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1 サーバントであれ : 奉仕して導く、リーダーの生き方

ロバート・K.グリー

ンリーフ著/野津智子

訳

英治出版 2016.2 H //サバン

2 On change management : hbk (HBR's 10 must reads)
Harvard Business

Review Press
c2011 HD //ONC

3
Our iceberg is melting : changing and succeeding under any conditions New edition :

hbk

by John Kotter and

Holger Rathgeber

with artwork by

Peter Mueller

Portfolio/Penguin 2005 HD //OUR

4 化学入門 第2版 (大学生のための基礎シリーズ:3) 下井守, 村田滋著 東京化学同人 2013.9 QD //カガク

5 生命科学の実験デザイン

G.D.ラクストン, N.コ

ルグレイヴ著/麻生一

枝, 南條郁子訳

名古屋大学出版会 2019.6 QD //セイメ

6 遺伝子 : 親密なる人類史 上
シッダールタ・ムカ

ジー著/田中文訳
早川書房 2018.2 QH 431 //イデン//1

7 遺伝子 : 親密なる人類史 下
シッダールタ・ムカ

ジー著/田中文訳
早川書房 2018.2 QH 431 //イデン//2

8 Essential cell biology 5th ed : pbk
Bruce Alberts ... [et

al.]

W.W. Norton &

Company
c2019 QH 581.2 //ESS

9 標準解剖学 (Standard textbook) 坂井建雄執筆 医学書院 2017.3 QS 4 //ヒヨウ

10 解剖学総論/運動器系 第3版 (プロメテウス : 解剖学アトラス)

Michael Schünke,

Erik Schulte, Udo

Schumacher著/足立

和隆 [ほか] 訳

医学書院 2017.1 QS 17 //プロメ

11 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/青山

裕彦 [ほか] 訳

医学書院 2020.2 QS 17 //プロメ

12 頭頸部/神経解剖 第3版 (プロメテウス : 解剖学アトラス:[3])

Michael Schünke,

Erik Schulte, Udo

Schumacher著/天野

修 [ほか] 訳

医学書院 2019.3 QS 17 //プロメ

13 ウィーター図説で学ぶ機能組織学

Barbara Young,

Geraldine O'Dowd,

Phillip Woodford著/

後藤薫, 和栗聡監訳

エルゼビア・ジャパ

ン
2018.7 QS 517 //ウイタ

14 N教授の生理学講義ノート 二宮治明著 日本医事新報社 2016.10 QT 104 //Nキヨ

15 標準生理学 第9版 (Standard textbook) 河合康明 [ほか] 編集 医学書院 2019.3 QT 180//ヒヨウ

16 標準生理学 第9版 (Standard textbook) 河合康明 [ほか] 編集 医学書院 2019.3 QT 180//ヒヨウ

17 休み時間の生化学 (休み時間シリーズ) 大西正健著 講談社 2010.12 QU 4 //ヤスミ

18 エピジェネティクス : 新しい生命像をえがく (岩波新書:新赤版 1484) 仲野徹著 岩波書店 2014.5 QU 450 //エピジ

19 基礎分子遺伝学・ゲノム科学 坂本順司著 裳華房 2018.9 QU 460 //キソブ

20 ゲノム : 生命情報システムとしての理解 第4版 T.A. ブラウン著

メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2018.9 QU 460 //ゲノム

21 Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics 13th ed

editor-in-chief,

Laurence L.

Brunton/editors,

Randa Hilal-Dandan,

Björn C. Knollmann

McGraw Hill Medical c2018 QV 4 //GOO

22 治療薬マニュアル 2020年版 菊池方利 [ほか] 編 医学書院 1990.1- QV 13 //チリヨ//2020

23 向精神薬がわかる!使える!答えられる! : Q&A付き 改訂第2版 吉尾隆著 南江堂 2019.11 QV 77.2 //コウセ

24 低用量経口避妊薬, 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬ガイドライン 2015年度版
日本産科婦人科学会

編集・監修
日本産科婦人科学会 2015.11 QV 177 //テイヨ

25 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 QV 250 //コウキ

26 知っておきたい毒の知識
海老原昭夫編著/山元

俊憲 [ほか] 執筆
薬事日報社 2001.2 QV 600 //シツテ

27 Drug information handbook 27th ed. (2018-2019) North American edition
Charles F.Lacy・・・

[et al.]
Lexi-Comp, Inc. c2018 QV 735 //DRU

28 今日の処方 改訂第6版
浦部晶夫, 島田和幸,

川合眞一総編集
南江堂 2019.3 QV 740 //コンニ

29 新小児薬用量 改訂第8版 岡明, 木津純子編集 診断と治療社 2018.4 QV 748 //シンシ

30 今日の治療薬 : 解説と便覧 2020年版(第42版)
水島裕, 宮本昭正 [共]

編著
南江堂 1977- QV 772 //コンニ//2020

31 Mims' medical microbiology and immunology 6th ed : [pbk.]
Richard V. Goering ...

[et al.]
Elsevier 2019 QW 4 //MIM

32 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

33 休み時間の微生物学 第2版 (休み時間シリーズ) 北元憲利著 講談社 2016.2 QW 4 //ヤスミ

34 好きになる免疫学 : 「私」が「私」であるしくみ 第2版 (好きになるシリーズ) 萩原清文著 講談社 2019.3 QW 504 //スキニ

35 ワクチン : 基礎から臨床まで
日本ワクチン学会編

集
朝倉書店 2018.10 QW 805 //ワクチ

36 標準臨床検査医学 第4版 (Standard textbook) 高木康, 山田俊幸編 医学書院 2013.1 QY 4 //ヒヨウ

37 標準臨床検査医学 第4版 (Standard textbook) 高木康, 山田俊幸編 医学書院 2013.1 QY 4 //ヒヨウ
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38 実験動物の感染症と微生物モニタリング 日本実験動物協会編
アドスリー/丸善出版

(発売)
2015.4 QY 50 //ジッケ

39 血液検査技術教本 第2版 (JAMT技術教本シリーズ)
日本臨床衛生検査技

師会監修
丸善出版 2019.12 QY 400 //ケツエ

40 誰も教えてくれなかった血算の読み方・考え方 岡田定著 医学書院 2011.4 QY 400 //ダレモ

41 「あまり」病気をしない暮らし 仲野徹著 晶文社 2018.12 QZ 4 //アマリ

42 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 QZ 4 //ヒヨウ

43 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 QZ 4 //ヒヨウ

44 新遺伝医学やさしい系統講義19講
櫻井晃洋, 古庄知己編

集

メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2019.9 QZ 50 //シンイ

45 ハマー&マクフィー疾患の病態生理 : 臨床医学入門 (Lange textbookシリーズ)

Gary D.Hammer,

Stephen J.McPhee

[著]/國分眞一朗, 中山

智祥監訳

丸善出版 2019.6 QZ 140 //ハマー

46 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 QZ 140 //リンシ

47 がん生物学イラストレイテッド 第2版
渋谷正史, 湯浅保仁編

集
羊土社 2019.9 QZ 200 //ガンセ

48 新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために 改訂第5版
日本臨床腫瘍学会編

集
南江堂 2018.7 QZ 200 //シンリ

49 読んで見てわかる免疫腫瘍学 岡三喜男著 中外医学社 2017.4 QZ 200 //ヨンデ

50
がん化学療法レジメンハンドブック : 治療現場で活かせる知識・注意点から服薬指導・副

作用対策まで 改訂第6版

遠藤一司, 加藤裕芳,

松井礼子編集
羊土社 2019.3 QZ 267 //ガン カ

51 インベスターZ 19 (モーニングKC) 三田紀房著 講談社 2017.8 QZ 269 //インベ//19

52 がん重粒子線治療のナゾ : 身近になる新標準治療 川口恭著 ロハスメディア 2015.11 QZ 269 //ガンジ

53
ここまできた重粒子線がん治療 : がん病巣をピンポイントで攻撃しかも副作用が少ない最

先端治療のいま

辻井博彦監修・著 :

鎌田正著
産学社 2017.5 QZ 269 //ココマ

54
エンジニアリングシステムズ : 複雑な技術社会において人間のニーズを満たす (シリーズ

Engineering Systems)

オリヴィエ・L・デ・

ヴェック, ダニエル・

ルース, クリスト

ファー・L・マギー著

/神武直彦, 白坂成功,

冨田順子訳

慶應義塾大学出版会 2014.2 TA //エンジ

55 隠喩としての病い/エイズとその隠喩 (始まりの本)
スーザン・ソンタグ

[著]/富山太佳夫訳
みすず書房 2012.9 W 9 //インユ

56 他者の苦痛へのまなざし
スーザン・ソンタグ

[著]/北條文緒訳
みすず書房 2003.7 W 9 //タシヤ

57 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 W 18 //CBT

58 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 W 18 //CBT

59 First aid cases for the USMLE step 1 4th ed
Tao Le, Richard A.

Giovane
McGraw-Hill Medical c2019 W 18 //FIR

60 First aid for the USMLE step 1 2020 Tao Le ... [et al.]
McGraw-Hill

Education
c2020 W 18 //FIR//1

61 USMLE step 1 Qbook 9th ed : pbk Kaplan Publishing c2019 W 18 //USM

62 Year note 内科・外科等編 2021(第30版)
国試対策問題編集委

員会編
Medic Media 1993- W 18 //YEA//2021

63 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//2021

64 Quick reference for resident [2020](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//2021

65 内科系専門医試験Quick check [2021](第18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//2021

66
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 2020-2021(第10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//2021

67 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 W 18.2 //QUE//2020

68 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 W 18.2 //QUE//2020

69 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 W 18.2 //QUE//2020

70 消化管 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

71 肝・胆・膵 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

72 循環器 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

73 代謝・内分泌 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021
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74 腎・泌尿器 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

75 免疫・膠原病 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

76 血液 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

77 感染症 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

78 呼吸器 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

79 神経 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

80
中毒, 救急, 麻酔科, 医学総論 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

81 小児科 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

82 小児科 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

83 婦人科・乳腺外科 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

84 産科 2021(第30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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

85 眼科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

86 耳鼻咽喉科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

87 整形外科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

88 精神科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

89 皮膚科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

90 泌尿器科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

91 放射線科 2021(第19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 2020.2 W 18.2 //QUE//2021

92 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- W 18.2 //イシコ//113

93 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- W 18.2 //イシコ//113

94 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- W 18.2 //イシコ//113

95 地域包括ケアのすすめ : 在宅医療推進のための多職種連携の試み
東京大学高齢社会総

合研究機構編
東京大学出版会 2014.4 W 84.5 //チイキ

96
患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・プランニング : 医療・介護・福祉・地域みんな

で支える意思決定のための実践ガイド
角田ますみ編著 メヂカルフレンド社 2019.6 W 85 //カンジ

97 医療政策を問いなおす : 国民皆保険の将来 (ちくま新書:1155) 島崎謙治著 筑摩書房 2015.11 W 275 //イリヨ

98
ソーシャル・キャピタルを活かした社会的孤立への支援 : ソーシャルワーク実践を通して

(現場から福祉の課題を考える)

牧田満知子, 立花直樹

編著
ミネルヴァ書房 2017.3 WA 31 //ソシヤ

99 NEW予防医学・公衆衛生学 改訂第4版 (Nankodo's essential well-advanced series) 小泉昭夫 [ほか] 編集 南江堂 2018.11 WA 100 //NEW

100 公衆衛生マニュアル 37版 (2019年版)
柳川洋, 中村好一編集

/柳川洋 [ほか] 執筆
南山堂 2019.4 WA 100 //コウシ//2019

101 公衆衛生がみえる2020-2021 第4版
医療情報科学研究所

編集
Medic Media 2020.3 WA 100 //コウシ//2020

102 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- WA 100 //シンプ//2019

103 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 WA 105 //ハジメ

104 消毒と滅菌のガイドライン 第4版
大久保憲, 尾家重治,

金光敬二編集
へるす出版 2020.2 WA 240 //シヨウ

105 生涯人間発達論 : 人間への深い理解と愛情を育むために 第3版 服部祥子著 医学書院 2020.2 WA 300 //シヨウ

106 ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援 高橋睦子著 かもがわ出版 2015.12 WA 310 //ネウボ

107 日本子ども資料年鑑 2019
日本総合愛育研究所

編
中央出版 1988- WA 320 //ニホン//2019

108 健康行動学 : その理論、研究、実践の最新動向

Karen Glanz,

Barbara K. Rimer, K.

Viswanath編/木原雅

子, 加治正行, 木原正

博訳

メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2018.7 WA 590 //ケンコ

109 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 WA 590 //ケンコ

110 行動変容を促すヘルス・コミュニケーション : 根拠に基づく健康情報の伝え方 初版
C.エイブラハム, M.

クールズ編
北大路書房 2018.8 WA 590 //コウド

111
ヘルスリテラシーとは何か? : 21世紀のグローバル・チャレンジ (21世紀の健康戦略シ

リーズ:7)

ドン・ナットビーム,

イローナ・キック

ブッシュ著/島内憲夫

編訳/大久保菜穂子,

鈴木美奈子訳

垣内出版 2017.7 WA 590 //ヘルス
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112 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 新谷歩著 講談社
2016.3-

2017.5
WA 950 //ミンナ

113 みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完全マスター! 多変量解析編 新谷歩著 講談社
2016.3-

2017.5
WA 950 //ミンナ

114 BLS : 写真と動画でわかる一次救命処置 改訂第3版 小林正直, 石見拓監修
学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発売)
2017.2 WB 105 //BLS

115 写真と動画でわかる二次救命処置 改訂第3版 小林正直, 石見拓監修
学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発売)
2017.4 WB 105 //シヤシ

116 内科レジデントの鉄則 第3版

聖路加国際病院内科

チーフレジデント編/

森信好責任編集/池田

行彦, 孫楽, 羽田佑執

筆

医学書院 2018.4 WB 115 //ナイカ

117 「誤診」はなくせるのか? : 実践知としての診断エラー学の世界
Pat Croskerry [ほか

著]
医学書院 2019.12 WB 141 //ゴシン

118 卒後15年目総合内科医の診断術ver.2 石井義洋著 中外医学社 2019.5 WB 141 //ソツゴ

119 今日の治療指針 : 私はこう治療している ポケット判 2020年版
日野原重明, 阿部正和

監修
医学書院 1990.5- WB 300 //コンニ//2020

120 非がん患者の緩和ケア : これからはじめる 松田能宣, 山口崇編集 じほう 2020.3 WB 310 //コレカ

121 死を生きた人びと : 訪問診療医と355人の患者 小堀鷗一郎 [著] みすず書房 2018.5 WB 310 //シオイ

122 ねころんで読める新しいリハビリ : 内部障害リハビリテーションの驚くべき効果 第1版 上月正博著 メディカ出版 2018.7 WB 320 //ネコロ

123 輸液・栄養療法もち歩きBOOK 伊東明彦著 南江堂 2019.10 WB 354 //ユエキ

124 これだけ!知っておきたいこどもの感染症10×3 山本啓央, 加藤宏樹著 日本医事新報社 2018.4 WC 100 //コレダ

125 小児感染症の診かた・考えかた 上山伸也著 医学書院 2018.11 WC 100 //シヨウ

126 グローバル時代のウイルス感染症 西條政幸編著 日本医事新報社 2019.1 WC 500 //ウイル

127 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

128 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

129 標準整形外科学 第14版 (Standard textbook)

井樋栄二, 吉川秀樹,

津村弘, 田中栄, 高木

理彰編集

医学書院 2020.1 WE 168 //ヒヨウ

130 標準整形外科学 第14版 (Standard textbook)

井樋栄二, 吉川秀樹,

津村弘, 田中栄, 高木

理彰編集

医学書院 2020.1 WE 168 //ヒヨウ

131 骨腫瘍 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
野島孝之, 小田義直編

集
文光堂 2016.5 WE 258 //コツシ

132 長引く腰痛はこうして治せ! : 患者の痛みから見えてくる腰痛の見極め方 村上栄一編著 日本医事新報社 2020.2 WE 755 //ナガビ

133 手の先天異常 : congenital hand differences : 発生機序から臨床像,治療まで 荻野利彦著 医学書院 2016.10 WE 800 //テノセ

134 呼吸器 (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 2011.6 WF 100 //イメカ

135 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

136 レジデントのための呼吸器診療最適解 : ケースで読み解く考えかた・進めかた 中島啓著 医学書院 2020.1 WF 140 //レジデ

137 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/岡田

文人, 小野麻美画像担

当編集

南江堂 2018.12 WF 141 //CT パ

138 抗酸菌検査ガイド 2020

日本結核病学会抗酸

菌検査法検討委員会

編集

南江堂 2016.4- WF 200 //コウサ//2020

139 肺癌 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
深山正久, 野口雅之,

松野吉宏編集
文光堂 2014.11 WF 658 //ハイガ

140 縦隔腫瘍・胸膜腫瘍 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
深山正久, 野口雅之,

松野吉宏編集
文光堂 2014.4 WF 900 //ジユウ

141 胸部X線カゲヨミ : 「異常陰影なし」と言い切るために 中島幹男著 羊土社 2019.4 WF 975 //キヨウ

142 こんなときどうするペースメーカプログラミングのキモ! 五関善成著 メジカルビュー社 2019.7 WG 26 //コンナ

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

144 救急心電図ただいま診断中! 布施淳著 中外医学社 2018.9 WG 141 //キユウ

145 Dr.岩倉の心エコー塾 : 治療に直結する考えかたと見かた 岩倉克臣著 羊土社 2019.4 WG 141.5 //DRイ

146 CPX・運動療法ハンドブック : 心臓リハビリテーションのリアルワールド 改訂4版 安達仁編著 中外医学社 2019.7 WG 200 //CPX

147 国循心臓リハビリテーション実践マニュアル 後藤葉一編著 メディカ出版 2017.8 WG 200 //コクジ

148 眼でみる実践心臓リハビリテーション 改訂4版 安達仁編著 中外医学社 2017.3 WG 200 //メデミ

149 高血圧治療ガイドライン 2019年版

日本高血圧学会高血

圧治療ガイドライン

作成委員会編

日本高血圧学会 2000.6- WG 340 //コウケ

150 Wintrobe's clinical hematology 14th ed. / editors, John P. Greer ... [et al.] Wolters Kluwer c2019 WH 100 //WIN

151 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 WH 100 //イメカ

152 イラストで理解するみんなの血液内科学 渡邉純一著 中外医学社 2018.8 WH 100 //イラス

153 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

154 よくわかる血液内科 萩原將太郎執筆 医学書院 2018.1 WH 100 //ヨクワ

155 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- WH 120 //ケツエ//2020



平成31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

156
むかしの頭で診ていませんか?膠原病診療をスッキリまとめました : リウマチ, アレルギー

も載ってます!
三村俊英編集 南江堂 2019.10 WH 120 //ムカシ

157 WHO血液腫瘍分類 : WHO分類2017をうまく活用するために 改訂版 直江知樹 [ほか] 編 医薬ジャーナル社 2018.10 WH 525 //WHO

158 消化管 第1版 (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 2013.11 WI 100 //イメカ

159 消化器疾患の臨床分類 : 一目でわかる分類95と内視鏡アトラス 改訂版 長浜隆司 [ほか] 編 羊土社 2014.9 WI 140 //シヨウ

160 胃癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
深山正久, 大倉康男編

集
文光堂 2015.10 WI 320 //イガン

161 なぜ?どうする?がわかる!便秘症の診かたと治しかた 中島淳編集 南江堂 2019.12 WI 409 //ナゼ ド

162 大腸癌治療ガイドライン : 医師用 2019年版 大腸癌研究会編 金原出版 2005.7- WI 529 //ダイチ

163 肝・胆・膵 (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 2016.1 WI 700 //イメカ

164 急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン2018 : TG18新基準掲載 第3版 高田忠敬編 医学図書出版 2018.9 WI 750 //キユウ

165 急性腹症の早期診断 : 病歴と身体所見による診断技能をみがく 第2版
ウィリアム・サイレ

ン著/小関一英監訳

メディカル・サイエ

ンス・インターナ

ショナル

2012.11 WI 900 //キユウ

166 腎・泌尿器 第3版 (病気がみえる:v. 8)
医療情報科学研究所

編
Medic Media 2019.10 WJ 100 //ジンヒ

167 腎・泌尿器 第3版 (病気がみえる:v. 8)
医療情報科学研究所

編
Medic Media 2019.10 WJ 100 //ジンヒ

168 エンドウロロジー (Urologic surgery next:3)
山本新吾担当編集委

員
メジカルビュー社 2018.10 WJ 168 //エンド

169 オープンサージャリー (Urologic surgery next:4)
土谷順彦担当編集委

員
メジカルビュー社 2019.4 WJ 168 //オープ

170 尿路変向・再建術 (Urologic surgery next:5)
荒井陽一担当編集委

員
メジカルビュー社 2019.10 WJ 168 //ニヨウ

171 尿失禁・女性泌尿器科手術 (Urologic surgery next:6) 高橋悟担当編集委員 メジカルビュー社 2020.4 WJ 168 //ニヨウ

172 腹腔鏡手術 (Urologic surgery next:1)
荒井陽一担当編集委

員
メジカルビュー社 2018.4 WJ 168 //フクク

173 ロボット支援手術 (Urologic surgery next:2)

土谷順彦担当編集委

員/荒井陽一 [ほか] 編

集委員

メジカルビュー社 2018.4 WJ 168 //ロボツ

174 腎臓 (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 2012.5 WJ 300 //イメカ

175 むかしの頭で診ていませんか?腎臓・高血圧診療をスッキリまとめました 長田太助編集 南江堂 2019.6 WJ 300 //ムカシ

176 内分泌・代謝 (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 2017.12 WK 100 //イメカ

177 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 WK 100 //トウニ

178 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 WK 100 //トウニ

179 内分泌機能検査実施マニュアル 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,

肥塚直美編集
診断と治療社 2019.5 WK 100 //ナイブ

180 Net・下垂体・副甲状腺・副腎 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
笹野公伸, 亀山香織編

集
文光堂 2017.4 WK 140 //NET

181 ここが知りたい!内分泌疾患診療ハンドブック 2版
龍野一郎, 橋本尚武,

岩岡秀明編著
中外医学社 2018.4 WK 140 //ナイブ

182 糖尿病診療ハンドブック : ここが知りたい! Ver.4
岩岡秀明, 栗林伸一編

著
中外医学社 2019.3 WK 810 //トウニ

183 糖尿病療養指導ガイドブック : 糖尿病療養指導士の学習目標と課題 2019

日本糖尿病療養指導

士認定機構日本糖尿

病療養指導士認定ガ

イドブック編集委員

会編集

日本糖尿病療養指導

士認定機構/メディカ

ルレビュー社 (制作・

発売)

2010.8- WK 810 //トウニ

184 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- WK 810 //トウニ//2019

185 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

186 臨床神経病理学 : 基礎と臨床 水谷俊雄著 西村書店 2013.11 WL 100 //リンシ

187 神経内科疾患の画像診断 第2版 柳下章著
学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発売)
2019.4 WL 141 //シンケ

188

脳脊髄液漏出症診療指針 : 関連8学会(日本脊髄障害医学会,日本脊椎脊髄病学会,日本脊髄

外科学会,日本脳神経外傷学会,日本頭痛学会,日本神経学会,日本整形外科学会,日本脳神経

外科学会)合同

国立研究開発法人日

本医療研究開発機構

障害者対策総合研究

開発事業脳脊髄液減

少症の非典型例及び

小児例の診断・治療

法開拓に関する研究

班編集

中外医学社 2019.12 WL 203 //ノウセ

189 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 WL 354 //トウブ

190 マスター脳卒中学 : 最前線医療の現場からリハビリテーションまで
田川皓一, 橋本洋一郎,

稲富雄一郎編集
西村書店 2019.2 WL 356 //マスタ
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191 脳腫瘍 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
小森隆司, 廣瀬隆則編

集
文光堂 2017.6 WL 358 //ノウシ

192 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

193 てんかん症候群 : 乳幼児・小児・青年期のてんかん学

M. Bureau [ほか] 編

集/P. Thomas, M.

Bureau, P. Gentonビ

デオ編集

中山書店 2014.6 WL 385 //テンカ

194 居るのはつらいよ : ケアとセラピーについての覚書 (シリーズケアをひらく) 東畑開人著 医学書院 2019.2 WM 75 //イルノ

195 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

196 精神科 第2版 (シリーズまとめてみた) 天沢ヒロ著 医学書院 2019.4 WM 100 //マトメ

197 あなたの心配ごとを話しましょう : 響きあう対話の世界へ

トム・エーリク・

アーンキル, エサ・

エーリクソン著/高橋

睦子訳

日本評論社 2018.7 WM 203 //アナタ

198 オープンダイアローグとは何か 斎藤環著+訳 医学書院 2015.7 WM 203 //オプン

199 オープンダイアローグを実践する
ヤーコ・セイックラ

[ほか] シンポジスト
日本評論社 2016.9 WM 203 //オプン

200 ケーキの切れない非行少年たち (新潮新書:820) 宮口幸治著 新潮社 2019.7 WM 450 //ケーキ

201 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 WN 180 //PTO

202 押さえておきたい臨床・画像分類
青木茂樹編著/陣崎雅

弘編著

学研メディカル秀潤

社/学研プラス(発売)
2018.9 WN 180 //オサエ

203 超音波ガイドEVT : 体表面エコー,IVUSの徹底活用で手技成功に導く 平野敬典編集 メジカルビュー社 2020.3 WN 208 //チヨウ

204 やさしくわかる放射線治療学
日本放射線腫瘍学会

監修

学研メディカル秀潤

社/学研プラス (発売)
2018.10 WN 250 //ヤサシ

205 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

206 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

207 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

208 標準小児外科学 第7版 (Standard textbook)
上野滋, 仁尾正記, 奥

山宏臣編集
医学書院 2017.2 WO 925 //ヒヨウ

209 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

210 産婦人科の画像診断 田中優美子著 金原出版 2014.4 WP 141 //サンフ

211 患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン 第2版
日本婦人科腫瘍学会

編集
金原出版 2016.4 WP 458 //カンジ

212 子宮体癌 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
森谷卓也, 柳井広之編

集
文光堂 2014.11 WP 458 //シキユ

213 子宮頸癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス)
安田政実, 三上芳喜編

集
文光堂 2018.5 WP 480 //シキユ

214 乳癌 第2版 (腫瘍病理鑑別診断アトラス) 森谷卓也, 津田均編集 文光堂 2016.5 WP 870 //ニユウ

215 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

216 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4版
北川眞理子, 内山和美

編集
南江堂 2019.3 WQ 160 //コンニ

217 マタニティ診断ガイドブック 第5版

日本助産診断・実践

研究会編/青木康子

[ほか] 執筆

医学書院 2015.12 WQ 165 //マタニ

218 赤ちゃんが生まれる : photo book

北村邦夫監修/WILL

こども知育研究所編

著

金の星社 2007.3 WQ 200 //アカチ

219 妊婦の糖代謝異常診療・管理マニュアル 改訂第2版
日本糖尿病・妊娠学

会編集
メジカルビュー社 2018.12 WQ 248 //ニンプ

220 標準皮膚科学 第11版 (Standard textbook)
照井正, 石河晃編集/

岩月啓氏 [ほか] 執筆
医学書院 2020.2 WR 100 //ヒヨウ

221 標準皮膚科学 第11版 (Standard textbook)
照井正, 石河晃編集/

岩月啓氏 [ほか] 執筆
医学書院 2020.2 WR 100 //ヒヨウ

222 皮膚疾患最新の治療 2019-2020 西山茂夫 [ほか] 編集 南江堂 1987.1- WR 650 //ヒフシ//2019

223 みんなの皮膚外用薬 常深祐一郎編 南江堂 2019.10 WR 650 //ミンナ

224 Nelson textbook of pediatrics 21st ed. v. 1
[edited by] Robert

M. Kliegman ... [et
Elsevier c2020 WS 100 //NEL//1

225 Nelson textbook of pediatrics 21st ed. v. 2
[edited by] Robert

M. Kliegman ... [et
Elsevier c2020 WS 100 //NEL//2

226 子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 多田羅竜平著 金芳堂 2016.12 WS 220 //コドモ

227 発達が気になる幼児の親面接 : 支援者のためのガイドブック
井上雅彦, 原口英之,

石坂美和著
金子書房 2019.6 WS 350.6 //ハツタ

228
KPUM小児ICUマニュアル /京都府立医科大学麻酔科学教室, 京都府立医科大学附属病院

集中治療部編集 改訂第7版
永井書店 2017.8 WS 366 //KPU

229 新生児学入門 第5版 仁志田博司編集 医学書院 2018.11 WS 420 //シンセ
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230 栄養・運動で予防するサルコペニア 新版
葛谷雅文, 雨海照祥編

集
医歯薬出版 2018.6 WT 104 //エイヨ

231 ねころんで読める認知症診療 : 「もの忘れ外来」免許皆伝 奥村歩著 メディカ出版 2018.10 WT 155 //ネコロ

232
ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えた

い遺言

長谷川和夫, 猪熊律子

著
KADOKAWA 2019.12 WT 155 //ボクハ

233 SUCCESS耳鼻咽喉科 第2版
野中学, 大塚康司, 渡

邊荘編集
金原出版 2017.4 WV 100 //SUC

234 今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科治療指針 第4版 大森孝一 [ほか] 編集 医学書院 2018.6 WV 100 //コンニ

235 眼科 (病気がみえる:v. 12)
医療情報科学研究所

編
Medic Media 2019.6 WW 100 //ガンカ

236 眼科 (病気がみえる:v. 12)
医療情報科学研究所

編
Medic Media 2019.6 WW 100 //ガンカ

237 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

238
The Wills eye manual : office and emergency room diagnosis and treatment of eye

disease 7th ed : pbk

text editors, Nika

Bagheri, Brynn N.

Wajda/multimedia

editors, Charles M.

Calvo, Alia K.

Durran/founding

editors, Mark A.

Friedberg,

Christopher J.

Rapuano

Wolters Kluwer c2017 WW 18.2 //WIL

239 網膜診療クローズアップ 改訂第2版 柳靖雄著 メジカルビュー社 2018.3 WW 270 //モウマ

240 みんなで解決!病棟のギモン : 研修医のリアルな質問に答えます
吉野鉄大, 宇野俊介編

集
羊土社 2020.3 WX 158 //ミンナ

241 組織変革マネジメントへの招待 : 抵抗の除去とチーム医療の活用

松田陽一編著/山本智

子, 川上佐智子, 大月

説子著

岡山大学出版会 2014.3 WX 162.5 //ソシキ

242 基礎から学ぶ医療関連感染対策 : 標準予防策からサーベイランスまで 改訂第3版 坂本史衣著 南江堂 2019.2 WX 167 //キソカ

243 ICU/CCUの薬の考え方, 使い方 ver.2 2版 大野博司著 中外医学社 2016.1 WX 218 //ICU

244 看護学概論 第17版 (系統看護学講座:専門分野 1. 基礎看護学:1) 茂野香おる著者代表 医学書院 2020.1 WY 5 //ケイト

245 基礎看護技術 第17版 1 (系統看護学講座:専門分野:1. 基礎看護学:2) 茂野香おる著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

246 基礎看護技術 第17版 2 (系統看護学講座:専門分野:1. 基礎看護学:3) 有田清子 [ほか著] 医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

247 成人看護学総論 第15版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:1) 小松浩子 [ほか] 著 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

248 呼吸器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:2) 川村雅文著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

249 循環器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:3) 吉田俊子著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

250 血液・造血器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:4) 飯野京子著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

251 消化器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:5) 南川雅子著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

252 内分泌・代謝 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:6) 吉岡成人著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

253 脳・神経 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:7) 井手隆文著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

254 腎・泌尿器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:8) 大東貴志著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

255 女性生殖器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:9) 末岡浩著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

256 運動器 第15版 (系統看護学講座:専門分野:2. 成人看護学:10) 田中栄著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

257 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 WY 5 //ケイト

258 皮膚 第15版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:12) 渡辺晋一著者代表 医学書院 2020.1 WY 5 //ケイト

259 眼 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:13) 大鹿哲郎, 平井明美著 医学書院 2020.1 WY 5 //ケイト

260 耳鼻咽喉 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:14) 小松浩子 [ほか著] 医学書院 2020.1 WY 5 //ケイト

261 歯・口腔 第14版 (系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:15) 渋谷絹子 [ほか] 著 医学書院 2020.1 WY 5 //ケイト

262 老年看護学 第9版 (系統看護学講座:専門分野2) 北川公子著者代表 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

263 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 WY 5 //ケイト

264 小児臨床看護各論 第14版 (系統看護学講座:専門分野:2. 小児看護学:2) 奈良間美保著者代表 医学書院 2020.1 WY 5 //ケイト

265 精神看護の基礎 第5版 (系統看護学講座:専門分野:2. 精神看護学:1) 武井麻子著者代表 医学書院 2017.2 WY 5 //ケイト

266 精神看護の展開 第5版 (系統看護学講座:専門分野:2. 精神看護学:2) 武井麻子著者代表 医学書院 2017.2 WY 5 //ケイト

267 看護管理 第10版 (系統看護学講座:統合分野. 看護の統合と実践:1) 上泉和子 [ほか著] 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

268 医療安全 第4版 (系統看護学講座:統合分野. 看護の統合と実践:2) 川村治子著 医学書院 2018.2 WY 5 //ケイト

269 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/浦田喜

久子 [ほか] 執筆
医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

270 解剖生理学 第10版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 人体の構造と機能:1)
坂井建雄, 岡田隆夫

[著]
医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

271 生化学 第14版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 人体の構造と機能:2) 畠山鎮次著者代表 医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

272 栄養学 第13版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 人体の構造と機能:3) 中村丁次著者代表 医学書院 2020.2 WY 5 //ケイト

273 薬理学 第14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:3) 吉岡充弘 [ほか著] 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

274 微生物学 第13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:4) 南嶋洋一 [ほか著] 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

275 公衆衛生 第14版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:2) 神馬征峰著者代表 医学書院 2019.2 WY 5 //ケイト

276 社会保障・社会福祉 第20版 (系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:3) 福田素生著者代表 医学書院 2019.2 WY 5 //ケイト

277 化学 第7版 (系統看護学講座:基礎分野) 奈良雅之著 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

278 生物学 第10版 (系統看護学講座:基礎分野)
高畑雅一, 増田隆一,

北田一博 [著]
医学書院 2019.2 WY 5 //ケイト

279 心理学 第6版 (系統看護学講座:基礎分野) 山村豊, 高橋一公 [著] 医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

280 人間関係論 第3版 (系統看護学講座:基礎分野) 石川ひろの [ほか著] 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト



平成31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

281 臨床外科看護総論 第11版 (系統看護学講座:別巻)
矢永勝彦, 高橋則子編

/矢永勝彦 [ほか] 執筆
医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

282 臨床外科看護各論 第9版 (系統看護学講座:別巻)
北島政樹, 江川幸二編

/朝本俊司 [ほか] 執筆
医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

283 救急看護学 第6版 (系統看護学講座:別巻) 山勢博彰著者代表 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

284 がん看護学 第2版 (系統看護学講座:別巻) 小松浩子著者代表 医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

285 緩和ケア 第3版 (系統看護学講座:別巻)
恒藤暁, 田村恵子編/

新幡智子 [ほか] 執筆
医学書院 2020.2 WY 5 //ケイト

286 栄養食事療法 第4版 (系統看護学講座:別巻) 中村丁次著者代表 医学書院 2020.2 WY 5 //ケイト

287 臨床検査 第8版 (系統看護学講座:別巻||ベッカン)

奈良信雄, 和田隆志編

集/荒木昭博 [ほか] 執

筆

医学書院 2019.1 WY 5 //ケイト

288 臨床薬理学 (系統看護学講座:別巻)
井上智子, 窪田哲朗編

/井上智子 [ほか] 執筆
医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

289 看護倫理 第2版 (系統看護学講座:別巻) 宮坂道夫著者代表 医学書院 2018.1 WY 5 //ケイト

290 看護情報学 第2版 (系統看護学講座:別巻) 中山和弘著者代表 医学書院 2017.1 WY 5 //ケイト

291
看護教育学研究 : 発見・創造・証明の過程 : 実践・教育の質向上を目指す研究の方法論 第

3版
舟島なをみ著 医学書院 2018.9 WY 18 //カンゴ

292 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- WY 18 //カンゴ//2020

293 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- WY 18 //カンゴ//2020

294 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- WY 18 //カンゴ//2020

295 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- WY 18 //カンゴ//2020

296 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)/医学

評論社 (発売)
2003.9- WY 18 //ラスパ//2020

297 看護初年度コレダケ : 生物,数学,物理,化学,ことば 医療情報科学研究所 メディックメディア 2020.3 WY 18.2 //カンゴ

298 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 WY 18.2 //カンゴ

299 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 WY 18.2 //カンゴ

300 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 WY 18.2 //カンゴ

301 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 WY 18.2 //カンゴ

302 看護師・看護学生のためのレビューブック 第22版 2021 岡庭豊編集 メディックメディア 2020.3 WY 18.2 //カンゴ

303 看護師・看護学生のためのレビューブック 第22版 2021 岡庭豊編集 メディックメディア 2020.3 WY 18.2 //カンゴ

304 看護師・看護学生のためのレビューブック 第22版 2021 岡庭豊編集 メディックメディア 2020.3 WY 18.2 //カンゴ

305 看護師・看護学生のためのレビューブック 第22版 2021 岡庭豊編集 メディックメディア 2020.3 WY 18.2 //カンゴ

306 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- WY 18.2 //カンゴ//2020

307 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- WY 18.2 //カンゴ//2020

308 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- WY 18.2 //カンゴ//2020

309 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! 2020年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 2012.12- WY 18.2 //カンゴ//2020

310 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! 2020年 高橋ゆかり編著 PILAR PRESS 2012.9- WY 18.2 //カンゴ//2020

311 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- WY 18.2 //カンゴ//2020

312 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- WY 18.2 //クエス//2020

313 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- WY 18.2 //クエス//2020

314 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- WY 18.2 //クエス//2020

315 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- WY 18.2 //クエス//2020

316 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- WY 18.2 //ケイト//2020

317 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- WY 18.2 //ケイト//2020

318 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- WY 18.2 //ケイト//2020

319 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- WY 18.2 //ケイト//2020

320 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/市川裕

子, 植村和江, 山崎淑

恵著

PILAR PRESS 2018.12 WY 18.2 //シユツ//2020

321
人体の構造と機能 : 実習に役立つ!国家試験に使える! : 中項目別に総まとめ : イラストで

わかりやすく解説
中村裕美編著 Pilar Press 2019.7 WY 18.2 //ジンタ

322 解いて、わかる!覚えて合格!基礎看護学問題集 : 看護師国家試験対策 2020年 中村裕美監修 PILAR PRESS 2019.10 WY 18.2 //トイテ//2020

323 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 WY 18.2 //トイテ//2020

324 解いて、わかる!覚えて合格!精神看護学問題集 : 看護師国家試験対策 2020年 田中留伊編著 PILAR PRESS 2019.11 WY 18.2 //トイテ//2020

325 解いて、わかる!覚えて合格!必修問題問題集 : 看護師国家試験対策 2020年 松浦純平編著 PILAR PRESS 2019.10 WY 18.2 //トイテ//2020

326 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 WY 18.2 //トイテ//2020
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327 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- WY 18.2 //ホケン//2020

328 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- WY 18.2 //ホケン//2020

329 医療安全ワークブック 第4版 川村治子著 医学書院 2018.11 WY 44 //イリヨ

330 看護のための生命倫理 改訂版 小林亜津子著 ナカニシヤ出版 2010.10 WY 85 //カンゴ

331 摘便とお花見 : 看護の語りの現象学 (シリーズケアをひらく) 村上靖彦著 医学書院 2013.8 WY 87 //テキベ

332 運動/感覚・認知/性・生殖機能障害 (機能障害からみる看護過程:3)
高島尚美 [ほか] 編集/

江川隆子編集協力
中央法規出版 2019.1 WY 100 //ウンド

333 呼吸/循環/生体防御機能障害 (機能障害からみる看護過程:1)
横手芳惠 [ほか] 編集/

江川隆子編集協力
中央法規出版 2018.9 WY 100 //コキユ

334 消化・吸収・代謝/排泄(腎・膀胱)/調節機能障害 (機能障害からみる看護過程:2)
今川詢子 [ほか] 編集/

江川隆子編集協力
中央法規出版 2018.9 WY 100 //シヨウ

335 解剖生理学 第3版 (新体系看護学全書. 人体の構造と機能:1)
橋本尚詞, 鯉淵典之編

著
メヂカルフレンド社 2017.12 WY 100 //シンタ

336 栄養生化学 第4版 (新体系看護学全書. 人体の構造と機能:2) 脊山洋右 [ほか] 編 メヂカルフレンド社 2014.11 WY 100 //シンタ

337 病理学 第2版 (新体系看護学全書. 疾病の成り立ちと回復の促進:1) 深山正久編集 メヂカルフレンド社 2012.11 WY 100 //シンタ

338 微生物学・感染制御学 第2版 (新体系看護学全書. 疾病の成り立ちと回復の促進:2) 辻明良編集 メヂカルフレンド社 2013.1 WY 100 //シンタ

339 薬理学 第2版 (新体系看護学全書. 疾病の成り立ちと回復の促進:3)
植松俊彦, 滝口祥令,

丹羽雅之編集
メヂカルフレンド社 2011.12 WY 100 //シンタ

340
感染症/アレルギー・免疫/膠原病 (新体系看護学全書. 疾病の成り立ちと回復の促進:10/

疾病と治療:7)

[内藤俊夫, 岡崎仁昭,

佐藤健夫編集]
メヂカルフレンド社 2018.11 WY 100 //シンタ

341 感染症/アレルギー・免疫/膠原病 第4版 (新体系看護学全書. 成人看護学:9)
岡崎仁昭編集代表/内

藤俊夫 [ほか] 編集
メヂカルフレンド社 2018.12 WY 100 //シンタ

342 耳鼻咽喉/歯・口腔 第4版 (新体系看護学全書. 成人看護学:13) 神崎仁 [ほか] 編集 メヂカルフレンド社 2018.12 WY 100 //シンタ

343 放射線診療と看護 (新体系看護学全書:別巻) 池田恢編集 メヂカルフレンド社 2007.1 WY 100 //シンタ

344 臨床検査 (新体系看護学全書:別巻) 池田斉編集 メヂカルフレンド社 2006.12 WY 100 //シンタ

345 生物学 (新体系看護学全書. 基礎科目) 齊藤省吾編 メヂカルフレンド社 2006.12 WY 100 //シンタ

346
入退院支援パーフェクトガイド : 看護がつなぐ「在宅ケア移行支援」の実践 (Nursing

business:2019年春季増刊(通巻174号). ナーシングビジネス)
宇都宮宏子編著 メディカ出版 2019.3 WY 105 //ニユウ

347
目標管理の実践・評価ワークブック : 「あるべき姿」を実現する成果目標・指標のつくり

方 第2版 (看護管理実践Guide. 成果のみえる病棟目標の立て方:続)
原玲子著 日本看護協会出版会 2018.12 WY 105 //モクヒ

348 地域完結型看護をめざした看護教育 : 地域包括ケア時代の実習指導 牛久保美津子編著 メヂカルフレンド社 2019.6 WY 106 //チイキ

349 公衆衛生看護学概論 第5版 (標準保健師講座:1) 標美奈子著者代表 医学書院 2019.1 WY 106 //ヒヨウ//1

350 国際看護学 : 看護の統合と実践 : 開発途上国への看護実践を踏まえて 改訂版 柳澤理子編著 PILAR PRESS 2017.8 WY 107 //コクサ

351 最新公衆衛生看護学 第3版 2019年版 総論
宮﨑美砂子 [ほか] 編

集
日本看護協会出版会

2018.11-

2019.2
WY 108 //サイシ

352 最新公衆衛生看護学 第3版 2019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-

2019.2
WY 108 //サイシ

353 最新公衆衛生看護学 第3版 2019年版 各論2
宮﨑美砂子 [ほか] 編

集
日本看護協会出版会

2018.11-

2019.2
WY 108 //サイシ

354 保健師業務要覧 新版 第3版 2019年版
井伊久美子 [ほか] 編

集
日本看護協会出版会 2017.2- WY 108 //ホケン

355 「家に帰りたい」「家で最期まで」をかなえる : 看護の意味をさがして 藤田愛著 医学書院 2018.12 WY 115 //イエニ

356 居宅サービス計画ガイドライン : アセスメントから計画作成へのマニュアル付 Ver. 2 全国社会福祉協議会 2017.11 WY 115 //キヨタ

357 在宅無限大 : 訪問看護師がみた生と死 (シリーズケアをひらく) 村上靖彦著 医学書院 2018.12 WY 115 //ザイタ

358 はじめての訪問看護 : おさえておきたい心がまえと仕事術
日本訪問看護財団編

集
中央法規出版 2019.4 WY 115 //ハジメ

359
訪問看護・介護事業所必携!暴力・ハラスメントの予防と対応 : スタッフが安心・安全に

働くために

三木明子監修・著/全

国訪問看護事業協会

編著

メディカ出版 2019.3 WY 115 //ホウモ

360 訪問看護ステーションの災害対策 : マニュアルの作成と活用 第2版
全国訪問看護事業協

会編
日本看護協会出版会 2019.3 WY 115 //ホウモ

361 産業看護学 2019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//2019

362 遺伝/ゲノム看護
有森直子, 溝口満子編

集・執筆
医歯薬出版 2018.2 WY 150 //イデン

363 フィジカルアセスメント (看護がみえる:v.3) メディックメディア 2019.12 WY 150 //カンゴ

364 母性看護の実践 (ナーシング・グラフィカ. 母性看護学:2)
小林康江, 中込さと子,

荒木奈緒編
メディカ出版 2019.1 WY 150 //ナシン

365 母性看護技術 第4版 (ナーシング・グラフィカ. 母性看護学:3)
荒木奈緒, 中込さと子,

小林康江編
メディカ出版 2019.1 WY 150 //ナシン

366
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 WY 152 //マンセ

367 行動変容をうながす看護 : 患者の生きがいを支えるEASEプログラム 岡美智代編集 医学書院 2018.8 WY 152.2 //コウド

368
がん看護の日常にある倫理 : 看護師が見逃さなかった13事例 (がん看護実践ガイド.

Practical guide series in cancer nursing)

近藤まゆみ, 梅田恵編

集
医学書院 2016.3 WY 156 //ガンカ

369
がん患者へのシームレスな療養支援 (がん看護実践ガイド. Practical guide series in

cancer nursing)

渡邉眞理, 清水奈緒美

編
医学書院 2015.3 WY 156 //ガンカ

370
がん治療と食事 : 治療中の食べるよろこびを支える援助 (がん看護実践ガイド. Practical

guide series in cancer nursing)

狩野太郎, 神田清子編

集
医学書院 2015.6 WY 156 //ガンチ

371
病態・治療をふまえたがん患者の排便ケア (がん看護実践ガイド. Practical guide series

in cancer nursing)
松原康美編集 医学書院 2016.6 WY 156 //ビヨウ

372 小児救急看護マニュアル 市川光太郎編著 中外医学社 2006.11 WY 159 //シヨウ

373 小児の状態別スキンケア・ビジュアルガイド 村松恵責任編集 中山書店 2012.8 WY 159 //シヨウ
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374 ナースが知っておきたい小児科でよくみる症状・疾患ハンドブック
横田俊一郎, 山本淳編

著
照林社 2016.6 WY 159 //ナスガ

375
ナースのための小児・新生児の外科疾患完全マスターガイド : 術前術後のケアがわかる!

病態・治療がわかる!家族に説明できる! : オールカラー
田口智章編 メディカ出版 2018.1 WY 159 //ナスノ

376 カンファレンスで学ぶ多職種で支える一人暮らしの在宅ケア 森清編 南山堂 2019.5 WY 200 //カンフ

377 がん : 4000年の歴史 上 (ハヤカワ文庫:7804-7805. ハヤカワ文庫NF:NF467-NF468)
シッダールタ・ムカ

ジー著/田中文訳
早川書房 2016.6 WZ 80 //ガン//1

378 がん : 4000年の歴史 下 (ハヤカワ文庫:7804-7805. ハヤカワ文庫NF:NF467-NF468)
シッダールタ・ムカ

ジー著/田中文訳
早川書房 2016.6 WZ 80 //ガン//2

379 FAQでわかりやすい!心臓麻酔臨床実践ガイド 第2版 : electronic bk 澄川耕二, 原哲也編 総合医学社 2018.4

380 The手あての医療 : 身体診察・医療面接のギモンに答えます : electronic bk 平島修編集 羊土社 2019.3

381 ゲノム編集実験スタンダード : 完全版 別冊: electronic bk (実験医学) 山本卓, 佐久間哲史編 羊土社 2019.12

382
これなら見逃さない!胃X線読影法虎の巻 : シェーマ+内視鏡像+病理像で一目瞭然! :

electronic bk
中原慶太著 羊土社 2015.11

383
まだ変えられる!くすりがきかない未来 : 知っておきたい薬剤耐性(AMR)のはなし :

electronic bk

石金正裕, うえたに夫

婦著
南山堂 2019.8

384

患者由来がんモデルを用いたがん研究実践ガイド : CDX・スフェロイド・オルガノイド・

PDX/PDOXを網羅,臨床検体の取り扱い指針から樹立プロトコールと入手法まで :

electronic bk (実験医学:別冊)

佐々木博己編集 羊土社 2019.10

385 健康心理学事典 : electronic bk 日本健康心理学会編 丸善出版 2019.10

386 研修医当直御法度 : ピットフォールとエッセンシャルズ 第6版 : electronic bk
寺沢秀一, 島田耕文,

林寛之著
三輪書店 2016.6

387
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス : 生活者の視点から学ぶ身

体診察法 : electronic bk (DVD BOOK)

守田美奈子監修/鈴木

憲史医学指導
インターメディカ 2016.10

388
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス : 生活者の視点から学ぶ身

体診察法 : electronic bk (DVD BOOK)

守田美奈子監修/鈴木

憲史医学指導
インターメディカ 2016.10

389 症状と患者背景にあわせた頻用薬の使い分け 改訂版 : electronic bk 藤村昭夫編 羊土社 2015.9

390 症例から学ぶ輸入感染症A to Z ver.2 : electronic bk 忽那賢志著 中外医学社 2019.4

391 内科学書 改訂第9版 1 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8

392 内科学書 改訂第9版 2 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8

393 内科学書 改訂第9版 3 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8

394 内科学書 改訂第9版 4 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8

395 内科学書 改訂第9版 5 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8

396 内科学書 改訂第9版 6 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8

397 内科学書 改訂第9版 別巻 : electronic bk 南学正臣総編集 中山書店 2019.8


