
平成30年度　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
世界はなぜ「ある」のか? : 「究極のなぜ?」を追う哲学の旅 (ハ

ヤカワ文庫:NF480)

ジム・ホルト著/寺町朋子

訳
早川書房 2016.11 B //セカイ

2 社会は変えられる : 世界が憧れる日本へ 江崎禎英著 国書刊行会 2018.6 HV //シヤカ

3 和解は未来を創る : 草野芳郎先生古稀記念 豊田愛祥 [ほか] 編 信山社 2018.3 K //ワカイ

4
好きになる生物学 : 12カ月の楽しいエピソード 第2版 (好きにな

るシリーズ)
吉田邦久著 講談社 2012.8 QH 307 //スキニ

5 細胞の分子生物学 第6版
Bruce Alberts [ほか] 著/青

山聖子 [ほか] 翻訳
ニュートンプレス 2017.10 QH 581.2 //サイボ

6 カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版, 改訂第3版 坂井建雄, 河原克雅総編集 日本医事新報社 2017.1 QS 17 //カラズ

7 図説人体解剖学 第5版 第1巻 : 頭部・頚部・上肢

Johannes Sobotta [原

著]/Reinhard V. Putz,

Reinhard Pabst編著/岡本

道雄監訳

医学書院
2002.10-

2006.6
QS 17 //ズセツ//1

8 図説人体解剖学 第5版 第2巻 : 体幹・内臓・下肢

Johannes Sobotta [原

著]/Reinhard V. Putz,

Reinhard Pabst編著/岡本

道雄監訳

医学書院
2002.10-

2006.6
QS 17 //ズセツ//2

9 ネッター解剖学アトラス
Frank H. Netter著/相磯貞

和訳

エルゼビア・ジャパン/

南江堂 (発売)
2016.9 QS 17 //ネツタ

10 プロメテウス : 解剖学コアアトラス 第3版

Anne M. Gilroy, Brian R.

MacPherson [編]/市村浩一

郎, 澤井直訳

医学書院 2019.1 QS 17 //プロメ

11
自分の体のランドマークを確認してみよう (好きになるシリーズ.

好きになる解剖学:Part 3)
竹内修二著 講談社 2018.11 QS 4 //スキニ//3

12
The developing human : clinically oriented embryology 10th ed :

pbk

Keith L. Moore, T. V. N.

Persaud, Mark G. Torchia
Elsevier c2016 QS 604 //DEV

13 ギャノング生理学 (Lange textbookシリーズ)

[William F. Ganong原

著]/Kim E. Barrett [ほか著]/

井上真澄 [ほか訳]

丸善出版 2017.11 QT 104 //ギヤノ

14 人体の細胞生物学 : カラー図解 坂井建雄, 石崎泰樹編集 日本医事新報社 2018.11 QT 104 //ジンタ

15
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 QT 104 //スキニ

16
好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう 第2版 (好きにな

るシリーズ)
麻見直美, 塚原典子著 講談社 2015.3 QU 145 //スキニ

17 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]/浅井

将 [ほか訳]
丸善出版 2019.1 QU 18 //イラス

18 治療薬マニュアル 2019年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 1990.1- QV 13 //チリヨ//2019

19 カラー新しい薬理学 石井邦明, 西山成監修 西村書店 2018.5 QV 4 //カラア

20 シンプル微生物学 改訂第6版
小熊惠二, 堀田博, 若宮伸

隆編集
南江堂 2018.3 QW 4 //シンプ

21 標準微生物学 第13版 (Standard textbook) 神谷茂, 錫谷達夫編集 医学書院 2018.3 QW 4 //ヒヨウ

22
好きになる微生物学 : 感染症の原因と予防法 (好きになるシリー

ズ)
渡辺渡著 講談社 2015.11 QW 4//スキニ

23 Janeway's 免疫生物学
Kenneth Murphy, Casey

Weaver著
南江堂 2019.3 QW 504 //JAN

24 医系免疫学 改訂15版 矢田純一著 中外医学社 2018.12 QW 504 //イケイ

25 シンプル免疫学 改訂第5版
中島泉, 高橋利忠, 吉開泰

信共著
南江堂 2017.9 QW 504 //シンプ

26 免疫学コア講義 改訂4版 熊ノ郷淳 [ほか] 編集 南山堂 2017.11 QW 504 //メンエ

27 休み時間の免疫学 第3版 (休み時間シリーズ) 齋藤紀先著 講談社 2018.2 QW 504 //ヤスミ

28 わかりやすい予防接種 改訂第6版 渡辺博著 診断と治療社 2018.1 QW 806 //ワカリ

29 異常値の出るメカニズム 第7版 (Laboratory medicine)
山田俊幸, 本田孝行編集/本

田孝行 [ほか] 執筆
医学書院 2018.3 QY 4 //イジヨ

30 今日の臨床検査 第16版 2019-2020 矢冨裕 [ほか] 編集 南江堂 2019.2 QY 4 //コンニ//2019-2020

31 病理組織の見方と鑑別診断 第6版 (カラーアトラス) 吉野正 [ほか] 編 医歯薬出版 2018.9 QZ 17 //ビヨウ

32 AYA世代がんサポートガイド : 医療従事者が知っておきたい

平成27-29年度厚生労働科

学研究費補助金(がん対策

推進総合研究事業)「総合

的な思春期・若年成人

(AYA)世代のがん対策のあ

り方に関する研究」班編

金原出版 2018.7 QZ 200 //AYA

33 がん診療レジデントマニュアル 第7版
国立がん研究センター内科

レジデント編
医学書院 2016.10 QZ 200 //ガンシ

34
医療否定本の嘘 : ミリオンセラー近藤本に騙されないがん治療の

真実
勝俣範之著 扶桑社 2015.7 QZ 201 //イリヨ

35 がんの生物学 第2版
ワインバーグ [著]/武藤誠,

青木正博訳
南江堂 2017.6 QZ 202 //ガンノ

36 がんエマージェンシー : 化学療法の有害反応と緊急症への対応 中根実著 医学書院 2015.3 QZ 267 //ガンエ

37 がん薬物療法副作用管理マニュアル 川上和宜 [ほか] 編集 医学書院 2018.3 QZ 267 //ガンヤ

38
がん薬物療法の支持療法マニュアル : 症状の見分け方から治療ま

で

鈴木賢一, 中垣繁, 米村雅

人編著
南江堂 2013.3 QZ 267 //ガンヤ

39 カラールービン病理学 : 臨床医学への基盤 改訂版

ラファエル・ルービン, デ

イヴィッド・S・ストレイ

ヤー編/鈴木利光 [ほか] 監

訳

西村書店 2017.11 QZ 4 //カラル

40 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹著 晶文社 2017.9 QZ 4 //コワイ

41 シンプル病理学 改訂第7版
笹野公伸, 岡田保典, 安井

弥編
南江堂 2015.8 QZ 4 //シンプ
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42 トンプソン&トンプソン遺伝医学 第2版

ロバート L. ナスバウム, ロ

デリック R. マキネス, ハ

ンチントン F. ウィラード

著/福嶋義光監訳

エルゼビア・ジャパン/

メディカル・サイエン

ス・インターナショナル

(編集・販売)

2017.3 QZ 50 //トンプ

43
CBT・医師国家試験のためのレビューブック小児科 第3版 2019-

2020

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.7 W 18 //CBT

44
CBT・医師国家試験のためのレビューブックマイナー2019-2020

第8版
国試対策問題編集委員会 メディックメディア 2018.9 W 18 //CBT

45 Year note 内科・外科等編 2019(第28版) 国試対策問題編集委員会編 Medic Media 1993- W 18 //YEA//2019

46 Year note ATLAS 第7版 (Year note 内科・外科等編:[別冊]) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2011.4- W 18 //YEA//2019

47
Quick reference for resident [2019](第4版) (Year note 内科・外科

等編:[別冊])
医療情報科学研究所編集 Medic Media 2011.4- W 18 //YEA//2019

48

Year note TOPICS : 内科・外科疾患 : 研修医・非専門医でも

知っておくべき近年と今後の主な動向 2018-2019(第8版) (Year

note 内科・外科等編:[別冊])

医療情報科学研究所編集 Medic Media 2011.4- W 18 //YEA//2019

49
内科系専門医試験Quick check [2019](第16版) (Year note 内科・

外科等編:[別冊])
医療情報科学研究所編 Medic Media 2015.3- W 18 //YEA//2019

50
消化管 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題

解説:v. 1A)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

51
肝・胆・膵 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験

問題解説:v. 1B)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

52
循環器 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題

解説:v. 1C)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

53
代謝・内分泌 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試

験問題解説:v. 2D)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

54
腎・泌尿器 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験

問題解説:v. 2E)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

55
免疫・膠原病 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試

験問題解説:v. 2F)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

56
血液 2019 (第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題解

説:v. 2G)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

57
感染症 2019 (第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題

解説:v. 2H)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

58
呼吸器 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題

解説:v. 3I)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

59
神経 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題解

説:v. 3J)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

60
中毒, 救急, 麻酔科, 医学総論 2019(第28版) : セット (Question

bank医師国家試験問題解説:v. 3K-N)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

61
小児科 2019(第28版) 1 (Question bank医師国家試験問題解説:v.

4O)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

62
小児科 2019(第28版) 2 (Question bank医師国家試験問題解説:v.

4O)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

63
産科 2019(第28版) : セット (Question bank医師国家試験問題解

説:v. 4P)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

64
婦人科・乳腺外科 2019(第28版) : セット (Question bank医師国

家試験問題解説:v. 4Q)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

65
眼科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験問題解

説:v. 5R)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

66
耳鼻咽喉科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験

問題解説:v. 5S)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

67
整形外科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験問

題解説:v. 5T)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

68
精神科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験問題

解説:v. 5U)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

69
皮膚科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験問題

解説:v. 5V)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

70
泌尿器科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験問

題解説:v. 5W)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

71
放射線科 2019(第17版) : セット (Question bank医師国家試験問

題解説:v. 5X)

国試対策問題編集委員会編

集
メディックメディア 2018.3 W 18.2 //QUE//2019

72
必修問題 2019(第20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 2018.7 W 18.2 //QUE//2019

73
必修問題 2019(第20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 2018.7 W 18.2 //QUE//2019

74
必修問題 2019(第20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 2018.7 W 18.2 //QUE//2019

75 医師国家試験問題解説書 第112回: 解説書 石川創二 [ほか] 編 医学評論社 1982.4- W 18.2 //イシコ//112

76 医師国家試験問題解説書 第112回: 問題集 石川創二 [ほか] 編 医学評論社 1982.4- W 18.2 //イシコ//112

77 医師国家試験問題解説書 第112回: 写真集 石川創二 [ほか] 編 医学評論社 1982.4- W 18.2 //イシコ//112

78 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-
W 18.2 //イシコ//2019-

2020

79 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-
W 18.2 //イシコ//2019-

2020

80
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-

W 18.2 //イシコ//2019-

2020

81
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-

W 18.2 //イシコ//2019-

2020

82 クエスチョン・バンクCBT2019 第12版 v. 1 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2018.3 W 18.2 //クエス//2019
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83 クエスチョン・バンクCBT2019 第12版 v. 2 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2018.3 W 18.2 //クエス//2019

84 クエスチョン・バンクCBT2019 第12版 v. 3 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2018.3 W 18.2 //クエス//2019

85 クエスチョン・バンクCBT2019 第12版 v. 4 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2018.3 W 18.2 //クエス//2019

86 クエスチョン・バンクCBT2019 第10版 v. 5 最新復元問題 国試対策問題編集委員会編 メディックメディア 2018.7 W 18.2 //クエス//2019

87 臨床倫理入門 箕岡真子著 へるす出版 2017.7 W 50 //リンシ

88
戦略としての医療面接術 : こうすればコミュニケーション能力は

確実に向上する
児玉知之著 医学書院 2015.11 W 62 //センリ

89
本人の意思を尊重する意思決定支援 : 事例で学ぶアドバンス・ケ

ア・プランニング

西川満則, 長江弘子, 横江

由理子編
南山堂 2016.12 W 85 //ホンニ

90 衛生・公衆衛生学 2018
山本玲子編著/池上清子 [ほ

か] 著

アイ・ケイコーポレー

ション
2018.3 WA 100 //エイセ//2018

91 公衆衛生 (Simple step series) 高橋茂樹, 西基著 海馬書房 2017.11 WA 100 //コウシ

92 公衆衛生マニュアル 36版 (2018年版)
柳川洋, 中村好一編集/柳川

洋 [ほか] 執筆
南山堂 2018.4 WA 100 //コウシ//2018

93 シンプル衛生公衆衛生学 2018 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 2002.3- WA 100 //シンプ//2018

94 健康格差社会への処方箋 近藤克則著 医学書院 2017.1 WA 31 //ケンコ

95 産業保健マニュアル 改訂7版 森晃爾総編集 南山堂 2017.5 WA 400 //サンギ

96 グローバルヘルス : 世界の健康と対処戦略の最新動向 : [pbk.] リチャード スコルニク著
メディカル・サイエン

ス・インターナショナル
2017.9 WA 530 //グロバ

97
生命(いのち)と生活(くらし)の統計 : SPA研がめざした住民の声

とSPA法を生かす保健活動 (PHNブックレット:19)

藤岡光夫, 吉峯悦子, 瀧口

京子編著
萌文社 2018.1 WA 546 //イノチ

98 p値とは何か : 統計を少しずつ理解する34章 Andrew Vickers [著] 丸善出版 2013.1 WA 950 //pチ ト

99
50のCommon Diseaseから学ぶ診断推論 : 外来での思考プロセス

とマネジメント

キャロル クーパー, マー

ティン ブロック著/鋪野紀

好, 生坂政臣監訳

メディカル・サイエン

ス・インターナショナル
2018.6 WB 101 //50ノ

100 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, 日本救急

医学会専門医認定委員会編

集

へるす出版 2018.4 WB 105 //キユウ

101
好きになる救急医学 : 病院前から始まる救急医療 第3版 (好きに

なるシリーズ)
小林國男著 講談社 2016.3 WB 105 //スキニ

102 シンプル内科学 改訂第2版
寺野彰総編集/菅谷仁, 清水

輝夫, 羽田勝征編集
南江堂 2017.10 WB 115 //シンプ

103 今日の治療指針 : 私はこう治療している ポケット判 2019年版 日野原重明, 阿部正和監修 医学書院 1990.5- WB 300 //コンニ//2019

104 がんと命の道しるべ : 余命宣告の向こう側 新城拓也著 日本評論社 2017.7 WB 310 //ガント

105 スキルアップがん症状緩和 : for staying healthy with cancer 有賀悦子著 南江堂 2018.6 WB 310 //スキル

106 現代リハビリテーション医学 改訂第4版 椿原彰夫 [ほか] 編集 金原出版 2017.7 WB 320 //ゲンダ

107 最新リハビリテーション医学 第3版
安保雅博, 上月正博, 芳賀

信彦編集
医歯薬出版 2016.3 WB 320 //サイシ

108 リハビリテーションレジデントマニュアル 第3版 木村彰男編集 医学書院 2010.2 WB 320 //リハビ

109 リハビリテーションビジュアルブック 第2版 稲川利光編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2016.9 WB 320 //リハビ

110
よくわかる輸血学 : 必ず知っておきたい輸血の基礎知識と検査・

治療のポイント 第3版
大久保光夫, 前田平生著 羊土社 2018.4 WB 356 //ヨクワ

111 サルコペニアを防ぐ!看護師によるリハビリテーション栄養
若林秀隆, 荒木暁子, 森み

さ子編集
医学書院 2017.11 WB 400 //サルコ

112 An introduction to infectious disease modelling : pbk

Emilia Vynnycky and

Richard G. White/with an

introduction by Paul E.M.

Fine

Oxford University Press 2010 WC 100 //INT

113 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.9 WD 300 //メンエ

114 免疫・膠原病・感染症 第2版 (病気がみえる:v. 6) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.9 WD 300 //メンエ

115
新・食物アレルギーの基礎と対応 : 医学、食品・栄養学、食育か

ら学ぶ (アレルギー大学テキスト)

アレルギー支援ネットワー

ク作成
みらい 2018.6 WD 310 //シンシ

116
膠原病・リウマチ・アレルギー研修ノート (研修ノートシリー

ズ)

上阪等責任編集/渥美達也

[ほか] 編
診断と治療社 2016.4 WD 375 //コウゲ

117 運動器・整形外科 第1版 (病気がみえる:v. 11) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017.6 WE 168 //ウンド

118 整形外科研修ノート 改訂第2版 (研修ノートシリーズ)
斎藤知行, 大塚隆信, 久保

俊一編
診断と治療社 2016.4 WE 168 //セイケ

119 整形外科疾患ビジュアルブック 第2版 下出真法編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2018.2 WE 168 //セイケ

120 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.12 WF 100 //コキユ

121 呼吸器 第3版 (病気がみえる:v. 4) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.12 WF 100 //コキユ

122 シンプル呼吸器学 興梠博次編集 南江堂 2015.1 WF 100 //シンプ

123 呼吸器病レジデントマニュアル 第5版 谷口博之, 藤田次郎編集 医学書院 2015.4 WF 140 //コキユ

124 呼吸器疾患 (Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 2015.7 WF 140 //コキユ

125 循環器研修ノート 改訂第2版 (研修ノートシリーズ) 伊藤浩 [ほか] 編 診断と治療社 2016.3 WG 100 //ジユン

126 循環器 第4版 (病気がみえる:v. 2) 医療情報科学研究所編 メディックメディア 2017.3 WG 100 //ジユン

127 シンプル循環器学 犀川哲典, 小野克重編 南江堂 2015.4 WG 100 //シンプ

128 循環器疾患ビジュアルブック 第2版 山崎正雄, 柴田講編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2017.3 WG 120 //ジユン

129 循環器疾患 (Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 2014.9 WG 120 //ジユン

130
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular

medicine 11th ed v. 1

edited by Douglas P.

Zipes, ... [et al.]
Elsevier c2019 WG 200 //BRA//1

131
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular

medicine 11th ed v. 2

edited by Douglas P.

Zipes, ... [et al.]
Elsevier c2019 WG 200 //BRA//2
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132 ACLS(二次救命処置)プロバイダーマニュアル
American Heart

Association [著]

Dai Nippon Printing/[シナ

ジー (発売)]
[2017.2] WG 205 //ACL

133
AHA心肺蘇生と救急心血管治療のためのガイドラインアップ

デート 2015

American Heart

Association [著]
[シナジー (発売)] [2016.8] WG 205 //AHA

134 ECC(救急心血管治療)ハンドブック 2015

American Heart

Association著/池上敬一 [ほ

か] 監修

シナジー(発売) WG 205 //ECC

135 動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版 日本動脈硬化学会編集 日本動脈硬化学会 2007.4- WG 550 //ドウミ//2017

136 血液科研修ノート (研修ノートシリーズ) 神田善伸責任編集 診断と治療社 2016.5 WH 100 //ケツエ

137 血液専門医テキスト 改訂第2版 日本血液学会編 南江堂 2015.6 WH 100 //ケツエ

138 血液 第2版 (病気がみえる:v. 5) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017.3 WH 100 //ケツエ

139 血液病レジデントマニュアル 第2版 神田善伸著 医学書院 2014.2 WH 120 //ケツエ

140 レジデントのための血液診療の鉄則
岡田定編著/樋口敬和, 森慎

一郎著
医学書院 2014.8 WH 120 //レジデ

141 血液細胞アトラス 第6版 通山薫, 張替秀郎編 文光堂 2018.2 WH 17 //ケツエ

142
チーム医療のための造血細胞移植ガイドブック : 移植チーム・造

血細胞移植コーディネーター必携

日本造血細胞移植学会, 造

血細胞移植コーディネー

ター(HCTC)委員会編集

医薬ジャーナル社 2018.6 WH 380 //チムイ

143 消化器研修ノート 改訂第2版 (研修ノートシリーズ)
中島淳責任編集/五十嵐良

典 [ほか] 編
診断と治療社 2016.5 WI 100 //シヨウ

144 消化器 第5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 2016.3 WI 100 //シヨウ

145 消化器疾患ビジュアルブック 第2版
針原康, 松橋信行, 小西敏

郎編

学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発

売)

2014.9 WI 140 //シヨウ

146 消化器疾患 (Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 2017.9 WI 140 //シヨウ

147 下部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル 医学図書出版 2018.5 WI 141 //カブシ

148 上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュアル 医学図書出版 2017.5 WI 141 //ジヨウ

149 誤嚥性肺炎の予防とケア : 7つの多面的アプローチをはじめよう 前田圭介著 医学書院 2017.9 WI 250 //ゴエン

150 胃癌治療ガイドライン : 医師用 第5版 日本胃癌学会編 金原出版 2018.1 WI 320 //イガン

151 IPMN国際診療ガイドライン : 日本語版 2017年版
国際膵臓学会ワーキンググ

ループ著/田中雅夫訳
医学書院 2018.2 WI 810 //IPM//2017

152 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック 第2版 渋谷祐子, 志賀淑之編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2017.10 WJ 100 //ジンヒ

153 腎・泌尿器 第2版 (病気がみえる:v. 8) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2014.9 WJ 100 //ジンヒ

154 腎疾患 (Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 2013.5 WJ 300 //ジンシ

155 腎臓リハビリテーションガイドライン
日本腎臓リハビリテーショ

ン学会編集
南江堂 2018.6 WJ 300 //ジンゾ

156 糖尿病・代謝・内分泌 第4版 (病気がみえる:v. 3) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2014.9 WK 100 //トウニ

157 内分泌代謝科専門医研修ガイドブック 日本内分泌学会編集 診断と治療社 2018.5 WK 100 //ナイブ

158
内分泌症候群 : その他の内分泌疾患を含めて 第3版 1 (別冊日本

臨牀. 領域別症候群シリーズ:no.1-3)
日本臨牀社 2018.9- WK 140 //ナイブ//1

159
内分泌症候群 : その他の内分泌疾患を含めて 第3版 2 (別冊日本

臨牀. 領域別症候群シリーズ:no.1-3)
日本臨牀社 2018.9- WK 140 //ナイブ//2

160
内分泌症候群 : その他の内分泌疾患を含めて 第3版 3 (別冊日本

臨牀. 領域別症候群シリーズ:no.1-3)
日本臨牀社 2018.9- WK 140 //ナイブ//3

161 糖尿病・内分泌疾患ビジュアルブック 第2版 林道夫, 渋谷祐子編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2018.4 WK 810 //トウニ

162 糖尿病治療ガイド 2018-2019 日本糖尿病学会編 文光堂 1999.5-
WK 815 //トウニ//2018-

2019

163 神経難病リハビリテーション100の叡智 : 読んで視て実践! 寄本恵輔監著 gene 2018.4 WL 100 //シンケ

164 脳・神経 第2版 (病気がみえる:v. 7) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2017.11 WL 100 //ノウシ

165 神経疾患 (Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 2013.6 WL 140 //シンケ

166 リハに役立つ脳画像 : コツさえわかればあなたも読める 大村優慈著 メジカルビュー社 2016.3 WL 141 //リハニ

167 脳腫瘍臨床病理カラーアトラス 第4版 日本脳腫瘍病理学会編集 医学書院 2017.10 WL 358 //ノウシ

168 新脳神経外科手術のための解剖学

松谷雅生, 堀智勝, 浅野孝

雄編集幹事/塩川芳昭 [ほ

か] 編集

メジカルビュー社 2019.2 WL 368 //シンノ

169 脳神経外科レジデントマニュアル
若林俊彦監修/夏目敦至, 泉

孝嗣編集
医学書院 2016.5 WL 368 //ノウシ

170 標準脳神経外科学 第14版 (Standard textbook)
新井一 [ほか] 編集/新井一

[ほか] 執筆
医学書院 2017.3 WL 368 //ヒヨウ

171 不随意運動の診断と治療 : 動画で学べる神経疾患 改訂第2版 梶龍兒編集 診断と治療社 2016.5 WL 390 //フズイ

172 壊れた脳も学習する (角川文庫:16705) 山田規畝子 [著]

角川学芸出版/角川グ

ループパブリッシング

(発売)

2011.2 WL 9 //コワレ

173
壊れた脳生存する知 (角川文庫:16002. [角川ソフィア文庫:SP L-

115-1])
山田規畝子 [著]

角川学芸出版/角川グ

ループパブリッシング

(発売)

2009.11 WL 9 //コワレ

174 脳が壊れた (新潮新書:673) 鈴木大介著 新潮社 2016.6 WL 9 //ノウガ

175 脳は回復する : 高次脳機能障害からの脱出 (新潮新書:754) 鈴木大介著 新潮社 2018.2 WL 9 //ノウワ

176
好きになる精神医学 : こころの病気と治療の新しい理解 第2版

(好きになるシリーズ)
越野好文, 志野靖史著・絵 講談社 2014.2 WM 100 //スキニ

177
精神科医はそのときどう考えるか : ケースからひもとく診療のプ

ロセス
兼本浩祐著 医学書院 2018.6 WM 100 //セイシ

178 精神科研修ノート 改訂第2版 (研修ノートシリーズ) 笠井清登 [ほか] 編 診断と治療社 2016.4 WM 100 //セイシ
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179 精神神経疾患ビジュアルブック 秋山剛, 音羽健司編集

学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発

売)

2015.9 WM 100 //セイシ

180 精神科 (Simple step series) 高橋茂樹著 海馬書房 2018.6 WM 100 //セイシ

181 標準精神医学 第7版 (Standard textbook)
尾崎紀夫 [ほか] 編集/村井

俊哉 [ほか] 執筆
医学書院 2018.3 WM 100 //ヒヨウ

182 臨床心理学 (ベーシック現代心理学:8) 坂野雄二 [ほか] 著 有斐閣 1996.9 WM 105 //リンシ

183
好きになる睡眠医学 : 眠りのしくみと睡眠障害 第2版 (好きにな

るシリーズ)
内田直著 講談社 2013.4 WM 188 //スキニ

184 どもる体 (シリーズケアをひらく) 伊藤亜紗著 医学書院 2018.6 WM 475 //ドモル

185 診療放射線技師イエロー・ノート : 臨床編 第4版 福士政広編 メジカルビュー社 2017.8 WN 18 //シンリ

186 診療放射線技師ブルー・ノート : 基礎編 第4版 福士政広編 メジカルビュー社 2017.8 WN 18 //シンリ

187 放射線概論 : 第1種放射線取扱主任者試験受験用テキスト 第10版 柴田徳思編 通商産業研究社 2018.2 WN 18 //ホウシ

188 Radiobiology for the radiologist 8th ed., international ed
Eric J. Hall, Amato J.

Giaccia
Wolters Kluwer c2019 WN 600 //RAD

189 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 WO 100 //ヒヨウ

190
Wound care : a collaborative practice manual for health

professionals 4th ed

edited by Carrie Sussman,

Barbara Bates-Jensen

Wolters

Kluwer/Lippincott

Williams & Wilkins

Health

c2012 WO 185 //WOU

191
好きになる麻酔科学 : 苦痛を除き手術を助ける医療技術 第2版

(好きになるシリーズ)
横山武志著 講談社 2018.11 WO 200 //スキニ

192 標準麻酔科学 第7版 (Standard textbook)
稲田英一, 森崎浩, 西脇公

俊編集
医学書院 2018.3 WO 200 //ヒヨウ

193 麻酔科研修ノート 改訂第3版 (研修ノートシリーズ)
稲田英一責任編集/上村裕

一 [ほか] 編集
診断と治療社 2018.12 WO 200 //マスイ

194
見える!できる!気管挿管 : 写真・イラスト・動画でわかる手技の

コツ
青山和義著 羊土社 2019.2 WO 280 //ミエル

195 イラストでわかる外科手術基本テクニック R M Kirk著 エルゼビア・ジャパン 2017.6 WO 500 //イラス

196 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 WO 600 //ヒヨウ

197

JPTECガイドブック : Japan prehospital trauma evaluation and

care : load and go : the right patient in the right time to the right

place 改訂第2版

JPTEC協議会編著 へるす出版 2016.3 WO 700 //JPT

198 産婦人科診療ガイドライン 産科編2017
日本産科婦人科学会, 日本

産婦人科医会編集・監修
日本産科婦人科学会 [2008]- WP 100 //サンフ//2017

199 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2017
日本産科婦人科学会, 日本

産婦人科医会編集・監修
日本産科婦人科学会 [2008]- WP 100 //サンフ//2017

200 婦人科・乳腺外科 第4版 (病気がみえる:v. 9) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.10 WP 100 //フジン

201 婦人科・乳腺外科 第4版 (病気がみえる:v. 9) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.10 WP 100 //フジン

202 婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック 第2版 角田肇, 針原康編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2017.10 WP 140 //フジン

203 産科婦人科用語集・用語解説集 改訂第4版 日本産科婦人科学会編
日本産科婦人科学会事務

局
2018.5 WP 15 //サンカ

204
私、乳がん。夫、肺がん。39歳、夫婦で余命宣告。 : 私は、"私

の命"をあきらめない
芽生著 大和出版 2013.8 WP 870 //ワタシ

205 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.10 WQ 100 //サンカ

206 産科 第4版 (病気がみえる:v. 10) 医療情報科学研究所編 Medic Media 2018.10 WQ 100 //サンカ

207
今日の助産 : マタニティサイクルの助産診断・実践過程 改訂第3

版
北川眞理子, 内山和美編集 南江堂 2013.10 WQ 160 //コンニ

208 地域母子保健・国際母子保健 第5版 (助産学講座:9)
我部山キヨ子編集/藤内修

二 [ほか] 執筆
医学書院 2016.2 WQ 160 //ジヨサ//9

209

図説CTGテキストアドバンス : 助産実践能力習熟段階(クリニカ

ルラダー)レベルIII認証必須研修アドバンス助産師更新に必要な

CTG対応テキスト

中井章人著 メジカルビュー社 2017.7 WQ 209 //ズセツ

210
新生児蘇生法テキスト : 日本版救急蘇生ガイドライン2015に基

づく 第3版
細野茂春監修 メジカルビュー社 2016.4 WQ 450 //シンセ

211
新生児蘇生法インストラクターマニュアル : 日本版救急蘇生ガイ

ドライン2015に基づく 第4版
細野茂春監修 メジカルビュー社 2016.5 WQ 450 //シンセ

212 あたらしい皮膚科学 第3版 清水宏著 中山書店 2018.2 WR 100 //アタラ

213 シンプル皮膚科学 眞鍋求, 梅林芳弘編著 南江堂 2014.3 WR 100 //シンプ

214 皮膚科研修ノート (研修ノートシリーズ) 佐藤伸一, 藤本学編 診断と治療社 2016.4 WR 100 //ヒフカ

215 皮膚科疾患ビジュアルブック 新版 五十嵐敦之編集

学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発

売)

2012.10 WR 140 //ヒフカ

216 シンプル小児科学 香美祥二編 南江堂 2016.4 WS 100 //シンプ

217
子どもの症状別診断へのアプローチ (帰してはいけない小児外来

患者:2)

東京都立小児総合医療セン

ター編集
医学書院 2018.3 WS 200 //カエシ//2

218 小児・成育循環器学 日本小児循環器学会編集 診断と治療社 2018.7 WS 290 //シヨウ

219
発達障害支援の実際 : 診療の基本から多様な困難事例への対応ま

で
内山登紀夫編 医学書院 2017.11 WS 350.6 //ハツタ

220 こどものリハビリテーション医学 : 発達支援と療育 第3版 小池純子 [ほか] 編集 医学書院 2017.12 WS 368 //コドモ

221 新生児のプライマリ・ケア
日本小児科学会新生児委員

会編
診断と治療社 2016.5 WS 420 //シンセ

222 やさしくわかる口腔の機能と筋 : 咀嚼・嚥下・発音のメカニズム
森戸光彦編著/下山和弘, 高

橋一也, 坂本英治著
医歯薬出版 2018.4 WU 101 //ヤサシ

223 やさしい歯と口の事典 : カラー版 下山和弘, 秋本和宏編 医歯薬出版 2018.2 WU 113 //ヤサシ

5 / 8 ページ



平成30年度　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

224
食育とむし歯予防の本 : ママになった歯科医師・歯科衛生士・管

理栄養士が伝えたい!
神山ゆみ子 [ほか] 著 医歯薬出版 2018.1 WU 113.6 //シヨク

225 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック 第2版 中尾一成編集
学研メディカル秀潤社/

学研プラス (発売)
2018.9 WV 140 //ジビイ

226
イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頸部外科 改訂第2版

耳・鼻編

小川郁, 河田了, 岸本誠司,

春名眞一編集
東京医学社

2017.3-

2017.11
WV 168 //イラス

227
イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頸部外科 改訂第2版 咽

喉頭頸部編

小川郁, 河田了, 岸本誠司,

春名眞一編集
東京医学社

2017.3-

2017.11
WV 168 //イラス

228 聴覚検査の実際 改訂4版 日本聴覚医学会編 南山堂 2017.3 WV 272 //チヨウ

229 眼科 (Simple step series) 江口弘芳著 海馬書房 2017.3 WW 100 //ガンカ

230 現代の眼科学 改訂第13版 吉田晃敏, 谷原秀信編集 金原出版 2018.2 WW 100 //ゲンダ

231 標準眼科学 第14版 (Standard textbook)
中澤満, 村上晶, 園田康平

編集/辻川明孝 [ほか] 執筆
医学書院 2018.12 WW 100 //ヒヨウ

232 眼科疾患ビジュアルブック 永本敏之 [ほか] 編集

学研メディカル秀潤社/

学研マーケティング (発

売)

2013.4 WW 140 //ガンカ

233 DMAT標準テキスト 改訂第2版

日本集団災害医学会DMAT

テキスト改訂版編集委員会

編集/日本救急医学会, 日本

救急看護学会編集協力

へるす出版 2015.3 WX 215 //DMA

234 教えて!ICU : 集中治療に強くなる Part2 早川桂, 清水敬樹著 羊土社 2013.3- WX 218 //オシエ//2

235
基礎看護学 : 実習に役立つ!国家試験に使える! : 中項目別に総ま

とめ : でる!でた!過去問題解説付101問
村中陽子編 PILAR PRESS 2018.9 WY 100 //キソカ

236 NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2018-2020
T. ヘザー・ハードマン編/

中木高夫訳
医学書院 2009-

WY 100.4 //NAN//2018-

2020

237
わかる!使える!バイタルサインフィジカルアセスメント (プチ

ナースBooks)
中村充浩著 照林社 2019.2 WY 100.4 //ワカル

238 スーパーバイズでお悩み解決!地域における支援困難事例15
吉岡京子編著/吉永陽子, 伊

波真理雄著
医学書院 2016.12 WY 106 //スパバ

239 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 WY 106 //ヒヨウ//3

240 基本からわかる看護疫学入門 第3版 大木秀一著 医歯薬出版 2017.12 WY 108 //キホン

241
在宅看護論 : 自分らしい生活の継続をめざして 改訂第2版 (看護

学テキストnice)
石垣和子, 上野まり編集 南江堂 2017.1 WY 115 //ザイタ

242
訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応 (Q&Aと事例でわ

かる訪問看護)
道又元裕編著 中央法規出版 2016.1 WY 115 //ホウモ

243 高度実践看護統合的アプローチ Ann B. Hamric [ほか著] へるす出版 2017.6 WY 128 //コウド

244 産業看護学 2018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//2018

245
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/

松岡千代, 深堀浩樹, 酒井

郁子監訳

ミネルヴァ書房 2018.5 WY 150 //カンゴ

246 基礎看護技術 (看護がみえる:v. 1) メディックメディア 2018.12 WY 150 //カンゴ//1

247 臨床看護技術 (看護がみえる:v. 2) メディックメディア 2018.12 WY 150 //カンゴ//2

248 根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術 第2版

任和子, 井川順子, 秋山智

弥編/京都大学医学部附属

病院看護部編集協力

医学書院 2017.10 WY 150 //コンキ

249 看護管理 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 看護の統合と実践:1) 吉田千文 [ほか] 編 メディカ出版 2018.1 WY 150 //ナシン

250 根拠と事故防止からみた老年看護技術 第2版 亀井智子編集 医学書院 2016.2 WY 152 //コンキ

251
認知症の看護ケア (精神科ナースのアセスメント&プランニング

books)

今井幸充, 金井とき江, 松

岡義明編集
中央法規出版 2018.7 WY 152 //ニンチ

252
老年看護 第2版 (パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージ

に沿った看護技術と看護の展開)
正木治恵編集 照林社 2017.5 WY 152 //ロウネ

253
老年看護学 : 実習に役立つ!国家試験に使える! : 中項目別に総ま

とめ
工藤綾子, 島田広美編著 PILAR PRESS 2018.11 WY 152 //ロウネ

254
看取りケアプラクティス×エビデンス : 今日から活かせる72の

エッセンス
宮下光令, 林ゑり子編集 南江堂 2018.2 WY 152.3 //ミトリ

255 ICU3年目ナースのノート 改訂増強版
道又元裕総監修/露木菜緒

監修・解説
日総研出版 2017.3 WY 154 //ICU

256 これならわかるICU看護 道又元裕編著 照林社 2018.4 WY 154 //コレナ

257 がん患者の症状まるわかりBOOK
田村和夫, 荒尾晴惠, 菅野

かおり編著
照林社 2018.7 WY 156 //ガンカ

258
患者の感情表出を促すNURSEを用いたコミュニケーションスキ

ル (がん看護実践ガイド. Practical guide series in cancer nursing)

国立がん研究センター東病

院看護部編集
医学書院 2015.11 WY 156 //カンジ

259 がん疼痛治療薬まるわかりBOOK
細矢美紀, 里見絵理子, 岡

本禎晃編著
照林社 2018.2 WY 156 //ガント

260
サバイバーを支える看護師が行うがんリハビリテーション (がん

看護実践ガイド. Practical guide series in cancer nursing)
矢ケ崎香編集 医学書院 2016.3 WY 156 //サバイ

261
女性性を支えるがん看護 (がん看護実践ガイド. Practical guide

series in cancer nursing)
鈴木久美編集 医学書院 2015.6 WY 156 //ジヨセ

262 ナースのためのやさしくわかるがん化学療法のケア 第2版 渡邉眞理, 坪井香編著 ナツメ社 2018.12 WY 156 //ナスノ

263
分子標的治療薬とケア (がん看護実践ガイド. Practical guide

series in cancer nursing)
遠藤久美, 本山清美編集 医学書院 2016.11 WY 156 //ブンシ

264 根拠と事故防止からみた母性看護技術 第2版
石村由利子編集/佐世正勝

編集協力
医学書院 2016.1 WY 157.3 //コンキ

265
実習に役立つ!国家試験に使える!母性看護学 : 小項目別に総まと

め
池田真弓 [ほか] 編著 PILAR PRESS 2018.4 WY 157.3 //ジツシ
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266 根拠と事故防止からみた小児看護技術 第2版 浅野みどり編集 医学書院 2016.2 WY 159 //コンキ

267 術後ケアとドレーン管理のすべて : オールカラー 竹末芳生, 藤野智子編集 照林社 2016.7 WY 161 //ジユツ

268
看護におけるクリティカルシンキング教育 : 良質の看護実践を生

み出す力
楠見孝, 津波古澄子著 医学書院 2017.9 WY 18 //カンゴ

269 必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2019 井上大輔編著
TECOM (発行)/医学評論

社 (発売)
2003.9- WY 18 //ラスパ//2019

270 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 WY 18.2 //カンゴ

271 看護師・看護学生のためのレビューブック 第20版 岡庭豊編集 メディックメディア 2018.3 WY 18.2 //カンゴ

272 看護師・看護学生のためのレビューブック 第20版 岡庭豊編集 メディックメディア 2018.3 WY 18.2 //カンゴ

273 看護師・看護学生のためのレビューブック 第20版 岡庭豊編集 メディックメディア 2018.3 WY 18.2 //カンゴ

274 看護師・看護学生のためのレビューブック 第20版 岡庭豊編集 メディックメディア 2018.3 WY 18.2 //カンゴ

275 看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2019
メヂカルフレンド社編集部

編
メヂカルフレンド社 2009.7- WY 18.2 //カンゴ//2019

276
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- WY 18.2 //カンゴ//2019

277
出題傾向がみえる看護の統合と実践 : 中項目にみた要点と解説付

過去問題集 2019年
守本とも子監修 PILAR PRESS 2018.6 WY 18.2 //カンゴ//2019

278
看護師国家試験対策出題傾向がみえる健康支援と社会保障制度 :

短期集中!完全制覇! 2019年
高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 2013.11- WY 18.2 //カンゴ//2019

279
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- WY 18.2 //カンゴ//2019

280
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- WY 18.2 //カンゴ//2019

281
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! 2019年

高橋ゆかり編著/柴田和恵

著
PILAR PRESS 2012.11- WY 18.2 //カンゴ//2019

282
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! 2019年

高橋ゆかり編著/片貝智恵

著
PILAR PRESS 2012.10- WY 18.2 //カンゴ//2019

283
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! 2019年

高橋ゆかり編著/古市清美

著
PILAR PRESS 2012.8- WY 18.2 //カンゴ//2019

284
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- WY 18.2 //カンゴ//2019

285
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! 2019年

高橋ゆかり編著/益子直紀

著
PILAR PRESS 2012.10- WY 18.2 //カンゴ//2019

286
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- WY 18.2 //カンゴ//2019

287 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2019(第19版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2000.10- WY 18.2 //クエス//2019

288 QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2019(第19版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2000.10- WY 18.2 //クエス//2019

289 Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2019(第14版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2005.11- WY 18.2 //クエス//2019

290
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 2019年版

『系統看護学講座』編集室

編集
医学書院 2016.4- WY 18.2 //ケイト//2019

291
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 2019年版

『系統看護学講座』編集室

編集
医学書院 2016.4- WY 18.2 //ケイト//2019

292
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 2019年版

『系統看護学講座』編集室

編集
医学書院 2016.4- WY 18.2 //ケイト//2019

293
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 2019年版

『系統看護学講座』編集室

編集
医学書院 2016.4- WY 18.2 //ケイト//2019

294
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 2019年

中村裕美編著/市川裕子, 植

村和江, 山崎淑恵著
PILAR PRESS 2018.12 WY 18.2 //シユツ//2019

295 助産師国試対策スキルアップブック 第3版 西基, 高橋茂樹編著 海馬書房 2018.10 WY 18.2 //ジヨサ

296 保健師国家試験問題集 2019年版
「標準保健師講座」編集室

編
医学書院 2016.4- WY 18.2 //ホケン//2019

297 黒田裕子の看護研究step by step 第5版 黒田裕子著 医学書院 2017.11 WY 20.5 //クロダ

298 よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 第3版
横山美江編著/大木秀一 [ほ

か] 著
医歯薬出版 2017.8 WY 20.5 //ヨクワ

299 在宅看護論 第5版 (系統看護学講座:統合分野)
河原加代子著者代表/秋山

正子 [ほか執筆]
医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

300 老年看護病態・疾患論 第5版 (系統看護学講座:専門分野 2) 鳥羽研二著者代表 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

301 家族看護学 (系統看護学講座:別巻) 上別府圭子著者代表 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

302
看護者が行う意思決定支援の技法30 : 患者の真のニーズ・価値

観を引き出すかかわり
川崎優子著 医学書院 2017.2 WY 87 //カンゴ

303
自己理解・対象理解を深めるプロセスレコード : プロセスレコー

ドが書ける、読める、評価できる本 第2版
長谷川雅美編著 日総研出版 2017.4 WY 87 //ジコリ

304
対人コミュニケーション入門 : 看護のパワーアップにつながる理

論と技術
渡部富栄著 ライフサポート社 2011.3 WY 87 //タイジ

305
Arthritis and allied conditions : a textbook of rheumatology 15th

ed. : electronic bk

edited by William J.

Koopman and Larry W.

Moreland

Lippincott Williams &

Wilkins
2005 電子ブック

306
Avery's diseases of the newborn 10th ed / [edited by] Christine A.

Gleason, Sandra E. Juul : electronic bk
Elsevier 2018 電子ブック

307
Community-based participatory research for health : advancing

social and health equity 3rd ed. : electronic bk

Nina Wallerstein, Bonnie

Duran, John G. Oetzel,

Meredith Minkler, editors

Jossey-Bass, A Wiley

brand
2017 電子ブック

308
FAQでわかりやすい!小児麻酔臨床実践ガイド 第2版 : electronic

bk
上園晶一, 木山秀哉編 総合医学社 2017.5 電子ブック

309
TEES[経外耳道的内視鏡下耳科手術]手技アトラス : 導入・基本

手技からアドバンスまで : electronic bk

欠畑誠治編集/二井一則イ

ラスト
中山書店 2018.6 電子ブック
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310
画像診断コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 第4版 : electronic

bk
百島祐貴著 医学教育出版社 2016.3 電子ブック

311 角膜,結膜 : electronic bk (眼科診療ビジュアルラーニング:1) 井上幸次編 中山書店 2017.6 電子ブック

312
看護学生のためのよくわかる大学での学び方 第2版 : electronic

bk

梶谷佳子, 河原宣子, 堀妙

子編集
金芳堂 2018.12 電子ブック

313
看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く

基本」「文章の組み立て」 第6版 : electronic bk
高谷修著 金芳堂 2017.1 電子ブック

314
看護学生のための疾患別看護過程 ナーシングプロセス 第2版 :

electronic bk 1 (看護学生のためのよくわかるBOOKs)

メヂカルフレンド社編集部

編
メヂカルフレンド社 2017.3 電子ブック

315
看護学生のための疾患別看護過程 ナーシングプロセス 第2版 :

electronic bk 2 (看護学生のためのよくわかるBOOKs)

メヂカルフレンド社編集部

編
メヂカルフレンド社 2017.3 電子ブック

316 看護師に役立つレポート・論文の書き方 第4版 : electronic bk 高谷修著 金芳堂 2016.9 電子ブック

317 教えて!ICU : 集中治療に強くなる [Part1] : electronic bk 早川桂, 清水敬樹著 羊土社 2013.2 電子ブック

318 教えて!ICU : 集中治療に強くなる Part3 : electronic bk 早川桂著 羊土社 2017.10 電子ブック

319
好きになる漢方医学 : 患者中心の全人的医療を目指して :

electronic bk (好きになるシリーズ)
喜多敏明著 講談社 2013.2 電子ブック

320
好きになる生化学 : 生体内で進み続ける化学反応 : electronic bk

(好きになるシリーズ)
田中越郎著 講談社 2012.3 電子ブック

321
好きになる病理学ミニノート : 楽しく覚えて、らくらく実力アッ

プ! : electronic bk (好きになるシリーズ)
早川欽哉, 関邦彦著 講談社 2011.10 電子ブック

322 消化器画像診断アトラス : electronic bk 小池智幸 [ほか] 編集 中山書店 2017.9 電子ブック

323
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

: electronic bk
岡元和文編著 総合医学社 2018.12 電子ブック

324
心臓外科手術と術後ケア術式別ポイントチェック : イラストでど

んな手術かよくわかる! : electronic bk
志水秀行編著 メディカ出版 2016.6 電子ブック

325
生体のしくみ標準テキスト : 新しい解剖生理 第2版 : electronic

bk
高松研, 堀内ふき監修

医学映像教育センター

(制作・発売)
2009.12 電子ブック

326 生命倫理のレポート・論文を書く : electronic bk 松原洋子, 伊吹友秀編 東京大学出版会 2018.4 電子ブック

327 点眼薬の選び方 : electronic bk 石岡みさき著 日本医事新報社 2018.4 電子ブック

328 脳神経外科グリーンノート : green note : electronic bk
宝金清博監修/寺坂俊介編

著
中外医学社 2015.10 電子ブック

329

泌尿器科診療に役立つガイドライン・ナビ : 臨床のエッセンスが

身につく!チーム医療・在宅医療にも役立つ! : electronic bk (Uro-

Lo : 泌尿器care&cure:別冊)

篠原信雄監修 メディカ出版 2017.11 電子ブック

330
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6版 : electronic bk
讃岐美智義著 羊土社 2018.3 電子ブック

331 免疫学の入門 第8版 : electronic bk 今西二郎著 金芳堂 2018.11 電子ブック

8 / 8 ページ


