
1 新生児集中ケアハンドブック 沢田　健、他 医学書院 9784260016544 1

2 マタニティ診断ガイドブック(第4版)
日本助産診断・実践
研究会

医学書院 9784260017152 2

3 産科合併症　改訂２版 村田雄二 メディカ出版 9784840436663 1

4
画像による新生児症例カンファランス　どこを見る？何がわ
かる？

奥起久子　他 メディカ出版 9784840440745 1

5
保健指導分娩介助おっぱいケア　ベテラン助産師から学
ぶ！３大助産業務のコツと技

山本詩子　他 メディカ出版 9784840441810 1

6
新生児輸液管理なるほどＱ＆Ａ　水・電解質・糖の働きがま
るわかり！

中村友彦 メディカ出版 9784840442220 1

7 新生児の症状・所見マスタ－ブック - みる・きく・わかる！ 大野勉 メディカ出版 9784840436649 1

8 ＮＩＣＵとこころのケア - 家族のこころによりそって （第２版） 橋本洋子 メディカ出版 9784840433419 1

9
妊娠・出産でもっと輝く女性のからだのケアガイド - 女性の
美と健康をささえるＧａｓｑｕｅｔアプロ－チ

ベルナデット・ド・ガス
ケ他

メディカ出版 9784840437134 1

10
ｔｅｘｔｂｏｏｋ妊娠と糖尿病のケア学 - 基礎知識・ケアの実際・
チ－ム医療

福井トシ子 メディカ出版 9784840437141 1

11 病気がみえる vol.10: 産科　第3版 医療情報科学研究所 メディックメディア 9784896324631 3

12 第7巻 周産期・新生児・小児医療 (シリーズ生命倫理学) 家永　登他 丸善出版 9784621084847 1

13 新版　助産師業務要覧　第2版　[1]基礎編 福井トシ子
日本看護協会出版
会

9784818016897 1

14 新版　助産師業務要覧　第2版　[2]実践編 福井トシ子
日本看護協会出版
会

9784818016903 1

15 助産師基礎教育テキスト　2013年版　第1巻　助産概論 山本あい子
日本看護協会出版
会

9784818017214 1

16
助産師基礎教育テキスト　2013年版　第2巻　女性の健康と
ケア

吉沢豊予子
日本看護協会出版
会

9784818017221 1

17
助産師基礎教育テキスト　2013年版　第3巻周産期における
医療の質と安全

成田伸
日本看護協会出版
会

9784818017238 1

18
助産師基礎教育テキスト　2013年版　第4巻　妊娠期の診断
とケア

森　恵美
日本看護協会出版
会

9784818017245 1

19
助産師基礎教育テキスト　2013年版　第5巻　分娩期の診断
とケア

町浦美智子
日本看護協会出版
会

9784818017252 1

20
助産師基礎教育テキスト　2013年版　第6巻　産褥期のケア
新生児期乳幼児期のケア

横尾京子
日本看護協会出版
会

9784818017269 1

21
助産師基礎教育テキスト　2013年版　第7巻　ハイリスク妊
産褥婦・新生児へのケア

遠藤俊子
日本看護協会出版
会

9784818017276 1

22 はじめて学ぶ臨床心理学の質的研究―方法とプロセス 岩壁　茂 岩崎学術出版社 9784753310098 1

23 生殖技術　不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか 柘植あづみ みすず書房 9784622077060 1

24
ちいさなちいさなわが子を看取る　ＮＩＣＵ「命のベッド」の現
場から

川畑恵美子 光文社 9784334977368 1

25 「妊娠と糖尿病」母児管理のエッセンス 難波光義/杉山隆 金芳堂 9784765315678 1

26
わかりやすい女性内分泌 - イラストで読む性周期のしくみ
（改訂第２版）

順天堂大学生殖内分
泌グループ

診断と治療社 9784787820044 1

27
妊婦・授乳婦とくすり - 注意度別にみた同効薬の選択指針
（改訂第５版）

安田 忠司 ヴァンメディカル 9784860921071 1

28 マタニティアセスメントガイド （新訂第２版）
吉沢豊予子/鈴木幸
子

真興交易医書出版
部

9784880035956 1

29 よくわかる母乳育児 （改訂第２版） 水野克己/水野紀子 へるす出版 9784892697814 1

30
新人看護師、助産師学生、看護師学生のためのマタニティ
サイクルの実践保健指導 〈妊娠期〉

鈴木由美 丸善出版 9784863451650 1

31
新人看護師、助産師学生、看護師学生のためのマタニティ
サイクルの実践保健指導 〈産褥期〉

鈴木由美 丸善出版 9784863451667 1

32 聖母病院の妊娠・出産・育児サポートブック 聖母会聖母病院編 メディカ出版 9784840444927 1

33 乳腺炎 2013(平成25)年版―母乳育児支援業務基準 日本助産師会 日本助産師会出版 9784905023135 2
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34 助産師国試対策スキルアップブック 可世木 久幸 海馬書房 9784907704872 1

35 思春期指導実践マニュアル 日本助産師会 日本助産師会出版 9784905023111 1

36 母子保健の主なる統計　平成24年度
編集協力：財団法人
母子衛生研究会

母子保健事業団
（鍬谷書店）

9784894300262 1

37 わが国の母子保健　平成25年
編集協力：財団法人
母子衛生研究会

母子保健事業団
（鍬谷書店）

9784894300569 1

38 産後の母親と家族のメンタルヘルス 吉田　敬子
母子保健事業団
（鍬谷書店）

9784894300897 1

39 解説版　それでいいよだいじょうぶ
財団法人母子衛生研
究会

母子保健事業団
（鍬谷書店）

9784894300651 1

40
出産準備教室 - 東洋医学を取りいれた妊婦さんの体づくり
とセルフケア

辻内　敬子 医歯薬出版 9784263235737 1

41
ゴ－ドンの機能的健康パタ－ンに基づく看護過程と看護診
断 （第４版）

江川 隆子 ヌ－ヴェルヒロカワ 9784861740534 1

42
質的研究のピットフォール
陥らないために／抜け出るために

萱間　真美 医学書院 9784260018470 1

43 JNNスペシャル看護研究の進め方　論文の書き方 早川和生 医学書院 9784260016834 1

44 大人の発達障害ってそういうことだったのか
宮岡　等／内山　登
紀夫

医学書院 9784260018104 1

45 保健師助産師看護師国家試験出題基準 平成26年版 医学書院看護出版部 医学書院 9784260018821 1

46 子どもの皮膚診療アップデート 馬場直子 シービーアール 9784902470918 1

47 ライフコースからみた女性学・男性学：働くことから考える 乙部由子 ミネルヴァ書房 9784623065639 1

48
看護診断のアセスメント力をつける - 臨床判断力をみがく
看護過程

岡崎美智子 メヂカルフレンド社 9784839215699 1

49 看護理論集 - より高度な看護実践のために （第３版） ジョージ，ジュリア・Ｂ.
日本看護協会出版
会

9784818017184 1

50
看護のためのシミュレ－ション教育はじめの一歩ワ－クブッ
ク - やってみよう！作ってみよう！

阿部幸恵
日本看護協会出版
会

9784818017498 1

51
看護の学びを支える授業デザインワ－クブック - 実りある
院内研修・臨地実習・講義・演習に向けて

目黒悟 メヂカルフレンド社 9784839215026 1

52
根拠と事故防止からみた
母性看護技術

石村　由利子 医学書院 9784260011372 3

53 周産期ケア・マニュアル （新訂版） 立岡弓子
サイオ出版（鍬谷
書店）

9784907176112 3

54
ウエルネスからみた母性看護過程
＋病態関連図(第2版)

佐世　正勝／石村
由利子

医学書院 9784260015639 2

55 産婦人科外来処方マニュアル （第４版） 青野敏博/苛原稔 医学書院 9784260017497 1

56 改訂2版 MFICUマニュアル: 母体・胎児ICU MFICU連絡協議会 メディカ出版 9784840444651 1

57 病気がみえる vol.9: 婦人科・乳腺外科　第3版 医療情報科学研究所 メディックメディア 9784896324624 1

58 被災ママ812人が作った子連れ防災手帖 つながる.com メディアファクトリー
9784840145114

1

59
看護師・看護学生のためのなぜ?どうして? 8: 母性看護 (看
護・栄養・医療事務・介護他医療関係者のなぜ?どうして?シ
リーズ)

医療情報科学研究所 メディックメディア
9784896324822

1

60 改訂2版 Perinatal Care Notes 母性 (周産期手帳(1))
大阪府立母子保健総
合医療センター 看護
部

メディカ出版
9784840441636

1

61 改訂2版 Perinatal Care Notes 分娩介助 (周産期手帳(2)) 中根 直子 メディカ出版
9784840441643

1

62
 改訂2版 Perinatal Care Notes 胎児心拍数モニタリング&超
音波検査 (周産期手帳(3))

西村 修 メディカ出版
9784840441650

1

63
出題傾向がみえる母性看護学〈2014年〉―看護師国家試験
対策短期集中!完全制覇! (最新26年版改正新出題基準に準
拠)

高橋ゆかり ピラールプレス 9784861940699 1

64 よくわかるDV被害者への理解と支援 石井 朝子 明石書店 9784750330990 1

65 DV・虐待加害者の実体を知る ランディ バンクロフト 明石書店 9784750328904 1

66 男性不妊症 石川 智基 幻冬舎 9784344982123 1
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67 摂食障害の最新治療 鍋田恭孝 金剛出版 9784772412926 1

68 摂食障害治療ガイドライン
 「摂食障害治療ガイ
ドライン」作成委員会

医学書院 9784260014434 1

69 摂食障害　エビデンス・ベイスト　心理療法シリーズ９
スティーヴン・Ｗ．　ト
イズ他

金剛出版 9784772413091 1

70 EDと不妊治療の最前線 郡 健二郎 昭和堂 9784812204122 1

71
結果の出せる　不妊治療　DVD付
多施設からみた最良のＡＲＴ

ＪＩＳＡＲＴ メジカルビュー社 9784758312172 1

72 「2人」で知っておきたい 妊娠・出産・不妊のリアル 富坂 美織 ダイヤモンド社 9784478022221 1

73 妊娠中絶の生命倫理 江口 聡 勁草書房 9784326102099 1

74 ママのおなかをえらんできたよ。 池川 明
リヨン社（二見書
房）

9784576042077 1

75 ママ、さよなら。ありがとう 池川 明 二見書房 9784576081328 1

76 こうのとりを追って　晩産化時代の妊娠・出産 毎日新聞取材班 毎日新聞社 9784620321769 1

77 山王病院不妊診療メソッド 堤治、他 金原出版 9784307301145 1

78 図説よくわかる臨床不妊症学　生殖補助医療編 柴原浩章、他 中外医学社 9784498076358 1

79 産みたいのに産めない　卵子老化の衝撃 ＮＨＫ取材班 文藝春秋 9784163763606 1

80 図説よくわかる臨床不妊症学一般不妊治療編 柴原浩章、他 中外医学社 9784498076334 1

81
受精卵診断と出生前診断―その導入をめぐる争いの現代
史

利光惠子 生活書院 9784865000030 1

82 精子提供　父親を知らない子どもたち 歌代幸子 新潮社 9784104388035 1

83 症例から学ぶ周産期診療ワークブック
日本周産期新生児医
学会教育研修委員会

メジカルビュー社 9784758312264 1

84 胎児心拍数モニタリング判読－全43症例学習 古橋　円 日総研出版 9784776016472 1

85
長期予後からみた出生前診断における周産期管理の再評
価

日本周産期・新生児
医学会

メジカルビュー社 9784758312288 1

86 超音波の基礎と装置　四訂版 甲子乃人 ベクトルコア 9784906714049 1

87
産科麻酔ポケットマニュアル帝王切開(予定・緊急)、産科救
急、無痛分娩、合併症妊婦などの麻酔管理の基本とコツ

角倉弘行 羊土社 9784758111058 1

88 ナースの産科学 杉本充弘 中外医学社 9784498075948 1

89 間違いだらけの高齢出産 吉村泰典 新潮社 9784103342717 1

90 胎動心拍数図(アクトカルジオグラム) 前田一雄 メジカルビュー社 9784758312295 1

91 赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド 清水悦子 かんき出版 9784761267971 1

92
ママと赤ちゃんのための 体重コントロール栄養食: 妊娠中・
授乳中の食事レシピ100

みらいたべる 誠文堂新光社 9784416812877 1

93 母乳哺育学ーカルシウム栄養に注目してー 米山京子 青山社（西村書店） 9784883592999 1

94
乳房ケアのエビデンス―母乳哺育と乳房トラブル予防対処
法

立岡弓子 日総研出版 9784776016465 1

95
母乳と育児とこころのケア―大切なことは赤ちゃんが教えて
くれる

子育てを一から見直
すプロジェクト

メディカ出版 9784840440325 1

96 地域包括ケアの行方
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｹｱ研究会
議

筒井書房（地方小
出版流通センター）

9784887206038 1

97
すぐに使える健康教育教材
からだノート（小学生用）

田中久美子 健学社 9784779702747 1

98 すぐに役立つ！　保健だよりCDブック
月刊「心とからだの健
康」編集部

健学社 9784779702402 1

99 健康教育の　教材作りと授業展開 大川尚子 健学社 9784779702730 1

100 保健学習と保健指導をつなぐすこやかテーマ学習 南桂子 健学社 9784779702303 1
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101 大人になっていく私たちの体・・・　思春期の性の悩みＱ＆Ａ 北村邦夫 健学社 9784779702150 1

102 カウンセリングで子どもが変わる！心の健康相談室 田原俊司 健学社 9784779702112 1

103 見たい！見せたい！伝えたい！保健室の掲示板 加藤雅恵 健学社 9784779701634 1

104 子どもの心がよくわかる 富田富士也 健学社 9784779701740 1

105 養護教諭のためのカウンセリングガイド　心の健康カード
『こころのオアシス』
編集部

健学社 9784779700002 1

106 すぐに役立つ健康カード 健学社 健学社 9784906310395 1

107 学校保健の仕事に迫る 森 昭三 健学社 9784906310265 1

108 アイデアいっぱい!保健教材の作り方・使い方 田村 砂弥香 健学社 9784779700361 1

109 わくわくからだ探検　第1集
健康ふしぎ発見編集
委員会

健学社 9784779700262 1

110 わくわくからだ探検　第2集
健康ふしぎ発見編集
委員会

健学社 9784779700316 1

111 おもしろ健康教材　〈第3集〉 森 昭三 健学社 9784906310180 1

112 おもしろ健康教材　〈第4集〉 森 昭三 健学社 9784906310234 1

113 おもしろ健康教材　〈第5集〉 森 昭三 健学社 9784906310319 1

114 おもしろ健康教材　〈第6集〉 森 昭三 健学社 9784906310364 1

115 おもしろ健康教材　〈第7集〉 森 昭三 健学社 9784906310388 1

116 おもしろ健康教材　〈第8集〉 森 昭三 健学社 9784906310456 1

117 おもしろ健康教材　〈第9集〉 森 昭三 健学社 9784906310517 1

118 おもしろ健康教材　〈第10集〉 森 昭三 健学社 9784906310579 1

119 養護教諭の活動の実際 第2版
静岡県養護教諭研究
会

東山書房
9784827814873

1

120 養護教諭の常識? 非常識?: 学校の常識・社会の非常識 岡田加奈子 少年写真新聞社 9784879814661 1

121 事例から学ぶ「養護教諭のヒヤリ・ハット」 ぎょうせい 9784324094556 1

122
養護教諭のコミュニケーション―子どもへの対応、保護者・
教師間連携のポイント

海保博之 少年写真新聞社 9784879814173 1

123 学校事故 知っておきたい!養護教諭の対応と法的責任 入澤充 時潮社 9784788806627 1

124 エッチのまわりにあるもの―保健室の社会学― すぎむらなおみ 解放出版社 9784759267396 1

125 SEX & our BODY―10代の性とからだの常識 河野美代子 NHK出版 9784140112175 1

126 15歳までの女の子に伝えたい　自分の体と心の守り方 やまがたえるえ かんき出版 9784761268268 1

127 13歳までに伝えたい女の子の心と体のこと やまがたえるえ かんき出版 9784761267193 1

128
女の子の心とからだ (見たい聞きたい恥ずかしくない!性の
本)

北村邦夫 金の星社 9784323064826 1

129
男の子の心とからだ (見たい聞きたい恥ずかしくない!性の
本)

北村邦夫 金の星社 9784323064833 1

130
思春期の性の健康を支えるピアカウンセリング・マニュアル
―ピアカウンセラー(学生)版

高村 寿子 小学館 9784098372348 1

131 介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト
全国訪問看護事業協
会

中央法規出版 9784805836668 1

132
介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト 指導者
用―指導上の留意点とQ&A

全国訪問看護事業協
会

中央法規出版 9784805836675 1

133
訪問看護ステーションの災害対策―マニュアル作成と実際
の対応

全国訪問看護事業協
会

日本看護協会出版
会

9784818014572 1

134 あなたが始める訪問看護ステーション 菅原 由美 雲母書房 9784876723201 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

135
訪問看護の泣き笑い あなたのお宅へ今日もゆく(発行:洛和
会ヘルスケアシステム 介護支援部 介護事業部)

訪問看護書籍編集委
員会

出版文化社 9784883384631 1

136 よくわかる在宅看護: 知識が身につく!実践できる! 角田直枝
学研メディカル秀
潤社

9784780910728 1

137 訪問看護実務相談Q&A〈平成24年度改定版〉
全国訪問看護事業協
会

中央法規出版; 平
成24年度改定版

9784805837122 1

138
訪問看護お悩み相談室 平成24年改定対応版―報酬・制
度・実践のはてなを解決

日本訪問看護財団 中央法規出版 9784805836798 1

139 そこが知りたい!事故事例から学ぶ訪問看護の安全対策
全国訪問看護事業協
会

日本看護協会出版
会; 第2版

9784818017467 1

140 こころを看取る 訪問看護師が出会った1000人の最期 押川 真喜子 文藝春秋 9784163757001 1

141 たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル 永井康徳 日経BP社; 1版 9784822217259 1

142 上野千鶴子が聞く 小笠原先生、ひとりで家で死ねますか?
上野千鶴子 , 小笠原
文雄

朝日新聞出版 9784022510587 2

143
在宅医療が日本を変える キュアからケアへのパラダイム
チェンジ: [ケア志向の医療=在宅医療]という新しい医療概
念の提唱

中野 一司
ドメス出版（ナカノ
会）

9784810707816 1

144 2025年へのロードマップ 武藤 正樹 医学通信社 9784870585294 1

145 在宅ケアのはぐくむ力 秋山 正子 医学書院 9784260017107 2

146 家族のための在宅医療実践ガイドブック 佐々木淳 幻冬舎 9784344998957 1

147
医療が変わるto 2020―DPC/PDPS・地域連携・P4P・臨床
指標・RB

武藤 正樹 医学通信社 9784870584440 1

148 プロフェッショナルナースのMBA―看護・福祉のマネジメント 武藤 正樹 ぱる出版 9784827208009 1

149
医療経営データ集 2013―数値で理解する医療・介護業界
の最新動向

日本政策投資銀行ヘ
ルスケア室, 日本経
済研究所医療福祉部

日本医療企画 9784864392112 1

150 一歩進んだ医療連携実践Q&A
武藤 正樹 (監修), 東
京都連携実務者協議
会 (編集)

じほう 9784840739726 1

151
千葉「わかしおネット」に学ぶ失敗しない地域医療連携―広
域電子カルテとヒューマン・ネットワークが成功の鍵 (医療
21Books)

平井 愛山 医学芸術社 9784870542167 1

152
胃ろうという選択、しない選択 「平穏死」から考える胃ろうの
功と罪

長尾 和宏 セブン&アイ出版 9784860086169 1

153
おひとりさまでも最期まで在宅: 平穏に生きて死ぬための医
療と在宅ケア

中澤 まゆみ 築地書館 9784806714552 1

154 新しい体位変換ー不適切なケアが褥瘡を悪くする 大浦 武彦 中山書店 9784521737645 1

155 在宅ケア (すぐ調) 鈴木 陽一 医学書院 9784260017923 1

156 がん患者の在宅ホスピスケア 川越 厚 医学書院 9784260018319 1

157
在宅ケアに活かせる褥瘡予防のためのポジショニング―や
さしい動きと姿勢のつくり方

田中 マキ子 , 下元佳
子

中山書店 9784521731728 1

158 在宅PCAの手引き―こうすればうまくいく!
粕田 晴之 , 首藤 真
理子 , 村井 邦彦 , 服
部 政治

中外医学社 9784498057128 1

159 ポジショニング学ー体位管理の基礎と実践
田中マキ子 , 市岡 滋
, 廣瀬 秀行, 井幸恵

中山書店 9784521737638 1

160 実践!!小児在宅医療ナビ―地域で支えるみんなで支える 前田 浩利 南山堂 9784525280512 1

161
在宅での栄養ケアのすすめかた―訪問栄養食事指導実践
の手引き

全国在宅訪問栄養食
事指導研究会

日本医療企画 9784890418015 1

162 在宅生活を支える!これからの新しい嚥下食レシピ 江頭 文江 三輪書店 9784895903127 1

163 静脈栄養・ＰＥＧから経口摂取へ: ＰＥＧから経口栄養へ 吉田貞夫
学研メディカル秀
潤社

9784780920109 1

164
認知症者の転倒予防とリスクマネージメント―病院・施設・
在宅でのケア

武藤 芳照 , 鈴木 み
ずえ, 転倒予防医学
研究会

日本医事新報社 9784784961771 1

165 認知症やひとり暮らしを支える 在宅ケア「小規模多機能」 土本 亜理子 岩波書店 9784000230360 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

166
介護職・看護職ができる個別機能訓練計画&実践プログラ
ム

張本浩平, 梅田典宏 日総研出版; 第2版 9784776016144 1

167
介護施設におけるターミナルケア―暮らしの場で看取る意
味

鳥海 房枝 雲母書房 9784876722976 1

168 介護施設の看護実践ガイド 日本看護協会 医学書院 9784260018814 1

169
特別養護老人ホーム看護実践ハンドブック―尊厳ある生活
を支えるために

井部 俊子,特別養護
老人ホーム看護実践
ハンドブック編集委員
会 ,伊藤 雅治

中央法規出版 9784805846858 1

170
半固形化栄養法ガイドブック PEGからNGチューブまででき
る

岡田 晋吾, 三鬼 達
人

メディカ出版 9784840440318 1

171
静脈経腸栄養ガイドライン 第3版: 静脈・経腸栄養を適正に
実施するためのガイドライン

日本静脈経腸栄養学
会

照林社 9784796522908 1

172
治す医療から、支える医療へ―超高齢社会に向けた在宅ケ
アの理論と実践 (講演集ケアする人のためのスキルアップ
講座シリーズ)

太田 秀樹, 板井 孝
壱郎, 大島 伸一, 秋
山 正子, ホームホス

木星舎（地方小出
版流通センター）

9784901483551 1

173
リハビリテーションとしての在宅医療 (在宅医療の技とここ
ろ)

藤井 博之 南山堂 9784525209216 1

174 いけいけ!ボランティアナース―在宅ケアの新しい形 菅原 由美 アニカ 9784901964098 1

175
チームで行う退院支援―入院時から在宅までの医療・ケア
連携ガイド

医療経済研究・社会
保険福祉協会医療経
済研

中央法規出版 9784805848333 1

176
新床ずれケアナビ―在宅・介護施設における褥瘡対策実践
ガイド

日本在宅褥瘡創傷ケ
ア推進協会

中央法規出版 9784805834534 1

177 職場うつの人々 おぐらなおみ
アルファポリス（星
雲社）

9784434165498 1

178
Ｑ＆Ａでわかる産業看護実践基礎から応用まで - 産業看護
職必携

河野啓子 メディカ出版 9784840444545 1

179 地域看護学習ｇｕｉｄｅ 産業看護学 河野啓子
日本看護協会出版
会

9784818016941 3

180 やさしい保健統計学（改定第5版） 縣俊彦 南江堂 9784524268214 3

181 難病の背景 - オリーブ橋小脳萎縮症闘病記 松下良子
アットワークス（地
方小出版流通セン
タ ）

9784939042898 1

182
わたしは目で話します―文字盤で伝える難病ＡＬＳのこと
そして言葉の力

たかおまゆみ 偕成社 9784038082504 1

183
絆―進行性神経難病ＡＬＳとの共生を模索する一内科医の
手記

川崎晃一 海鳥社 9784874158715 1

184
トランスセオレティカルモデルに基づく戦略的個別保健指導
ガイド

谷口千枝 看護の科学社 9784878040504 1

185 使える！健康教育・労働衛生教育５０選
産業医科大学産業医
実務研修センター

日本労務研究会 9784889680935 1

186 家庭訪問 - 保健師の経験知 福留スミ子
やどかり出版（地
方小出版流通セン
ター）

9784904185131 1

187
地域ケアシステム・シリーズ　地域包括ケアシステム―その
考え方と課題

太田 貞司 光生館 9784332701514 1

188 新体系看護学全書 災害看護学 （第２版） 辺見弘 メヂカルフレンド社 9784839232818 3

189
地域医療連携体制の構築に関する研究　（地域保健シリー
ズ 1）

岡紳爾
日本公衆衛生協会
（鍬谷書店）

9784819202008 1

190
地域医療連携体制の構築に関する研究　（地域保健シリー
ズ 2）

岡紳爾
日本公衆衛生協会
（鍬谷書店）

9784819202053 1

191 学びあう保健と福祉の新しい地平　（地域保健シリーズ 3） 多田羅浩三
日本公衆衛生協会
（鍬谷書店）

9784819202022 1

192 命尽くるとも―「古代の心」で難病ALSと闘う 篠沢 秀夫 文藝春秋 9784163728001 2

193 はじめての透析看護: カラービジュアルで見てわかる! 小澤 潔 メディカ出版
9784840444941

2

194 がん放射線治療 (がん看護セレクション) 唐澤 久美子
学研メディカル秀
潤社

9784780910711 3

195 がん化学療法 (がん看護セレクション) 長場 直子
学研メディカル秀
潤社

9784780910841
3

196 はじめての補助循環: ナースのためのIABP・PCPS入門書 山名 比呂美 メディカ出版
9784840445078

3

197 肺がん患者ケア (がん看護セレクション) 奥村 栄
学研メディカル秀
潤社

9784780910742 3



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

198 イラストでわかる人工呼吸器合併症の予防&ケア 妙中信之 メディカ出版 9784840439220 3

199 呼吸器経過別ポケット看護過程 (ぱっと手にとるシリーズ) 武井テル
メディカルレビュー
社

9784779209659 3

200 消化器看護ポケットナビ 渡邊 五朗 中山書店 9784521730707 3

201 緩和ケアゴールデンハンドブック 堀 夏樹 南江堂 9784524260188 2

202
がん化学療法の薬-抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬-は
や調べノート (プロフェッショナルがんナーシング2013年別
冊)

古瀬 純司 メディカ出版 9784840441605 3

203 初心者のためのモニター心電図 ナース専科編集部 エス・エム・エス 9784938936778 3

204
ICU・CCU看護の超重要ポイントマスターブック: 集中治療看
護がまるごとわかる! (ハートナーシング・呼吸器ケア・エマー
ジェンシー・ケア2013年合同臨時増刊)

西田 修 メディカ出版 9784840441599 3

205 フットケア 第2版―基礎的知識から専門的技術まで 日本フットケア学会 医学書院 9784260014809 3

206 ナースのための やさしくわかる内視鏡検査・治療・ケア 工藤 進英 ナツメ社 9784816353611 3

207
脳血管内治療看護ポケットマニュアル―サッと出し、パッと
見て、すぐ使える!

中村記念病院脳血管
内治療センター 救急
放射線看護部

診断と治療社 9784787820266 3

208 ナースのためのやさしくわかるがん化学療法のケア 渡邉 眞理 ナツメ社 9784816351709 3

209
ナース・検査技師・研修医のためのペースメーカー心電図が
好きになる!

山下 武志 南江堂 9784524247516 2

210 認知症の人々の看護 中島 紀惠子 医歯薬出版 9784263235782 2

211 消化器内科ケア―エキスパートナース・ハンドブック 宇佐美 眞 照林社 9784796522168 3

212 早わかり人工呼吸器換気モード超入門 磨田 裕 メディカ出版 9784840440301 3

213 家族エンパワーメントをもたらす看護実践 野嶋 佐由美 へるす出版 9784892695407 2

214 がん性疼痛ケア完全ガイド (エキスパートナース・ガイド) 林 章敏 照林社 9784796522052 2

215 看護師・理学療法士のためのリンパ浮腫の手技とケア 廣田 彰男
学研メディカル秀
潤社

9784780910698 3

216
透析患者のターミナルケア―生と死のはざまにある医療と
看護

大平 整爾 メディカ出版 9784840437172 3

217 看護技術がみえる vol.2 臨床看護技術 医療情報科学研究所 メディックメディア 9784896324594 3

218
オペナースのための毎日使える解剖図カラーイラストブック
―10診療科が勢揃い!術野の読み取りポイントがよくわかる!

小西 敏郎 メディカ出版 9784840437196 2

219 改訂 医療者のためのコミュニケーション入門 杉本 なおみ
精神看護出版（鍬
谷書店）

9784862940476 3

220 周手術期看護 (ナーシング・グラフィカ成人看護学)第２版 中島 恵美子 メディカ出版 9784840441308 3

221
セルフマネジメント (ナーシング・グラフィカ) (ナーシング・グ
ラフィカ成人看護学) 第２版

安酸 史子 メディカ出版 9784840441292 3

222 快適! ストーマ生活: 日常のお手入れから旅行まで 松浦 信子 医学書院 9784260016018 2

223 胃手術後の100日レシピ―退院後の食事プラン 青木 照明
女子栄養大学出版
部

9784789514316 1

224 見てわかる 消化器ケア 道又 元裕 照林社 9784796522823 2

225
ウイルス性肝炎の治療とケア―C型・B型肝炎に対する最新
の薬物療法の知識

小池 和彦 医学芸術社 9784870541931 3

226 看護師のための消化器がん化学療法マニュアル 辻晃仁 日総研出版 9784776015789 3

227 消化器系の症状・疾患の理解と看護 角田 直枝 中央法規出版 9784805837344 2

228 看護に役立つ！　エコーの読み方　活かし方 真田弘美 照林社 9784796522991 3

229 ナースのための　やさしくわかるドレーン・カテーテル管理 小野寺久 ナツメ社 9784816352812 3



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

230 ビジュアル　周術期ケア 國土典宏 南江堂  9784524269013 3

231 夜間の急変！　その対応とドクターコール 佐藤憲明 照林社 
9784796522960

 
3

232 がんのリハビリテーション 島崎寛将 中山書店 9784521737171 3

233 リウマチ看護パーフェクトマニュアル 村澤章 羊土社
9784758109697

 
3

234 クリティカルケアアドバンス看護実践 山勢博彰 南江堂 9784524268290 3

235 外来看護パーフェクトガイド 数間恵子 看護の科学社 9784878040726 3

236 看護職・介護職が行うエンゼルケア・死化粧とグリーフケア 笹原留似子 日総研出版
9784776016540

 
3

237 ファーストエイド　補訂版 日本救急看護学会 へるす出版
9784892698040

 
3

238 これだけはおさえておきたいクリティカルケア看護
ローリ・シューマッ
ハー シンシア・チェル
ネッキー

ガイアブックス 9784882828624 3

239 ICU3年目ナースのノート 道又元裕 日総研出版
9784776016687

 
3

240 根拠がわかる看護実践禁忌ナビ 富野康日己 南江堂
9784524268030

 
3

241 アトラス応急処置マニュアル　原著第９版　増補
Ｓｔ．Ｊｏｈｎ　Ａｍｂｕｌａ
ｎｃｅ ： 聖アンドリュー
ス応急処置協会

南江堂 9784524268689 3

242 一目でわかる水電解質　第３版 飯野靖彦
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナ

9784895927406 3

243 一目でわかる輸液　第３版 飯野靖彦
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナ

9784895927475 3

244 一目でわかる血液ガス　第２版 飯野靖彦
メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナ

9784895927314 3

245 がん治療エッセンシャルガイド 佐藤 隆美 南山堂 9784525420222 3

246 疾患・症状別今日の治療と看護　改訂第３版 永井良三 南江堂 9784524268047 3

247 実践!早期離床完全マニュアル―新しい呼吸ケアの考え方 曷川 元
日本離床研究会
（慧文社）

9784905849674 2

248
糖尿病患者のセルフマネジメント教育 改訂2版―わかる!使
える!やる気を高める! エンパワメントと自己効力

安酸 史子 メディカ出版 9784840429849 2

249
糖尿病バーンアウト―燃えつきないためのセルフケアとサ
ポート

石井 均 医歯薬出版 9784263233993 3

250
糖尿病患者のセルフマネジメント教育 改訂2版―わかる!使
える!やる気を高める! エンパワメントと自己効力

安酸 史子 メディカ出版 9784840429849 2

251 [DVD付] もっと知りたい エンゼルケアQ&A 小林 光恵 医学書院 9784260017053 3

252 説明できるエンゼルケア: 40の声かけ・説明例 小林 光恵 医学書院 9784260014366 1

253 緩和ケアが主体となる時期のがんのリハビリテーション 島﨑 寛将 中山書店 9784521737171 3

254 がん患者のリハビリテーション－リスク管理とゴール設定 宮越 浩一 メジカルビュー社 9784758314695 3

255
緩和ケア増刊 生活臨床と緩和ケア-日常とともにある医療・
ケア 2013年 06月号

- 青海社; 不定版
ASIN:

B00DB76E5O
3

256
決定版 消化器外科看護まるわかり: いちからわかる! 術前
術後ケア 解剖 疾患 治療 (消化器外科ナーシング2013年春
季増刊)

島田 光生 メディカ出版 9784840443043 3

257 がん難民にならないためのサードオピニオン 野口 哲英
幻冬舎ルネッサン
ス

9784779009112
3

258 生命哲学入門〈3〉仏教看護と緩和ケア 川田洋一 第三文明社; 新版
9784476062212

3

259
消化器外科ナーシング2009年秋季増刊 消化器外科術後観
察＆対応マニュアル (消化器外科ナーシング 09年秋季増
刊)

田中 雅夫 メディカ出版 9784840427142 2

260 実践!早期離床完全マニュアル―新しい呼吸ケアの考え方 曷川 元
日本離床研究会
（慧文社）

9784905849674
2

261 アイデンティティの発達―青年期から成人期
 J. クロガー、Jane
Kroger、 榎本 博明

北大路書房 9784762824159 3



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

262 ザ★清潔 (KAN‐TAN看護の) 野崎 真奈美 医学書院 9784260010610 2

263
写真でわかる臨床看護技術2: 呼吸・循環、創傷ケアに関す
る看護技術を中心に! (写真でわかるシリーズ)

本庄恵子 インターメディカ 9784899963059 3

264
根拠がわかる看護技術シリーズ
根拠がわかる成人看護技術

大池　美也子 メヂカルフレンド社 9784839214623 1

265 症状別にみる精神科の看護ケア 坂田三允 中央法規出版
9784805826669

1

266 統合失調症の人の気持ちが分かる本 伊藤順一郎・コンボ 講談社
9784062789615

1

267
（精神科臨床エキスパート）依存と嗜癖；どう理解しどう対処
するか

和田清 医学書院
9784260017954

1

268 （精神科臨床エキスパート）不安障害診療のすべて 塩入俊樹・松永寿人 医学書院
9784260017985

1

269 自閉症だったわたしへ
ドナ・ウィリアムズ著、
河野万里子

新潮社
9784102156117

1

270 発達障害の感覚と知覚の世界 佐藤幹夫 日本評論社
 9784535563100

1

271 触法精神障害者への心理的アプローチ 壁屋康洋 星和書店
9784791108305

1

272 方法としての動機づけ面接 原井宏明 岩崎学術出版社
9784753310432

1

273 薬物依存とアディクション精神医学 松本俊彦 金剛出版
9784772412391

1

274 CRAFT 依存症家族のための対応ハンドブック
ロバート・メイヤーズ
著、松本俊彦訳

金剛出版
9784772413190

1

275 自殺リスクの理解と対応
ショーン・C・シア著、
松本俊彦訳

金剛出版
9784772412636

1

276 精神科医療の隔離・身体拘束 長谷川利夫 日本評論社
9784535983854

1

277 行って見て聞いた精神科病院の保護室 三宅薫 医学書院
9784260017435

1

278 精神看護の理論と実践 南裕子・宇佐美しおり ヌーヴェルヒロカワ
9784861740343

1

279 発達障害への看護アプローチ 杉山登志郎
精神看護出版（鍬
谷書店）

9784862940391
1

280 事例で学ぶ認知行動療法 伊藤絵美 誠信書房
9784414400465

1

281
当事者から学ぶ精神障害者のセルフ―ヘルプグループと専
門職の支援

半澤節子
やどかり出版（地
方小出版流通セン
ター）

9784946498510
1

282 グループと精神看護 武井麻子 金剛出版
9784772412452

1

283 サリヴァン、アメリカの精神科医 中井久夫 みすず書房
 9784622083665

1

284 ヒーリー精神科治療薬ガイド
デイビットヒーリー
著、田島治訳

みすず書房
9784622074748

1

285 精神科の薬がわかる本　第2版 姫井昭男 医学書院
9784260013857

1

286 精神病棟40年 時東一郎 宝島社
9784800209184

1

287 ドキュメントひきこもり～「長期化」と「高年齢化」の実態 池上正樹 宝島社
9784800213556

1

288 ケア会議で学ぶケアマネジメントの本質 野中猛・上原久 中央法規出版
9784805838587

1

289 ケア会議の技術
野中猛・上原久・高室
成幸

中央法規出版
9784805829240

1

290 ケア会議の技術〈2〉事例理解の深め方 上原久 中央法規出版
9784805836767

1

291
重い精神障害のある人への包括型地域生活支援: アウト
リーチ活動の理念とスキル

三品桂子
学術出版会（日本
図書せんたー）

9784284103824
1

292 ICD-10精神科診断ガイドブック 中根允文監修 中山書店
9784521737058

1

293 質的研究のピットフォール 萱間真美著 医学書院
9784260018470

1

294 ナースのための精神医学のきほん 加藤温著
ナースツールズ（鍬
谷書店）

9784990505622
1

295 改訂 医療者のためのコミュニケーション入門 杉本なおみ著
精神看護出版（鍬
谷書店）

 9784862940476
1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

296 愛着と精神療法
デイヴィット・J・
ウォーリン著、津島豊
美訳

星和書店
9784791107940

1

297 心理測定を活かした看護研究
横山和任、青木きよ
子著

金子書房 9784760826445 1

298 マズローが伝えたかったこと 林紀光著 金子書房
9784760834150

1

299
世界の学校予防教育: 心身の健康と適応を守る各国の取り
組み

山崎勝之・戸田有一・
渡辺弥生

金子書房
9784760888016

1

300
ボクのせいかも・・・・・・: ―お母さんがうつ病になったの―
(家族のこころの病気を子どもに伝える絵本)

プルスアルハ著 ゆまに書房
9784843341124

1

301
統合失調症のひろば 1 統合失調症に治療は必要か? (ここ
ろの科学 Special Issue)

高木俊介他 日本評論社
9784535907416

1

302 統合失調症体験事典 龍人著 ラグーナ出版
9784839108076

1

303
プロセス・エデュケーション: 学びを支援するファシリテーショ
ンの理論と実際

津村俊充著 金子書房
9784760832545

1

304 意識は傍観者である 脳の知られざる営み
ディヴィッド・イーグル
マン / 大田直子訳

早川書房 9784152092922 1

305 面白いほど理解できる 生理学 岡 純 TAC出版 9784813248545 1

306 第4版 カールソン神経科学テキスト 脳と行動
Neil Carlson／泰羅
雅登 (監修, 翻訳), 中
村 克樹

丸善出版 9784621086704 1

307 脳のなかの天使
V・S・ラマチャンドラン
(著), 山下 篤子 (翻
訳)

角川書店(角川グ
ループパブリッシン
グ)

9784041101049 1

308
生体電気信号とはなにか―神経とシナプスの科学 (ブルー
バックス)

杉　晴夫  講談社 9784062575232 1

309 トコトンわかる図解 基礎神経科学 池田 和正  オーム社 9784274211577 1

310 生理学きほんノート 安谷屋 均 南山堂 9784525121419 1

311
図解入門 よくわかる生理学の基本としくみ (図解入門 メディ
カルサイエンスシリーズ)

當瀬 規嗣 秀和システム 9784798012223 1

312 マンガでわかる基礎生理学 田中 越郎 (監修) オーム社 9784274068713 1

313 生理学テキスト　第7版 大地睦夫 文光堂 9784830602269 1

314 ボディ・ナビゲーション―触ってわかる身体解剖
Andrew Biel (著) 、阪
本 桂造 (翻訳)

医道の日本社 9784752930952 1

315 イラストで徹底理解する シグナル伝達キーワード事典
山本 雅、仙波 憲太
郎、 山梨 裕司

羊土社 9784758120333 1

316
改訂第3版 脳神経科学イラストレイテッド～分子・細胞から
実験技術まで

真鍋 俊也 (編集), 森
寿 (編集), 渡辺 雅彦
(編集), 岡野 栄之 (編
集), 宮川 剛 (編集)

羊土社 9784758120401 1

317 イラストレイテッド神経科学 (リッピンコットシリーズ)

白尾 智明 (監修, 翻
訳), 伊佐 正 (翻訳),
今村 一之 (翻訳), 小
田 洋一 (翻訳)

丸善出版 9784621086414 1

318
理系なら知っておきたいラボノートの書き方 改訂版―論文
作成、データ捏造防止、特許に役立つ書き方+管理法がよく
わかる!

岡崎康司 (編集), 隅
藏康一 (編集)

羊土社 9784758120289 1

319
発表が楽しくなる! 研究者の劇的プレゼン術～見てくれスラ
イド論&よってらっしゃいポスター論と聴衆の心をつかむ講演
技術

堀口 安彦 (著) 羊土社 9784758108140 1

320
体性-自律神経反射の生理学 (物理療法,鍼灸,手技療法の
理論)

A. Sato (著), Y. Sato
(著), R.F. Schmidt
(著), 山口 眞二郎 (監

丸善出版 9784621061848 1

321 自律神経機能検査　第4版
日本自律神経学会
(編集)

文光堂 9784830615351 1

322
イラストでわかる神経症候-機能・解剖から診断へのアプ
ローチ

近藤 智善 (監修, 翻
訳), 野元 正弘 (監修,
翻訳)

丸善出版 9784621086292 1

323 もしも心電図が小学校の必修科目だったら 香坂 俊 (著) 医学書院 9784260017114 1

324
人工呼吸に活かす! 呼吸生理がわかる、好きになる～臨床
現場でのモヤモヤも解決!

田中 竜馬 (著) 羊土社 9784758117340 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

325
血液ガス・酸塩基平衡に強くなる～数値をすばやく読み解く
ワザと輸液療法の要点がケース演習で身につく

白髪 宏司 (著) 羊土社 9784758117357 1

326 臨床神経解剖学
M.J.Turlough
Fitzgerald (著),
Estomih Mtui (著)

医歯薬出版 9784263731512 1

327
骨格筋の構造・機能と可塑性―理学療法のための筋機能
学

Richard L. Lieber
(著), 望月 久 (翻訳)

医歯薬出版 9784263214220 1

328 カラー版 ラーセン人体発生学 第4版

ゲイリー C. シェーン
ウォルフ (著), P.R. ブ
ラウアー (著), P.H. フ
ランシス‐ウェスト
(著), S.B. ブライル
(著), Gary C.
Schoenwolf (原著),
Philippa H. Francis‐
West (原著), Philip R.
Brauer (原著),
Steven B. Bleyl (原
著), 仲村 春和 (翻

西村書店 9784890134311 1

329 解剖実習カラーテキスト 坂井 建雄 (著) 医学書院 9784260017022 1

330 カラーアトラス機能組織学
Jeffrey B. Kerr (著),
河田 光博 (翻訳), 小
路 武彦 (翻訳)

医歯薬出版 9784263731468 1

331 運動生理学―生理学の基礎から疾病予防まで 山北満哉 三共出版 9784782706879 1

332 運動・からだ図解 生理学の基本 中島 雅美 (監修) マイナビ 9784839947736 1

333 スポーツ・運動生理学概説
山地 啓司 (著), 田中
宏暁 (著), 大築 立志
(著)

明和出版（地方小
出版流通センター）

9784901933247 1

334 サイクル・サイエンス ---自転車を科学する
マックス・グラスキン
(著), 黒輪 篤嗣 (翻
訳), 作場 知生 (翻訳)

河出書房新社 9784309273921 1

335
スポーツ・健康づくりの指導に役立つ姿勢と動きの「なぜ」が
わかる本

土屋 真人 (著) 秀和システム 9784798035161 1

336
幼児期運動指針ガイドブック―毎日、楽しく体を動かすため
に

文部科学省 (編集),
文科省= (編集)

サンライフ企画
（東京官書普及）

9784904011478 1

337 熱中症―日本を襲う熱波の恐怖
日本救急医学会 (編
集)

へるす出版 9784892697319 1

338 熱中症Review―Q&Aでわかる熱中症のすべて 三宅 康史 (編さん) 中外医学社 9784498066649 1

339
経口補水療法ハンドブック―熱中症、脱水症に役立つ 脱水
症状を改善する「飲む点滴」の活用法

谷口 英喜 (著) 日本医療企画 9784864391641 1

340 DVDブック これで完ぺき!バドミントン 大堀 均 (著)
ベースボールマガ
ジン社

9784583105406 1

341
コミュニケーション力を高める!レクリエーションアイデアガイ
ド(全3巻)

神代洋一 汐文社 9784811310282 1

342
シニアのための大笑いクイズと大笑い健康体操 (シニアが
笑顔で楽しむ)

今井 弘雄 (著)  黎明書房 9784654058822 1

343
健康寿命をのばす認知動作型QOMトレーニング (スポーツ
認知動作学の挑戦 2)

小林 寛道 (著) 杏林書院 9784764411395 1

344
ランニングパフォーマンスを高めるスポーツ動作の創造 (ス
ポーツ認知動作学の挑戦)

小林 寛道 (著) 杏林書院 9784764410497 1

345
健康スポーツ学概論　-プロモーション，ジェロントロジー，
コーチング-

 （公財）日本健康ス
ポーツ連盟　監修
山羽教文・長ヶ原誠

杏林書院 9784764411456 1

346 発想スポーツ科学への招待-楽しい物づくりと研究- 金子公宥 杏林書院 9784764411364 1

347 運動とメンタルヘルス-心の健康に運動はどう関わるか-
 公益財団法人明治
安田厚生事業団　監
修　永松俊哉　編集

杏林書院 9784764411333 1

348 障害者の体力評価ガイドライン: 脳血管障害・脊髄損傷

日本リハビリテーショ
ン医学会 障害者の
体力評価ガイドライン
策定委員会 (編集)

金原出版 9784307750363 1

349 力学の基礎とバイオメカニクス 山田 宏 (著) コロナ社 9784339072303 1

350
増補改訂 SPSSのススメ1: 2要因の分散分析をすべてカ
バー

竹原 卓真 北大路書房 9784762827983 3



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

351
医療系データのとり方・まとめ方―SPSSで学ぶ実験計画法
と分散分析

対馬栄輝, 石田水里 東京図書 9784489021435 2

352
臨床医による臨床医のための本当はやさしい臨床統計―
一流論文に使われる統計手法はこれだ! (EBMライブラリー)

野村 英樹, 松倉 知
晴

中山書店 9784521019017 2

353 SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析　第３版
石村 貞夫, 久保田
基夫, 謝 承泰

東京図書 9784489021152 2

354
いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ 第1巻 まず
は統計アレルギーを克服しよう! (Dr.あさいのこっそりマス
ターシリーズ)

浅井 隆
アトムス（鍬谷書
店）

9784904307243 2

355
いまさら誰にも聞けない医学統計の基礎のキソ　第２巻 結
果の解釈ができるようになろう！ (Dr.あさいのこっそりマス
ターシリーズ)

浅井　隆
アトムス（鍬谷書
店）

9784904307281 2

356 看護研究をはじめるための統計と臨床疫学 藤林和俊
学研メディカル秀
潤社

9784780910797 2

357 SPSSによる臨床心理・精神医学のための統計処理
石村 貞夫, 石村 友
二郎, 加藤 千恵子

東京図書 9784489020957 2

358 やさしい統計学―保健・医薬・看護・福祉関係者のために 片平 洌彦 桐書房 9784876474806 2

359 看護系学生のためのやさしい統計学
石村 貞夫, 今福 恵
子, 田沼 美杉

共立出版 9784320019386 2

360 ウルトラ・ビギナーのためのSPSSによる統計解析入門 小田 利勝 プレアデス出版 9784903814001 1

361
このとおりやればすぐできる ナースのための統計処理 (現
場の統計学)

坪井 博之 技術評論社 9784774145327 1

362
マンガでわかるナースの統計学 -データの見方から説得力
ある発表資料の作成まで-

田久 浩志, 小島 隆
矢, こやま けいこ,
ビ コム

オーム社 9784274066498 1

363
SPSSで学ぶ医療系データ解析―分析内容の理解と手順解
説、バランスのとれた医療統計入門

対馬 栄輝 東京図書 9784489020209 1

364
SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析―分析内容の理解と
手順解説、バランスのとれた医療統計入門

対馬 栄輝 東京図書 9784489020414 1

365 統計解析なんかこわくない―データ整理から学会発表まで 田久 浩志, 岩本 晋 医学書院 9784260333221 1

366 医療におけるヒューマンエラー―なぜ間違えるどう防ぐ 河野 龍太郎 医学書院 9784260333566 1

367 看護・介護のための人間工学入門
小川 鑛一, 大久保
祐子, 小長谷 百絵,
鈴木 玲子, 國澤 尚

東京電機大学出版
局

9784501415907 1

368 人間の許容限界事典
山崎 昌廣, 関 邦博,
坂本 和義

朝倉書店 9784254101911 1
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