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No 書名 著者名 出版者 出版日付 請求記号

1
Good writingへのパスポート : 読み手と構成を意識した日本語
ライティング

田中真理, 阿部新著 くろしお出版 2014.6 PL //GOO

2
アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習 : 上級
日本語学習者対象 : 言い換え書き換え

鎌田美千子, 仁科浩美著
スリーエーネットワー
ク

2014.3 PL //アカデ

3 オノマトペラペラ : マンガで日本語の擬音語・擬態語 水野良太郎編 東京堂出版 2014.6 PL //オノマ

4 はじめよう、ロジカル・ライティング

名古屋大学教育学部附属
中学校, [名古屋大学教育
学部附属]高等学校国語科
著/戸田山和久執筆協力

ひつじ書房 2014.5 PL //ハジメ

5 表現のための実践ロイヤル英文法
綿貫陽, マーク・ピーター
セン共著

[旺文社] [2011.9] PL //ヒヨウ

6 みんなの日本語 第2版 初級1: 漢字 英語版
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネットワー
ク

2006.9- PL //ミンナ//1-1

7 みんなの日本語 第2版 初級2: 翻訳・文法解説. 英語版
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネットワー
ク

2006.9- PL //ミンナ//1-2

8 みんなの日本語 第2版 初級2: 翻訳・文法解説. 中国語版
スリーエーネットワーク
編著

スリーエーネットワー
ク

2006.9- PL //ミンナ//1-2

9 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 中級
東京外国語大学留学生日
本語教育センター編著

スリーエーネットワー
ク

2013.2- PL //リユウ

10 留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解 中上級
東京外国語大学留学生日
本語教育センター編著

スリーエーネットワー
ク

2013.2- PL //リユウ

11 呼吸器 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:1) 牛木辰男, 小林弘祐著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//01

12 循環器 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:2) 大谷修, 堀尾嘉幸著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//02

13 消化管 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:3) 河原克雅, 佐々木克典著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//03

14 肝・胆・膵 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:4)
泉井亮, 妹尾春樹, 金田研
司著

日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//04

15 腎・泌尿器 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:5) 坂井建雄, 河原克雅著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//05

16 生殖器 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:6) 年森清隆, 川内博人著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//06

17
血液・免疫・内分泌 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と
機能:7)

山本一彦 [ほか] 著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//07

18 神経系 改訂第2版 1(カラー図解人体の正常構造と機能:8-9) 河田光博, 稲瀬正彦著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//08

19 神経系 改訂第2版 2(カラー図解人体の正常構造と機能:8-9) 河田光博, 稲瀬正彦著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//09

20 運動器 改訂第2版(カラー図解人体の正常構造と機能:10) 坂井建雄 [ほか] 著 日本医事新報社 2012.1 QS 17 //カラズ//10

21
先端医療を支える工学 : 生体医工学への誘い(新コロナシリー
ズ:59)

日本生体医工学会編 コロナ社 2014.5 QT 36 //センタ

22
京都大学人気講義サイエンスの発想法 : 化学と生物学が融合す
ればアイデアがどんどん湧いてくる

上杉志成著 祥伝社 2014.4 QU 18 //キヨウ

23 幹細胞研究と再生医療(The frontiers in life sciences) 中内啓光編 南山堂 2013.12 QU 325 //カンサ

24
生命の未来を変えた男 : 山中伸弥・iPS細胞革命(文春文庫:[編-

19-4])

NHKスペシャル取材班編
著

文藝春秋 2014.4 QU 325 //セイメ

25 ストライヤー生化学 第7版
Jeremy M. Berg, John L.

Tymoczko, Lubert Stryer著
東京化学同人 2013.2 QU 4 //ストラ

26 医系免疫学 改訂13版 矢田純一著 中外医学社 2013.12 QW 504 //イケイ
27 獣医微生物学 第3版 関崎勉 [ほか] 編 文永堂出版 2011.8 QW 70 //ジユウ

28 マウスの断面解剖アトラス 改訂版
岩城隆昌, 山下廣, 早川敏
之共著

アドスリー/丸善株式会
社出版事業部 (発売)

2002.12 QY 17 //マウス

29 ラットの断面解剖アトラス International ed 早川敏之, 岩城隆昌共著
アドスリー/丸善株式会
社出版事業部 (発売)

2008.5 QY 17 //ラツト

30 マウス実験の基礎知識 第2版 小出剛編 オーム社 2013.6 QY 60 //マウス

31
小児がん診療ハンドブック : 実地診療に役立つ診断・治療の理
念と実践

堀部敬三編 医薬ジャーナル社 2011.8 QZ 275 //シヨウ

32 遺伝カウンセリングハンドブック(遺伝子医学MOOK:別冊) 福嶋義光編集 メディカルドゥ 2011.7 QZ 50 //イデン

33 臨床研究と論文作成のコツ : 読む・研究する・書く
松原茂樹編集/松原茂樹,

大口昭英, 名郷直樹著
東京医学社 2011.7 W 18 //リンシ

34
女性医師のための医学留学へのパスポート(シリーズ日米医学
交流:No.11)

日米医学医療交流財団編 はる書房 2011.10 W 20 //ジヨセ

35
医学的介入の研究デザインと統計 : ランダム化/非ランダム化
研究から傾向スコア、操作変数法まで

ミッチェル H. カッツ著/

木原雅子, 木原正博訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2013.10 W 20.5 //イガク

36 臨床研究イノベーション 井村裕夫著 中山書店 2006.12 W 20.5 //リンシ

37
アメリカ医療制度の政治史 : 20世紀の経験とオバマケア(南山
大学学術叢書)

山岸敬和著 名古屋大学出版会 2014.3 W 275 //アメリ

38
アメリカ医療制度の政治史 : 20世紀の経験とオバマケア(南山
大学学術叢書)

山岸敬和著 名古屋大学出版会 2014.3 W 275 //アメリ

39 オバマの医療改革 : 国民皆保険制度への苦闘 天野拓著 勁草書房 2013.10 W 275 //オバマ

40 障害者総合支援法がわかる本
コンデックス情報研究所
編著

成美堂出版 2013.7 W 540.1 //シヨウ

41 質的データ分析法 : 原理・方法・実践 佐藤郁哉著 新曜社 2008.3 W 84.3 //シツテ

42 学生のための現代公衆衛生 改訂6版
中村泉編/野中浩一, 苅田
香苗, 内山有子著

南山堂 2011.3 WA 100 //ガクセ

43 新簡明衛生公衆衛生 改訂6版 丸井英二編 南山堂 2010.1 WA 100 //シンカ
44 わかりやすい公衆衛生学 第3版 清水忠彦, 佐藤拓代編集 ヌーヴェルヒロカワ 2009.12 WA 100 //ワカリ

45 Research techniques for the health sciences 5th ed
James J. Neutens, Laurna

Rubinson
Pearson c2014 WA 20.5 //RES

46 保健指導が楽しくなる!医療コーチングレッスン
鱸伸子, いとうびわ, 柳澤
厚生共著

南山堂 2010.11 WA 245 //ホケン

47 医科統計学が身につくドリル(臨床研究マイスターへの道)
Aviva Petrie, Caroline

Sabin著/津崎晃一訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2014.1 WA 950 //イリヨ

48 看護学生のための疫学・保健統計 : 楽しく学べる! 改訂2版 浅野嘉延著 南山堂 2013.9 WA 950 //カンゴ
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49 研修医当直御法度百例帖 第2版 寺沢秀一著 三輪書店 2013.1 WB 105 //ケンシ
50 リハビリテーション栄養ハンドブック 若林秀隆編著 医歯薬出版 2010.11 WB 400 //リハビ
51 防がん・抗がんの薬膳 : 中医学からの提案 辰巳洋著 源草社 2012.7 WB 50//ボウガ
52 感染症専門医テキスト 第I部解説編 日本感染症学会編 南江堂 2011 WC 100 //カンセ

53 神戸大学感染症内科版TBL : 問題解決型ライブ講義集中!5日間 岩田健太郎著 金原出版 2013.3 WC 100 //コウベ

54 先天代謝異常ハンドブック
遠藤文夫総編集/山口清次,

大浦敏博, 奥山虎之専門編
集

中山書店 2013.3 WD 205 //センテ

55 より理解を深める!体液電解質異常と輸液 改訂3版 柴垣有吾著 中外医学社 2007.4 WD 220 //ヨリリ
56 ボディ・ナビゲーション : 触ってわかる身体解剖 改訂版 Andrew Biel著 医道の日本社 2012.1 WE 101 //ボデイ

57 標準整形外科学 第12版(Standard textbook)

松野丈夫, 中村利孝総編集
/馬場久敏 [ほか] 編集/松野
丈夫 [ほか] 執筆

医学書院 2014.2 WE 168 //ヒヨウ

58 義肢装具のチェックポイント 第8版
日本整形外科学会, 日本リ
ハビリテーション医学会
監修

医学書院 2014.3 WE 172 //ギシソ

59

心臓外科医が描いた正しい心臓解剖図 : 透視図→心カテ : 断面
図→心エコー : 見たいところが見える : 心臓の立体構造を細密
画で理解する(Circulation up-to-date books:01)

末次文祥著 メディカ出版 2014.4 WG 201 //シンゾ

60 ウィリアムズ血液学マニュアル
マーシャル A. リクトマン
[ほか]編/奈良信雄訳

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2003.8 WH 100 //ウイリ

61 みんなに役立つ造血幹細胞移植の基礎と臨床 改訂版 神田善伸編 医薬ジャーナル社 2012.8 WH 380 //ミンナ
62 上部消化管X線診断ブレイクスルー 齋田幸久著 医学書院 1998.6 WI 141 //ジヨウ

63
消化器外科専門医へのminimal requirements : 知識の整理と合
格へのチェック

白石憲男編集 メジカルビュー社 2013.10 WI 18 //シヨウ

64 胃外科のすべて
胃外科・術後障害研究会
編

メジカルビュー社 2014.3 WI 380 //イゲカ

65
パワーアップいまさら聞けない腹部エコーの基礎 : DVDで学ぶ
超音波検査 第2版

東義孝著
学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発
売)

2011.6 WI 900 //イマサ

66 腎生検病理アトラス 第2版
日本腎臓学会・腎病理診
断標準化委員会, 日本腎病
理協会編集

東京医学社 2010.9 WJ 302 //ジンセ

67
内分泌代謝専門医ガイドブック 改訂第3版(診断と治療社 内分
泌シリーズ)

成瀬光栄, 平田結喜緒, 島
津章編集/田辺晶代 [ほか]

編集協力
診断と治療社 2012.11 WK 100 //ナイブ

68 カンデル神経科学
Eric R. Kandel [ほか] 編
/Sarah Mackアート・エ
ディター

メディカル・サイエン
ス・インターナショナ
ル

2014.4 WL 102 //カンデ

69 音楽の神経心理学(神経心理学コレクション) 緑川晶著 医学書院 2013.9 WL 103.5 //オンガ
70 ジャクソンの神経心理学 第1版(神経心理学コレクション) 山鳥重著 医学書院 2014.5 WL 103.5 //ジヤク

71
脳内麻薬 : 人間を支配する快楽物質ドーパミンの正体(幻冬舎
新書:334)

中野信子著 幻冬舎 2014.1 WL 104 //ノウナ

72 意識 1
アンリ・エー [著]/大橋博
司訳

みすず書房
1969.9-

1971.1
WL 341 //イシキ//1

73 意識 2
アンリ・エー [著]/大橋博
司訳

みすず書房
1969.9-

1971.1
WL 341 //イシキ//2

74 脳血管障害と神経心理学 第2版 平山惠造, 田川皓一編 医学書院 2013.9 WL 355 //ノウケ
75 精神科の専門家をめざす 改訂新版 福田正人編著 星和書店 2012.10 WM 18 //セイシ

76
境界性パーソナリティ障害をもつ人と良い関係を築くコツ : 家
族、友人、パートナーのための実践的アドバイス

シャーリ・Y・マニング著
/黒澤麻美訳

星和書店 2014.4 WM 190 //キヨウ

77
境界性パーソナリティ障害最新ガイド : 治療スタッフと家族の
ために

ジョン・G.ガンダーソン,

ペリー・D.ホフマン編/林
直樹, 佐藤美奈子訳

星和書店 2006.10 WM 190 //キヨウ

78 精神病(岩波新書:新赤版 581) 笠原嘉著 岩波書店 1998.10 WM 203 //セイシ

79 統合失調症100のQ&A : 苦しみを乗り越えるために
リン・E・デリシ著/功刀
浩, 堀弘明訳

星和書店 2008.4 WM 203 //トウゴ

80 メランコリー 改訂増補版
H.テレンバッハ著/木村敏
訳

みすず書房 1985.12 WM 207 //メラン

81
精神障害と回復 : リバーマンのリハビリテーション・マニュア
ル

ロバート・ポール・リ
バーマン著/SST普及協会
訳

星和書店 2011.3 WM 400 //セイシ

82
「死にたい」気持ちをほぐしてくれるシネマセラピー上映中 :

精神科医がおススメ自殺予防のための10本の映画
高橋祥友著 晶文社 2012.2 WM 401 //シニタ

83 他人を攻撃せずにはいられない人(PHP新書:895) 片田珠美著 PHP研究所 2013.12 WM 75 //タニン

84
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4版

讃岐美智義著 羊土社 2013.3 WO 200 //マスイ

85 スタンダード小児外科手術 : 押さえておきたい手技のポイント
猪股裕紀洋, 黒田達夫, 奥
山宏臣編集

メジカルビュー社 2013.4 WO 925 //スタン

86 女性医学ガイドブック 更年期医療編 2014年度版 日本女性医学学会編 金原出版 2014.4 WP 580 //ジヨセ

87 腹式単純子宮全摘術 : 必須術式の完全マスター(OGS NOW:2) 小西郁生担当編集委員 メジカルビュー社 2010.4 WP 660 //OGS//02

88 帝王切開術 : 基本と応用まるごとマスター(OGS NOW:3) 竹田省担当編集委員 メジカルビュー社 2010.8 WP 660 //OGS//03

89 治療編 2013年版(科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン:1) 日本乳癌学会編 金原出版 2011.9- WP 870 //カガク//1

90
疫学・診断編 2013年版(科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドラ
イン:2)

日本乳癌学会編 金原出版 2011.9- WP 870 //カガク//2

91 乳癌(癌診療指針のための病理診断プラクティス)
青笹克之総編集/黒住昌史
専門編集

中山書店 2011.9 WP 870 //ニユウ

92 乳腺腫瘍学 日本乳癌学会編 金原出版 2012.6 WP 870 //ニユウ
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93 妊娠・出産のQ&A : 正しい知識でお母さんの不安解消
北川道弘, 阿部聖世監修・
指導

毎日EVRシステム : ビデ
オ・パック・ニッポン

c2007 WQ 100 //ニンシ

94 プリンシプル産科婦人科学 第3版 2 産科編 武谷雄二 [ほか] 監修 メジカルビュー社 2014 WQ 100 //プリン
95 妊娠&授乳中のごはん150 : おいしい症状別レシピ 岡本正子著 日東書院本社 2009.4 WQ 150 //ニンシ

96
Evidence and skills for normal labour and birth : a guide for

midwives 2nd ed : hbk
Denis Walsh Routledge 2012 WQ 152 //EVI

97 The student's guide to becoming a midwife 2nd ed. : pbk
edited by Ian Peate, Cathy

Hamilton
John Wiley c2014 WQ 160 //STU

98 Supporting a physiologic approach to pregnancy and birth : pbk edited by Melissa D. Avery Wiley-Blackwell 2013 WQ 175 //SUP

99

産科の臨床検査ディクショナリー : 読み方がわかる!説明でき
る! : これさえあれば妊婦健診で困らない!エコーもCTGも(ペリ
ネイタルケア:2014年新春増刊(通巻429号))

関沢明彦編著 メディカ出版 2014.1 WQ 209 //サンカ

100

産科の臨床検査ディクショナリー : 読み方がわかる!説明でき
る! : これさえあれば妊婦健診で困らない!エコーもCTGも(ペリ
ネイタルケア:2014年新春増刊(通巻429号))

関沢明彦編著 メディカ出版 2014.1 WQ 209 //サンカ

101 妊娠初期超音波と新出生前診断
室月淳, 原田文, Kypros

Nicolaides編著
メジカルビュー社 2014.4 WQ 209 //ニンシ

102 予防接種 全訂新版(小児科臨床ピクシス:4) 渡辺博専門編集 中山書店 2014.4 WS 200 //シヨウ//04

103 よくわかる小児の造血細胞移植
東海大学造血細胞移植
チーム編

医薬ジャーナル社 2010.2 WS 300 //ヨクワ

104 エビデンスに基づいた小児腸重積症の診療ガイドライン
日本小児救急医学会ガイ
ドライン作成委員会編集

へるす出版 2012.2 WS 310 //エビデ

105 栄養・運動で予防するサルコペニア 葛谷雅文, 雨海照祥編集 医歯薬出版 2013.2 WT 104 //エイヨ

106 痴呆性高齢者の残存能力を高めるケア
パム・ドーソン, ドナ L.

ウェルズ, カレン・クライ
ン著/山下美根子 [ほか] 訳

医学書院 2002.7 WT 155 //チホウ

107 認知症ケアの倫理 箕岡真子著 ワールドプランニング 2010.10 WT 155 //ニンチ

108
退院支援・退院調整ステップアップQ&A : 実践者からの知恵と
コツ

宇都宮宏子 [ほか] 編 日本看護協会出版会 2012.5 WX 158 //タイイ

109 ケースマネジメント入門
デイビッド P.マクスリー
著/野中猛, 加瀬裕子監訳

中央法規出版 1994.2 WX 162 //ケスマ

110 チームマネジメントの知識とスキル : 多職種連携を高める 篠田道子著 医学書院 2011.8 WX 162.5 //チムマ

111
Fundamentals of nursing : the art and science of person-

centered nursing care 8th ed

Carol Taylor, Carol Lillis,

Pamela Lynn
Wolters Kluwer Health [2015] WY 100 //FUN

112
保健医療福祉のしくみ・看護と法律 第5版(看護学入門:[2013年
度版]:5巻)

小野寺伸夫著者代表 メヂカルフレンド社 2013.11 WY 100 //カンゴ//05

113
公衆衛生学 第3版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制
度:2)

小野寺伸夫編集 メヂカルフレンド社 2013.1 WY 100 //シンタ//07

114
山内先生のフィジカルアセスメント : 患者さんのサインを読み
取る! 技術編(ナース専科BOOKS)

山内豊明解説
エス・エム・エス/イン
プレスコミュニケー
ションズ (発売)

2014.1- WY 100.4 //ヤマウ

115
山内先生のフィジカルアセスメント : 患者さんのサインを読み
取る! 症状編(ナース専科BOOKS)

山内豊明解説
エス・エム・エス/イン
プレスコミュニケー
ションズ (発売)

2014.1- WY 100.4 //ヤマウ

116
ナースのための退院調整 : 院内チームと地域連携のシステムづ
くり 第2版

篠田道子編集 日本看護協会出版会 2012.11 WY 105 //ナスノ

117 Introduction to community nursing practice pbk. by Jane Arnott ... [et al.] Open University Press 2012 WY 106 //INT

118
看護師教育のための地域看護概説 : 公衆衛生看護を含む地域の
看護に取り組むために

眞舩拓子 [ほか] 編 ヌーヴェルヒロカワ 2012.3 WY 106 //カンゴ

119 公衆衛生看護学 津村智惠子, 上野昌江編 中央法規出版 2012.3 WY 106 //コウシ
120 保健医療福祉行政論 第3版(最新保健学講座:7) 野村陽子編集 メヂカルフレンド社 2011.12 WY 106 //サイシ//07

121
Community and public health nursing : evidence for practice :

pbk

Gail A. Harkness,

Rosanna F. DeMarco

Wolters Kluwer

Health/Lippincott

Williams & Wilkins

c2012 [i.e.

2011]
WY 108 //COM

122 公衆衛生看護学原論(公衆衛生看護学テキスト:1)

麻原きよみ責任編集/佐伯
和子, 岡本玲子, 荒木田美
香子編

医歯薬出版 2014.4 WY 108 //コウシ//01

123 公衆衛生看護技術(公衆衛生看護学テキスト:2)

佐伯和子責任編集/麻原き
よみ, 岡本玲子, 荒木田美
香子編

医歯薬出版 2014.4 WY 108 //コウシ//02

124 公衆衛生看護活動 1(公衆衛生看護学テキスト:3-4)

岡本玲子責任編集/荒木田
美香子, 麻原きよみ, 佐伯
和子編集

医歯薬出版 2014.4 WY 108 //コウシ//03

125
公衆衛生看護活動 2 学校保健・産業保健(公衆衛生看護学テキ
スト:3-4)

岡本玲子責任編集/荒木田
美香子, 麻原きよみ, 佐伯
和子編集

医歯薬出版 2014.4 WY 108 //コウシ//04

126 在宅ケアのはぐくむ力 秋山正子編集 医学書院 2012.12 WY 115 //ザイタ
127 在宅看護過程 : 関連図で理解する 正野逸子, 本田彰子編著 メヂカルフレンド社 2014.3 WY 115 //ザイタ

128 事故事例から学ぶ訪問看護の安全対策 : そこが知りたい! 第2版 全国訪問看護事業協会編 日本看護協会出版会 2013.6 WY 115 //ジコジ

129 “訪問看護"で変わる希望の在宅介護 角田直枝著 小学館 2014.2 WY 115 //ホウモ
130 産業看護学 2014年版(地域看護学習Guide) 河野啓子著 日本看護協会出版会 2012.12- WY 141//サンギ

131 基礎看護技術(看護技術がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2014.3 WY 150 //カンゴ//01

132 ケアの根拠 : 看護の疑問に答える180のエビデンス 第2版 道又元裕監修 日本看護協会出版会 2012.1 WY 150 //ケアノ

133
公衆衛生 第3版(ナーシング・グラフィカ. 健康支援と社会保
障:2)

平野かよ子 [ほか] 編 メディカ出版 2013.1 WY 150 //ナシン

134
公衆衛生 第3版(ナーシング・グラフィカ. 健康支援と社会保
障:2)

平野かよ子 [ほか] 編 メディカ出版 2013.1 WY 150 //ナシン
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135 看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア 長江弘子編 日本看護協会出版会 2014.3 WY 152 //カンゴ

136
見直そう,褥瘡ケア : “ポジショニング&シーティング"と“スキン
ケア"

田中秀子監修 日本看護協会出版会 2013.2 WY 154.5 //ミナオ

137
妊婦健康診査と保健指導妊娠初期(看護教育シリーズ. 目で見る
母性看護:Vol.1)

齋藤いずみ原案監修 医学映像教育センター c2003 WY 157.3 //メデミ//1

138
妊婦健康診査と保健指導妊娠中期(看護教育シリーズ. 目で見る
母性看護:vol.2)

長浜亜希子原案 医学映像教育センター c2003 WY 157.3 //メデミ//2

139
入院時の健康診査(看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.4/

分娩経過のアセスメントと看護)
遠藤紀美恵原案 医学映像教育センター c2007 WY 157.3 //メデミ//4

140
分娩進行の観察とサポーティブケア(看護教育シリーズ. 目で見
る母性看護:vol.5/分娩経過のアセスメントと看護)

伊藤道子原案 医学映像教育センター c2007 WY 157.3 //メデミ//5

141
ナースに役立つ整形外科とリハビリテーション : 運動器
nursing update

平澤泰介編著 金芳堂 2014.4 WY 157.6 //ナスニ

142
小児看護ケアモデル実践集 : 看護師が行う子ども目線のプレパ
レーション

松森直美, 蝦名美智子編集 へるす出版 2012.7 WY 159 //シヨウ

143
小児看護ケアモデル実践集 : 看護師が行う子ども目線のプレパ
レーション

松森直美, 蝦名美智子編集 へるす出版 2012.7 WY 159 //シヨウ

144
場面でまなぶ小児看護学 : 理論・実践統合学習 改訂2版(G

supple)

Gsupple編集委員会, 濵田
裕子, 幸松美智子編

メディカ出版 2012.10 WY 159 //バメン

145
場面でまなぶ小児看護学 : 理論・実践統合学習 改訂2版(G

supple)

Gsupple編集委員会, 濵田
裕子, 幸松美智子編

メディカ出版 2012.10 WY 159 //バメン

146 質的統合法入門 : 考え方と手順 山浦晴男著 医学書院 2012.4 WY 20.5 //シツテ

147
文化と看護のアクションリサーチ : 保健医療への人類学的アプ
ローチ

クリスティ・W・キー
ファー著/木下康仁訳

医学書院 2010.12 WY 20.5 //ブンカ

148 生きることは尊いこと : いのちをみつめた闘病と介護の日々 岡西雅子著 医学書院 2012.3 WY 200 //イキル

149 在宅での家族への看護(家族看護選書:第4巻) 野嶋佐由美, 渡辺裕子編 日本看護協会出版会 2012.6 WY 200 //ザイタ
150 ナースのための質問紙調査とデータ分析 第2版 石井京子, 多尾清子著 医学書院 2002.5 WY 31 //ナスノ


