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■ 医学系図書

基礎医学

QS　人体解剖学

QS4||To69 トートラ人体の構造と機能 第5版
Gerard J.Tortora,

Bryan Derrickson [著]
丸善出版 2019.3 00164822 4階 開架 　 卒業生

QS17||Sc8
胸部/腹部・骨盤部 第3版 (プロメテウス : 解剖学ア

トラス:[2])

Michael Schünke, Erik

Schulte, Udo

Schumacher著
医学書院 2020.2 00165210 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

QS17||Sc8
胸部/腹部・骨盤部 第3版 (プロメテウス : 解剖学ア

トラス:[2])

Michael Schünke, Erik

Schulte, Udo

Schumacher著
医学書院 2020.2 00164817 4階 開架 　 卒業生

QS504||R73 Ross組織学 Wojciech Pawlina著 南江堂 2019.4 00164461 4階 開架
学生購入希

望

QT　生理学

QT4||H99 標準生理学 第9版 (Standard textbook) 河合康明 [ほか] 編集 医学書院 2019.3 00164494 4階 開架
シラバス

(保)

QT4||Ta67 新生理学 第7版 : フルカラー新装版 (Qシリーズ) 竹内昭博著
日本医事新

報社
2019.8 00165001 4階 開架 　 後援会

QT104||G19 ギャノング生理学 (Lange textbookシリーズ)
[William F. Ganong原

著]
丸善出版 2017.11 00165206 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

QT104||G98 ガイトン生理学
John E. Hall著/石川義

弘 [ほか] 総監訳

エルゼビ

ア・ジャパ

ン

2018.3 00165207 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

QT104||H89 見て読んで学ぶ人体解剖生理学 改訂第2版 堀川宗之著
真興交易(株)

医書出版部
2019.12 00164821 4階 開架 　 卒業生

QT104||P76 オックスフォード生理学
Gillian Pocock [ほか

著]
丸善 2016.1 00165205 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

QT104||Ta74 なるほどなっとく!解剖生理学 改訂2版
多久和典子, 多久和陽

著
南山堂 2019.9 00165107 4階 開架 　 後援会

QT104||Ta84 イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 第3版 田中越郎著 医学書院 2019.11 00165036 4階 開架 　 後援会

QT104||Ta84 イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 第3版 田中越郎著 医学書院 2019.11 00164831 4階 開架 　 卒業生

QT104||Y86
好きになるヒトの生物学 : 私たちの身近な問題身近

な疑問 (好きになるシリーズ)
吉田邦久著 講談社 2014.11 00165246 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

QT260||W12 入門運動生理学 第4版 勝田茂編著 杏林書院 2015.3 00164493 4階 開架
シラバス

(保)

QT261||Su95 スポーツリハビリテーションの臨床 鈴川仁人編集

メディカル・サ

イエンス・イン

ターナショナル

2019.8 00165068 4階 開架 　 後援会

QU　生化学

QU4||B29 ベインズ・ドミニチャク生化学

John W.Baynes,

Marek H.Dominiczak

原著

エルゼビ

ア・ジャパ

ン

2018.12 00165212 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

QU4||L67
イラストレイテッド生化学 (リッピンコットシリー

ズ)
Denise R. Ferrier [著] 丸善出版 2019.1 00165189 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

QU4||St8 ストライヤー生化学 第8版
Jeremy M. Berg [ほか]

著

東京化学同

人
2018.8 00165188 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

QU4||W25
わかりやすい生化学 : 疾病と代謝・栄養の理解のた

めに 第5版
斉藤邦明編集

ヌーヴェル

ヒロカワ
2017.1 00164486 4階 開架

シラバス

(保)

QU145.5||Sh9

6
七訂食品成分表 2020 : セット 香川芳子監修

女子栄養大

学出版部
2016.4- 00165225 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

QU146||Ke45||

29

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29年

健康・栄養情報研究

会編
第一出版 2008.4- 00164511 4階 開架

シラバス

(保)

QV　薬理学

QV4||B26
Basic & clinical pharmacology 14th ed : pbk (A

Lange medical book)

edited by Bertram G.

Katzung

McGraw-Hill

Education
c2018 00164890 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

QV4||Ka88
Katzung & Trevor's pharmacology : examination &

board review 12th ed : pbk (A Lange medical book)

Bertram G. Katzung,

Marieke Kruidering-

Hall, Anthony J.

Trevor

McGraw-Hill

Education
c2019 00164889 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)
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QV4||Sh69 新薬理学 第7版 : フルカラー新装版 (Qシリーズ) 安原一監修
日本医事新

報社
2019.10 00165130 4階 開架 　 後援会

QV55||A64
臨床場面でわかる!くすりの知識 : ナースが出会う14

の場面134の疑問 改訂第2版
荒木博陽編集 南江堂 2019.9 00165003 4階 開架 　 後援会

QV250||J15 JAID/JSC感染症治療ガイド 2019
JAID/JSC感染症治療

ガイド委員会編

日本感染症学会

: 日本化学療法

学会

2012.3- 00163990 4階 開架 　 個人寄贈

QV252||I97
抗菌薬の考え方、使い方 : 魔弾よ、ふたたび… Ver.

4
岩田健太郎著 中外医学社 2018.11 00165111 4階 開架 　 後援会

QV752||C46
薬対論 : 生薬二味の組み合わせからひも解く中医薬

方と日本漢方
陳維華 [ほか] 原著 南山堂 2019.8 00165002 4階 開架 　 後援会

QW　微生物学．免疫学

QW504||H51 ヒトの免疫学 : 基本から疾患理解につなげる Matthew Helbert著
エルゼビア・

ジャパン
2019.6 00165046 4階 開架 　 後援会

QY　臨床検査病理学

QY4||A87 臨床病態学 : 看護のための 改訂4版 浅野嘉延, 吉山直樹編 南山堂 2020.3 00165280 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

QY18||R45 臨床検査技師国家試験問題集 : 解答と解説 2020年版
「検査と技術」編集

委員会編
医学書院 1979.12- 00165115 4階 開架 　 後援会

QY25||Sa22 解剖学 (最新臨床検査学講座) 秋田恵一, 星治著 医歯薬出版 2019.1 00164454 4階 開架
学生購入希

望

QY90||N77 医療系学生のための医用質量分析学テキスト
日本医用マススペク

トル学会編集

診断と治療

社
2019.9 00165075 4階 開架 　 後援会

QZ　病理学

QZ4||H46
好きになる病理学 : 咲希と壮健の病理学教室訪問記

第2版 (好きになるシリーズ)
早川欽哉著 講談社 2019.10 00165127 4階 開架 　 後援会

QZ4||H99 標準病理学 第6版 (Standard textbook)
北川昌伸, 仁木利郎編

集
医学書院 2019.3 00164825 4階 開架 　 卒業生

QZ4||R81
Rubin's pathology : mechanisms of human disease

8th ed

editors, David S.

Strayer, Jeffrey E.

Saffitz

Wolters

Kluwer
c2019 00165145 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

QZ17||So63 組織病理アトラス 第6版 小田義直 [ほか] 編集 文光堂 2015.10 00165217 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

QZ50||N77
コアカリ準拠臨床遺伝学テキストノート : ゲノム医

療に必要な考え方を身につける

日本人類遺伝学会編

集

診断と治療

社
2018.10 00164711 4階 開架

学生購入希

望

QZ140||Mi96 指定難病ペディア 2019 (生涯教育シリーズ)
水澤英洋 [ほか] 監

修・編集
日本医師会 2019.7 00165052 4階 開架 　 後援会

QZ200||C15
Devita, Hellman, and Rosenberg's cancer : principles

& practice of oncology 11th ed

editors, Vincent T.

DeVita, Jr. ... [et al.]

Wolters

Kluwer
c2019 00165153 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

QZ200||G19 がん診療レジデントマニュアル 第8版

国立がん研究セン

ター内科レジデント

編

医学書院 2019.10 00165122 4階 開架 　 後援会

QZ200||N77 領域横断的がん取扱い規約 第1版
日本癌治療学会, 日本

病理学会編
金原出版 2019.9 00165028 4階 開架 　 後援会

QZ200||N99 入門腫瘍内科学 改訂第2版

「入門腫瘍内科学改

訂第2版」編集委員会

編

篠原出版新

社
2015.3 00165191 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

QZ266||N77 がんのリハビリテーション診療ガイドライン 第2版

日本リハビリテー

ション医学会 [ほか]

編

金原出版 2019.6 00165058 4階 開架 　 後援会

QZ267||O42

がん化学療法副作用対策ハンドブック : 副作用の予

防・治療から, 抗がん剤の減量・休薬の基準, 外来で

の注意点まで 第3版

岡元るみ子, 佐々木常

雄編
羊土社 2019.11 00165133 4階 開架 　 後援会

医学および関連主題

W　一般医学．保管医療業務

W18||A19
医学・理系留学海外に翔び立つ人のコピペで使える

英文メール60
阿川敏恵著 金芳堂 2019.10 00165029 4階 開架 　 後援会

W18||F27
First aid for the basic sciences : general principles

3rd ed. : pbk

Tao Le, William L.

Hwang, senior editors

McGraw-Hill

Education
c2017 00164888 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

W18||U42
うまい英語で医学論文を書くコツ : 世界の一流誌に

採択されるノウハウ 新訂
植村研一著 医学書院 2019.10 00165099 4階 開架 　 後援会

W20.5||F68 現場で使える臨床研究法 藤原康弘編 南山堂 2019.7 00165041 4階 開架 　 後援会

W26.5||N77 医療情報 第6版 情報処理技術編

日本医療情報学会医

療情報技師育成部会

編集

篠原出版新

社
2019.3- 00165194 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会
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W26.5||N77 医療情報 第6版 医学医療編

日本医療情報学会医

療情報技師育成部会

編集

篠原出版新

社
2019.3- 00165193 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

W50||Se18 生命倫理とその周辺 : 講義スライドノート 粟屋剛著
ふくろう出

版
2020.4 00165186 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

W50||Sh49 医療・介護のための死生学入門 清水哲郎, 会田薫子編
東京大学出

版会
2017.8 00165214 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

W61||Sh49 ことばに与る私たち (医療現場に臨む哲学:2) 清水哲郎著 勁草書房 2000.8 00165220 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

W74||H38 医療経済学講義 補訂版 橋本英樹, 泉田信行編
東京大学出

版会
2016.1 00165275 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

W74||H95
医療経済学15講 (ライブラリ経済学15講:Applied

編:5)

細谷圭, 増原宏明, 林

行成共著
新世社 2018.11 00165276 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

W700||E74 Newエッセンシャル法医学 第6版 長尾正崇編 医歯薬出版 2019.3 00165202 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

W825||Ka21 死因不明社会2018 (講談社文庫:[か-115-7]) 海堂尊 [著] 講談社 2018.6 00165198 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

WA　公衆衛生

WA100||Ko87 公衆衛生マニュアル 37版 (2019年版) 柳川洋, 中村好一編集 南山堂 2019.4 00164464 4階 開架
学生購入希

望

WA100||Su96|

|2019
シンプル衛生公衆衛生学 2019 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 2002.3- 00164447 4階 開架

シラバス図

書

WA100||Su96|

|2020
シンプル衛生公衆衛生学 2020 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 2002.3- 00165224 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WA100||Y79 公衆衛生 第11版 (よくわかる専門基礎講座) 松木秀明編 金原出版 2020.2 00164820 4階 開架 　 卒業生

WA105||Ta84
はじめて学ぶやさしい疫学 : 日本疫学会標準テキス

ト 改訂第3版
日本疫学会監修 南江堂 2018.9 00164514 4階 開架

シラバス

(保)

WA310||W46 ワタナベダイチ式!両親学級のつくり方 渡辺大地著 医学書院 2019.7 00165062 4階 開架 　 後援会

WA400||I67
職場の健康がみえる : 産業保健の基礎と健康経営 (健

康がみえるシリーズ)

医療情報科学研究所

編集

メディック

メディア
2019.12 00165140 4階 開架 　 後援会

WA400||I85
失敗しない!動機づけ面接 : 明日からの産業保健指導

が楽しくなる
磯村毅著 南山堂 2019.2 00164466 4階 開架

学生購入希

望

WA495||Ka99
なぜ「援助者」は燃え尽きてしまうのか : バーンア

ウトを跳ねのけるリーディング・サプリ
數川悟著 南山堂 2019.8 00165044 4階 開架 　 後援会

WA546||H99||

3
対象別公衆衛生看護活動 第4版 (標準保健師講座:3) 松田正己著者代表 医学書院 2018.1 00165238 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WA546||O81 地域リハビリテーション原論 Ver.7 大田仁史著 医歯薬出版 2020.2 00165248 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

WA590||N77 健康行動理論による研究と実践

日本健康教育学会編

集/神馬征峰 [ほか] 執

筆

医学書院 2019.6 00165061 4階 開架 　 後援会

WA695||E39 基礎から学ぶ生化学 改訂第3版 奥恒行, 山田和彦編集 南江堂 2019.8 00165049 4階 開架 　 後援会

WA950||A19 やさしい保健統計学 改訂第5版増補 縣俊彦著 南江堂 2019.3 00164462 4階 開架
学生購入希

望

WA950||Ka87
すぐできる!リハビリテーション統計 : データのみか

たから検定・多変量解析まで 改訂第2版

勝平純司, 下井俊典,

窪田聡著
南江堂 2019.7 00164519 4階 開架

シラバス

(保)

WA950||Y65
超絶解説医学論文の難解な統計手法が手に取るよう

にわかる本

康永秀生, 山名隼人,

岩上将夫編著
金原出版 2019.11 00165090 4階 開架 　 後援会

WA950||Y86 いちばんやさしい医療統計 : 徹底図解 吉田寛輝著 アトムス 2019.12 00165096 4階 開架 　 後援会

WB　臨床医学

WB39||C84
Algorithmic diagnosis of symptoms and signs : a

cost-effective approach 4th edition
R. Douglas Collins

Wolters

Kluwer
c2017 00164893 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB46||Mo83
理学療法士・作業療法士のためのキャリアマネジメ

ント入門 : トップランナー9人のキャリアパスに学ぶ
本橋隆子編 医歯薬出版 2019.3 00164455 4階 開架

学生購入希

望

WB54||Ka38 健康運動指導士試験要点整理と実践問題 第2版
上岡尚代, 野田哲由,

田辺達磨編集
文光堂 2019.8 00164997 4階 開架 　 後援会

WB55||H28 漢方処方ハンドブック 花輪壽彦編集 医学書院 2019.6 00165116 4階 開架 　 後援会

WB100||C28||

1
Goldman-Cecil medicine 26th ed v. 1

edited by Lee

Goldman, Andrew I.

Schafer

Elsevier/Sau

nders
c2020 00164882 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB100||C28||

2
Goldman-Cecil medicine 26th ed v. 2

edited by Lee

Goldman, Andrew I.

Schafer

Elsevier/Sau

nders
c2020 00164883 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB105||H48
あなたも名医!もう困らない救急・当直 : 当直をスイ

スイ乗り切る必殺虎の巻! Ver. 3 (jmed mook:51)
林寛之編

日本医事新

報社
2017.8 00165106 4階 開架 　 後援会
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WB105||N77 救急診療指針 改訂第5版

日本救急医学会指導

医・専門医制度委員

会 [ほか] 編集

へるす出版 2018.4 00165196 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

WB105||Sa32 救急外来 : ただいま診断中! 坂本壮著 中外医学社 2015.12 00165112 4階 開架 　 後援会

WB105||Ta36
必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだけやれ

ば大丈夫! 2020
田中秀治編 文光堂 2006.7- 00164998 4階 開架 　 後援会

WB105||To16|

|2020
当直医マニュアル : ER 2020(第23版) 池田美佳 [ほか] 編著 医歯薬出版 2006.1- 00165144 4階 開架 　 後援会

WB115||H33||

1

Harrison's principles of internal medicine 20th ed. /

editors, J. Larry Jameson ... [et al.] v. 1 : hardback

McGraw-Hill

Education
c2018 00164884 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB115||H33||

2

Harrison's principles of internal medicine 20th ed. /

editors, J. Larry Jameson ... [et al.] v. 2 : hardback

McGraw-Hill

Education
c2018 00164885 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB115||N28||

1
内科学書 改訂第9版 1.内科学総論 臨床症状 南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164472 4階 開架

シラバス

(保)

WB115||N28||

2

内科学書 改訂第9版 2.感染性疾患 膠原病・リウマチ

性疾患 アレルギー性疾患, 免疫不全症 呼吸器疾患
南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164473 4階 開架

シラバス

(保)

WB115||N28||

3
内科学書 改訂第9版 3.循環器疾患 腎・尿路疾患 南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164474 4階 開架

シラバス

(保)

WB115||N28||

4

内科学書 改訂第9版 4.消化管・腹膜疾患 肝・胆道・

膵疾患
南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164475 4階 開架

シラバス

(保)

WB115||N28||

5
内科学書 改訂第9版 5.内分泌疾患 代謝・栄養疾患 南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164476 4階 開架

シラバス

(保)

WB115||N28||

6
内科学書 改訂第9版 6.血液・造血器疾患 神経疾患 南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164477 4階 開架

シラバス

(保)

WB115||N28||

B

内科学書 改訂第9版 別巻.基準値一覧 総索引, 総目次,

略語表
南学正臣総編集 中山書店 2019.8 00164478 4階 開架

シラバス

(保)

WB141.5||D83
ホワイトライオンも追え! : ゼブラへのリスペクト,そ

して見逃せない鑑別疾患

獨協医科大学病院総

合診療科著

メディカル・サ

イエンス・イン

ターナショナル

2019.4 00164448 4階 開架
学生購入希

望

WB200||Ma15 Evidence-based physical diagnosis 4th ed : pbk Steven McGee
Elsevier/Sau

nders
c2018 00164894 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB200||O71
Sapira's art & science of bedside diagnosis Fifth ed :

hardback
Jane M. Orient

Wolters

Kluwer
c2019 00164887 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WB310||Y81 ここが知りたかった緩和ケア 改訂第2版 余宮きのみ著 南江堂 2019.6 00165048 4階 開架 　 後援会

WB320||H36 症例から学ぶ!リハ現場のピットフォール 長谷川千恵子編著 医歯薬出版 2019.11 00165088 4階 開架 　 後援会

WB320||H38
臨床実践体幹の理学療法 (教科書にはない敏腕PTの

テクニック)
橋本雅至編 文光堂 2019.8 00165040 4階 開架 　 後援会

WB320||H99
神経内科学 第5版 (Standard textbook. 標準理学療法

学・作業療法学 : 専門基礎分野 : PT OT)
川平和美編集 医学書院 2019.2 00164500 4階 開架

シラバス

(保)

WB320||Ka28 カンタンリハビリ英会話キーフレーズ600+ 角田亘代表著者
新興医学出

版社
2019.9 00165073 4階 開架 　 後援会

WB320||Ko99
すぐに使える!実践リハビリ技術マスターガイド : 臨

床で役立つ基本知識から評価・訓練まで 第2版

上月正博, 長谷川敬一

編著
中外医学社 2019.6 00165109 4階 開架 　 後援会

WB320||Ku11

PT・OT・STイラスト・図解でまるわかり!「こんな

ことも知らないの?」と言われないためのリハビリ

の基本のキホン

久保高明 [ほか] 執筆 金芳堂 2019.6 00165055 4階 開架 　 後援会

WB320||N51
移動と歩行 : 生命とリハビリテーションの根源とな

るミクロ・マクロ的視座から
奈良勲 [ほか] 編集 医学書院 2020.1 00164848 4階 開架 　 卒業生

WB320||P95
PT・OTのための臨床技能とOSCE 第2版 コミュニ

ケーションと介助・検査測定編
金田嘉清 [ほか] 編 金原出版 2019.5 00165252 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WB320||P95
PT・OTのための臨床技能とOSCE 第2版 コミュニ

ケーションと介助・検査測定編
金田嘉清 [ほか] 編 金原出版 2019.5 00164504 4階 開架

シラバス

(保)

WB320||Sh74
リハビリテーション基礎評価学 第1版増補 (PT・OT

ビジュアルテキスト)
潮見泰藏, 下田信明編 羊土社 2019.2 00164529 4階 開架

シラバス

(保)

WB320||Sh74
リハビリテーション基礎評価学 第2版 (PT・OTビ

ジュアルテキスト)

潮見泰藏, 下田信明編

集
羊土社 2020.1 00165253 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WB400||N77
病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイド

ブック : 認定 改訂第6版

日本病態栄養学会編

集
南江堂 2019.6 00165047 4階 開架 　 後援会

WB400||So42 すべての診療科で役立つ栄養学と食事・栄養療法 曽根博仁編 羊土社 2019.1 00164468 4階 開架
学生購入希

望

WB460||H99
物理療法学 第5版 (Standard textbook. 標準理学療法

学専門分野 : PT)
網本和, 菅原憲一編集 医学書院 2020.2 00164852 4階 開架 　 卒業生

WB460||I35 高齢者理学療法学 (Crosslink理学療法学テキスト) 池添冬芽編集
メジカル

ビュー社
2020.2 00164850 4階 開架 　 卒業生

WB460||Sa37
肘関節 (理学療法マネジメント : 機能障害の原因を探

るための臨床思考を紐解く)
坂田淳編集

メジカル

ビュー社
2020.2 00164857 4階 開架 　 卒業生
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WB460||Si7
理学療法概論テキスト 改訂第3版 (シンプル理学療法

学シリーズ)

中島喜代彦, 森田正治,

久保田章仁編
南江堂 2017.12 00164513 4階 開架

シラバス

(保)

WB460||Su38 イラストでわかる物理療法 杉元雅晴, 菅原仁編集 医歯薬出版 2019.6 00165010 4階 開架 　 後援会

WB460||Ts91 運動療法学 (Crosslink理学療法学テキスト) 対馬栄輝編集
メジカル

ビュー社
2020.2 00164849 4階 開架 　 卒業生

WB460||U95 日常生活活動学 (Crosslink理学療法学テキスト) 臼田滋編集
メジカル

ビュー社
2020.2 00164851 4階 開架 　 卒業生

WB555||H99
精神機能作業療法学 第3版 (Standard textbook. 標準

作業療法学専門分野)
新宮尚人編集 医学書院 2020.3 00164853 4階 開架 　 卒業生

WB555||H99
高次脳機能作業療法学 2版 (Standard textbook. 標準

作業療法学専門分野)
能登真一編集 医学書院 2019.3 00164854 4階 開架 　 卒業生

WB555||H99
作業療法臨床実習とケーススタディ 第3版 (Standard

textbook. 標準作業療法学専門分野)
濱口豊太編集 医学書院 2020.3 00164864 4階 開架 　 卒業生

WB555||Ki14
キールホフナーの人間作業モデル : 理論と応用 改訂

第5版
Renée R. Taylor編著

協同医書出

版社
2019.6 00164503 4階 開架

シラバス

(保)

WB555||Ko12|

|1

身体障害作業療法学 1 骨関節・神経疾患編 (PT・OT

ビジュアルテキスト)
小林隆司編 羊土社 2019.1 00164855 4階 開架 　 卒業生

WB555||Ko12|

|2

身体障害作業療法学 2 内部疾患編 (PT・OTビジュア

ルテキスト)
小林隆司編 羊土社 2019.1 00164856 4階 開架 　 卒業生

WB555||O11 作業療法管理学入門 大庭潤平編著 医歯薬出版 2018.8 00165279 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

WB555||Sa16
地域作業療法学 (作業療法学ゴールド・マスター・

テキスト)

徳永千尋, 田村孝司編

集

メジカル

ビュー社
2016.10 00164487 4階 開架

シラバス

(保)

WB555||Y89 プロセスモデルで読み解く作業療法
吉川ひろみ, 鈴木洋介

著

シービー

アール
2019.9 00165251 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WB555||Y89
作業療法の話をしよう : 作業の力に気づくための歴

史・理論・実践
吉川ひろみ編集 医学書院 2019.9 00165250 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WB885||L32

メディカルヨーガ : 人体らせん原理とハタヨーガの

融合 : 現代人の抱える心身の不調に真に応えるヨー

ガの叡智

クリスチャン・ラル

セン [ほか] 著

ガイアブッ

クス
2017.3 00164449 4階 開架

学生購入希

望

WC　伝染性感染症

WC100||O36 感染症プラチナマニュアル2020 Grande 岡秀昭著
メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2020.1 00164818 4階 開架 　 卒業生

WC510||Y31
かぜ診療マニュアル : かぜとかぜにみえる重症疾患

の見わけ方 第3版
山本舜悟編著

日本医事新

報社
2019.10 00165131 4階 開架 　 後援会

WC510||Y31
かぜ診療マニュアル : かぜとかぜにみえる重症疾患

の見わけ方 第3版
山本舜悟編著

日本医事新

報社
2019.10 00164832 4階 開架 　 卒業生

WC515||Su29 インフルエンザ診療ガイド 2019-20 菅谷憲夫編
日本医事新

報社
2011.10- 00165132 4階 開架 　 後援会

WD　免疫疾患

WD375||Ta84
患者と治療者の間で : "意味のある作業"の喪失を体

験して
田中順子著 三輪書店 2013.7 00164816 4階 開架

学生購入希

望

WE　筋骨格系

WE103||Y97
PT・OTのための臨床運動学ワークブック : 基礎学

習を臨床へつなげる

弓岡光徳, 廣瀬浩昭編

著
医歯薬出版 2019.10 00165060 4階 開架 　 後援会

WE140||Mo62
がん患者の運動器疾患の診かた : 新たなアプローチ

「がんロコモ」

森岡秀夫, 河野博隆編

著
中外医学社 2019.11 00165078 4階 開架 　 後援会

WE141||E34 骨関節のX線診断 新版 江原茂著 金原出版 2019.9 00165072 4階 開架 　 後援会

WE141||Ta33 運動器エコー指南書 : スポーツ現場で役立つ! 高橋周編
日本医事新

報社
2019.9 00165000 4階 開架 　 後援会

WE168||H99 標準整形外科学 第14版 (Standard textbook) 井樋栄二 [ほか] 編集 医学書院 2020.1 00165197 4階 開架
シラバス

(医/保)
弘仁会

WE168||O72||

19
足・足関節の最新の手術 (OS NEXUS:19) 中村茂担当編集委員

メジカル

ビュー社
2019.8 00165065 4階 開架 　 後援会

WE168||O72||

20

関節鏡手術の基本 : ルーチン操作とデバイスの扱い

方 (OS NEXUS:20)
宗田大担当編集委員

メジカル

ビュー社
2019.11 00165083 4階 開架 　 後援会

WE168||Se17 下腿・足の手術 (整形外科手術イラストレイテッド) 木下光雄専門編集 中山書店 2019.12 00165128 4階 開架 　 後援会

WE168||Te93 TEXT整形外科学 改訂5版 大鳥精司 [ほか] 編集 南山堂 2019.9 00165043 4階 開架 　 後援会

WE500||H76 新・徒手筋力検査法
Dale Avers, Marybeth

Brown著

エルゼビ

ア・ジャパ

ン

2020.3 00165249 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

WE725||Ko75 脊椎 (整形外科日常診療のエッセンス) 紺野愼一編集
メジカル

ビュー社
2019.3 00165064 4階 開架 　 後援会
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WE725||N77 脊柱靱帯骨化症診療ガイドライン 2019

日本整形外科学会診

療ガイドライン委員

会 [ほか] 編集

南江堂 2019.10 00165080 4階 開架 　 後援会

WE805||I33 上肢 (整形外科日常診療のエッセンス) 池上博泰編
メジカル

ビュー社
2019.7 00165097 4階 開架 　 後援会

WE810||Ka21
肩関節 (理学療法マネジメント : 機能障害の原因を探

るための臨床思考を紐解く)
甲斐義浩編集

メジカル

ビュー社
2019.8 00165022 4階 開架 　 後援会

WE830||A12 橈骨遠位端骨折を究める : 診療の実践A to Z 安部幸雄編 南江堂 2019.4 00164463 4階 開架
学生購入希

望

WE865||N77 特発性大腿骨頭壊死症診療ガイドライン 2019

日本整形外科学会診

療ガイドライン委員

会 [ほか] 編集

南江堂 2019.10 00165081 4階 開架 　 後援会

WE870||Mu33 半月板のすべて : 解剖から手術、再生医療まで
宗田大, 関矢一郎, 古

賀英之編集

メジカル

ビュー社
2019.9 00165024 4階 開架 　 後援会

WF　呼吸器系

WF141||Ka14
CTパターンから理解する呼吸器疾患 : 所見×患者情

報から導く鑑別と治療
門田淳一総編集 南江堂 2018.12 00164460 4階 開架

学生購入希

望

WF145||Sh67
Hyperbaric oxygenation therapy : molecular

mechanisms and clinical applications

Nariyoshi Shinomiya,

Yasufumi Asai, editors
Springer 2020 00164705 2階 展示 　 個人寄贈

WF975||Su96
イラストで学ぶ胸部エックス線写真 : すぐに役立つ

50のチェックポイント
鈴木滋著 文光堂 2019.11 00165139 4階 開架 　 後援会

WF980||Su13
呼吸器外科低侵襲手術 : 基本テクニックから単孔式

手術, ロボット手術まで
須田隆著 南山堂 2019.6 00165045 4階 開架 　 後援会

WF980||To46 胸部外科レジデントマニュアル

東京大学医学部附属

病院胸部外科(心臓外

科・呼吸器外科)編

医学書院 2019.10 00165121 4階 開架 　 後援会

WG　心臓血管系

WG140||Ta67
リハビリテーションに活かす呼吸・循環モニタリン

グ : モニター心電図から生体情報を読み解く
竹内真太, 鈴木啓介著

メジカル

ビュー社
2019.9 00165021 4階 開架 　 後援会

WG141.5||O7

1
経食道心エコー法マニュアル 改訂第5版 渡橋和政著 南江堂 2019.10 00165082 4階 開架 　 後援会

WG370||Ma33 心不全ケア教本 第2版
池亀俊美, 加藤尚子,

大津美香編集

メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2019.6 00165026 4階 開架 　 後援会

WH　血液系とリンパ系

WH120||N49 血液疾患最新の治療 2020-2022
直江知樹, 小澤敬也,

中尾眞二編集
南江堂 2010.10- 00165079 4階 開架 　 後援会

WH120||N49 血液疾患最新の治療 2020-2022
直江知樹, 小澤敬也,

中尾眞二編集
南江堂 2010.10- 00164829 4階 開架 　 卒業生

WH700||N77
Q&Aで学ぶリンパ浮腫の診療 (JASCCがん支持医療

ガイドシリーズ)

日本がんサポーティ

ブケア学会編
医歯薬出版 2019.8 00165012 4階 開架 　 後援会

WI　消化器系

WI149||Ko61
消化器がん化学療法副作用マネジメント 改訂第2版

(プロのコツ)
小松嘉人編集

メジカル

ビュー社
2019.10 00165033 4階 開架 　 後援会

WI250||H84
食べることのリハビリテーション : 摂食嚥下障害の

多感覚的治療
本田慎一郎, 稲川良著

協同医書出

版社
2019.11 00165089 4階 開架 　 後援会

WI250||I53
Dysphagia evaluation and treatment from the

perspective of rehabilitation medicine : 日本語版

稲本陽子, 柴田斉子,

才藤栄一編著
医歯薬出版 2019.6 00165009 4階 開架 　 後援会

WJ　泌尿生殖器系

WJ140||Sm6||

1
Smith's textbook of endourology 4th ed 1

edited by Arthur D.

Smith ... [et al.]

Wiley

Blackwell
2019 00165146 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WJ140||Sm6||

2
Smith's textbook of endourology 4th ed 2

edited by Arthur D.

Smith ... [et al.]

Wiley

Blackwell
2019 00165147 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WJ300||N77 エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン 2018 日本腎臓学会編集 東京医学社 2009.3- 00165204 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

WJ302||N77 腎生検病理アトラス 改訂版
日本腎病理協会, 日本

腎臓学会編集
東京医学社 2017.8 00165190 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

WJ378||N77
腹膜透析ガイドライン 2019 (日本透析医学会ブック

シリーズ:1)

腹膜透析ガイドライ

ン改訂ワーキンググ

ループ編集

医学図書出

版
2019.11 00165086 4階 開架 　 後援会

WJ504||N77 膀胱癌診療ガイドライン 2019年版 日本泌尿器科学会編
医学図書出

版
2009.4- 00165087 4階 開架 　 後援会

WK　内分泌系

WK100||W74
Williams textbook of endocrinology 14th ed :

hardcover

Shlomo Melmed ... [et

al.]
Elsevier c2020 00165282 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

WK810||N77 糖尿病診療ガイドライン 2019 日本糖尿病学会編著 南江堂 2016.6- 00165129 4階 開架 　 後援会

WL　神経系
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WL100||R69
Adams and Victor's principles of neurology 11th ed :

hardcover

Allan H. Ropper, ...[et

al.]

McGraw-Hill

Education
c2019 00164886 2階 語学 　

木村教授

(英語教室)

WL100||Sh64||

2019
神経疾患のリハビリテーション 和田直樹編集 南山堂 2019.12 00164863 4階 開架 　 卒業生

WL100||W46 よくわかる神経内科学 渡辺雅幸著 中山書店 2019.7 00165004 4階 開架 　 後援会

WL140||Mi75
むかしの頭で診ていませんか?神経診療をスッキリ

まとめました
宮嶋裕明編集 南江堂 2019.6 00165108 4階 開架 　 後援会

WL140||O21
神経疾患の緩和ケア : EOLC for ALL : すべての人に

エンドオブライフケアの光を
荻野美恵子[ほか]編集 南山堂 2019.8 00165042 4階 開架 　 後援会

WL141||Ki24
すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の

解析 : SPM, SnPM, CONNを使いこなす
菊池吉晃編著 医歯薬出版 2019.8 00165015 4階 開架 　 後援会

WL141||U88
リハビリPT・OT・ST・Dr.のための脳画像の新しい

勉強本 : 国家試験にも臨床にも役立つ!
粳間剛著 三輪書店 2019.11 00165093 4階 開架 　 後援会

WL150||To14 脳波の行間を読むデジタル脳波判読術 飛松省三, 重藤寛史著 南山堂 2019.11 00165138 4階 開架 　 後援会

WL300||H86
Orthopaedic neurology : a diagnostic guide to

neurologic levels 2nd ed hardback

J.D. Hoppenfeld,

Stanley Hoppenfeld

Wolters

Kluwer

Health

c2018 00164891 2階 語学 　
木村教授

(英語教室)

WL348||Ko12 実践高次脳機能障害のみかた 小林俊輔編著 中外医学社 2019.12 00165095 4階 開架 　 後援会

WL348||Ko12 実践高次脳機能障害のみかた 小林俊輔編著 中外医学社 2019.12 00164830 4階 開架 　 卒業生

WL354||J98 頭部外傷治療・管理のガイドライン 第4版

頭部外傷治療・管理

のガイドライン作成

委員会編集

医学書院 2019.10 00165027 4階 開架 　 後援会

WL355||H31 脳卒中理学療法の理論と技術 第3版 原寛美, 吉尾雅春編集
メジカル

ビュー社
2019.4 00164488 4階 開架

シラバス

(保)

WL356||Ma61 脳卒中 : 基礎知識から最新リハビリテーションまで 正門由久, 高木誠編著 医歯薬出版 2019.6 00165017 4階 開架 　 後援会

WL359||Ka94
パーキンソン病の診療の進め方 : 長く向き合うため

に必要なこと
川上忠孝著

日本医事新

報社
2019.7 00164999 4階 開架 　 後援会

WL359||Su45

言語聴覚士のためのパーキンソン病のリハビリテー

ションガイド : 摂食嚥下障害と発話障害の理解と治

療

杉下周平 [ほか] 編集
協同医書出

版社
2019.7 00165059 4階 開架 　 後援会

WL368||A62 最新主要文献でみる脳神経外科学レビュー
新井一, 齊藤延人, 若

林俊彦監修
総合医学社 2019.8 00165051 4階 開架 　 後援会

WL368||Ku72
Neurosurgical Controversies : 脳神経外科の最新ディ

ベート (新 NS NOW:18)
黒田敏担当編集委員

メジカル

ビュー社
2019.8 00165063 4階 開架 　 後援会

WL500||G91 ビジュアルガイド末梢神経と筋のみかた : 日本語版
The Guarantors of

Brain著

エルゼビア・

ジャパン
2016.1 00165209 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

WM　精神医学

WM30.5||Ko9

7
公認心理師のための基礎心理学 : 出題基準対応 子安増生著 金芳堂 2019.6 00165056 4階 開架 　 後援会

WM173.7||C8

8
ぼくは物覚えが悪い : 健忘症患者H・Mの生涯

スザンヌ・コーキン

著
早川書房 2014.11 00165255 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WM308||A81 精神疾患の理解と精神科作業療法 第3版
堀田英樹編著/中島直,

菅原誠, 朝田隆著

中央法規出

版
2020.1 00165235 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WM402||Mi86
ジェネラリストのための"メンタル漢方"入門 : 抗う

つ薬・抗不安薬を使うその前に 第2版
宮内倫也著

日本医事新

報社
2019.9 00165105 4階 開架 　 後援会

WM425||Z3
マインドフルネス精神医学 : マインドフルネスに生

きるメソッド
Erin Zerbo [ほか編]

新興医学出

版社
2019.7 00165053 4階 開架 　 後援会

WM450.5||Mi9

3

アートセラピーBasic : 精神科作業療法・デイケアで

使いたい12のメソッド
溝上義則著

新興医学出

版社
2019.10 00165030 4階 開架 　 後援会

WN　放射線医学．画像診断

WN180||A83
PT・OTのための画像評価に基づく疾患別ケースス

タディ

淺井仁編集, 柴田克之

編集
三輪書店 2019.11 00165092 4階 開架 　 後援会

WN180||B96 臨床応用のための画像解剖学
バトラー, ミッチェル,

ヒアリー編
西村書店 2019.10 00165076 4階 開架 　 後援会

WN180||Y44
PT・OTのための画像のみかた : 国試・現場で役立

つ 第2版
山下敏彦, 下濱俊監修 金原出版 2019.12 00165247 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WN180||Y44
PT・OTのための画像のみかた : 国試・現場で役立

つ 第2版
山下敏彦, 下濱俊監修 金原出版 2019.12 00164858 4階 開架 　 卒業生

WN185||Ku35 ユキティの「なぜ?」からはじめる救急MRI 熊坂由紀子編著
メジカル

ビュー社
2019.4 00164451 4階 開架

学生購入希

望

WN185||O91 MRIデータブック最新用語辞典 第3版 扇和之編集
メジカル

ビュー社
2019.11 00165134 4階 開架 　 後援会

WN206||O26
CT読影レポート、この画像どう書く? : 解剖・所見

の基礎知識と、よくみる疾患のレポート記載例
小黒草太著 羊土社 2019.12 00165038 4階 開架 　 後援会

WN208||Mo45
レジデント・臨床検査技師のためのはじめての超音

波検査 : 1冊でわかる全科のエコーのポイント 第2版

森秀明, 平井都始子編

集
文光堂 2019.4 00164467 4階 開架

学生購入希

望
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WN240||N77
小児エコーの撮影法と正常像がぜんぶわかる! : 腹

部・体表・心臓・頭部を完全マスター

日本小児超音波研究

会編
金芳堂 2019.11 00165091 4階 開架 　 後援会

WN440||Ku11 核医学ノート 第6版
久保敦司, 藤井博史,

橋本順著
金原出版 2019.11 00165192 4階 開架

シラバス

(医)
弘仁会

WN440||Ku11 核医学ノート 第6版
久保敦司, 藤井博史,

橋本順著
金原出版 2019.11 00164862 4階 開架 　 卒業生

WO　外科

WO100||H99 標準外科学 第15版 (Standard textbook)
坂井義治, 田邉稔, 池

田徳彦編集
医学書院 2019.1 00164499 4階 開架

シラバス

(保)

WO100||P93||

1
Schwartz's principles of surgery 11th ed 1

editor-in-chief, F.

Charles Brunicardi
McGraw-Hill c2019 00165151 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WO100||P93||

2
Schwartz's principles of surgery 11th ed 2

editor-in-chief, F.

Charles Brunicardi
McGraw-Hill c2019 00165152 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WO162||Sa47 わかりやすい電気メスの本 : 自分の武器を知る! 桜木徹著 金原出版 2014.3 00165113 4階 開架 　 後援会

WO200||Mi27|

|1
Miller's anesthesia 9th ed v. 1

editor-in-chief,

Michael A. Gropper
Elsevier c2020 00165149 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WO200||Mi27|

|2
Miller's anesthesia 9th ed v. 2

editor-in-chief,

Michael A. Gropper
Elsevier c2020 00165150 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WO211||B89

And she felt no pain : a Japanese doctor, his herbal

invention, and the first general anesthesia in

recorded history

Emily Bunker
[CreateSpac

e]
c2018 00164704 4階 開架 　 個人寄贈

WO450||U47 産科麻酔の疑問Q&A60 上嶋浩順, 加藤里絵編 中外医学社 2019.11 00165077 4階 開架 　 後援会

WO500||Sh99 イラストでよくわかる!秘伝の手術手技83 手術手技研究会編 金原出版 2015.4 00165114 4階 開架 　 後援会

WO600||H99 標準形成外科学 第7版 (Standard textbook) 鈴木茂彦, 岡崎睦編集 医学書院 2019.1 00164827 4階 開架 　 卒業生

WP　婦人科学

WP100||B55
Blaustein's pathology of the female genital tract 7th

ed (Springer reference)

Robert J. Kurman …

[et al.] editors
Springer c2019 00165148 4階 開架

図書館選書

(改版購入)

WP100||Ka86
女性ヘルスケア (産科婦人科臨床series collection :

Science and Practice:6)
加藤聖子専門編集 中山書店 2019.10 00165050 4階 開架 　 後援会

WP100||N72
フローチャート女性漢方薬 : とくに女性には効果バ

ツグン! : 治療に困ったらMUST!
新見正則, 鈴木美香著

新興医学出

版社
2019.6 00165054 4階 開架 　 後援会

WP870||N77 乳癌診療ガイドライン 2018年版 : 追補2019 日本乳癌学会編 金原出版 2018- 00165137 4階 開架 　 後援会

WP870||N77 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2019年版 日本乳癌学会編 金原出版 2009.7- 00165008 4階 開架 　 後援会

WQ　産科学

WQ100||Ma71 マタニティアセスメントガイド 新訂第5版
吉沢豊予子, 鈴木幸子

編著

真興交易医

書出版部
2019.10 00165032 4階 開架 　 後援会

WQ160||J76||

1
助産学概論 第5版 (助産学講座:1. 基礎助産学:1)

我部山キヨ子, 武谷雄

二編集
医学書院 2015.2 00164846 4階 開架 　 卒業生

WQ160||J76||

4

母子の心理・社会学 第5版 (助産学講座:4. 基礎助産

学:4)

我部山キヨ子, 菅原ま

すみ編集
医学書院 2016.2 00164847 4階 開架 　 卒業生

WQ248||F76 助産師のための妊娠糖尿病ケア実践ガイド
福井トシ子, 井本寛子

編著
医歯薬出版 2019.10 00165071 4階 開架 　 後援会

WR　皮膚科学

WR100||H99 標準皮膚科学 第11版 (Standard textbook) 照井正, 石河晃編集 医学書院 2020.2 00164823 4階 開架 　 卒業生

WR100||Ka92 美容皮膚科ガイドブック 第2版 川田暁編著 中外医学社 2019.6 00165110 4階 開架 　 後援会

WS　小児科学

WS113||O66 子どもの健康と安全 大西文子編集/執筆 中山書店 2019.9 00165005 4階 開架 　 後援会

WS310||O63 小児の摂食嚥下障害と食事支援 尾本和彦, 小沢浩編著 医歯薬出版 2019.9 00165016 4階 開架 　 後援会

WS310||Ta95
トータルケアで進める子どもの摂食嚥下サポートガ

イド : 「食べる」を育む40のポイント
田角勝著

診断と治療

社
2019.9 00165031 4階 開架 　 後援会

WS320||I23 小児腎疾患の臨床 改訂第7版 五十嵐隆著
診断と治療

社
2019.10 00165074 4階 開架 　 後援会

WS350||F94
医療・心理・教育・保育の授業と現場で役に立つ子

どもの精神保健テキスト 改訂第2版
古荘純一著

診断と治療

社
2019.11 00165094 4階 開架 　 後援会

WS350.6||H43

||1
発達障害の作業療法 第3版 基礎編

岩﨑清隆, 岸本光夫,

鴨下賢一著
三輪書店 2019.11 00165101 4階 開架 　 後援会

WS350.6||H43

||2
発達障害の作業療法 第3版 実践編

岩﨑清隆, 岸本光夫,

鴨下賢一著
三輪書店 2019.11 00165103 4階 開架 　 後援会

WS368||Ku92
小児リハ評価ガイド : 統合と解釈を理解するための

道しるべ
楠本泰士編

メジカル

ビュー社
2019.10 00165025 4階 開架 　 後援会

WT　老年医学

WT104||Y19 サルコペニアQ&A : イチからわかる! 山田実著 医歯薬出版 2019.8 00165013 4階 開架 　 後援会

WT155||B35
パーソンセンタード・ケア : 認知症・個別ケアの創

造的アプローチ 改訂版
スー・ベンソン編

クリエイツ

かもがわ
2007.5 00164470 4階 開架

シラバス

(保)

WT155||Ma38
どう向き合う!?高齢者の認知機能 : セラピストのた

めの基本的な考え方と臨床応用
牧迫飛雄馬編集 文光堂 2019.6 00165039 4階 開架 　 後援会
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WT155||O24
認知症の作業療法 : ソーシャルインクルージョンを

めざして 第2版
小川敬之, 竹田徳則編 医歯薬出版 2016.1 00165254 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WT155||O24
認知症をもつ人への作業療法アプローチ : 視点・プ

ロセス・理論 改訂第2版

小川真寛, 西田征治,

内田達二編集

メジカル

ビュー社
2019.8 00165023 4階 開架 　 後援会

WT155||Ta73
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 第3版

タクティールケア普

及を考える会編著

日経BPコン

サルティング
2014.2 00165245 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WU　歯科学．口腔外科学

WU280||Ko47 口腔癌診療ガイドライン 2019年版 : 第3版

口腔癌診療ガイドラ

イン改訂合同委員会

[ほか] 編

金原出版 2019.10 00165126 4階 開架 　 後援会

WU600||Sh85 口腔外科学 第4版 白砂兼光, 古郷幹彦編 医歯薬出版 2020.2 00165215 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

WV　耳鼻咽喉科学

WV255||F96
前庭障害に対するリハビリテーション : EBMに即し

た実践アプローチ

伏木宏彰, 加茂智彦編

集

メジカル

ビュー社
2019.10 00165084 4階 開架 　 後援会

WW　眼科学

WW100||H99 標準眼科学 第14版 (Standard textbook)
中澤満, 村上晶, 園田

康平編集
医学書院 2018.12 00164828 4階 開架 　 卒業生

WX　病院及びその他の保健医療施設

WX22||H82||2

020
北海道医療年鑑病院編 2020年版 村上一則編

北海道医療

新聞社
2006.11- 00164996

2階 参考図

書
継続図書

WX185||Y86
そのまま使える災害対策アクションカード+はじめ

ての病院BCP 第2版
小尾口邦彦編著 中外医学社 2020.2 00164819 4階 開架 　 卒業生

WY　看護学

WY18||I34 看護教育へようこそ 池西靜江, 石束佳子著 医学書院 2015.4 00165242 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

WY18||Ku45
はじめて学ぶ“伝わる"プレゼンテーション : 患者指

導,カンファレンスから学会・院内発表まで
國澤尚子編著 総合医学社 2019.7 00165006 4階 開架 　 後援会

WY18||Ta56
看護学生のための教育学 : 自己の再発見のために 第

4版
高谷修著 金芳堂 2018.12 00164456 4階 開架

学生購入希

望

WY32.1||N77
看護者の基本的責務 : 定義・概念/基本法/倫理 2019

年版
手島恵監修

日本看護協

会出版会
2016.1- 00164526 4階 開架

シラバス

(保)

WY32.1||N77
看護者の基本的責務 : 定義・概念/基本法/倫理 2020

年版
手島恵監修

日本看護協

会出版会
2016.1- 00165226 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY85||Mi46 ケースから学ぶ高齢者ケアにおける介護倫理 第2版 箕岡真子, 稲葉一人著 医歯薬出版 2019.6 00165014 4階 開架 　 後援会

WY86||Ts93||2

019

看護理論 : 看護理論21の理解と実践への応用 改訂第

3版 (看護学テキストnice)
筒井真優美編集 南江堂 2019.7 00164515 4階 開架

シラバス

(保)

WY100||I57
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 2019.11 00165123 4階 開架 　 後援会

WY100||I57
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 2019.11 00165230 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY100||I61
看護実践の質を改善するためのEBPガイドブック :

アウトカムを向上させ現場を変えていくために

アイオワ大学病院看

護研究・EBP・質改

善部門編

ミネルヴァ

書房
2018.5 00165278 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY100||Ke28|

|2015

病理学 第5版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 疾病の

なりたちと回復の促進:1)
大橋健一著者代表 医学書院 2015.1 00164497 4階 開架

シラバス

(保)

WY100||Ke28|

|2019

災害看護学・国際看護学 第4版 (系統看護学講座:統

合分野. 看護の統合と実践:3)
浦田喜久子編 医学書院 2019.1 00164498 4階 開架

シラバス

(保)

WY100||Ke28|

|2020

アレルギー : 膠原病 : 感染症 第15版 (系統看護学講

座:専門分野 2. 成人看護学:11)
岩田健太郎著者代表 医学書院 2020.1 00165222 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY100||Ke28|

|2020

小児看護学概論 : 小児臨床看護総論 第14版 (系統看

護学講座:専門分野:2. 小児看護学:1)
奈良間美保著者代表 医学書院 2020.2 00165223 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY100||L34 看護技術プラクティス 第4版 竹尾惠子監修
学研メディ

カル秀潤社
2019.10 00165124 4階 開架 　 後援会

WY100||Mi77 看護場面の再構成 改訂版 宮本眞巳著
日本看護協

会出版会
2019.11 00165234 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY100||N99||

2015

セルフマネジメント 第3版 (ナーシング・グラフィ

カ. 成人看護学:3)

安酸史子, 鈴木純恵,

吉田澄恵編

メディカ出

版
2015.1 00164492 4階 開架

シラバス

(保)

WY100||Sh69|

|2017
看護学概論 第4版 (新体系看護学全書. 基礎看護学:1) 宮脇美保子編集

メヂカルフ

レンド社
2017.12 00164489 4階 開架

シラバス

(保)

WY100||Sh69|

|2017

基礎看護技術 第5版 1 (新体系看護学全書. 基礎看護

学:2)
深井喜代子編集

メヂカルフ

レンド社
2017.12 00164490 4階 開架

シラバス

(保)

WY100||Sh69|

|2017

基礎看護技術 第4版 2 (新体系看護学全書. 基礎看護

学:2-3)
深井喜代子編

メヂカルフ

レンド社
2014.12-2017.1200164491 4階 開架

シラバス

(保)
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WY100||Sh69|

|2017
慢性期看護 (新体系看護学全書. 経過別成人看護学:3) 黒江ゆり子編集

メヂカルフ

レンド社
2017.12 00165228 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY100.4||Y79

はじめてのフィジカルアセスメント : 看護を学ぶす

べてのひとが身につけたいフィジカルイグザミネー

ションの知識と技術 第2版

横山美樹著
メヂカルフ

レンド社
2019.11 00165085 4階 開架 　 後援会

WY105||Ka54|

|1

ヘルスケアシステム論 : ヘルスケアサービス提供の

ための制度・政策 第3版 2019年版 (看護管理学習テ

キスト:第1巻)

増野園惠編集
日本看護協

会出版会
2019.4 00164520 4階 開架

シラバス

(保)

WY105||Ka54|

|2

看護サービスの質管理 第3版 2019年版 (看護管理学

習テキスト:第2巻)
秋山智弥編集

日本看護協

会出版会
2019.4 00164521 4階 開架

シラバス

(保)

WY105||Ka54|

|3

人材管理論 第3版 2019年版 (看護管理学習テキスト:

第3巻)
手島恵編集

日本看護協

会出版会
2019.4 00164522 4階 開架

シラバス

(保)

WY105||Ka54|

|4

組織管理論 第3版 2019年版 (看護管理学習テキスト:

第4巻)
勝原裕美子編集

日本看護協

会出版会
2019.4 00164523 4階 開架

シラバス

(保)

WY105||Ka54|

|5

経営資源管理論 第3版 2019年版 (看護管理学習テキ

スト:第5巻)
金井Pak雅子編集

日本看護協

会出版会
2019.4 00164524 4階 開架

シラバス

(保)

WY105||Ka54|

|B

看護管理基本資料集 第3版 2019年版 (看護管理学習

テキスト:別巻)
増野園惠編集

日本看護協

会出版会
2019.4 00164525 4階 開架

シラバス

(保)

WY106||Sa22|

|2
最新公衆衛生看護学 第3版 2020年版 各論1

宮﨑美砂子 [ほか] 編

集

日本看護協

会出版会
2018.11- 00165240 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY106||Sa22|

|3

ライフステージの特性と保健活動 第4版 (最新保健学

講座:3. 公衆衛生看護活動論:1)
金川克子編集

メヂカルフ

レンド社
2015.11 00165239 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY107||I16
国際看護 : 言葉・文化を超えた看護の本質を体現す

る (看護学テキスト統合と実践 : Basic & Practice)
一戸真子編集

学研メディ

カル秀潤社
2016.9 00165244 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY107||Mo45|

|2019

国際看護 : 国際社会の中で看護の力を発揮するため

に (看護学テキストnice)

森淑江, 山田智惠里,

正木治恵編集
南江堂 2019.4 00165243 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY108||A62 公衆衛生看護学.jp 第5版 荒賀直子[ほか] 編集
インターメ

ディカル
2020.3 00165236 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY108||I94 公衆衛生看護活動論技術演習 第3版
岩本里織, 工藤恵子,

草野恵美子編

クオリティ

ケア
2018.2 00164450 4階 開架

学生購入希

望

WY108||N72 保健師が行う家庭訪問 第2版
新潟県保健師活動研

究会編

やどかり出

版
2018.11 00164453 4階 開架

学生購入希

望

WY108||N81
保健指導のカンどころ!保健師に知ってほしい糖尿病

と歯科のこと
西田亙著 医歯薬出版 2019.10 00165069 4階 開架 　 後援会

WY115||N47 在宅看護学 第6刷増補新訂版
波川京子, 三徳和子編

集

クオリティ

ケア
2019.2 00164469 4階 開架

シラバス

(保)

WY125||N84
固定チームナーシング : 責任と継続性のある看護の

ために 第4版

西元勝子, 杉野元子,

北神洋子著
医学書院 2019.11 00165037 4階 開架 　 後援会

WY128||I11 現象学でよみとく専門看護師のコンピテンシー
井部俊子, 村上靖彦編

集
医学書院 2019.6 00165019 4階 開架 　 後援会

WY150||H48||

2019

成人看護学概論 : 社会に生き世代をつなぐ成人の健

康を支える 改訂第3版 (看護学テキストnice. 成人看

護学)

林直子 [ほか] 編 南江堂 2019.3 00164517 4階 開架
シラバス

(保)

WY150||I77||2

019

病態・治療総論 (看護学テキストnice. 病態・治療

論:1)

石松伸一, 林直子, 鈴

木久美編集
南江堂 2019.9 00165273 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY150||I77||2

019

病態・治療総論 (看護学テキストnice. 病態・治療

論:1)

石松伸一, 林直子, 鈴

木久美編集
南江堂 2019.9 00164833 4階 開架 　 卒業生

WY150||Ka84|

|2019

皮膚/耳鼻咽喉/眼/歯・口腔疾患 (看護学テキスト

nice. 病態・治療論:11)
片山一朗 [ほか] 編集 南江堂 2019.8 00164842 4階 開架 　 卒業生

WY150.5||Sa2

9

回復期リハビリテーション病棟における看護実践 :

看護の質を高めるEBPの実装

酒井郁子, 黒河内仙奈

編著
医歯薬出版 2019.10 00165070 4階 開架 　 後援会

WY152||N13 看護実践にいかすエンド・オブ・ライフケア 第2版 長江弘子編集
日本看護協

会出版会
2018.6 00165229 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY152||Su96|

|2019

慢性期看護 : 病気とともに生活する人を支える 改訂

第3版 (看護学テキストnice. 成人看護学)

鈴木久美, 籏持知恵子,

佐藤直美編集
南江堂 2019.3 00164518 4階 開架

シラバス

(保)

WY152.5||A47

||2019

血液・造血器疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療

論:6)
安藤潔, 横田弘子編集 南江堂 2019.5 00164838 4階 開架 　 卒業生

WY152.5||Mi1

3

循環器疾患 (臨床で実際に役立つ疾患別看護過

程:Part1)
道又元裕編 総合医学社 2019.3 00164458 4階 開架

学生購入希

望

WY152.5||Mi7

6

かんテキ循環器 (患者がみえる新しい「病気の教科

書 (テキスト)」)
宮川和也編集

メディカ出

版
2019.10 00165118 4階 開架 　 後援会

WY152.5||Y59

||2019
循環器疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:3)

八尾厚史, 落合亮太編

集
南江堂 2019.10 00164835 4階 開架 　 卒業生

WY153||Ta65|

|2019

感染症/アレルギー/膠原病 (看護学テキストnice. 病

態・治療論:10)
竹末芳生 [ほか] 編集 南江堂 2019.7 00164841 4階 開架 　 卒業生
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WY154||H48||

2019

概論・周手術期看護 改訂第3版 (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 2019.3 00164516 4階 開架

シラバス

(保)

WY154||O27 災害看護 : 心得ておきたい基本的な知識 改訂3版
齋藤正子, 板垣知佳子

編集
南山堂 2019.4 00164465 4階 開架

学生購入希

望

WY154||O42
症状・徴候を看る力! : アセスメント, 初期対応, 観察

とケア 第2版
岡元和文編著 総合医学社 2018.12 00164459 4階 開架

学生購入希

望

WY154.2||A78

アンダートリアージを回避せよ!トリアージナースの

ための臨床推論トレーニングブック : アセスメント

スキルがぐんぐん高まる

有吉孝一監著 金芳堂 2019.10 00165007 4階 開架 　 後援会

WY154.2||N77 トリアージナースガイドブック 2020
日本救急看護学会ト

リアージ委員会編
へるす出版 2019.10 00165117 4階 開架 　 後援会

WY155||N97||

2019

内分泌・代謝疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療

論:5)
能登洋, 林直子編集 南江堂 2019.3 00164837 4階 開架 　 卒業生

WY156||Y81 がん疼痛緩和の薬がわかる本 第3版 余宮きのみ著 医学書院 2019.6 00165020 4階 開架 　 後援会

WY156.5||Ts3

4||2019
消化器疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:4)

津田泰宏, 鈴木久美編

集
南江堂 2019.2 00164836 4階 開架 　 卒業生

WY156.7||Mo

25||2019

産科婦人科疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療

論:13)

百枝幹雄, 山中美智子,

森明子編集
南江堂 2019.4 00164844 4階 開架 　 卒業生

WY157.3||B66
プリンシプルを修得し女性・家族に寄り添い健康を

支える (母性看護学:1:概論)
有森直子編著 医歯薬出版 2015.9 00164502 4階 開架

シラバス

(保)

WY157.3||B66
アセスメントスキルを修得し質の高い周産期ケアを

追求する (母性看護学:2:周産期各論)
有森直子編 医歯薬出版 2015.9 00164501 4階 開架

シラバス

(保)

WY157.3||B66

女性・家族に寄り添い健康を支えるウィメンズヘル

スケアの追求 第2版 (Nursing textbook series. 母性看

護学:1, 概論)

有森直子編著 医歯薬出版 2020.2 00165231 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

WY157.3||B66

質の高い周産期ケアを追求するアセスメントスキル

の習得 第2版 (Nursing textbook series. 母性看護学:2,

周産期各論)

有森直子編 医歯薬出版 2020.2 00165232 4階 開架
シラバス

(保)
弘仁会

WY157.3||H67
写真でわかる母性看護技術アドバンス : 褥婦・新生

児の観察とケア、母乳育児を理解しよう! 新訂版

平澤美惠子, 村上睦子

監修

インターメ

ディカ
2020.1 00165233 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY157.3||Mu

49

直前母性看護実習プレブック : 看護過程の思考プロ

セス 第2版

村本淳子, 町浦美智子

編著
医歯薬出版 2019.8 00165011 4階 開架 　 後援会

WY157.6||D83

||2019
運動器疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:9)

土井田稔, 秋山智弥編

集
南江堂 2019.9 00164840 4階 開架 　 卒業生

WY157.6||W4

6

かんテキ整形外科 (患者がみえる新しい「病気の教

科書 (テキスト)」)
渡部欣忍編集

メディカ出

版
2019.10 00165120 4階 開架 　 後援会

WY159||Ma43|

|2019
小児疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:14)

真部淳, 松藤凡, 小林

京子編集
南江堂 2019.4 00164845 4階 開架 　 卒業生

WY160||Ka86|

|2018
精神疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:12) 加藤温, 森真喜子編集 南江堂 2018.9 00164843 4階 開架 　 卒業生

WY160||Ka98
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 2016.6 00164496 4階 開架

シラバス

(保)

WY160.5||O48
かんテキ脳神経 (患者がみえる新しい「病気の教科

書 (テキスト)」)

岡崎貴仁, 青木志郎編

集

メディカ出

版
2019.10 00165119 4階 開架 　 後援会

WY161||O83
周術期看護学習ワークブック : "自分"だけのオリジ

ナルファイルを作ろう
大滝周編著

メヂカルフ

レンド社
2018.12 00164452 4階 開架

学生購入希

望

WY162||Ta67|

|2

術中/術後の生体反応と急性期看護 第3版 (高齢者と

成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:2)
竹内登美子編著 医歯薬出版 2019.8 00165227 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WY163||I74||2

019
呼吸器疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療論:2)

石原英樹, 竹川幸恵編

集
南江堂 2019.3 00164834 4階 開架 　 卒業生

WY164||Ta59|

|2018

腎・泌尿器疾患 (看護学テキストnice. 病態・治療

論:7)

竹田徹朗, 鈴木和浩,

岡美智代編集
南江堂 2018.10 00164839 4階 開架 　 卒業生

WY200||Su96 家族看護学 : 理論と実践 第5版
鈴木和子, 渡辺裕子,

佐藤律子著

日本看護協

会出版会
2019.11 00165237 4階 開架

シラバス

(保)
弘仁会

WZ40||Sa29 図説医学の歴史 坂井建雄著 医学書院 2019.5 00165195 4階 開架
シラバス

(医)
弘仁会

その他

P||E
英国大学医学部における臨床実習のための短期留学

: 報告書 平成29年度

医学教育振

興財団
2015.5- 00164706 3階 和雑誌 　 個人寄贈

P||E
英国大学医学部における臨床実習のための短期留学

: 報告書 平成30年度

医学教育振

興財団
2015.5- 00164707 3階 和雑誌 　 個人寄贈

P||K||1 看護白書 令和元年版 日本看護協会編
日本看護協

会出版会
1971- 00164430 3階 和雑誌 継続図書

■ 非医学系図書

0　総記

007||U79 コンピュータ概論 : 情報システム入門 第8版
魚田勝臣編著/渥美幸

雄 [ほか] 著
共立出版 2020.2 00165187 4階 集密

シラバス

(医)
弘仁会
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1　哲学（哲学，心理学，倫理学，宗教）

140||H58 ヒルガードの心理学
Susan Nolen-

Hoeksema [ほか] 著
金剛出版 2015.9 00165057 4階 集密 　 後援会

140||Sh69 心理検査ハンドブック 塩見邦雄編著
ナカニシヤ

出版
1998.7 00164471 4階 集密

シラバス

(保)

3　社会科学（政治，法律，経済，統計，社会，教育，風俗習慣，国防）

320||P76 ポケット六法 令和2年版 加藤一郎 [ほか] 編 有斐閣 1978- 00165199
2階 参考図

書

シラバス

(医/保)
弘仁会

321||Mi67 リアルタイム法学・憲法 改訂5版 三浦一郎著 北樹出版 2019.4 00165256 4階 集密
シラバス

(保)
弘仁会

326||Ta98
コミュニティ犯罪学 : 個人と社会をつなぐ生態学的

アプローチ

ラルフ・B・テイラー

著

日工組社会

安全研究財

団

2019.11 00164709 4階 集密 　 個人寄贈

331||Ma44 マンキュー入門経済学 第3版
N.グレゴリー・マン

キュー著

東洋経済新

報社
2019.10 00164512 4階 集密

シラバス

(保)

336||Sa85
新しい人事労務管理 第6版 (有斐閣アルマ :

Specialized)

佐藤博樹, 藤村博之,

八代充史著
有斐閣 2019.12 00165241 4階 集密

シラバス

(保)
弘仁会

361||H84
現代社会論 : 社会学で探る私たちの生き方 (有斐閣ス

トゥディア)
本田由紀編 有斐閣 2015.6 00164528 4階 集密

シラバス

(保)

364||Ka95 社会保障 (福祉ライブラリ) 川村匡由編著 建帛社 2018.8 00164506 4階 集密
シラバス

(保)

364||O77 社会保障の経済学 第4版 小塩隆士著 日本評論社 2013.10 00165274 4階 集密
シラバス

(保)
弘仁会

367||Ka86 はじめてのジェンダー論 (有斐閣ストゥディア) 加藤秀一著 有斐閣 2017.4 00164527 4階 集密
シラバス

(保)

369||Ki97 コメディカルのための社会福祉概論 第4版 鬼崎信好, 本郷秀和編 講談社 2018.12 00164457 4階 集密
学生購入希

望

369||Sh12||20

20
社会福祉六法 令和2年版 : 1

新日本法規

出版
1993.10- 00164431

2階 参考図

書
継続図書

369||Sh12||20

20
社会福祉六法 令和2年版 : 2

新日本法規

出版
1993.10- 00164432

2階 参考図

書
継続図書

377||Sa85
大学生のための知的技法入門 第2版 (アカデミック・

スキルズ)
佐藤望編著

慶應義塾大

学出版会
2012.9 00164505 4階 集密

シラバス

(保)

377||Sa85
大学生のための知的技法入門 第3版 (アカデミック・

スキルズ)
佐藤望編著

慶應義塾大

学出版会
2020.2 00165277 4階 集密

シラバス

(保)
弘仁会

378||W47||1 わたしたちの手話 : 学習辞典 改訂版 1

「わたしたちの手

話」再編制作委員会,

大杉豊, 関宜正編集

全日本ろう

あ連盟
2015.9 00165257 4階 集密

シラバス

(保)
弘仁会

378||W47||2 わたしたちの手話学習辞典 2 大杉豊, 関宜正編集

全日本ろう

あ連盟出版

局

2010.11- 00165258 4階 集密
シラバス

(保)
弘仁会

4　自然科学（数学，理学，医学）

417||F89
The R tips : データ解析環境Rの基本技・グラフィッ

クス活用集 第3版
舟尾暢男著 オーム社 2016.10 00165203 4階 集密

シラバス

(医)
弘仁会

417||H41
SPSS超入門 : インストールからはじめるデータ分

析 第2版

畠慎一郎, 田中多恵子

著
東京図書 2019.7 00164860 4階 集密 　 卒業生

417||Ka86 SPSSでやさしく学ぶアンケート処理 第5版
石村友二郎, 加藤千恵

子, 劉晨著
東京図書 2020.1 00164859 4階 集密 　 卒業生

417||U14
すぐわかるSPSSによるアンケートの調査・集計・

解析 第6版
内田治著 東京図書 2019.12 00164861 4階 集密 　 卒業生

430||Sa25
コ・メディカル化学 : 医療・看護系のための基礎化

学

齋藤勝裕, 荒井貞夫,

久保勘二共著
裳華房 2013.11 00164509 4階 集密

シラバス

(保)

430||Sa25 メディカル化学 : 医歯薬系のための基礎化学 齋藤勝裕 [ほか] 共著 裳華房 2012.11 00165213 4階 集密
シラバス

(医)
弘仁会

437||O57 有機化学 改訂2版
奥山格, 石井昭彦, 箕

浦真生著
丸善出版 2016.1 00165218 4階 集密

シラバス

(医)
弘仁会

460||C12 ケイン基礎生物学

Michael L.Cain, Carol

Kaesuk Yoon, Anu

Singh-Cundy [著]

東京化学同

人
2012.3 00165208 4階 集密

シラバス

(医/保)
弘仁会

460||H48 生命と環境
林要喜知, 細谷夏実,

矢澤洋一編著
三共出版 2011.5 00164507 4階 集密

シラバス

(保)

460||Ta82 医療・看護系のための生物学 改訂版 田村隆明著 裳華房 2016.9 00164510 4階 集密
シラバス

(保)

7　芸術（美術，音楽，演劇，スポーツ，諸芸，娯楽）

763||Ts32 チェロ弾き英順音楽の人生 (たび) (道新マイブック) 土田英順著 [土田英順] 2014.7 00164708 4階 集密 　 個人寄贈
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780||B14
ストレングストレーニング&コンディショニング :

NSCA決定版 第4版

G. Gregory Haff, N.

Travis Triplett編

ブックハウ

ス・エイチ

ディ

2018.1 00165066 4階 集密 　 後援会

780.7||C81
NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識 第2

版

Jared W. Coburn,

Moh H. Malek編

NSCAジャ

パン
2013.3 00165067 4階 集密 　 後援会

8　言語

820||C46 楽々学習 : 初級中国語12課 陳淑梅, 胡興智著 同学社 2019.2 00165200 4階 集密
シラバス

(医)
弘仁会

831||Ka14
The road to sectionals (Communicate in English with

glee:2. 『グリー』で学ぶコミュニケーション英語)

角山照彦, Simon

Capper編著
松柏社 2019.4 00164508 4階 集密

シラバス

(保)

833||C88 コアレックス英和辞典 第3版 野村恵造編集主幹 旺文社 2018.10 00165266
2階 参考図

書

シラバス

(保)
弘仁会

833||G77 グランドセンチュリー英和辞典 第4版 宮井捷二[ほか]編 三省堂 2017.1 00165269
2階 参考図

書

シラバス

(保)
弘仁会

833||Su75 スーパー・アンカー英和辞典 第5版 山岸勝榮編集主幹 学研プラス 2015.12 00165263
2階 参考図

書

シラバス

(保)
弘仁会

833||W78 ウィズダム英和辞典 第4版 : [普通版] 井上永幸, 赤野一郎編 三省堂 2019.1 00165260
2階 参考図

書

シラバス

(保)
弘仁会

835||Mu78 マーフィーのケンブリッジ英文法 第3版 初級編 Raymond Murphy著
Cambridge

University

Press

2016.9 00165272 4階 集密
シラバス

(保)
弘仁会

835||Mu78

English grammar in use : a self-study reference and

practice book for intermediate learners of English 5th

ed : with answers

Raymond Murphy

Cambridge

University

Press

2019 00165281 4階 集密
シラバス

(保)
弘仁会

835||Sw2 Practical English usage 4th ed : pbk. with online Michael Swan

Oxford

University

Press

2016 00164892 2階 語学 　
木村教授

(英語教室)

837||Ma21 Communicate in English with The devil wears Prada
Aline Brosh McKenna

著
松柏社 2016.4 00165259 4階 集密

シラバス

(保)
弘仁会

850||Ts83 Mon petit cahier de français
Kaoru Tsuri, Ekuko

Takeuchi
朝日出版 2020.1 00165201 4階 集密

シラバス

(医)
弘仁会

9　文学

913||A71 旅猫リポート (講談社文庫:[あ127-4]) 有川浩[著] 講談社 2017.2 00165219 4階 集密
シラバス

(医)
弘仁会

913||F93 背高泡立草 古川真人著 集英社 2020.1 00164866 4階 集密 　 卒業生

913||Ka92 熱源 川越宗一著 文藝春秋 2019.8 00164865 4階 集密 　 卒業生

913||Mu43
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 (文春

文庫:[む-5-13])
村上春樹著 文藝春秋 2015.12 00165216 4階 集密

シラバス

(医)
弘仁会

913||N37 掏摸 (河出文庫:[な29-2]) 中村文則著
河出書房新

社
2013.4 00165221 4階 集密

シラバス

(医)
弘仁会

913||N58||0 神様のカルテ 0 夏川草介著 小学館 2009.9- 00164871 4階 集密 　 卒業生

913||N58||1 神様のカルテ [1] 夏川草介著 小学館 2009.9- 00164872 4階 集密 　 卒業生

913||N58||2 神様のカルテ 2 夏川草介著 小学館 2009.9- 00164873 4階 集密 　 卒業生

913||N58||3 神様のカルテ 3 夏川草介著 小学館 2009.9- 00164874 4階 集密 　 卒業生

913||N58 新章 : 神様のカルテ 夏川草介著 小学館 2019.2 00164875 4階 集密 　 卒業生

913||O24 ライオンのおやつ 小川糸著 ポプラ社 2019.10 00164869 4階 集密 　 卒業生

913||O65 祝祭と予感 恩田陸著 幻冬舎 2019.10 00164870 4階 集密 　 卒業生

913||Se76 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ著 文藝春秋 2018.2 00164867 4階 集密 　 卒業生

913||Ts44 かがみの孤城 辻村深月著 ポプラ社 2017.5 00164868 4階 集密 　 卒業生

■ 国家試験問題集

W18||I76||113-

1
医師国家試験問題解説書 第113回: 解説書 石川創二 [ほか] 編 医学評論社 1982.4- 00164606 4階 国試 国試 後援会

W18||I76||113-

2
医師国家試験問題解説書 第113回: 問題集 石川創二 [ほか] 編 医学評論社 1982.4- 00164607 4階 国試 国試 後援会

W18||I76||113-

3
医師国家試験問題解説書 第113回: 写真集 石川創二 [ほか] 編 医学評論社 1982.4- 00164608 4階 国試 国試 後援会

W18||Ka44
メディカルインデックス : CBT・国試・卒試・プラ

イマリケア対応/コアカリ準拠 第3版
金井信行著

テコム出版

事業本部
2018.7 00164604 4階 国試 国試 後援会

W18||Ko53||20

19

医師国試・認定内科データ・マニュアル : 内科・外

科等編 2019-2020(改訂第20版)総論

国試対策問題編集委

員会編
Medic Media 2010.9- 00164555 4階 国試 国試 後援会

W18||Ko53||20

19

医師国試・認定内科データ・マニュアル : 内科・外

科等編 2019-2020(改訂第20版)各論

国試対策問題編集委

員会編
Medic Media 2010.9- 00164553 4階 国試 国試 後援会

W18||Ko53||20

19

医師国試データ・マニュアル : 産婦人科 2019-

2020(改訂第20版)

国試対策問題編集委

員会編
Medic Media 2010.9- 00164557 4階 国試 国試 後援会

W18||Ko53||20

19

医師国試データ・マニュアル : 小児科 2019-2020(改

訂第19版)

国試対策問題編集委

員会編
Medic Media 2010.9- 00164559 4階 国試 国試 後援会

W18||Ko53||20

20

CBT・医師国家試験のためのレビューブック内科・

外科 第13版 2020-2021

国試対策問題編集委

員会編集

メディック

メディア
2019.7 00164551 4階 国試 国試 後援会
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W18||Q5||202

0
Question Bank 公衆衛生 2020(第36版)

国試対策問題編集委

員会編

メディック

メディア
2015.10- 00164530 4階 国試 国試 後援会

W18||Q5||202

0

必修問題 2020(第21版) 1 (Question bank医師国家試

験問題解説:v. 7Z)

国試対策問題編集委

員会編集

メディック

メディア
2019.7 00164532 4階 国試 国試 後援会

W18||Q5||202

0

必修問題 2020(第21版) 2 (Question bank医師国家試

験問題解説:v. 7Z)

国試対策問題編集委

員会編集

メディック

メディア
2019.7 00164533 4階 国試 国試 後援会

W18||Q5||202

0

必修問題 2020(第21版) 3 (Question bank医師国家試

験問題解説:v. 7Z)

国試対策問題編集委

員会編集

メディック

メディア
2019.7 00164534 4階 国試 国試 後援会

W18||Si7 公衆衛生 (Simple step series) 高橋茂樹, 西基著 海馬書房 2017.11 00164652 4階 国試 国試 後援会

W18||Si7 精神科 (Simple step series) 高橋茂樹著 海馬書房 2018.6 00164650 4階 国試 国試 後援会

W20||I73||201

9
ハローマッチング : 小論文・面接対策のABC 2019 石黒達昌著 医学評論社 2004.5- 00164602 4階 国試 国試 後援会

WA18||Ko53||

2020

CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛

生 第5版 2020

国試対策問題編集委

員会編集

メディック

メディア
2019.10 00164550 4階 国試 国試 後援会

WA546||O48 地域医療学入門 : 国試・改訂コアカリ対応
岡崎仁昭, 松本正俊責

任編集

診断と治療

社
2019.8 00164692 4階 国試 国試 後援会

WB100||B99||

12
眼科 (病気がみえる:v. 12)

医療情報科学研究所

編
Medic Media 2019.6 00164572 4階 国試 国試 後援会

WB100||B99||

3
糖尿病・代謝・内分泌 第5版 (病気がみえる:v. 3)

医療情報科学研究所

編
Medic Media 2019.10 00164573 4階 国試 国試 後援会

WB460||H99
基礎医学 第2版 (PT・OT国家試験共通問題でるも

ん・でたもん)

標準理学療法学・作

業療法学編集室編
医学書院 2019.12 00165135 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

基礎医学 第2版 2020 (PT/OT国家試験必修ポイント.

専門基礎分野)
医歯薬出版編 医歯薬出版 2019.6 00164632 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

臨床医学 第2版 2020 (PT/OT国家試験必修ポイント.

専門基礎分野)
医歯薬出版編 医歯薬出版 2019.6 00164634 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

基礎PT学 : 基礎理学療法学・理学療法評価学・理学

療法治療学(基本介入手段)(運動療法・物理療法・日

常生活活動と生活環境論・補装具療法) 第2版 2020

(PT/OT国家試験必修ポイント)

医歯薬出版編集 医歯薬出版 2019.7 00164636 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

障害別PT治療学 : 障害領域別理学療法治療学(骨関節

系障害領域・中枢神経系障害領域・神経筋系障害領

域・内部障害領域・運動発達障害領域) 第2版 2020

(PT/OT国家試験必修ポイント)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2019.7 00164638 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

基礎医学 2020 (ポケットマスター : PT/OT国家試験

必修ポイント)
医歯薬出版編 医歯薬出版 2014.9- 00164644 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

臨床医学 2020 (ポケットマスター : PT/OT国家試験

必修ポイント)
医歯薬出版編 医歯薬出版 2014.9- 00164646 4階 国試 国試 後援会

WB460||I83||2

020

理学療法士・作業療法士国家試験問題解答と解説 第

50-54回
医歯薬出版編 医歯薬出版 1991- 00164648 4階 国試 国試 後援会

WB460||Q5||2

020

クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家

試験問題解説 2020共通問題

医療情報科学研究所

編集

メディック

メディア
2008.7- 00164542 4階 国試 国試 後援会

WB460||Q5||2

020

クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説

2020専門問題

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2009.11- 00164544 4階 国試 国試 後援会

WB460||R39||

2020

国試の達人 : 運動解剖生理学編 2020(第25版) (PT・

OTシリーズ)
理学療法科学学会編 アイペック 2000.5- 00164438 4階 国試 国試 後援会

WB460||R39||

2020

国試の達人 : 臨床医学編 2020(第21版) (PT・OTシ

リーズ)
理学療法科学学会編 アイペック 2000.5- 00164439 4階 国試 国試 後援会

WB460||R39||

2020

国試の達人 : 理学療法編 2020(第20版) (PT・OTシ

リーズ)
理学療法科学学会編 アイペック 2000.7- 00164440 4階 国試 国試 後援会

WB460||Tr9||2

019

理学療法士 作業療法士 国家試験 共通問題 第40回-

第54回(第17版) (TRYカコモン)
アイペック 2009.7- 00164444 4階 国試 国試 後援会

WB555||I83||2

020

障害別OT治療学 第2版 2020 (PT/OT国家試験必修ポ

イント)
医歯薬出版編 医歯薬出版 2019.9 00164640 4階 国試 国試 後援会

WB555||I83||2

020

基礎OT学 : 作業療法の基礎・作業療法評価学・作業

療法治療学(基本介入手段)(基本介入手段・義肢学・

装具学・自助具・福祉用具)・地域作業療法学(地域

生活支援) 第2版 2020 (PT/OT国家試験必修ポイン

ト)

医歯薬出版編 医歯薬出版 2019.8 00164642 4階 国試 国試 後援会

WB555||Q5||2

020

クエスチョン・バンク作業療法士国家試験問題解説

2020専門問題

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2009.11- 00164539 4階 国試 国試 後援会

WB555||Sa16|

|2020

国試の達人 : 作業療法編 改訂版 2020(第9版) (OTシ

リーズ)

作業療法科学研究会

編
アイペック 2011.9- 00164441 4階 国試 国試 後援会

WB555||Tr9||2

019

作業療法士 国家試験 専門問題 第40回-第54回(第17

版) (TRYカコモン)
アイペック 2009.7- 00164442 4階 国試 国試 後援会

WH100||I42 血液 (イメカラ : イメージするカラダのしくみ)
医療情報科学研究所

編集

メディック

メディア
2019.11 00165034 4階 国試 　 後援会
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WP18.2||I67||2

020

CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人

科 第5版 2020-2021

国試対策問題編集委

員会編集

メディック

メディア
2019.9 00164546 4階 国試 国試 後援会

WY18||C53||2

020

直前α : 看護師国試対策ブック : 公衆衛生・関係法

規・社会福祉 2020
今西春彦編著

メディカ出

版
2004.10- 00164622 4階 国試 国試 後援会

WY18||D63||2

020

デルカン : 国試直前対策ブック : ここが出る看護婦

国家試験ポイント 2020
御供泰治編著

メディカ出

版
1997.2- 00164616 4階 国試 国試 後援会

WY18||D65
でた!でた問 : 看護師国家試験高正答率過去問題集

70/東京アカデミー編著 104～108回試験問題

ティーエー

ネットワー

ク

2009.10- 00164700 4階 国試 国試 後援会

WY18||I23||20

20
保健師国家試験問題集 2020年版

「標準保健師講座」

編集室編
医学書院 2016.4- 00164628 4階 国試 国試 後援会

WY18||I23||20

20
看護師国試必修問題でるとこ最短check! 2020

医学書院看護出版部

編
医学書院 2019.8 00164630 4階 国試 国試 後援会

WY18||I67||20

20

看護師・看護学生のためのレビューブック 第21版

2020
岡庭豊編集

メディック

メディア
2019.3 00164548 4階 国試 国試 後援会

WY18||I67||20

20

保健師国家試験のためのレビューブック 2020(第20

版)

医療情報科学研究所

編集

メディック

メディア
2016.4- 00164549 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ka54||

2020

看護師国試ここだけ覚える! 2020(第3版) (プチナー

ス)

看護師国家試験対策

プロジェクト編集
照林社 2017.9- 00164688 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ka54||

2020

看護師国試必修問題完全予想550問 2020 (プチナー

ス)

看護師国家試験対策

プロジェクト編
照林社 2012.7- 00164690 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ka54
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

メディック

メディア
2018.5 00164571 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ke28||

2020

系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問

題・国試でるでたBOOK 2020年版

『系統看護学講座』

編集室編集
医学書院 2016.4- 00164626 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko44||

2020
これで完璧!看護国試必修完全攻略集 2020年版 さわ研究所編 啓明書房 2012.5- 00164660 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020
看護師国試これだけ覚える必修問題 '20年版 医教著 成美堂出版 2011.9- 00164694 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020
看護師国試これだけ覚える一般問題 '20年版 医教著 成美堂出版 2011.9- 00164696 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-1-1

系統別成人看護学 : 人体の構造と機能/疾病の成り立

ちと回復の促進/成人看護学 2020年版問題編 (これで

完璧!看護国試過去問完全攻略集:1章)

さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164662 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-1-2

系統別成人看護学 : 人体の構造と機能/疾病の成り立

ちと回復の促進/成人看護学 2020年版解答編 (これで

完璧!看護国試過去問完全攻略集:1章)

さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164663 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-2

社会保障制度・在宅看護論・老年看護学 2020年版問

題編/解答編 (これで完璧!看護国試過去問完全攻略

集:2章)

さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164664 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-3-1

老年看護学 2020年版問題編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:3章)
さわ研究所編 啓明書房 2018.5- 00164665 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-3-2

老年看護学 2020年版解答編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:3章)
さわ研究所編 啓明書房 2018.5- 00164666 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-4-1

基礎看護学 2020年版問題編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:3章,4章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164667 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-4-2

基礎看護学 2020年版解答編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:3章,4章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164668 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-5-1

小児看護学 2020年版問題編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:4章,5章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164669 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-5-2

小児看護学 2020年版解答編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:4章,5章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164670 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-6-1

母性看護学 2020年版問題編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:5章,6章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164671 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-6-2

母性看護学 2020年版解答編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:5章,6章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164672 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-7-1

精神看護学 2020年版問題編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:6章,7章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164673 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ko79||

2020-7-2

精神看護学 2020年版解答編 (これで完璧!看護国試過

去問完全攻略集:6章,7章)
さわ研究所編 啓明書房 2009.5- 00164674 4階 国試 国試 後援会

WY18||L33||20

20
ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載 2020

ラ・スパ編集委員会

編

T・M・S (発

行)
1999.10- 00164598 4階 国試 国試 後援会

WY18||L33||20

20
必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2020 井上大輔編著

TECOM (発

行)
2003.9- 00164600 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ma48||

2020

必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック

2020

看護師国家試験対策

研究会編

メディカ出

版
2005.9- 00164624 4階 国試 国試 後援会

WY18||Me28||

2020
看護師国家試験問題 : 解答・解説 2020年版

メヂカルフ

レンド社
2002.3- 00164614 4階 国試 国試 後援会
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WY18||N37||2

020

出題傾向がみえる人体の構造と機能 : 中項目にみた

要点と解説付過去問題集 2020年
中村裕美編著

PILAR

PRESS
2018.12 00164592 4階 国試 国試 後援会

WY18||N81 保健師国試スキルアップブックNEO 第3版 西基著 海馬書房 2017.11 00164654 4階 国試 国試 後援会

WY18||P26||2

020
看護師国家試験予想問題720 2020年版 杉本由香編著

学研メディ

カル秀潤社
2014.11- 00164656 4階 国試 国試 後援会

WY18||P26||2

020
PASS NOTE : 看護師国試 2020年版

チャレンジテスト看

護師国試対策室編

学研メディ

カル秀潤社
2012.11- 00164658 4階 国試 国試 後援会

WY18||P41||2

020
看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2020

メヂカルフレンド社

編集部編

メヂカルフ

レンド社
2009.7- 00164612 4階 国試 国試 後援会

WY18||Q5||20

20

QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2020(第

20版)

医療情報科学研究所

編集
Medic Media 2000.10- 00164538 4階 国試 国試 後援会

WY18||Q5||20

20

Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集

2020(第15版)

医療情報科学研究所

編集
Medic Media 2005.11- 00164531 4階 国試 国試 後援会

WY18||Q5||20

20

クエスチョン・バンク保健師国家試験問題解説

2020(第12版)

医療情報科学研究所

編集

メディック

メディア
2008.6- 00164541 4階 国試 国試 後援会

WY18||Sa85||

2020

解いて、わかる!覚えて合格!成人看護学問題集 : 看護

師国家試験対策 2020年
佐藤みつ子監修

PILAR

PRESS
2019.6 00164594 4階 国試 国試 後援会

WY18||Sa85||

2020

解いて、わかる!覚えて合格!母性看護学問題集 : 看護

師国家試験対策 2020年
佐藤みつ子監修

PILAR

PRESS
2019.5 00164596 4階 国試 国試 後援会

WY18||Sh69||

2020
新出題基準別助産師国家試験重要問題集 2020年 葉久真理編

メディカ出

版
2009.8- 00164620 4階 国試 国試 後援会

WY18||SH99||

2020
出題基準別助産師国家試験問題 2020年 竹内美恵子編著

メディカ出

版
2002.6- 00164618 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2019

看護師国家試験対策出題傾向がみえる精神看護学 :

短期集中!完全制覇! 2019年
高橋ゆかり編著

PILAR

PRESS
2011.11- 00164580 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2019

看護師国家試験対策出題傾向がみえる必修問題 : 短

期集中!完全制覇! 2019年
高橋ゆかり編著

PILAR

PRESS
2012.12- 00164582 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2019

看護師国家試験対策出題傾向がみえる母性看護学 :

短期集中!完全制覇! 2019年
高橋ゆかり編著

PILAR

PRESS
2012.9- 00164584 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2019-1

看護師国家試験対策出題傾向がみえる成人看護学 :

短期集中!完全制覇! 2019年上

高橋ゆかり編著/片貝

智恵, 益子直紀, 古市

清美著

PILAR

PRESS
2011.12- 00164576 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2019-2

看護師国家試験対策出題傾向がみえる成人看護学 :

短期集中!完全制覇! 2019年下

高橋ゆかり編著/片貝

智恵, 益子直紀, 古市

清美著

PILAR

PRESS
2011.12- 00164578 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2020

看護師国家試験対策出題傾向がみえる基礎看護学 :

短期集中!完全制覇! 2020年

高橋ゆかり編著/柴田

和恵著

PILAR

PRESS
2012.11- 00164574 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2020

看護師国家試験対策出題傾向がみえる小児看護学 :

短期集中!完全制覇! 2020年

高橋ゆかり編著/益子

直紀著

PILAR

PRESS
2012.10- 00164586 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2020

看護師国家試験対策出題傾向がみえる老年看護学 :

短期集中!完全制覇! 2020年

高橋ゆかり編著/古市

清美著

PILAR

PRESS
2012.8- 00164588 4階 国試 国試 後援会

WY18||Ta33||

2020

看護師国家試験対策出題傾向がみえる在宅看護論 :

短期集中!完全制覇! 2020年

高橋ゆかり編著/片貝

智恵著

PILAR

PRESS
2012.10- 00164590 4階 国試 国試 後援会

WY18||Y19||2

020
満点獲得!看護師国試完全予想模試 2020年版

山田静子, 山本澄子編

著
成美堂出版 2011.12- 00164698 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||1
基礎看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看護学

生のための:1)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.3 00164561 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||1

0

看護の統合と実践/健康支援と社会保障制度 第8版

(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:10)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164570 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||2
成人看護学総論 第8版 (なぜ?どうして? : 看護師・看

護学生のための:2)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.3 00164562 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||3
消化管/肝胆膵/循環器 第8版 (なぜ?どうして? : 看護

師・看護学生のための:3)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.3 00164563 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||4
内分泌・代謝/腎・泌尿器 第8版 (なぜ?どうして? :

看護師・看護学生のための:4)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164564 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||5
免疫/血液/感染症/呼吸器 第8版 (なぜ?どうして? : 看

護師・看護学生のための:5)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164565 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||6
脳・神経/運動器/感覚器 第8版 (なぜ?どうして? : 看

護師・看護学生のための:6)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164566 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||7
老年看護学/小児看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看

護師・看護学生のための:7)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164567 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||8
女性生殖器/母性看護学 第8版 (なぜ?どうして? : 看

護師・看護学生のための:8)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164568 4階 国試 国試 後援会

WY18.2||I67||9
精神看護学/在宅看護論 第8版 (なぜ?どうして? : 看

護師・看護学生のための:9)

医療情報科学研究所

編

メディック

メディア
2019.4 00164569 4階 国試 国試 後援会

WY150||I67 フィジカルアセスメント (看護がみえる:vol. 3)
メディック

メディア
2019.12 00165142 4階 国試 国試 後援会
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■ 視聴覚資料

QZ266||N77
がん治療における正しい免疫療法の理解 (日本医学

会公開フォーラム:第26回)
日本医学会 c2019 00164710 2階 AV 　 個人寄贈

■ アイヌ関連資料

382||A25||61

小さな狸の皮衣 2 (アイヌ民俗文化財調査報告書:平

成29-30年度. 「金成マツノート」翻訳整理/アイヌ民

俗文化財ユーカㇻシリーズ:58, 61/金成マツ筆録アイ

ヌ叙事詩)

[金成マツ著]/萱野志朗

訳

北海道教育

委員会
2018.3-2019.300164717 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25||62

鳥のさえずり : 女のユーカㇻ 2 (アイヌ民俗文化財調

査報告書:平成29-30年度. 「金成マツノート」翻訳整

理/アイヌ民俗文化財ユーカㇻシリーズ:59, 62/金成

マツ筆録アイヌ叙事詩)

[金成マツ著]/切替英

雄, 高橋靖以訳

北海道教育

委員会
2018.3-2019.300164716 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25||63

ススランベチ 2 (アイヌ民俗文化財調査報告書:平成

29-30年度. 「金成マツノート」翻訳整理/アイヌ民俗

文化財ユーカㇻシリーズ:60, 63/金成マツ筆録アイヌ

叙事詩)

[金成マツ著]/蓮池悦子

訳

北海道教育

委員会
2018.3-2019.300164715 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25
20年のあゆみ : 公益財団法人アイヌ文化振興・研究

推進機構活動史

アイヌ文化振興・研

究推進機構編

アイヌ文化

振興・研究

推進機構

2018.3 00164713 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25
アイヌ民俗技術調査 10 : 育児に関する民俗技術 (ア

イヌ民俗文化財調査報告書:平成20-23, 25-30年度)
藤村久和編

北海道教育

委員会
2009.3- 00164714 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25
アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 第18号 上

巻

アイヌ文化振興・研

究推進機構編集

アイヌ文化

振興・研究

推進機構

2002.2- 00164718 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25
アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 第18号 下

巻

アイヌ文化振興・研

究推進機構編集

アイヌ文化

振興・研究

推進機構

2002.2- 00164719 2階 展示 　 個人寄贈

382||A25 アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 第19号
アイヌ文化振興・研

究推進機構編集

アイヌ文化

振興・研究

推進機構

2002.2- 00164720 2階 展示 　 個人寄贈

382||Ke26 フチの伝えるこころ : アイヌの女の四季 計良智子著 寿郎社 2018.12 00164730 2階 展示 　 LL教室

382||Ki38 キムンカムイとアイヌ : 春夏秋冬
アイヌ民族文化財団

編

アイヌ民族

文化財団
2018.9 00164712 2階 展示 　 個人寄贈
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