本恒明編集 南江堂 1986- WG 166 //ジユン//2011

256 心臓血管外科テキスト 龍野勝彦 [ほか] 編著 中外医学社 2007.9 WG 168 //シンゾ

257 高血圧治療ガイドラインダイジェスト 2009

日本高血圧学会高血圧治
療ガイドライン作成委員
会編

日本高血圧学会/ライフ
サイエンス出版(制作・
販売)

2009.9 WG 340 //コウケ

258 講義録血液・造血器疾患学
小澤敬也, 直江知樹, 坂田
洋一編集

メジカルビュー社 2008.11 WH 100 //コウギ

259 血液疾患最新の治療 2011-2013
直江知樹, 小澤敬也, 中尾
眞二編集

南江堂 2010.10 WH 120 //ケツエ

260
血液疾患診療ナビ : ぶらなび : あなたが診ても、ここまでわか
る!

宮崎仁編集 南山堂 2010.6 WH 120 //ケツエ

261 やさしい血液疾患 第5版 押味和夫著 日本医事新報社 2009.7 WH 120 //ヤサシ

262
臨床に直結する血液疾患診療のエビデンス : ベッドサイドです
ぐに役立つリファレンスブック

神田善伸編集 文光堂 2009.5 WH 120 //リンシ

263 白血病治療マニュアル 改訂第3版 宮脇修一, 中尾眞二編集 南江堂 2009.5 WH 250 //ハツケ
264 みんなに役立つ悪性リンパ腫の基礎と臨床 改訂版 押味和夫編 医薬ジャーナル社 2011.2 WH 525 //ミンナ
265 講義録消化器学 上西紀夫 [ほか] 編集 メジカルビュー社 2005.4 WI 100 //コウギ

266 今日の消化器疾患治療指針 第3版
幕内雅敏, 菅野健太郎, 工
藤正俊編集

医学書院 2010.3 WI 100 //コンニ

267 消化器 第4版(病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編 メディックメディア 2010.4 WI 100 //シヨウ
268 消化器 第4版(病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編 メディックメディア 2010.4 WI 100 //シヨウ

269 消化器内科学(医学スーパーラーニングシリーズ) 渡辺純夫編集
シュプリンガー・ジャ
パン

2010.2 WI 100 //シヨウ

270 消化管の病理と生検診断
中村恭一, 大倉康男, 斉藤
澄著

医学書院 2010.7 WI 141 //シヨウ

271 GIST診療ガイドライン 2010年11月改訂〈第2版補訂版〉
日本癌治療学会, 日本胃癌
学会, GIST研究会編

金原出版 2010.11 WI 149 //GIS

272 胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン 日本消化器病学会編集 南江堂 2009.11 WI 250 //イシヨ
273 早期胃癌 2009(胃と腸:第44巻4号・増刊号) 医学書院 2009.4 WI 320 //ソウキ
274 消化性潰瘍診療ガイドライン 日本消化器病学会編集 南江堂 2009.10 WI 350 //シヨウ
275 胃外科の要点と盲点 2版(Knack & pitfalls) 荒井邦佳編集 文光堂 2009.7 WI 380 //イゲカ

276 胃ろうPEG管理のすべて : 胃ろう造設からトラブル対策まで 合田文則編著 医歯薬出版 2010.2 WI 380 //イロウ

277 クローン病診療ガイドライン 日本消化器病学会編集 南江堂 2010.4 WI 420 //クロン
278 早期大腸癌 2010(胃と腸:第45巻5号・増刊号) 医学書院 2010.4 WI 529 //ソウキ
279 大腸癌治療ガイドライン : 医師用 2010年版 大腸癌研究会編 金原出版 2005.7- WI 529 //ダイチ
280 大腸癌治療ガイドライン : 医師用 2009年版 大腸癌研究会編 金原出版 2005.7- WI 529 //ダイチ
281 肝硬変診療ガイドライン 日本消化器病学会編集 南江堂 2010.4 WI 725 //カンコ

282 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2009年版
科学的根拠に基づく肝癌
診療ガイドライン作成に
関する研究班編

金原出版 2005.2- WI 735 //カガク

283 胆石症診療ガイドライン 日本消化器病学会編集 南江堂 2009.11 WI 755 //タンセ
284 慢性膵炎診療ガイドライン 日本消化器病学会編集 南江堂 2009.10 WI 805 //マンセ

285 科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン 2009年版
日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン作成小委員会
編集

金原出版 2006- WI 810 //カガク

286 科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン 2009年版
日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン作成小委員会
編集

金原出版 2006- WI 810 //カガク

287 消化器外科レジデントマニュアル 第2版
自治医科大学附属さいた
ま医療センター一般・消
化器外科編著

医学書院 2009.11 WI 900 //シヨウ

288 卒後5年でマスターする消化器標準手術 桑野博行編集 メジカルビュー社 2006.11 WI 900 //ソツゴ

289
腹部・骨盤部画像診断のここが鑑別ポイント 改訂版(できる!画
像診断入門シリーズ)

桑鶴良平編集 羊土社 2011.3 WI 900 //フクブ

290 講義録泌尿器科学 荒井陽一, 小川修編集 メジカルビュー社 2007.2 WJ 100 //コウギ

291 標準泌尿器科学 第8版(Standard textbook)
赤座英之, 並木幹夫編集/

香川征 [ほか] 執筆
医学書院 2010.3 WJ 100 //ヒヨウ

292 標準泌尿器科学 第8版(Standard textbook)
赤座英之, 並木幹夫編集/

香川征 [ほか] 執筆
医学書院 2010.3 WJ 100 //ヒヨウ

293
知っておきたい泌尿器のCT・MRI(画像診断別冊. KEY BOOKシ
リーズ)

山下康行編著 秀潤社 2008.10 WJ 141 //シツテ

294
図脳で学ぶ手術の秘訣(イラストレイテッド泌尿器科手術:第2

集)
加藤晴朗著 医学書院 2011.3 WJ 168 //イラス

295 外傷の手術と救急処置(新Urologic Surgery シリーズ:8) 冨田善彦担当編集委員 メジカルビュー社 2011.3 WJ 168 //シンU//08

296 考える腎臓病学 谷口茂夫著
メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2011.3 WJ 300 //カンガ

297
腎臓病診療に自信がつく本 : Basic and update(「ジェネラリス
ト・マスターズ」シリーズ:2)

小松康宏著 カイ書林 2010.8 WJ 300 //ジンゾ

298 専門医のための腎臓病学 第2版
内山聖, 富野康日己, 今井
裕一編集

医学書院 2009.12 WJ 300 //センモ

299 講義録内分泌・代謝学 寺本民生, 片山茂裕編集 メジカルビュー社 2005.10 WK 100 //コウギ
300 内分泌代謝疾患・糖尿病診療マニュアル 改訂版 船橋徹 [ほか] 編集 医薬ジャーナル社 2009.5 WK 100 //ナイブ

301 内分泌外科 : 標準手術アトラス 改訂版 日本内分泌外科学会編集 インターメルク 2003.5 WK 100 //ナイブ

302 よくわかる甲状腺疾患のすべて 改訂第2版 伴良雄編 永井書店 2009.8 WK 200 //ヨクワ
303 甲状腺癌取扱い規約 第6版 甲状腺外科研究会編 金原出版 2005.9 WK 270 //コウジ
304 心血管リスクを防ぐ!テーラーメイド : 糖尿病診療ガイド 門脇孝総編集 南山堂 2011.2 WK 810 //シンケ
305 糖尿病学 : カラー版 : 基礎と臨床 アップデート版 1 門脇孝 [ほか] 編集 西村書店 2009.6 WK 810 //トウニ

306
バーンスタイン医師の糖尿病の解決 : 正常血糖値を得るための
完全ガイド 第2版

リチャード・K.バーンス
タイン著/太田喜義訳

メディカルトリビュー
ン/金芳堂(発売)

2009.11 WK 810 //バンス

307 講義録神経学 鈴木則宏, 荒木信夫編集 メジカルビュー社 2007.7 WL 100 //コウギ
308 神経内科 改訂第2版(クリニカルアイ) 古川哲雄,三苫博著 医学評論社 2007.10 WL 100 //シンケ
309 神経症候学 改訂第2版 1 平山惠造著 文光堂 2006.3-2010.7 WL 100 //シンケ//1

310 神経症候学 改訂第2版 2 平山惠造著 文光堂 2006.3-2010.7 WL 100 //シンケ//2

311 脳・神経(病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2011.3 WL 100 //ノウシ
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312 脳・神経(病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2011.3 WL 100 //ノウシ

313 臨床でつかえる神経学 : カラー図解
ラインハルト・ローカム
著/大石実訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2006.3 WL 100 //リンシ

314 カラー図解神経の解剖と生理
Ben Greenstein, Adam 

Greenstein [著]/大石実訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2001.4 WL 101 //カラズ

315 ニューロンの生理学

D. Tritsch, D. Chesnoy-

Marchais, A. Feltz編/藤吉
好則, 大谷悟補章執筆/御
子柴克彦監訳/加藤総夫, 

小島比呂志, 持田澄子訳者
代表

京都大学学術出版会 2009.2 WL 102.5 //ニユロ

316 視覚性認知の神経心理学(神経心理学コレクション) 鈴木匡子著 医学書院 2010.5 WL 103.5 //シカク
317 道具を使うサル : Homo faber(神経心理学コレクション) 入來篤史著 医学書院 2004.7 WL 103.5 //ドウグ
318 街を歩く神経心理学(神経心理学コレクション) 高橋伸佳著 医学書院 2009.7 WL 103.5 //マチオ

319 基本神経病理学

エスクロール[原著]/F.グ
レイ, U.デ・ジロラーミ, 

J.ポワリエ編著/村山繁雄
監訳

西村書店 2009.11 WL 140 //キホン

320 所見からせまる脳MRI 新版 土屋一洋 [ほか] 編著 秀潤社 2008.10 WL 141 //シヨケ

321
頭部画像診断のここが鑑別ポイント 改訂版(できる!画像診断入
門シリーズ)

土屋一洋, 大久保敏之編集 羊土社 2011.3 WL 141 //トウブ

322 血管障害・腫瘍・感染症・他(脳MRI:3) 高橋昭喜編著
学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2010.9 WL 141 //ノウM//3

323 ベッドサイドの神経の診かた 改訂17版 / 坂井文彦改訂 田崎義昭, 斎藤佳雄著 南山堂 2010.2 WL 141 //ベツド
324 脳波判読に関する101章 第2版 一条貞雄, 高橋系一著 医学書院 2009.11 WL 150 //ノウハ
325 脳神経外科 改訂第3版(チャート医師国家試験対策:13) 伊東洋編集 医学評論社 2003.5 WL 18.2 //チヤト//13

326 脳神経科学イラストレイテッド 改訂第2版 森寿 [ほか] 編集 羊土社 2006.3 WL 330 //ノウシ

327 ビジュアルテキスト脳神経
リンダ ウイルソン・ポウ
エルズ [ほか] 著/高倉公朋
監訳/斎藤勇, 寺本明訳

医学書院 2004.10 WL 330 //ビジユ

328 失われた空間(神経心理学コレクション) 石合純夫著 医学書院 2009.11 WL 340 //ウシナ
329 誰でもなる!脳卒中のすべて(集英社新書:0504I) 植田敏浩著 集英社 2009.8 WL 355 //ダレデ
330 誰でもなる!脳卒中のすべて(集英社新書:0504I) 植田敏浩著 集英社 2009.8 WL 355 //ダレデ
331 小児脳神経外科学 山崎麻美, 坂本博昭編集 金芳堂 2009.9 WL 368 //シヨウ

332 ニュースタンダード脳神経外科学 第2版
生塩之敬, 種子田護, 山田
和雄編集/有田憲生 [ほか] 

執筆
三輪書店 2007.4 WL 368 //ニユス

333 脳腫瘍の外科 : science, art and technology 原岡襄編 編集室なるにあ 2010.9 WL 368 //ノウシ

334 脳神経疾患ビジュアルブック 森田明夫, 吉澤利弘編
学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2009.11 WL 368 //ノウシ

335 脳神経外科学必修講義 改訂版 松谷雅生著 メジカルビュー社 2010.3 WL 368 //ノウシ

336 脳神経外科臨床マニュアル 改訂第4版 1 端和夫編
シュプリンガー・ジャ
パン

2010.7 WL 368 //ノウシ//1

337 脳神経外科臨床マニュアル 改訂第4版 2 端和夫編
シュプリンガー・ジャ
パン

2010.7 WL 368 //ノウシ//2

338 脳神経外科臨床マニュアル 改訂第4版 3 端和夫編
シュプリンガー・ジャ
パン

2010.7 WL 368 //ノウシ//3

339 標準脳神経外科学 第12版(Standard textbook)
佐々木富男 [ほか] 編集/阿
部俊昭 [ほか] 執筆

医学書院 2011.4 WL 368 //ヒヨウ

340 標準脳神経外科学 第12版(Standard textbook)
佐々木富男 [ほか] 編集/阿
部俊昭 [ほか] 執筆

医学書院 2011.4 WL 368 //ヒヨウ

341
NEW精神医学 改訂第2版(Nankodo's essential well-advanced 

series)
上島国利, 丹羽真一編集 南江堂 2008.4 WM 100 //NEW

342 TEXT精神医学 改訂3版 加藤進昌, 神庭重信編 南山堂 2007.4 WM 100 //TEX

343 現代精神医学原論
ナシア・ガミー [著]/村井
俊哉訳

みすず書房 2009.11 WM 100 //ゲンダ

344 精神科 第2版(Step series) 高橋茂樹著 海馬書房 2008.10 WM 100 //セイシ
345 専門医がやさしく語るはじめての精神医学 渡辺雅幸著 中山書店 2007.10 WM 100 //センモ

346
リストカット・自傷行為のことがよくわかる本(健康ライブラ
リー : イラスト版)

林直樹監修 講談社 2008.12 WM 165 //リスト

347
うつ病 : 病気の理解から対処法、ケアのポイントまで(対人関
係療法でなおす : IPT : interpersonal psychotherapy)

水島広子著 創元社 2009.10 WM 171 //ウツビ

348 臨床家のための対人関係療法入門ガイド 水島広子著 創元社 2009.8 WM 171 //リンシ
349 拒食症・過食症を対人関係療法で治す 水島広子著 紀伊國屋書店 2007.10 WM 175 //キヨシ
350 精神科 改訂第4版(チャート医師国家試験対策:6) 中山和彦編著 医学評論社 2010.7 WM 18.2 //チヤト//6

351 多飲症・水中毒 : ケアと治療の新機軸 川上宏人, 松浦好徳編 医学書院 2010.2 WM 200 //タイン

352
ウィー・アー・クレイジー!? : 「統合失調症患者」が語る胸の
うち(ニッポン聞き書き選書:2)

佐々英俊, 高松紘子著 寿郎社 2004.7 WM 203 //ウイア

353
統合失調症 : 正しい理解と治療法(健康ライブラリー : イラスト
版)

伊藤順一郎監修 講談社 2005.3 WM 203 //トウゴ

354 精神科薬物治療を語ろう : 精神科医からみた官能的評価
神田橋條治, 兼本浩祐, 熊
木徹夫編

日本評論社 2007.10 WM 402 //セイシ

355
精神科のくすりを語ろう : 患者からみた官能的評価ハンドブッ
ク

熊木徹夫著 日本評論社 2007.9 WM 402 //セイシ

356 精神薬理学エセンシャルズ : 神経科学的基礎と応用 第3版 Stephen M. Stahl [著]

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.5 WM 402 //セイシ

357 フロイトの精神分析(図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!) 鈴木晶著 ナツメ社 2004.2 WM 460 //フロイ

358 標準放射線医学 第6版(Standard textbook)

高島力, 佐々木康人監修/

中田肇 [ほか] 編集/中田肇 

[ほか] 執筆
医学書院 2001.10 WN 100 //ヒョウ

359 放射線医学臨床実習書 山田章吾 [ほか] 編 東北大学出版会 2001.8 WN 100 //ホウシ

360 放射線科(Step series)
酒井文和編著/安達木綿子 

[ほか] 著
海馬書房 2011.1 WN 100 //ホウシ

361 放射線科 改訂第3版(チャート医師国家試験対策:4)
CHART Series編集委員会
編

医学評論社 2006.4 WN 18.2 //チヤト//4

362 画像診断コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 第3版 百島祐貴著 医学教育出版社 2011.3 WN 180 //ガゾウ



No. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

363 画像診断を学ぼう : 単純X線写真とCTの基本
ウィリアム ヘリング著/菅
原俊祐訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2008.12 WN 180 //ガゾウ

364
経過でみる救急・ICU画像診断マニュアル : 救急対応に活かす
実践的画像診断とフォローアップ撮影のポイント

清水敬樹編 羊土社 2007.4 WN 180 //ケイカ

365 研修医のための画像診断 : 厳選症例から学ぶ基礎知識 浮洲龍太郎編著 医療科学社 2007.8 WN 180 //ケンシ
366 正常画像と並べてわかる救急画像 : 時間経過で理解する 清田和也, 清水敬樹編 羊土社 2006.11 WN 180 //セイジ
367 超実践マニュアルMRI 改訂版 小倉明夫 [ほか] 編集 医療科学社 2010.4 WN 185 //チヨウ

368
放射線科医のものの見方・考え方 : 画像を論理的・病態生理学
的に理解したい学生/技師/研修医/医師のために

今西好正, 徳原正則, 小谷
博子著

医療科学社 2009.4 WN 200 //ホウシ

369 超実践マニュアルCT 平野透 [ほか] 編集 医療科学社 2006.5 WN 206 //チヨウ

370 腹部のCT 第2版
栗林幸夫, 谷本伸弘, 陣崎
雅弘編集/平松京一監修

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.4 WN 206 //フクブ

371 超実践マニュアルRI 横野重喜 [ほか] 編集 医療科学社 2006.10 WN 440 //チヨウ

372 外科総論・脳神経外科 第2版(Step series. 外科:1) 小林士郎, 小田行一郎監修 海馬書房 2007.12 WO 100 //STE//01

373 消化器外科・小児外科 第2版(Step series. 外科:2) 中島祥介, 金廣裕道監修 海馬書房 2009.11 WO 100 //STE//02

374 標準外科学 第12版(Standard textbook)
加藤治文, 畠山勝義, 北野
正剛編集

医学書院 2010.3 WO 100 //ヒヨウ

375 標準外科学 第12版(Standard textbook)
加藤治文, 畠山勝義, 北野
正剛編集

医学書院 2010.3 WO 100 //ヒヨウ

376 MGH麻酔の手引 第6版
Peter F. Dunn [ほか] 編/稲
田英一監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.4 WO 200 //MGH

377 TEXT麻酔・蘇生学 改訂3版 土肥修司, 澄川耕二編集 南山堂 2008.8 WO 200 //TEX

378
イラストでわかる麻酔科必須テクニック : 正しいロジックとス
マートなアプローチ,合併症の予防・対策

土肥修司編 羊土社 2006.11 WO 200 //イラス

379
麻酔科研修チェックノート : 書き込み式で研修到達目標が確実
に身につく! 改訂第3版

讃岐美智義著 羊土社 2010.3 WO 200 //マスイ

380 麻酔への知的アプローチ 第7版 稲田英一著 日本医事新報社 2009.5 WO 200 //マスイ

381 麻酔科研修ノート(研修ノートシリーズ)

稲田英一責任編集/上村裕
一, 土田英昭, 村川雅洋編
集

診断と治療社 2010.7 WO 200 //マスイ

382 麻酔の達人 : 実践麻酔手技免許皆伝

クリストファー ギャラ
ガー, リカルド マルチネ
ス-ルイス, デイビッド ル
バルスキー編/中田善規, 

水野樹監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2009.10 WO 218 //マスイ

383 麻酔科 改訂第3版(チャート医師国家試験対策:1) 諏訪邦夫著 医学評論社 2003.4 WO 218.2 //チヤト//1

384 小児の麻酔

ロバート ホルツマン, 

トーマス マンキュソ, デ
イビッド ポラナー編/蔵谷
紀文〔ほか〕訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2011.1 WO 440 //シヨウ

385
チーム医療と形成外科医の使命 : 一指導医から若い形成外科臨
床医へ

久徳茂雄著 編集室なるにあ 2009.11 WO 600 //チムイ

386 やさしい皮弁 : 皮弁手術のベーシックテクニック 平瀬雄一著 克誠堂出版 2009.3 WO 610 //ヤサシ
387 外傷の初期治療の要点と盲点(整形外科Knack & Pitfalls) 岩本幸英編集 文光堂 2007.7 WO 700 //ガイシ

388 外傷初期診療ガイドライン : JATEC 改訂第3版

日本外傷学会, 日本救急医
学会監修/日本外傷学会外
傷初期診療ガイドライン
改訂第3版編集委員会編集

へるす出版 2008.10 WO 700 //ガイシ

389 講義録産科婦人科学 石原理 [ほか] 編集 メジカルビュー社 2010.2 WP 100 //コウギ
390 産婦人科研修ノート(研修ノートシリーズ) 三橋直樹, 綾部琢哉編 診断と治療社 2009.3 WP 100 //サンフ

391 産婦人科 改訂第5版 2:婦人科(チャート医師国家試験対策:9) 金岡毅著 医学評論社 2008.9 WP 18.2 //チヤト//9

392 カラーアトラス子宮頚部腫瘍 井上正樹, 尾崎聡著 医学書院 2009.4 WP 480 //カラア

393 乳腺疾患ABC
J Michael Dixon [編]/野口
昌邦訳

南江堂 2008.10 WP 840 //ニユウ

394 乳がんテキスト : 正しい知識と理解のために 改訂第2版 野口昌邦著 南江堂 2008.12 WP 870 //ニユウ
395 乳癌の手術 改訂第3版 霞富士雄, 植野映編集 南江堂 2005.3 WP 870 //ニユウ
396 乳腺外科の要点と盲点 第2版(Knack & pitfalls) 霞富士雄編集 文光堂 2005.11 WP 910 //ニユウ
397 産科 第2版(病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2009.4 WQ 100 //サンカ
398 周産期超音波のみかた : ベーシック&ステップアップ講座 金井雄二著 メディカ出版 2008.8 WQ 209 //シユウ
399 「不育症」をあきらめない(集英社新書:0403I) 牧野恒久著 集英社 2007.8 WQ 225 //フイク
400 「不育症」をあきらめない(集英社新書:0403I) 牧野恒久著 集英社 2007.8 WQ 225 //フイク

401 標準皮膚科学 第9版(Standard textbook)
富田靖, 橋本隆, 岩月啓氏
編集

医学書院 2010.3 WR 100 //ヒヨウ

402 やさしい皮膚科学 沢村大輔著 診断と治療社 2009.11 WR 100 //ヤサシ

403 1冊でわかる皮膚病理(皮膚科サブスペシャリティーシリーズ)
木村鉄宣ゲスト編集/宮地
良樹, 清水宏常任編集

文光堂 2010.4 WR 105 //1サツ

404
全ての診療科で役立つ皮膚診療のコツ : これだけは知っておき
たい症例60

山崎雄一郎監修/木村琢磨 

[ほか] 編集
羊土社 2010.5 WR 140 //スベテ

405 皮膚科診療ゴールデンハンドブック 石川治編 南江堂 2007.5 WR 140 //ヒフカ

406
薬疹診療のフロントライン(皮膚科臨床アセット : 診る・わか
る・治す:2)

相原道子専門編集 中山書店 2011.3 WR 140 //ヒフカ//2

407
皮膚真菌症を究める(皮膚科臨床アセット : 診る・わかる・治
す:4)

望月隆責任編集 中山書店 2011.3 WR 140 //ヒフカ//4

408
皮膚疾患診療実践ガイド : 診察室ですぐに役立つ卓上リファレ
ンス 第2版

宮地良樹, 古川福実編集 文光堂 2009.4 WR 140 //ヒフシ

409 新・皮膚悪性リンパ腫アトラス 瀧川雅浩 [ほか] 編集 文光堂 2006.4 WR 17 //シンヒ
410 皮膚軟部腫瘍アトラス 安齋眞一 [ほか] 著 秀潤社 2009.2 WR 17 //ヒフナ
411 カラー皮膚科(チャート医師国家試験対策) 川田暁, 森田明理著 医学評論社 2010.2 WR 18.2 //カラヒ
412 新皮膚科レジデント・戦略ガイド 宮地良樹編集 診断と治療社 2009.4 WR 21 //シンヒ

413 1冊でわかる皮膚がん(皮膚科サブスペシャリティーシリーズ)
斎田俊明ゲスト編集/宮地
良樹, 清水宏常任編集

文光堂 2011.2 WR 500 //1サツ

414 皮膚悪性腫瘍取扱い規約 第2版 日本皮膚悪性腫瘍学会編 金原出版 2010.8 WR 500 //ヒフア

415 講義録小児科学 佐地勉 [ほか] 編集 メジカルビュー社 2008.2 WS 100 //コウギ
416 小児科学 改訂第9版 五十嵐隆編集 文光堂 2004.3 WS 100 //シヨウ



No. 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

417 小児科研修ノート(研修ノートシリーズ)
五十嵐隆責任編集/金子一
成, 田原卓浩, 渡辺博編

診断と治療社 2009.3 WS 100 //シヨウ

418 標準小児科学 第7版(Standard textbook)
内山聖, 原寿郎, 高橋孝雄
編集

医学書院 2009.3 WS 100 //ヒヨウ

419 小児臨床栄養学
児玉浩子, 玉井浩, 清水俊
明編集

診断と治療社 2011.1 WS 115 //シヨウ

420 授乳・離乳の支援ガイド : 実践の手引き 母子衛生研究会編 母子保健事業団 2008.3 WS 125 //ジユニ
421 国試小児科学 第4版 赤司俊二編著 医学評論社 2007.4 WS 18.2 //コクシ
422 小児科 改訂第4版(チャート医師国家試験対策:10) 井田博幸著 医学評論社 2006.11 WS 18.2 //チヤト//10

423 エビデンスに基づく小児科 専門診療編 浦島充佳著 医学教育出版社 2007.8-10 WS 200 //エビデ
424 エビデンスに基づく小児科 総合診療編 浦島充佳著 医学教育出版社 2007.8-10 WS 200 //エビデ
425 小児白血病診療(小児科臨床ピクシス:10) 菊地陽専門編集 中山書店 2009.8 WS 200 //シヨウ//10

426 起立性調節障害(小児科臨床ピクシス:13) 田中英高専門編集 中山書店 2010.2 WS 200 //シヨウ//13

427 睡眠関連病態(小児科臨床ピクシス:14) 神山潤専門編集 中山書店 2010.2 WS 200 //シヨウ//14

428
不登校・いじめ : その背景とアドバイス(小児科臨床ピクシ
ス:15)

平岩幹男専門編集 中山書店 2010.4 WS 200 //シヨウ//15

429 新生児医療(小児科臨床ピクシス:16) 渡辺とよ子専門編集 中山書店 2010.4 WS 200 //シヨウ//16

430 ここまでわかった小児の発達(小児科臨床ピクシス:19) 久保田雅也専門編集 中山書店 2010.7 WS 200 //シヨウ//19

431 かぜ症候群と合併症(小児科臨床ピクシス:20) 草刈章専門編集 中山書店 2010.8 WS 200 //シヨウ//20

432 小児外来で役立つ外科的処置(小児科臨床ピクシス:21) 里見昭専門編集 中山書店 2010.10 WS 200 //シヨウ//21

433 見逃せない先天代謝異常(小児科臨床ピクシス:23) 高柳正樹専門編集 中山書店 2010.12 WS 200 //シヨウ//23

434 小児感染症 : 最新カレンダー&マップ(小児科臨床ピクシス:25) 細矢光亮専門編集 中山書店 2011.3 WS 200 //シヨウ//25

435 小児てんかんの最新医療(小児科臨床ピクシス:3) 岡明専門編集 中山書店 2008.12 WS 200 //シヨウ//3

436 小児プライマリケア(小児科臨床ピクシス:8) 横田俊一郎専門編集 中山書店 2009.6 WS 200 //シヨウ//8

437 川崎病のすべて(小児科臨床ピクシス:9) 石井正浩専門編集 中山書店 2009.7 WS 200 //シヨウ//9

438 小児整形外科の要点と盲点(整形外科Knack & Pitfalls) 藤井敏男編集 文光堂 2009.5 WS 270 //シヨウ
439 小児腎疾患の臨床 改訂第4版 五十嵐隆著 診断と治療社 2010.9 WS 320 //シヨウ

440 小児科医に関わる法律の解説
桑原博道著/日本小児科医
会監修

日本小児医事出版社 2010.4 WS 33 //シヨウ

441 小児内分泌学 日本小児内分泌学会編 診断と治療社 2009.12 WS 330 //シヨウ
442 小児神経学 加我牧子, 稲垣真澄編集 診断と治療社 2008.6 WS 340 //シヨウ

443
発達障害のある子の理解と支援 : 子育て支援に今日から役立つ
豊富な事例 : ありのままの一人ひとりに向きあうために

宮本信也[ほか]執筆/母子
衛生研究会編

母子保健事業団 2008.5 WS 350.6 //ハツタ

444 場面緘黙へのアプローチ : 家庭と学校での取り組み
ローズマリー・セージ, ア
リス・スルーキン編著/か
んもくネット訳

田研出版 2009.3 WS 350.6 //バメン

445 ベッドサイドの新生児の診かた 改訂2版 河野寿夫編集 南山堂 2009.12 WS 420 //ベツド

446
転倒予防体操のアクティビティ : 楽しく続ける(ビジュアル版
介護予防マニュアル)

金憲経, 吉田英世著/東京
都高齢者研究・福祉振興
財団監修

ひかりのくに 2006.4 WT 100 //ビジユ

447
介護予防コーディネーションの考え方 : プランもOK! 2版(ビ
ジュアル版介護予防マニュアル:1)

小島基永, 大渕修一, 西澤
哲著

ひかりのくに 2007.8 WT 100 //ビジユ

448
尿失禁予防のアクティビティ : 運動器の機能向上に : 楽しく続
ける(ビジュアル版介護予防マニュアル:6)

中田晴美, 金憲経著/東京
都高齢者研究・福祉振興
財団監修

ひかりのくに 2006.10 WT 100 //ビジユ

449
口腔ケアのアクティビティ : 口腔機能の向上を楽しく続ける
(ビジュアル版介護予防マニュアル:5)

平野浩彦編著 ひかりのくに 2006.9 WT 100 //ビジユ

450
認知症予防のアクティビティ : 楽しく続ける(ビジュアル版介
護予防マニュアル:3)

矢富直美著/東京都高齢者
研究・福祉振興財団監修

ひかりのくに 2006.7 WT 100 //ビジユ

451
栄養改善のアクティビティ : 楽しく続ける(ビジュアル版介護
予防マニュアル:4)

熊谷修著/東京都高齢者研
究・福祉振興財団監修

ひかりのくに 2006.8 WT 100 //ビジユ

452 ベッドサイドの高齢者の診かた 葛谷雅文, 秋下雅弘編集 南山堂 2008.3 WT 100 //ベツド
453 痴呆の症候学(神経心理学コレクション) 田邉敬貴著 医学書院 2000.10 WT 155 //チホウ
454 トーク認知症 : 臨床と病理(神経心理学コレクション) 小阪憲司, 田邉敬貴著 医学書院 2007.5 WT 155 //トクニ
455 レビー小体型認知症の臨床(神経心理学コレクション) 小阪憲司, 池田学著 医学書院 2010.5 WT 155 //レビシ
456 EBM耳鼻咽喉科・頭頸部外科の治療 2010-2011 池田勝久 [ほか] 編 中外医学社 2010.5 WV 100 //EBM//2010

457
NEW耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 改訂第2版(Nankodo's 

essential well-advanced series)
喜多村健,  森山寛編集 南江堂 2007.3 WV 100 //NEW

458 図解耳鼻咽喉科 市村恵一 [ほか] 編著 金芳堂 2011.1 WV 100 //ズカイ
459 耳鼻咽喉科学用語解説集 日本耳鼻咽喉科学会編 金芳堂 2010.5 WV 15 //ジビイ
460 耳鼻咽喉科 改訂第3版(チャート医師国家試験対策:2) 馬場俊吉著 医学評論社 2009.3 WV 18.2 //チヤト//2

461 聴覚検査の実際 改訂3版 日本聴覚医学会編 南山堂 2009.11 WV 272 //チヨウ
462 Text眼科学 改訂2版 坪田一男, 大鹿哲郎編集 南山堂 2007.4 WW 100 //TEX

463 イラスト眼科 第7版(Bunkodo illustrated basic series) 渡邉郁緒, 新美勝彦著 文光堂 2003.3 WW 100 //イラス
464 眼科研修ノート(研修ノートシリーズ) 坪田一男 [ほか] 編 診断と治療社 2009.4 WW 100 //ガンカ
465 講義録眼・視覚学 山本修一, 大鹿哲郎編集 メジカルビュー社 2006.3 WW 100 //コウギ

466 標準眼科学 第11版(Standard textbook)

木下茂, 中澤満編集/澤口
昭一, 谷原秀信 [ほか] 執
筆

医学書院 2010.3 WW 100 //ヒヨウ

467 標準眼科学 第11版(Standard textbook)

木下茂, 中澤満編集/澤口
昭一, 谷原秀信 [ほか] 執
筆

医学書院 2010.3 WW 100 //ヒヨウ

468 眼科 改訂第3版(チャート医師国家試験対策:8) 種田芳郎, 市邉義章著 医学評論社 2008.1 WW 18.2 //チヤト//8

469 緑内障
北沢克明監修/白土城照, 

新家真, 山本哲也編集/北
沢克明〔ほか〕執筆

医学書院 2004.2 WW 290 //リヨク

470 医療経営学 : 病院倒産時代を生き抜く知恵と戦略 第2版
今村知明, 康永秀生, 井出
博生著

医学書院 2011.2 WX 150 //イリヨ

471 病棟から始める退院支援・退院調整の実践事例 宇都宮宏子編 日本看護協会出版会 2009.2 WX 158 //ビヨウ

472
看護場面における感染防止(看護技術DVD学習支援シリーズ : 

新人ナース・指導者必携!)
竹股喜代子編 インターメディカ 2007.4 WX 167 //カンゴ

473 災害医学 改訂2版 災害人道医療支援会編集 南山堂 2009.3 WX 215 //サイガ
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474
ホスピタルMIMMS大事故災害への医療対応 : 病院における実
践的アプロ-チ

Advanced Life Support 

Group, Simon Carley, 

Kevin Mackway-Jones 

[著]/MIMMS日本委員会監
訳

永井書店 2009.3 WX 215 //ホスピ

475 リトルICUブック
ポール L.マリノ著/稲田英
一監訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.5 WX 218 //リトル

476 ワシントン集中治療マニュアル

マリン H. コレフ, ティモ
シー J. ベディエント, 

ウォーレン イサコー, 

チャッド A. ウィット著

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2010.3 WX 218 //ワシン

477 看護技術プラクティス 第2版 竹尾惠子監修
学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2009.10 WY 100 //LAT

478
「意味づけ」「経験知」でわかる病態生理看護過程 : エキス
パートが持つ知恵と経験知をマスター 上巻

昭和大学病院看護部, 石橋
悦子編集

日総研出版 2006.12-2007.2 WY 100 //イミズ//1

479
「意味づけ」「経験知」でわかる病態生理看護過程 : エキス
パートが持つ知恵と経験知をマスター 下巻

昭和大学病院看護部, 石橋
悦子編集

日総研出版 2006.12-2007.2 WY 100 //イミズ//2

480 基礎看護技術 第7版
阿曽洋子, 井上智子, 氏家
幸子著

医学書院 2011.2 WY 100 //キソカ

481
根拠がわかる疾患別看護過程 : 病態生理と実践がみえる : 関連
図と事例展開

新見明子編集 南江堂 2010.5 WY 100 //コンキ

482
根拠がわかる症状別看護過程 : こころとからだの61症状 : 事例
展開と関連図 改訂第2版

関口恵子編集 南江堂 2010.9 WY 100 //コンキ

483
写真でわかる実習で使える看護技術 : 学生・指導者が、一体と
なってケアを展開するために!(写真でわかるシリーズ)

吉田みつ子編著 : 本庄恵
子編著

インターメディカ 2010.12 WY 100 //シャシ

484
小児看護学概論・小児保健 第3版(新体系看護学全書:30. 小児
看護学:1)

松尾宣武, 濱中喜代編集 メヂカルフレンド社 2009.11 WY 100 //シンタ//30

485
健康障害をもつ小児の看護 第3版(新体系看護学全書:31. 小児
看護学:2)

松尾宣武, 濱中喜代編集 メヂカルフレンド社 2009.11 WY 100 //シンタ//31

486
NANDA-NIC-NOCの理解 : 看護記録の電子カルテ化に向けて 第
4版

黒田裕子著 医学書院 2010.5 WY 100.4 //NAN

487
NANDA-I看護診断 : 正確な理解と使い方 : 診断ラベルを使いこ
なす! [第3版]

佐藤栄子編著 日総研出版 2010.4 WY 100.4 //NAN

488
黒田裕子の入門・看護診断 : 看護診断を使った看護計画の立て
方 改訂版

黒田裕子著 照林社 2009.5 WY 100.4 //クロダ

489
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメント : 生活者の
視点から学ぶ身体診察法(写真でわかるシリーズ)

村上美好監修/堺隆弘医学
指導

インターメディカ 2010.3 WY 100.4 //シヤシ

490
病態関連図が書ける観察・アセスメントガイド 改訂版(看護学
生必修シリーズ)

阿部俊子編集 照林社 2009.4 WY 100.4 //ビヨウ

491 記載例でわかる看護記録時短・改善 本田みき子著 日総研出版 2010.7 WY 100.5 //キサイ

492

看護過程展開ガイド : 実習記録の書き方がわかる : ヘンダーソ
ン、ゴードン、NANDAの枠組みによる 改訂版(看護学生必修シ
リーズ)

任和子編著 照林社 2009.12 WY 100.5 //ジツシ

493
看護職のキャリア開発 : 転換期のヒューマンリソースマネジメ
ント 改訂版

平井さよ子著 日本看護協会出版会 2009.5 WY 105 //カンゴ

494 チームの連携力を高めるカンファレンスの進め方 篠田道子編集 日本看護協会出版会 2010.9 WY 105 //チムノ

495 モチベーションアップの目標管理 : 看護マネジメントが変わる 河野秀一著 メヂカルフレンド社 2010.8 WY 105 //モチベ

496
保健指導スキルアップワークブック : 特定健診・特定保健指導
に対応 改訂新版

森晃爾編著/荒木郁乃, 中
木利枝子共同執筆

法研 2008.6 WY 106 //ホケン

497
保健指導サービスの評価と改善 : 個人のスキルアップから組織
の質管理まで

森晃爾編 医学書院 2010.8 WY 106 //ホケン

498
よくわかる地域看護研究の進め方・まとめ方 : 保健事業の企画
立案から評価への効果的な活用をめざして

横山美江編著 医歯薬出版 2010.8 WY 106 //ヨクワ

499 産業保健・産業看護論 河野啓子著 日本看護協会出版会 2008.2 WY 108 //サンギ

500
疫学・保健統計(なぜ?どうして? : 保健師・保健師をめざす学
生のための:4)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 2010.12 WY 108 //ナゼド//2

501 日本の看護120年 : 歴史をつくるあなたへ 日本看護歴史学会編集 日本看護協会出版会 2008.11 WY 11 //ニホン

502 在宅療養支援のための医療処置管理看護プロトコール 第2版 数間恵子, 川越博美編集 日本看護協会出版会 2010.8 WY 115 //ザイタ

503
日本版成人・高齢者用アセスメントとケアプラン : 財団方式 

第4版
内田恵美子, 島内節, 日本
訪問看護振興財団編著

日本訪問看護振興財団/

日本看護協会出版会 (発
売)

2004.5 WY 115 //ニホン

504 看護師のための看護記録・カルテ用語辞典 村中陽子 [ほか] 編著 秀和システム 2010.3 WY 13 //カンゴ

505
虚血性心疾患ケアガイド : 最新治療から心臓リハ、退院後の指
導まで(Nursing mook:57)

百村伸一編集 学研メディカル秀潤社 2010.2 WY 150 //NUR//57

506
消化器がんケアガイド : 病期分類からみる検査・診断・治療と
進行がんの看護(Nursing mook:58)

青木和恵, 水主いづみ編集 学研メディカル秀潤社 2010.4 WY 150 //NUR//58

507
栄養管理のエキスパートになる本 : 看護の「常識」を疑ってみ
よう!

井上善文著/多田歩実マン
ガ

照林社 2010.4 WY 150 //エイヨ

508 エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 中央法規出版 2004.9 WY 150 //エビデ

509 エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図
小板橋喜久代, 阿部俊子編
著

中央法規出版 2001.8 WY 150 //エビデ

510 看護過程に沿った対症看護 : 病態生理と看護のポイント 第4版 市村久美子 [ほか] 執筆
学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2010.12 WY 150 //カンゴ

511
安全で確かな与薬 2(看護技術DVD学習支援シリーズ : 新人ナー
ス・指導者必携!)

高屋尚子編 インターメディカ 2007.4- WY 150 //カンゴ//02

512 基礎看護技術ビジュアルブック : 手順と根拠がよくわかる 深井喜代子編著 照林社 2010.8 WY 150 //キソカ

513 ケア技術のエビデンス : 実践へのフィードバックで活かす [1] 深井喜代子監修 へるす出版 2006.11- WY 150 //ケアギ

514
循環器呼吸器消化器脳神経腎・泌尿器内分泌・代謝(現場です
ぐ使える標準看護計画:第1巻)

香川大学医学部附属病院
看護部標準看護計画検討
会編

日総研出版 2010.3 WY 150 //ゲンバ//1

515
神経・感覚器血液筋・骨格免疫皮膚・外皮中毒・損傷その他
(現場ですぐ使える標準看護計画:第2巻)

香川大学医学部附属病院
看護部標準看護計画検討
会編

日総研出版 2010.3 WY 150 //ゲンバ//2

516
写真でわかる臨床看護技術 : 看護技術を徹底理解! 改訂第2版
(写真でわかるシリーズ)

村上美好監修 インターメディカ 2009.3 WY 150 //シャシ
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517
写真でわかる輸血の看護技術 : 輸血療法を安全に、適正に実施
するために(写真でわかるシリーズ)

村上美好監修 インターメディカ 2008.10 WY 150 //シャシ

518 看護技術を基礎から理解!(写真でわかる基礎看護技術:1) [吉田みつ子ほか執筆] インターメディカ 2005.3 WY 150 //シヤシ//01

519 成人看護学概論 第2版(成人看護学) 大西和子, 岡部聰子編 ヌーヴェルヒロカワ 2009.2 WY 150 //セイジ

520 成人看護学
黒田裕子編/黒田裕子 [ほ
か] 執筆

医学書院 2009.1 WY 150 //セイジ

521 ナースが臨床で出合う困った!ときの対応 藤井徹也,工藤美子編 メヂカルフレンド社 2010.3 WY 150 //ナスガ
522 ねじ子のヒミツ手技 1st lesson 森皆ねじ子著 エス・エム・エス 2009.8- WY 150 //ネジコ
523 ねじ子のヒミツ手技 2nd lesson 森皆ねじ子著 エス・エム・エス 2009.8- WY 150 //ネジコ

524 慢性期看護論 第2版(成人看護学) 鈴木志津枝, 藤田佐和編集 ヌーヴェルヒロカワ 2009.3 WY 150 //マンセ

525 やってはいけない看護ケア 川西千恵美編著 照林社 2010.4 WY 150 //ヤツテ

526

手術・麻酔の看護Q&A103 : 「困った!」「わからない!」現場
の疑問を徹底サポート : ベテランナース・麻酔科医が細かな疑
問もとことん解説!(Ope nursing:2010年秋季増刊)

丸山一男, 木村三香編 メディカ出版 2010.9 WY 151 //シユジ

527
写真でわかる高齢者ケア : 高齢者の心と体を理解し、生活の営
みを支える(写真でわかるシリーズ)

東京都健康長寿医療セン
ター看護部編著

インターメディカ 2010.3 WY 152 //シャシ

528
脈拍・心電図に異常のある患者の理解と看護(高齢者ケアの常
識)

藤田英雄, 仮屋太郎, 石川
ふみよ著

中山書店 2010.8 WY 152 //ミヤク

529 心臓外科術式別術後ケア早わかりガイド 落雅美編 メディカ出版 2010.5 WY 152.5 //シンゾ

530

みるみるマスター!循環器ケアのトレーニングブック : 100の
キーワード&50のケース&250問クイズ(ハートナーシング:2009

年秋季増刊(通巻297号))

西村重敬監修 メディカ出版 2009.10 WY 152.5 //ミルミ

531
急変時のアセスメントと看護(看護技術DVD学習支援シリーズ : 

新人ナース・指導者必携!)
山田明美編 インターメディカ 2007.4 WY 154 //キユウ

532
災害看護 : 看護の専門知識を統合して実践につなげる(看護学
テキストnice)

酒井明子, 菊池志津子編集 南江堂 2008.12 WY 154 //サイガ

533
写真でわかる急変時の看護 : 心肺蘇生法を中心に…処置の流れ
とポイントを徹底理解! 改訂第2版

村上美好, 松月みどり監修 インターメディカ 2007.10 WY 154 //シャシ

534
概論・周手術期看護(看護学テキストnice. 成人看護学/急性期看
護:1)

林直子, 佐藤まゆみ編集 南江堂 2010.8 WY 154 //セイジ//1

535 救急看護(看護学テキストnice. 成人看護学/急性期看護:2) 佐藤まゆみ, 林直子編集 南江堂 2010.8 WY 154 //セイジ//2

536 Q&Aでナットクがん化学療法と看護 新井敏子編集 中央法規出版 2011.3 WY 156 //Q&A

537
がん化学療法ケアガイド : 治療開始前からはじめるアセスメン
トとセルフケア支援(ベスト・プラクティスコレクション)

濱口恵子, 本山清美編集 中山書店 2007.2 WY 156 //ガンカ

538
がん性疼痛ケア完全ガイド(エキスパートナース・ガイド : 看
護のすべてがわかる!)

林章敏, 中村めぐみ, 高橋
美賀子編集

照林社 2010.2 WY 156 //ガンセ

539
ココからはじめる小児がん看護 : 疾患の理解から臨床での活用
まで

丸光惠, 石田也寸志監修 へるす出版 2009.12 WY 156 //ココカ

540 胃ろう(PEG)ケア : はじめの一歩 西山順博著 秀和システム 2010.7 WY 156.5 //イロウ

541

消化器ナースのための外科・内視鏡治療と検査 : 患者説明にフ
ル活用できるシート満載! : そのまま使って!!47のかんたんイラ
スト&説明例つき!

楠正人編 メディカ出版 2010.10 WY 156.5 //シヨウ

542 消化器内科ケア(エキスパートナース・ハンドブック) 宇佐美眞, 白坂大輔編集 照林社 2010.2 WY 156.5 //シヨウ
543 消化器外科ケア(エキスパートナース・ハンドブック) 宇佐美眞編集 照林社 2010.2 WY 156.5 //シヨウ

544 NICU看護の知識と実際(臨床ナースのためのBasic & Standard) 楠田聡編著 メディカ出版 2010.7 WY 157.3 //NIC

545 親子ふれ愛ガイドブック 日本助産師会編 日本助産師会 2009.3 WY 157.3 //オヤコ

546
運動器障害 : フィジカルアセスメントと看護ケア(ベスト・プ
ラクティスコレクション)

箭野育子著 中山書店 2010.3 WY 157.6 //ウンド

547
写真でわかる整形外科看護 : 受傷期のケアから社会復帰への支
援まで、写真で体験!(写真でわかるシリーズ)

山元恵子監修 インターメディカ 2009.12 WY 157.6 //シャシ

548
整形外科疾患と看護 : 図解で理解 基礎からレクチャー! 改訂2

版
遠藤健司著 メディカ出版 2010.1 WY 157.6 //セイケ

549
見てまなぶ整形外科看護スタンダードテキスト : 整形外科ナー
ス必携 下肢編(整形外科看護:2010年春季増刊)

萩野浩編 メディカ出版 2010.5 WY 157.6 //ミテマ//1

550
見てまなぶ整形外科看護スタンダードテキスト : 整形外科ナー
ス必携 脊椎・上肢編

萩野浩編 メディカ出版 2010.11 WY 157.6 //ミテマ//2

551 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 川野雅資編著 中央法規出版 2008.12 WY 160 //エビデ
552 看護のための精神医学 第2版 中井久夫, 山口直彦著 医学書院 2004.3 WY 160 //カンゴ

553 学生のための精神看護学
吉浜文洋, 末安民生編集/

松井洋子 [ほか] 執筆
医学書院 2010.6 WY 160 //ガクセ

554 自殺の看護
田中美恵子編/小山達也 

[ほか] 執筆
すぴか書房 2010.7 WY 160 //ジサツ

555 精神科ビギナーズ・テキスト 3訂版 吉浜文洋, 角谷広子編著 精神看護出版 2009.12 WY 160 //セイシ
556 精神障害者の退院計画と地域支援 田中美恵子編著 医歯薬出版 2009.12 WY 160 //セイシ

557 精神保健学 第5版(精神看護学:1)
吉松和哉, 小泉典章, 川野
雅資編集

ヌーヴェルヒロカワ 2010.2 WY 160 //セイシ//1

558 精神臨床看護学 第5版(精神看護学:2) 川野雅資編集 ヌーヴェルヒロカワ 2010.2 WY 160 //セイシ//2

559 精神臨床看護学 第5版(精神看護学:2) 川野雅資編集 ヌーヴェルヒロカワ 2010.2 WY 160 //セイシ//2

560 統合失調症急性期看護マニュアル 改訂版
急性期精神科看護研究会
著/阿保順子, 佐久間えり
か編

すぴか書房 2009.3 WY 160 //トウゴ

561 場面でまなぶ精神看護学 : 理論・実践統合学習(G supple)
Gsupple編集委員会, 出口
禎子編

メディカ出版 2005.10 WY 160 //バメン

562 リエゾン精神看護 : 患者ケアとナース支援のために
野末聖香編/宇佐美しおり 

[ほか] 著
医歯薬出版 2004.6 WY 160 //リエゾ

563
3ステップでわかる脳神経疾患看護技術 : 確認問題で理解度を
チェック!(Brain nursing:2010年春季増刊(通巻340号))

田村綾子監修 メディカ出版 2010.2 WY 160.5 //3ステ

564 ナースのための脳神経外科 改訂3版 橋本信夫編 メディカ出版 2010.9 WY 160.5 //ナスノ
565 脳神経外科ケア(エキスパートナース・ハンドブック) 大井静雄編著 照林社 2010.9 WY 160.5 //ノウシ

566
脳神経疾患のマンガ看護計画 : 観察・アセスメントの基本がわ
かる,指導できる

神戸市立医療センター中
央市民病院看護部編著 : 

坂井信幸監修
メディカ出版 2010.11 WY 160.5 //ノウシ

567 周手術期看護論 第2版(成人看護学) 雄西智恵美, 秋元典子編集 ヌーヴェルヒロカワ 2009.3 WY 161 //シユウ

568
人工呼吸管理実践ガイド(エキスパートナース・ガイド : 看護
のすべてがわかる!)

道又元裕, 小谷透, 神津玲
編

照林社 2009.7 WY 163 //ジンコ

569
特集写真とイラストでわかる呼吸管理の手技コツとワザ(呼吸
器ケア:第8巻9号(通巻101号))

メディカ出版 2010.9 WY 163 //トクシ
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570
写真でわかる透析看護 : 透析患者のQOL向上を目指すケア(写
真でわかるシリーズ)

佐藤エキ子監修 インターメディカ 2008.5 WY 164 //シャシ

571 看護教育を拓く授業リフレクション : 教える人の学びと成長 目黒悟著 メヂカルフレンド社 2010.7 WY 18 //カンゴ

572
解剖と疾患と看護がつながる! : ゼッタイ聞きたいさわ先生の
人気講座

さわ研究所講師陣著 医歯薬出版 2010.8 WY 18.2 //カイボ

573 看護クイックレファレンス : 看護学生のための 第3版 池西静江, 石束佳子編 照林社 2010.3 WY 18.2 //カンゴ

574
基礎看護 第4版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のため
の:1. 専門 1)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 2011.3 WY 18.2 //ナゼド//1

575
呼吸器・腎・泌尿器 第4版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学
生のための:2. 専門:2. 成人看護)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 2011.3 WY 18.2 //ナゼド//2

576
循環器 第4版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:3. 

専門:2. 成人看護)
医療情報科学研究所編 メディックメディア 2011.3 WY 18.2 //ナゼド//3

577
内分泌・代謝 第4版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のた
めの:4. 専門:2. 成人看護)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 2011.3 WY 18.2 //ナゼド//4

578
消化器 第4版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:5. 

専門:2/成人看護)
医療情報科学研究所編 メディックメディア 2011.3 WY 18.2 //ナゼド//5

579
「成人看護」血液・アレルギー・免疫・膠原病 第4版(なぜ?ど
うして? : 看護師・看護学生のための:6. 専門 2)

医療情報科学研究所編 メディックメディア 2011.3 WY 18.2 //ナゼド//6

580 看護研究のための文献検索ガイド 第4版増補版 山崎茂明, 六本木淑恵著 日本看護協会出版会 2010.1 WY 20.5 //カンゴ

581 看護の原理 : ケアすることの本質と魅力
菱沼典子, 井上智子, 武田
利明編集・執筆/川島みど
り [ほか] 執筆

ライフサポート社 2009.7 WY 20.5 //カンゴ

582 バーンズ&グローブ看護研究入門 : 実施・評価・活用

ナンシー・バーンズ, スー
ザン・K.グローブ著/黒田
裕子, 中木高夫, 小田正枝, 

逸見功監訳

エルゼビア・ジャパン 2007.10 WY 20.5 //バンズ

583 新しい家族看護学 : 理論・実践・研究 法橋尚宏編著 メヂカルフレンド社 2010.2 WY 200 //アタラ
584 家族看護学 : 理論と実践 第3版第2刷(追補版) 鈴木和子, 渡辺裕子著 日本看護協会出版会 2006.5 WY 200 //カゾク

585

「なつかしの国」の扉を開けよう : 要介護3・4・5の人のため
のやる気がでる在宅リハビリ : 成功のコツは仏壇と広瀬中佐
だった!

飯島治著 医歯薬出版 2010.7 WY 200 //ナツカ

586 看護関係統計資料集 平成21年 日本看護協会出版会 1979- WY 31 //カンゴ//2009

587 看護六法 平成22年版 厚生問題研究会編集 新日本法規出版 1977- WY 32 //カンゴ//2010

588
写真でわかる看護安全管理 : 事故・インシデントの背景要因の
分析と対策

村上美好監修 インターメディカ 2007.7 WY 44 //シャシ

589 臨床放射線医学 第8版(系統看護学講座:別巻) 福田国彦著者代表 医学書院 2009.1 WY 5 //ケイト

590 老年看護病態・疾患論 第3版(系統看護学講座:専門分野:2)
佐々木英忠, 鳥羽研二, 荒
井啓行 [著]

医学書院 2009.1 WY 5 //ケイト

591 老年看護学 第7版(系統看護学講座:専門分野2) 北川公子著者代表 医学書院 2010.1 WY 5 //ケイト
592 老年看護学 第7版(系統看護学講座:専門分野2) 北川公子著者代表 医学書院 2010.1 WY 5 //ケイト

593 ザ・ロイ適応看護モデル 第2版
シスター・カリスタ・ロ
イ原著/松木光子 [ほか] 訳

医学書院 2010.2 WY 86 //ザロイ

594 ベナー看護論 : 初心者から達人へ 新訳版
パトリシア ベナー著/井部
俊子 [ほか] 訳

医学書院 2005.9 WY 86 //ベナカ

595 JAMA医学文献の読み方(EBMライブラリー) 開原成允, 浅井泰博監訳 中山書店 2001.9 WZ 345 //JAM

596
アクセプトされる英語医学論文を書こう! : ワークショップ方
式による英語の弱点克服法(JASMEE library)

ネル・L・ケネディ著/菱
田治子訳

メジカルビュー社 2001.8 WZ 345 //アクセ

597 医学論文英訳のテクニック 改訂4版 横井川泰弘著 金芳堂 2010.3 WZ 345 //イガク

598 医学英語論文の書き方マニュアル
[Cheryl Iversonほか編]/今
西二郎, 浦久美子訳

共和書院 2010.6 WZ 345 //イガク

599 ライフサイエンス論文を書くための英作文&用例500 河本健, 大武博著 羊土社 2009.11 WZ 345 //ライフ
600 臨床英文の正しい書き方 改訂4版 羽白清著 金芳堂 2008.12 WZ 345 //リンシ


