
購入書籍一覧

1
筋力発揮の脳・神経科学―その基礎から臨床まで (ヒ
トの動きの神経科学シリーズ)

大築 立志, 鈴木 三央, 柳原 大 市村出版 9784902109436 1

2
ビジュアルで学ぶ 筋膜リリーステクニックVol.1 -肩、
骨盤、下肢・足部-

ティル ルカウ 医道の日本社 9784752931157 1

3
ビジュアルで学ぶ 筋膜リリーステクニック Vol.2―頚
部、頭部、体幹〔脊柱・肋骨〕―

ティル ルカウ 医道の日本社 9784752931225 1

4
社会を変える健康のサイエンス: 健康総合科学への
21の扉

東京大学医学部健康総合科学科 東京大学出版会 9784130634069 1

5
バーンスタイン医師の糖尿病の解決  正常血糖値を
得るための完全ガイド

リチャード・K・バーンスタイン 金芳堂 9784765316743 1

6 ニューロメカニクス 身体運動の科学的基盤 ロジャー・M. エノーカ 西村書店 9784890134700 1

7
体操療法オールブック－ひとめでわかる効果的な筋
の使い方

高平 尚伸 メジカルビュー社 9784758313728 1

8 筋膜ストレッチセラピー Ann Frederick, Chris Frederick ナップ 9784905168386 1

9
ハイパフォーマンスの科学－トップアスリートをめざす
トレーニングガイド－

野坂 和則, 沼澤 秀雄, David Joyce,
Daniel Lewindon, 小林 敬和, 今西 平,
杉浦 雄策, 塩田 徹, 友岡 和彦, 岡田
純一, 豊田 裕浩, 桜井 智野風, 長谷
川 博, 中村 大輔, 安松 幹展

ナップ 9784905168454 1

10 運動生理学の基礎と応用 -健康科学へのアプローチ
長澤 純一, 杉浦 雄策, 古川 覚, 松井
健, 柳原 大, 大西 朋, ?橋 淳一郎, 佐
藤 和

ナップ 9784905168393 1

11
エンデュランストレーニングの科学 －持久力向上の
ための理論と実践－

I?igo Mujika, 長谷川 博, 中村 大輔, 安
松 幹展, 桜井 智野風, 久保 啓太郎,
禰屋 光, 伊藤 静夫, 相澤 勝治, 鬼塚
純玲, 田中 美吏, 安藤 創一, 加藤 晴
康

ナップ 9784905168379 1

12
カラー運動生理学大事典: 健康・スポーツ現場で役立
つ理論と応用

ビクター カッチ, ウィリアム マッカード
ル, フランク カッチ

西村書店 9784890134779 1

13 サルコペニア診療マニュアル

長寿科学研究開発事業「加齢による
運動器への影響に関する研究―サル
コペニアに関する包括的検討―」研究
班

メジカルビュー社 9784758303941 1

14 身体運動学－関節の制御機構と筋機能 市橋 則明 メジカルビュー社 9784758317122 1

15 循環器治療学 (人体のメカニズムから学ぶ臨床工学) 的場 聖明, 白山 武司, 八木 克史 メジカルビュー社 9784758317160 1

16
セラピストのための 機能解剖学的ストレッチング 上
肢

林 典雄, 鵜飼 建志 メジカルビュー社 9784758317030 1

17 生理心理学と精神生理学 第II巻 応用

堀忠雄, 尾崎久記, 片山順一, 鈴木直
人, 手塚洋介, 飯田沙依亜, 松永昌宏,
藤村友美, 小林一生, 大森慈子, 森数
馬, 佐藤弥, 魚野翔太, 木村元洋, 玉
越勢治, 木田哲夫, 大上淑美, 小谷泰
則, 村田明日香, 田中裕, 安永大地,
武田裕司, 長野祐一郎, 久保賢太, 木
村健太, 井澤修平, 福田早苗, 小野田
慶一, 馬場天信, 裏出良博, 田中秀樹,
阿部高志, 小川景子, 甲斐田幸佐, 浅
岡章一, 林光緒, 福田一彦, 駒田陽子,
小川時洋, 松田いづみ, 大塚拓朗, 小
林孝寛, 山本

北大路書房 9784762829932 1

18 生理心理学と精神生理学 第I巻 基礎

堀 忠雄, 尾崎 久記, 坂田 省吾, 山田
冨美雄, 高砂 美樹, 大平 英樹, 一谷
幸男, 岡田 隆, 山田 一夫, 谷口 清, 佐
藤 暢哉, 岡田 佳奈, 櫻井 芳雄, 高瀬
堅吉, 畑 敏道, 川崎 勝義, 松井 三枝,
小野田 慶一, 宮内 哲, 阿部 高志, 浅
田 博, 入戸野 宏, 河地 庸介, 河野 理,
田中 慶太, 尾上 浩隆, 長野 祐一郎,
松村 健太, 寺井 堅祐, ?瀬 弘樹, 本多
麻子, 福田 恭介, 田中 裕, 田中 邦彦,
志堂寺 和則, 大森 慈子, 平野 晋吾,

北大路書房 9784762829727 1
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19 トートラ人体解剖生理学 原書10版 Gerard J. Totora, Bryan Derrickson 丸善出版 9784621300695 1

20 こころに効く精神栄養学 功刀 浩
女子栄養大学出版
部

9784789554459 1

21 ベッドサイドの臨床神経生理学 飛松省三 中外医学社 9784498228863 1

22
精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks 家族
ケア

日本精神科看護協会, 岡本 眞知子,
萱間 真美

中央法規出版 9784805855386 1

23 経営学習論: 人材育成を科学する 中原 淳 東京大学出版会 9784130402576 1

24
経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス
-

松尾 睦 同文舘出版 9784495375812 1

25
成長する管理職: 優れたマネジャーはいかに経験から
学んでいるのか

松尾 睦 東洋経済新報社 9784492533284 1

26
「患者中心」で成功する病院大改造: 医療の質を向上
させる15章

平原 憲道 医学書院 9784260012423 1

27
ハイパフォーマーな看護管理者の行動特性と管理者
研修

HANA研究会 産労総合研究所 9784863262430 1

28
師長・主任のためのPDP活用入門: ワークシートで「真
のプロブレム」を見つける

井本 寛子, 平林 慶史 メディカ出版 9784840461870 1

29 キャラ勉! 抗菌薬データ 黒山 政一, 小原 美江, 村木 優一 羊土社 9784758118163 1

30
医療現場の応対用語―簡単、すぐに使える、患者満
足につながる

江藤 かをる サイオ出版 9784907176556 1

31
やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を
決める「究極の能力」を身につける

アンジェラ・ダックワース ダイヤモンド社 9784478064801 1

32 「言葉にできる」は武器になる。 梅田 悟司
日本経済新聞出版
社

9784532320751 1

33
職場の問題地図 ~「で、どこから変える?」残業だらけ・
休めない働き方

沢渡 あまね 技術評論社 9784774183688 1

34
看護管理者の目標達成意欲を高めるマネジメントラ
ダー

杏林大学医学部付属病院看護部 日総研出版 9784776018438 2

35
看護現場ですぐに役立つファシリテーションの秘訣:
―カンファレンス・グループワーク・日常コミュニケー
ションの現状改善のために―

國澤尚子 総合医学社 9784883786558 2

36
DVDで学ぶ助産師の「わざ」 母乳育児支援 熟練の技
を求めて

宮下美代子 医歯薬出版 9784263236918 2

37
周産期初期診療アルゴリズム: PC?ピーシーキューブ
公式コースガイド

Perinatal Critical Care Course運営協
議会

メディカ出版 9784840457538 2

38
家族のためのディベロップメンタルケア読本: 赤ちゃん
を理解する 赤ちゃんとのふれあいを楽しむ 赤ちゃん
の育児に自信がもてる (NICU BOOK)

日本ディベロップメンタルケア(DC)研
究会

メディカ出版 9784840462037 1

39
がん・生殖医療ハンドブック: 妊孕性・生殖機能温存
療法の実践ガイド (女性ヘルスケアpractice 3)

大須賀 穣, 鈴木 直 メディカ出版 9784840461900 1

40
炭水化物が人類を滅ぼす【最終解答編】 植物vs.ヒト
の全人類史 (光文社新書)

夏井 睦 光文社 9784334043179 1

41
BSケア基本の型―赤ちゃんの母乳吸啜メカニズムに
基づく乳房ケア

寺田 恵子 日総研出版 9784776018353 1

42 教育の方法と技術: 学びを育てる教室の心理学 田中 俊也 ナカニシヤ出版 9784779512100 1

43 SPSS完全活用法 データの入力と加工 酒井 麻衣子 東京図書 9784489022470 1
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44
なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか: 日本と海
外の比較から考える

村田 晶子, 弓削 尚子 青弓社 9784787234193 1

45
性のあり方の多様性 一人ひとりのセクシュアリティが
大切にされる社会を目指して

二宮 周平 日本評論社 9784535522237 1

46
家庭教育は誰のもの?――家庭教育支援法はなぜ問
題か (岩波ブックレット)

木村 涼子 岩波書店 9784002709659 1

47
ジェンダー研究/教育の深化のために: 早稲田からの
発信

小林 富久子, 村田 晶子, 弓削 尚子 彩流社 9784779121968 1

48 教育とLGBTIをつなぐ: 学校・大学の現場から考える 三成 美保 青弓社 9784787234155 1

49
授業の見方―「主体的・対話的で深い学び」の授業改
善

澤井陽介 東洋館出版社 9784491033693 1

50
性風俗世界を生きる「おんなのこ」のエスノグラフィ―
―SM・関係性・「自己」がつむぐもの

熊田 陽子 明石書店 9784750345482 1

51 パワポ月経授業: そのまま使える! CD-ROM付き 早乙女 智子 少年写真新聞社 9784879816047 1

52 月経前不快気分障害(PMDD) 山田 和男 星和書店 9784791109487 1

53
大学授業改善とインストラクショナルデザイン (教育工
学選書II)

日本教育工学会, 松田岳士, 根本淳
子, 鈴木克明

ミネルヴァ書房 9784623078752 1

54 児童虐待の防止を考える: 子の最善の利益を求めて 佐柳 忠晴 三省堂 9784385321400 1

55
周産期からの子ども虐待予防・ケア――保健・医療・
福祉の連携と支援体制

中板 育美 明石書店 9784750344416 1

56
ウィメンズヘルスとウエルネス―ライフスパンの視点
からのアプローチ

エレン・F・オルシャンスキー ゆう書房 9784904089040 1

57
データから考える 不妊症・不育症治療－希望に応え
る専門外来の診療指針

竹田 省, 田中 温, 黒田 恵司 メジカルビュー社 9784758317405 1

58 産婦人科・新生児領域の血液疾患 診療の手引き 日本産婦人科・新生児血液学会 メジカルビュー社 9784758317474 1

59
「女性ホルモン」の不調を改善し、心身の美しさを引き
出す セラピストのための女性ホルモンの教科書

烏山ますみ BABジャパン 9784862209092 1

60 手のツボを押すだけでしつこい怒りが消える! 加藤雅俊 サンマーク出版 9784763135377 1

61 女性内分泌クリニカルクエスチョン90 百枝 幹雄 診断と治療社 9784787822833 1

62
生活習慣を変えなくても 深い眠りは手に入る。 睡眠
に悩む人 必読!

今枝昌子 山と渓谷社 9784635490337 1

63 触れることの科学: なぜ感じるのか どう感じるのか デイヴィッド・J. リンデン 河出書房新社 9784309253534 1

64 (129)後悔しない「産む」×「働く」 (ポプラ新書) 齊藤 英和, 白河 桃子 ポプラ社 9784591155387 1

65
遊廓の産院から ---産婆50年、昭和を生き抜いて (河
出文庫)

井上 理津子 河出書房新社 9784309412061 1

66 (091)超少子化 (ポプラ新書)
NHKスペシャル「私たちのこれから」取
材班

ポプラ社 9784591149959 1

67 子育て支援と経済成長 (朝日新書) 柴田悠 朝日新聞出版 9784022737069 1

68 ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援 ?橋 睦子 かもがわ出版 9784780308129 1

69
家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援:少
子化対策の切り札 (別冊発達)

小崎恭弘, 田辺昌吾, 松本しのぶ, 松
本しのぶ

ミネルヴァ書房 9784623081165 1
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70
わかりやすいデータ解析と統計学: -医療系の解析統
計をExcelで始めてみよう-

高橋龍尚 株式会社オーム社 9784274221118 1

71 ノンパラメトリック法 (統計解析スタンダード) 村上 秀俊 朝倉書店 9784254128529 1

72
生物・農学系のための統計学: 大学での基礎学修か
ら研究論文まで

平田 昌彦, 宇田津 徹朗, 河原 聡, 榊
原 啓之

朝倉書店 9784254122237 1

73 性分化疾患ケースカンファレンス

位田 忍 (大阪府立母子保健総合医療
センター消化器・内分泌科), 島田 憲
次(大阪府立母子保健総合医療セン
ター泌尿器科)

診断と治療社 9784787821010 1

74
遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)診療の手引き 2017
年版

「わが国における遺伝性乳癌卵巣癌
の臨床遺伝学的特徴の解明と遺伝子
情 報を用いた生命予後の改善に関す
る研究」班

金原出版 9784307203722 1

75
ジェノグラム(家系図)の臨床―家族関係の歴史に基
づくアセスメントと介入

モニカ マクゴールドリック, S. シェレン
バーガー, ランディ ガーソン

ミネルヴァ書房 9784623050833 1

76
身体診察 免許皆伝: 目的別フィジカルの取り方 伝授
します (ジェネラリストBOOKS)

平島修, 志水太郎, 和足孝之 医学書院 9784260030298 1

77 意味の復権[新装版]:フォークサイコロジーに向けて J・ブルーナー ミネルヴァ書房 9784623077151 1

78
ナラティヴ・アプローチによる グリーフケアの理論と実
際: 人生の「語り直し」を支援する

水野 治太郎, 生田 かおる 金子書房 9784760830374 1

79
子ども・家族支援に役立つアセスメントの技とコツ――
よりよい臨床のための４つの視点、８つの流儀

大島剛, 菅野道英, 笹川宏樹, 宮井研
治, 梁川惠, 伏見真里子, 衣斐哲臣

明石書店 9784750341309 1

80
同性パートナーシップ制度―世界の動向・日本の自
治体における導入の実際と展望―

棚村 政行, 中川 重徳 日本加除出版 9784817843593 1

81
性別に違和感がある子どもたち (子どものこころの発
達を知るシリーズ 7)

康 純 合同出版 9784772611503 1

82
トランスジェンダーの心理学――多様な性同一性の
発達メカニズムと形成

佐々木掌子 晃洋書房 9784771028456 1

83 カラー写真で学ぶ 新生児の観察と看護技術 第2版 櫛引美代子 医歯薬出版 9784263236949 3

84
新生児ケアまるわかりBOOK: 生理(根っこ)を知れば
看護が見える (ネオネイタルケア2017年秋季増刊)

平野 慎也, 藤原 美由紀 メディカ出版 9784840458993 2

85 看護論 湯槙ます, ヴァージニア・ヘンダーソン
日本看護協会出版
会

9784818020634 2

86
ケアの実践とは何か: 現象学からの質的研究アプ
ローチ

西村 ユミ, 榊原 哲也 ナカニシヤ出版 9784779512001 1

87 母乳育児支援講座 水野克己, 水野紀子 南山堂 9784525503321 2

88 エビデンスに基づいた不育症・習慣流産の診療 杉浦 真弓 金芳堂 9784765317207 1

89 婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック第2版 落合 慈之, 角田 肇, 針原 康 学研プラス 9784780911282 1

90 すっきりフローチャートで診る産科重症患者ケア 照井 克生 克誠堂出版 9784771904866 1

91 Team STEPPSを活用したヒューマンエラー防止策
東京慈恵会医科大学附属病院看護
部・医療安

日本看護協会出版
会

9784818020573 1

92
亡くなった子どもと「共に在る」家族 (シリーズ看護の
知)

蛭田明子
日本看護協会出版
会

9784818020566 1

93
小児,思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診
療ガイドライン 2017年版

一般社団法人 日本癌治療学会 金原出版 9784307301299 1

94
チームで学ぶ女性がん患者のためのホルモンマネジ
メント

上野直人, 青木大輔 篠原出版新社 9784884123994 1

95
助産師だからこそ知っておきたい　術前・術後の管理
とケアの実践　帝王切開のすべて

竹内正人 メディカ出版 9784840441803 1
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96 子宮頸癌治療ガイドライン 2017年版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 9784307301336 1

97 乳がん患者ケアパーフェクトブック 阿部恭子, 矢形寛 学研プラス 9784780912555 1

98 普及版　シフトワーク・チャレンジ 佐々木　司 労働科学研究所 9784897603322 1

99 入門医療統計学 京都廣川書店 9784909197078 1

100 いのちつぐ「みとりびと」(全4巻) 國森康弘 農山漁村文化協会 9784540112645 1

101
いのちつぐ「みとりびと」(第2集4巻セット) (写真絵本シ
リーズ)

國森康弘 農山漁村文化協会 9784540121647 1

102
いのちつぐ「みとりびと」第3集(4巻セット) (写真絵本シ
リーズ)

國森康弘・写真/文 農山漁村文化協会 9784540161599 1

103
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 医学書院 9784260032391 1

104
研修医・コメディカルスタッフのための 保健所研修
ノート 第4版

安武繁 医歯薬出版 9784263731796 1

105
この熱「様子見」で大丈夫? 在宅で出会う「なんとなく
変」への対応法

家 研也 医学書院 9784260031684 1

106
姿勢から介入する摂食嚥下 脳卒中患者のリハビリ
テーション

森若 文雄, 内田 学 メジカルビュー社 9784758319041 1

107
保健の実践科学シリーズ 行政看護学 (KS医学・薬学
専門書)

金子 仁子 講談社 9784061563247 1

108
コピペと言われないレポートの書き方教室: 3つのス
テップ

山口裕之 新曜社 9784788513457 1

109
その一線,越えたらアウトです! コピペしないレポートか
ら始まる研究倫理 (ライフサイエンス選書)

上岡洋晴
ライフサイエンス出
版

9784897753522 1

110 感染症疫学ハンドブック 谷口 清州 医学書院 9784260020732 2

111 心電図のはじめかた 杉山 裕章 中外医学社 9784498037922 1

112 心臓リハビリテーションポケットマニュアル 伊東 春樹, ジャパンハートクラブ 医歯薬出版 9784263217351 1

113

イラストでわかる心臓病―退院後の食事、生活、リハ
ビリテーション 運動療法・日常生活でのリハビリと心
臓に良い食生活の実際 (手術後・退院後の安心シ
リーズ)

伊東 春樹 法研 9784879549495 1

114
せん妄の臨床指針 ‐せん妄の治療指針 第2版 (日本
総合病院精神医学会治療指針 1)

日本総合病院精神医学会 せん妄指
針改訂班(統括:八田耕太郎)

星和書店 9784791109197 1

115
日本版・集中治療室における成人重症患者に対する
痛み・不穏・せん妄管理のための臨床

日本集中治療医学会J-PADガイドラ
イン

総合医学社 9784883788859 1

116
実践鎮痛・鎮静・せん妄管理ガイドブック―日本版・集
中治療室における成人重症患者に対する痛み

日本集中治療医学会J-PADガイドラ
イン

総合医学社 9784883786428 1

117
最新版 ナースのための早わかりモニター心電図の読
み方と心臓病の検査

小橋 隆一郎 主婦の友社 9784074245567 1

118
事例問題から学ぶ 看護疫学・保健統計学 重要事項
をねこそぎcheck!

安武 繁 医歯薬出版 9784263236864 1

119 看護過程から理解する看護診断 改訂2版 滝島 紀子 丸善出版; 改訂2版 9784621300183 1

120
チームで取り組む せん妄ケア 予防からシステムづく
りまで DVD付

長谷川真澄、 粟生田友子 医歯薬出版 9784263236895 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

121 血液形態アトラス 矢冨 裕 医学書院 9784260032018 1

122 認知症疾患診療ガイドライン2017 　 医学書院 9784260028585 1

123 目でみる耳鼻咽喉科疾患 (Visual series) 池田 勝久 文光堂 9784830633294 1

124
トワイクロス先生の緩和ケア処方薬 第2版: 薬効・薬
理と薬の使い方

武田 文和 医学書院 9784260030311 1

125 エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック 2017 大津敦
メディカルレビュー
社

9784779218996 1

126
免疫ペディア～101のイラストで免疫学・臨床免疫学
に強くなる!

熊ノ郷 淳 羊土社 9784758120807 1

127
ようこそ文化人類学へ: 異文化をフィールドワークする
君たちへ

川口 幸大 昭和堂 9784812216064 1

128 東アジアで学ぶ文化人類学
上水流 久彦, 太田 心平, 尾崎 孝宏,
川口 幸大

昭和堂 9784812216125 1

129 中世実在職業解説本 十三世紀のハローワーク グレゴリウス 山田 一迅社 9784758032551 1

130
魔女の12ヵ月  自然を尊び、知り尽くした魔女の「暮ら
し」と「知恵」

飯島 都陽子 山と渓谷社 9784635810128 1

131 日本文化入門―その基層から美意識まで 板垣 俊一 武蔵野書院 9784838604661 1

132 列島語り ―出雲・遠野・風土記― 赤坂憲雄, 三浦佑之 青土社 9784791769704 1

133 娘に語る人種差別 タハール・ベン・ジェルーン 青土社 9784791769759 1

134 人間と機械のあいだ 心はどこにあるのか 池上 高志, 石黒 浩 講談社 9784062203852 1

135 複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学 篠原 雅武 以文社 9784753103355 1

136 教養としての社会保障 香取 照幸 東洋経済新報社 9784492701447 1

137 税と社会保障でニッポンをどう再生するか
森信 茂樹, 佐藤 主光, 梅澤 高明, 土
居 丈朗

日本実業出版社 9784534054548 1

138 ちょっと気になる社会保障 増補版 権丈 善一 勁草書房 9784326700967 1

139 くまモンあのね 『くまモンあのね』製作委員会 幻冬舎 9784344030961 1

140
里山に生きる家族と集落: こころと絆、持続可能な暮ら
し

養父 志乃夫 勁草書房 9784326654062 1

141 労働と雇用の経済学 永野 仁 中央経済社 9784502211119 1

142
隷属なき道 AIとの競争に勝つベーシックインカムと一
日三時間労働

ルトガー ブレグマン 文藝春秋 9784163906577 1

143 バッタを倒しにアフリカへ (光文社新書) 前野ウルド浩太郎 光文社 9784334039899 1

144
大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」 鋭い質
問、かわいい疑問、難問奇問に各界の個性あふれる
専門家が回答! (サイエンス・アイ新書)

NHKラジオセンター「夏休み子ども科
学電話相談」制作班(編著)

SBクリエイティブ 9784797390643 1

145 さよなら神様 (文春文庫) 麻耶 雄嵩 文藝春秋 9784167908805 1

146 科学的に元気になる方法集めました 堀田 秀吾 文響社 9784905073673 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

147
絶妙な存在感の出し方~なぜか好かれる人がやって
いる~

堀田 秀吾 大和書房 9784479794479 1

148 スルーされない技術 石田 章洋 かんき出版 9784761270124 1

149 ネットワークシティ―現代インフラの社会学
田中大介, 若林幹夫, 楠田恵美, 池田
和弘, 近森高明, 庄司俊之, 角田隆一

北樹出版 9784779305382 1

150
社会的ネットワークと幸福感: 計量社会学でみる人間
関係

原田 謙 勁草書房 9784326602957 1

151
子ども食堂をつくろう!  ── 人がつながる地域の居
場所づくり

NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネッ
トワーク

明石書店 9784750343860 1

152
戦国の情報ネットワーク: 大名・民衆・忍者がつくる中
心なき分権社会

蒲生 猛 コモンズ 9784861871306 1

153
新・スポーツ生理学 (体育・スポーツ・健康科学テキス
トブックシリーズ)

村岡 功 市村出版 9784902109382 1

154 入門運動生理学 勝田 茂 杏林書院 9784764411593 1

155 運動生理学20講(第3版) 勝田 茂, 征矢 英昭 朝倉書店 9784254690460 1

156
肩甲骨はがしストレッチ -首、肩、腰の痛み、体の不
調が消える! -

. マイナビ 9784839957162 1

157
これからの健康とスポーツの科学 第4版 (KSスポーツ
医科学書)

安部 孝, 琉子 友男 講談社 9784062806626 1

158 大学生のスポーツと健康生活 福岡大学スポーツ科学部 大修館書店 9784469268171 1

159
大学生のための「健康」論: 健康・運動・スポーツの基
礎知識

電気通信大学健康・スポーツ科学部
会

道和書院 9784810521320 1

160 精神科、気軽に通って早めに治そう 長牛 慶順 現代書林 9784774516424 1

161
何度でもやりなおせる ひきこもり支援の実践と研究の
今

漆葉 成彦, 青木 道忠, 藤本 文朗 クリエイツかもがわ 9784863422087 1

162
〈インターネット〉の次に来るもの 未来を決める12の法
則

ケヴィン・ケリー, 服部 桂 NHK出版 9784140817049 1

163
60分でわかる!  仮想通貨 ビットコイン&ブロックチェー
ン 最前線 (60分でわかる! IT知識)

仮想通貨ビジネス研究会 技術評論社 9784774189970 1

164
Airbnb Story 大胆なアイデアを生み、困難を乗り越
え、超人気サービスをつくる方法

リー・ギャラガー 日経BP社 9784822255190 1

165
USJを劇的に変えた、たった1つの考え方  成功を引き
寄せるマーケティング入門

森岡 毅
KADOKAWA/角川
書店

9784041041413 1

166 インタビュー 木村俊介 ミシマ社 9784903908960 1

167
学び合う場のつくり方――本当の学びへのファシリ
テーション

中野 民夫 岩波書店 9784000248235 1

168 【実用のことば】会議を変えるワンフレーズ 堀 公俊 朝日新聞出版 9784023316003 1

169 毎日がしあわせになるはちみつ生活 木村 幸子 主婦の友社 9784074206766 1

170 ホントは安いエコハウス 松尾 和也 日経BP社 9784822238384 1

171
君のやる気スイッチをオンにする遺伝子の話 (鹿児島
の高校生たちが感動した命の授業)

村上和雄 致知出版社 9784800911520 1

172
完全図解 スポーツクライミング教本 すべてのクライ
マー必読の教科書決定版

東 秀磯 山と渓谷社 9784635160209 1

173 母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記 松浦 晋也 日経BP社 9784822259457 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

174
転んでも、大丈夫: ぼくが義足を作る理由 (ポプラ社ノ
ンフィクション)

臼井 二美男 ポプラ社 9784591150726 1

175
反応しない練習  あらゆる悩みが消えていくブッダの
超・合理的な「考え方」

草薙龍瞬
KADOKAWA/中経
出版

9784041030400 1

176 カラー版 イチから知りたい! 論語の本 佐久協 西東社 9784791623068 1

177 カラー版 イチから知りたい! 神道の本 三橋 健 西東社 9784791621651 1

178 カラー版 イチから知りたい!  聖書の本 大島力 西東社 9784791624751 1

179
樹木たちの知られざる生活: 森林管理官が聴いた森
の声

ペーター・ヴォールレーベン 早川書房 9784152096876 1

180
海上自衛官が南極観測船「しらせ」で学んだ きつい仕
事に潰されない人のルール

泊 太郎 秀和システム 9784798051192 1

181 LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲 シェリル・サンドバーグ
日本経済新聞出版
社

9784532318970 1

182
仕事にも人生にも自信がもてる!  女性管理職の教科
書 (DO BOOKS)

小川 由佳 同文舘出版 9784495536114 1

183
女性が管理職になったら読む本 ―「キャリア」と「自分
らしさ」を両立させる方法

ギンカ・トーゲル
日本経済新聞出版
社

9784532320652 1

184
安全な介護を実現する事故・トラブル防止術 (介護福
祉経営士実行力シリーズ)

山田 滋 日本医療企画 9784864392648 1

185 認められたい 熊代亨 ヴィレッジブックス 9784864913256 1

186 エンド・オブ・ライフケアとしての拘縮対策 福田 卓民, 沖田 実 三輪書店 9784895904926 1

187 写真で学ぶ拘縮予防・改善のための介護 田中 義行 中央法規出版 9784805837528 1

188 オールカラー 介護に役立つ! 写真でわかる拘縮ケア 田中義行 ナツメ社 9784816360893 1

189 解剖生理をおもしろく学ぶ 増田 敦子 サイオ出版 9784907176280 1

190 のほほん解剖生理学 玉先生 永岡書店 9784522434611 1

191 患者と家族のための川崎病Q&A 鮎沢 衛, 能登 信孝, 唐澤 賢祐 ライフサイエンス 9784898014547 1

192
レジデント初期研修用資料 医療とコミュニケーション
について

medtoolz オーム社 9784274068362 1

193
Dr.竜馬の病態で考える人工呼吸管理～人工呼吸器
設定の根拠を病態から理解し、ケーススタディで実践
力をアップ!

田中 竜馬 羊土社 9784758117562 1

194 保健統計・疫学 福富 和夫, 橋本 修二 南山堂 9784525053352 1

195 楽しく学べる! 看護学生のための疫学・保健統計 浅野 嘉延 南山堂 9784525053420 1

196
産褥期のケア/新生児期・乳幼児期のケア (助産師基
礎教育テキスト)

横尾 京子
日本看護協会出版
会

9784818020269 2

197
ハイリスク妊産褥婦・新生児へのケア (助産師基礎教
育テキスト)

遠藤 俊子
日本看護協会出版
会

9784818020276 2

198 分娩期の診断とケア (助産師基礎教育テキスト) 町浦 美智子
日本看護協会出版
会

9784818020252 2

199 妊娠期の診断とケア (助産師基礎教育テキスト) 森 恵美
日本看護協会出版
会

9784818020245 2

200 女性の健康とケア (助産師基礎教育テキスト) 吉沢 豊予子
日本看護協会出版
会

9784818020221 2



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

201
周産期における医療の質と安全 (助産師基礎教育テ
キスト)

成田 伸
日本看護協会出版
会

9784818020238 2

202 助産概論 (助産師基礎教育テキスト) 工藤 美子
日本看護協会出版
会

9784818020214 2

203 国循 心臓リハビリテーション実践マニュアル 後藤 葉一 メディカ出版 9784840461504 1

204
非がん性呼吸器疾患の緩和ケア: 全ての人にエンド
オブライフケアの光を!

津田 徹, 平原 佐斗司 南山堂 9784525248819 1

205 一冊でわかる婦人科腫瘍・疾患 片渕秀隆, 森谷卓也 文光堂 9784830631238 1

206 現代リハビリテーション医学 改訂第4版
千野 直一, 椿原 彰夫, 才藤 栄一, 出
江 伸一, 道免 和久

金原出版 9784307750523 1

207
カラー図解 脳神経ペディア～「解剖」と「機能」が見え
る・つながる事典

渡辺 雅彦 羊土社 9784758120821 1

208 心臓血管外科の基本知識と患者ケア 新田隆 総合医学社 9784883786534 1

209 精神科治療薬ハンドブック 改訂7版 上島 国利 中外医学社 9784498129900 1

210
高齢者のドライマウス 口腔乾燥症・口腔ケアの基礎
知識

阪井 丘芳 医歯薬出版 9784263445006 1

211
ACLSプロバイダーマニュアル  AHAガイドライン2015
準拠

American Heart Association(AHA:アメ
リカ心臓協会)

シナジー 9784916166715 1

212 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 日本動脈硬化学会 9784907130046 1

213
発達障害のリハビリテーション: 多職種アプローチの
実際

宮尾 益知, 橋本 圭司 医学書院 9784260028462 1

214
ハイリスク患者のがん薬物療法ハンドブック～多様
化・複雑化する患者への治療戦略を身につける

南 博信, 安藤雄一, 寺田智祐 羊土社 9784758118149 1

215 生化学 (カラーイラストで学ぶ 集中講義)
鈴木 敬一郎, 本家 孝一, 大河原 知
水, 藤原 範子

メジカルビュー社 9784758300988 1

216 小児耳鼻咽喉科 第2版 日本小児耳鼻咽喉科学会 金原出版 9784307371193 1

217
医療安全と業務改善を成功させる 病院の文書管理
実践マニュアル: ISO9001、病院機能評価、JCIに対
応!

田中 宏明, 金子 雅明, 佐野 雅隆 メディカ出版 9784840461795 1

218 これからの乳癌診療 2017-2018
園尾 博司, 福田 護, 池田 正, 佐伯 俊
昭, 鹿間 直人

金原出版 9784307203685 1

219
臨床工学技士のための人工呼吸療法 (Clinical
Engineering)

磨田 裕, 廣瀬 稔
学研メディカル秀潤
社

9784780909555 1

220
知ってほしい 乳幼児から大人までのADHD・ASD・LD
ライフサイクルに沿った 発達障害支援ガイドブック

齊藤 万比古, 小枝 達也, 本田 秀夫 診断と治療社 9784787822550 1

221 統合失調症のみかた,治療のすすめかた 松? 朝樹 中外医学社 9784498129962 1

222 認定NSTガイドブック2017(改訂第5版) 日本病態栄養学会 南江堂 9784524251483 1

223
リアルワールドデータの真っ赤な真実: 宝の山か,ごみ
の山か

山下 武志 南江堂 9784524252732 1

224 冷凍カテーテルアブレーション治療ハンドブック 沖重 薫 南江堂 9784524256143 1

225
産後リハにおける腹部・骨盤へのアプローチ 腟・会陰
部のケア,尿失禁,骨盤臓器脱,会陰・骨盤痛の予防の
ためのエクササイズ

Kathe Wallace 丸善出版 9784621301968 1

226 乳腺エコーお悩み解決塾 小柳 敬子, ハーリー 弘子, 河田 晶子 メジカルビュー社 9784758316040 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

227 プラクティス行政法(第2版) (プラクティスシリーズ) 木村 琢麿 信山社 9784797227659 1

228 プラクティス労働法(第2版) (プラクティスシリーズ)

山川 隆一, 皆川 宏之, 櫻庭 涼子, 桑
村 裕美子, 原 昌登, 中益 陽子, 渡邊
絹子, 竹内(奥野) 寿, 野口 彩子, 石井
悦子

信山社 9784797224511 1

229
心理社会的ケアマニュアル 傷ついた心に寄り添うた
めに

桑山 紀彦 福村出版 9784571240621 1

230 哲学者に会いにゆこう 田中 さをり ナカニシヤ出版 9784779509926 1

231 哲学者に会いにゆこう2 田中 さをり ナカニシヤ出版 9784779511530 1

232 詳説日本史研究 佐藤信 山川出版社 9784634010734 1

233 世界の人権保障 中村 睦男, 佐々木 雅寿, 寺島 壽一 三省堂 9784385321493 1

234 最新「国際経営」入門 高橋 浩夫 同文舘出版 9784495390099 1

235
「経験代謝」によるキャリアカウンセリング―自己を見
つめ、学びを得る力

立野 了嗣 晃洋書房 9784771029095 1

236 情報教育・情報モラル教育 (教育工学選書II) 日本教育工学会, 稲垣 忠, 中橋 雄 ミネルヴァ書房 9784623080656 1

237 高齢者のための漢方診療 岩田 健太郎, 岩崎 鋼, ?山 真 丸善出版 9784621301869 1

238 エビデンスで差がつく食育
藤原葉子, 石川朋子, 赤松利恵, 須藤
紀子, 森光康次郎, 香西みどり, 佐藤
瑶子

光生館 9784332021032 1

239 奈良で出会う 天皇になった皇女たち 生駒 あさみ 淡交社 9784473041906 1

240 セレンゲティ・ルール――生命はいかに調節されるか ショーン・B. キャロル 紀伊國屋書店 9784314011471 1

241 本が好き 安野 光雅 山川出版社 9784634151222 1

242 英語の品格 (インターナショナル新書) ロッシェル カップ, 大野 和基
集英社インターナ
ショナル

9784797680126 1

243 日本人の信仰 (扶桑社新書) 島田 裕巳 扶桑社 9784594077426 1

244
あのころのパラオをさがして 日本統治下の南洋を生
きた人々

寺尾 紗穂 集英社 9784087711172 1

245 悩まない脳の作り方 加藤 俊徳 辰巳出版 9784777817757 1

246
いきなりサイエンス 日常のその疑問、科学が「すぐ
に」解決します

ミッチェル モフィット, グレッグ ブラウン 文響社 9784866510095 1

247 「高齢者差別」この愚かな社会 (詩想社新書) 和田 秀樹 詩想社 9784908170010 1

248 「敏感すぎて苦しい」がたちまち解決する本 高田明和 廣済堂出版 9784331521229 1

249 ちいさなことにイライラしなくなる本 大嶋信頼 マガジンハウス 9784838729401 1

250
これで金持ちになれなければ、 一生貧乏でいるしか
ない。: お金と時間を手に入れる6つの思考

金川 顕教 ポプラ社 9784591155424 1

251 改訂新版 よくわかる情報リテラシー (標準教科書)

小泉 力一, 渡辺 博芳, 西端 律子, 香
山 瑞恵, 佐々木 整, 松下 孝太郎, 安
間 文彦, 夜久 竹夫, 安齊 公士, 永田
奈央美, 平田 謙次

技術評論社 9784774191423 1

252 少しかしこくなれる単位の話 (　) 笠倉出版社 9784773087536 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

253 ブラックホールをのぞいてみたら 大須賀 健 KADOKAWA 9784041061848 1

254 やさしさ (日常を拓く知 古典を読む1)
神戸女学院大学文学部総合文化学
科, 景山 佳代子

世界思想社 9784790717041 1

255 専門図書館の役割としごと 青柳 英治, 長谷川 昭子 勁草書房 9784326000456 1

256 動物になって生きてみた チャールズ フォスター 河出書房新社 9784309253695 1

257 雪と氷の疑問60 (みんなが知りたいシリーズ2) 高橋修平, 渡辺興亜 成山堂書店 9784425514212 1

258 潮干狩りの疑問77 (みんなが知りたいシリーズ) 原田知篤 成山堂書店 9784425956111 1

259 海水の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ4) 海水の疑問50 成山堂書店 9784425830916 1

260 海藻の疑問50 (みんなが知りたいシリーズ1) 日本藻類学会 成山堂書店 9784425830619 1

261
どんなに体が硬くても背中でギュッと握手できるように
なる肩甲骨ストレッチ

中里 賢一 新星出版社 9784405082182 1

262 陽気なギャングが地球を回す (祥伝社文庫) 伊坂 幸太郎 祥伝社 9784396332686 1

263 死神の精度 (文春文庫) 伊坂 幸太郎 文藝春秋 9784167745011 1

264 AX アックス 伊坂 幸太郎 KADOKAWA 9784041059463 1

265 陽気なギャングの日常と襲撃 (祥伝社文庫) 伊坂 幸太郎 祥伝社 9784396335212 1

266 フィッシュストーリー (新潮文庫) 伊坂 幸太郎 新潮社 9784101250243 1

267 チルドレン (講談社文庫) 伊坂 幸太郎 講談社 9784062757249 1

268 アヒルと鴨のコインロッカー (創元推理文庫) 伊坂 幸太郎 東京創元社 9784488464011 1

269 ガソリン生活 (朝日文庫) 伊坂幸太郎 朝日新聞出版 9784022648068 1

270 重力ピエロ (新潮文庫) 伊坂 幸太郎 新潮社 9784101250236 1

271 グラスホッパー (角川文庫) 伊坂 幸太郎
角川書店(角川グ
ループパブリッシン
グ)

9784043849017 1

272 夜また夜の深い夜 (幻冬舎文庫) 桐野 夏生 幻冬舎 9784344426368 1

273 アイネクライネナハトムジーク (幻冬舎文庫) 伊坂 幸太郎 幻冬舎 9784344426313 1

274 森は知っている (幻冬舎文庫) 吉田 修一 幻冬舎 9784344426436 1

275 世界の果てに、ぼくは見た (幻冬舎文庫) 長沼 毅 幻冬舎 9784344426412 1

276
いま、死んでもいいように 執着を手放す36の智慧 (幻
冬舎文庫)

小池 龍之介 幻冬舎 9784344426375 1

277 サーカスナイト (幻冬舎文庫) よしもと ばなな 幻冬舎 9784344426443 1

278 日本の「運命」について語ろう (幻冬舎文庫) 浅田 次郎 幻冬舎 9784344426306 1

279 私たちはどこから来て、どこへ行くのか (幻冬舎文庫) 宮台 真司 幻冬舎 9784344426009 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

280 ちょっとそこまで旅してみよう (幻冬舎文庫) 益田 ミリ 幻冬舎 9784344425989 1

281 ヴァチカン物語 (とんぼの本) 塩野 七生, 藤崎 衛, 石鍋 真澄 新潮社 9784106022180 1

282 とんぼの本 こんなに面白い東京国立博物館 新潮社, 東京国立博物館 新潮社 9784106021244 1

283 ブリューゲルの世界 (とんぼの本) 森 洋子 新潮社 9784106022746 1

284 インド神話入門 (とんぼの本) 長谷川 明 新潮社 9784106019531 1

285 かわいい こわい おもしろい 長沢芦雪 (とんぼの本) 岡田 秀之 新潮社 9784106022760 1

286 若冲ワンダフルワールド (とんぼの本)
辻 惟雄, 小林 忠, 狩野 博幸, 太田 彩,
池澤 一郎, 岡田 秀之

新潮社 9784106022654 1

287
新モンゴル紀行: ザナバザルの造りし美仏のもとへ
(とんぼの本)

菊間 潤吾 新潮社 9784106022661 1

288 ゴヤ「戦争と平和」 (とんぼの本) 大高 保二郎 新潮社 9784106022708 1

289 新生オルセー美術館 (とんぼの本) 高橋 明也 新潮社 9784106022739 1

290 フェルメール巡礼 (とんぼの本) 朽木 ゆり子, 前橋 重二 新潮社 9784106022272 1

291 気になるガウディ (とんぼの本) 磯崎 新 新潮社 9784106022340 1

292 誰も知らないラファエッロ (とんぼの本) 石鍋 真澄, 堀江 敏幸 新潮社 9784106022425 1

293 熱闘! 日本美術史 (とんぼの本) 辻 惟雄, 村上 隆 新潮社 9784106022562 1

294 ひかりの魔女 (双葉文庫) 山本 甲士 双葉社 9784575519358 1

295
これは経費で落ちません! 2 ~経理部の森若さん~ (集
英社オレンジ文庫)

青木 祐子 集英社 9784086801287 1

296
これは経費で落ちません!  ~経理部の森若さん~ (集英
社オレンジ文庫)

青木 祐子 集英社 9784086800822 1

297 ネバーランド (集英社文庫) 恩田 陸 集英社 9784087475777 1

298 地下街の雨 (集英社文庫) 宮部 みゆき 集英社 9784087488647 1

299 セシルのもくろみ (光文社文庫) 唯川 恵 光文社 9784334765538 1

300 舞台 (講談社文庫) 西 加奈子 講談社 9784062935821 1

301 ロボット・イン・ザ・ガーデン (小学館文庫) デボラ インストール 小学館 9784094062373 1

302 その時までサヨナラ (河出文庫) 山田 悠介 河出書房新社 9784309415413 1

303 スイッチを押すとき 他一篇 (河出文庫) 山田 悠介 河出書房新社 9784309414348 1

304 水やりはいつも深夜だけど (角川文庫) 窪 美澄 KADOKAWA 9784041054956 1

305 よるのふくらみ (新潮文庫) 窪 美澄 新潮社 9784101391441 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

306 鎌倉湘南カフェ散歩 (祥伝社黄金文庫) 川口葉子 祥伝社 9784396317102 1

307 東京カフェ散歩 観光と日常 (祥伝社黄金文庫) 川口 葉子 祥伝社 9784396315917 1

308
【2017年・第15回『このミステリーがすごい!大賞』大賞
受賞作】 がん消滅の罠 完全寛解の謎 (『このミス』大
賞シリーズ)

岩木 一麻 宝島社 9784800265654 1

309 サマータイム (新潮文庫) 佐藤 多佳子 新潮社 9784101237329 1

310 ぼくのメジャースプーン (講談社文庫) 辻村 深月 講談社 9784062763301 1

311 夢の叶え方を知っていますか? (朝日新書) 森博嗣 朝日新聞出版 9784022737014 1

312 本へのとびら――岩波少年文庫を語る (岩波新書) 宮崎 駿 岩波書店 9784004313328 1

313 落語に学ぶ大人の極意 (平凡社新書) 稲田 和浩 平凡社 9784582858266 1

314 DEATH(デス)ペディア 上野 正彦, 高木 徹也 宝島社 9784800267320 1

315 終の日までの (双葉文庫) 森 浩美 双葉社 9784575519686 1

316 もっとクイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本
ハラ ヒロシ, ハヤシ アキコ, 平本 久美
子, ヤマダ ジュンヤ

翔泳社 9784798142838 1

317 クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本
田中 クミコ, ハラ ヒロシ, ハヤシ アキ
コ, ヤマダ ジュンヤ

翔泳社 9784798132105 1

318 勉強の哲学 来たるべきバカのために 千葉 雅也 文藝春秋 9784163905365 1

319 アルゴリズム図鑑 絵で見てわかる26のアルゴリズム 石田 保輝, 宮崎 修一 翔泳社 9784798149776 1

320
こころの病を診るということ 私の伝えたい精神科診療
の基本

青木省三 医学書院 9784260030205 1

321 統合失調症 (PHP新書) 岡田 尊司 PHP研究所 9784569793061 1

322
トップランナーの図書館活用術 才能を引き出した情
報空間 (ライブラリーぶっくす)

岡部 晋典 勉誠出版 9784585200550 1

323 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか フランス・ドゥ・ヴァール 紀伊國屋書店 9784314011495 1

324 アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー 紀伊國屋書店 9784314011488 1

325 体が硬い人のための柔軟講座 (趣味どきっ!) 中野 ジェームズ修一 NHK出版 9784142287444 1

326 共感の時代へ―動物行動学が教えてくれること フランス・ドゥ・ヴァール 紀伊國屋書店 9784314010634 1

327
混合研究法への誘い─質的・量的研究を統合する新
しい実践研究アプローチ

日本混合研究法学会, 抱井 尚子, 成
田 慶一

遠見書房 9784866160160 1

328 混合研究法入門: 質と量による統合のアート 抱井 尚子 医学書院 9784260024709 1

329
統計嫌いのための心理統計の本:統計のキホンと統
計手法の選び方

白井 祐浩 創元社 9784422116259 1

330 不思議の国のトムキンス[復刻版] ジョージ・ガモフ 白揚社 9784826910002 1

331 ビギナーズ生物学 太田 安隆, 高松 信彦 化学同人 9784759819373 1

332
よくわかる 血栓・止血異常の診療 (プリンシプル血液
疾患の臨床)

冨山佳昭, 金倉 譲 中山書店 9784521737805 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

333
ここまできた白血病/MDS(骨髄異形成症候群)治療
(プリンシプル血液疾患の臨床)

松村 到, 金倉 譲 中山書店 9784521737775 1

334
リンパ腫・骨髄腫の最新療法 (プリンシプル血液疾患
の臨床)

伊豆津宏二, 金倉 譲 中山書店 9784521737782 1

335
新戦略による貧血治療 (プリンシプル血液疾患の臨
床)

山崎宏人, 金倉 譲 中山書店 9784521737799 1

336
ここまできた肝臓病診療 (プリンシプル消化器疾患の
臨床)

佐々木 裕 中山書店 9784521744445 1

337
食道・胃・十二指腸の診療アップデート (プリンシプル
消化器疾患の臨床)

佐々木 裕, 木下芳一 中山書店 9784521744421 1

338 腸疾患診療の現在 (プリンシプル消化器疾患の臨床) 渡辺 守, 佐々木 裕 中山書店 9784521744438 1

339 SAS Enterprise Guide 保健・看護統計編 高柳 良太 オーム社 9784274219481 1

340 学術論文の作法 近江 幸治 成文堂 9784792326913 1

341
できる研究者の論文作成メソッド 書き上げるための実
践ポイント (KS語学専門書)

ポール.J・シルヴィア 講談社 9784061556270 1

342 学術書の編集者 橘 宗吾
慶應義塾大学出版
会

9784766423525 1

343
誰が音楽をタダにした?──巨大産業をぶっ潰した男
たち

スティーヴン・ウィット 早川書房 9784152096388 1

344 合理的配慮 -- 対話を開く,対話が拓く
川島 聡, 飯野 由里子, 西倉 実季, 星
加 良司

有斐閣 9784641174221 1

345
魂でもいいから、そばにいて ─3・11後の霊体験を聞
く─

奥野 修司 新潮社 9784104049028 1

346 呼び覚まされる 霊性の震災学 金菱 清(ゼミナール) 新曜社 9784788514577 1

347 大人になるためのリベラルアーツ: 思考演習12題 石井 洋二郎, 藤垣 裕子 東京大学出版会 9784130033480 1

348 世界の最も美しい大学 ジャン・セロワ エクスナレッジ 9784767821245 1

349 生命、エネルギー、進化 ニック・レーン みすず書房 9784622085348 1

350
生物はなぜ誕生したのか:生命の起源と進化の最新
科学

ピーター・ウォード, ジョゼフ・カーシュ
ヴィンク

河出書房新社 9784309253404 1

351 生物学の哲学入門 森元 良太, 田中 泉吏 勁草書房 9784326102549 1

352
生物の「安定」と「不安定」 生命のダイミクスを探る
(NHKブックス)

浅島 誠 NHK出版 9784140912430 1

353 基礎からはじめる鎮痛・鎮静管理マスター講座 道又元裕 南江堂 9784524261673 1

354 よくわかる 図解 病院の学習書 梶 葉子 ロギカ書房 9784909090058 1

355
写真でわかる高齢者ケア アドバンス (写真でわかる
アドバンスシリーズ)

古田 愛子 インターメディカ 9784899963653 2

356
写真でわかる実習で使える看護技術 アドバンス (写
真でわかるアドバンスシリーズ)

吉田 みつ子, 本庄 恵子 インターメディカ 9784899963646 2

357 血管インパクト (イラストと雑学で楽しく学ぶ解剖学) 原田 晃 医道の日本社 9784752931232 1

358 基礎と臨床がつながる疾患別看護過程 Part2 菅原美樹, 瀬戸奈津子 学研プラス 9784780912968 2

359
看護師のための臨床輸血 第2版―学会認定・臨床輸
血看護師テキスト

学会認定・臨床輸血看護師制度 カリ
キュラム委員会

中外医学社 9784498075894 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

360 イメージできる臨床薬理学 (ナーシング・サプリ) ナーシング・サプリ編集委員会 メディカ出版 9784840461702 1

361
改訂版 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)

柳澤理子 ピラールプレス 9784861941764 1

362
多重課題クリアノート~できるナースの動き方がわかる
~

三上 剛人, 藤野 智子 学研プラス 9784780912975 1

363
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 医学書院 9784260032322 1

364 わかる抗菌薬 (Essence for Resident) 天沢 ヒロ 医学書院 9784260028769 1

365 使いこなす抗菌薬 (Essence for Resident) 天沢 ヒロ 医学書院 9784260028783 1

366 これで治る! 褥瘡「外用薬」の使い方 古田 勝経 照林社 9784796524148 1

367 循環器ナースのギモン: 日ごろの“?”をまとめて解決 三角 和雄, 飯塚 大介, 須藤 麻美 照林社 9784796524070 1

368
なんとなくわかる敗血症: ナースのための疾患はてな
BOOK

吉本 昭 メディカ出版 9784840462075 1

369
ADLの評価&向上サクセスガイド: ナース、CW、PT、
OT、STのための 事例でわかる (リハビリナース2017
年秋季増刊)

壹岐 英正 メディカ出版 9784840460651 1

370
こどもの潰瘍性大腸炎・クローン病と治療: 患者説明
にそのまま使える 不安なパパ・ママにイラストでやさし
く解説/炎症性腸疾患(IBD)のことがよくわかる

田尻 仁 メディカ出版 9784840461887 1

371
医療看護イノベーション: 組織に変化を起こす 2035年
生き残り戦略の教科書

松下 博宣 メディカ出版 9784840461955 1

372
白熱!  糖尿病教室ミラクルマニュアル: そのまま使え
る秘伝のスライド&シナリオ大公開! (糖尿病ケア2017
年秋季増刊)

細井 雅之 メディカ出版 9784840460439 1

373
疾患別食事療法のポイントと成分別栄養献立展開の
コツ (ニュートリションケア2017年秋季増刊)

本田 佳子 メディカ出版 9784840460798 1

374
神経症状の診かた・考えかた 第2版: General
Neurology のすすめ

福武 敏夫 医学書院 9784260030595 1

375
これから始める! シェアード・ディシジョンメイキング 新
しい医療のコミュニケーション

中山 健夫 日本医事新報社 9784784946396 1

376
意思決定能力低下患者の診療における法的問題へ
の処方箋

長谷部 圭司 日本医事新報社 9784784943432 1

377 心不全緩和ケアの基礎知識35 心不全緩和ケア研究会 文光堂 9784830619403 1

378 ゼロから始める 認知症診療 川上 忠孝 文光堂 9784830636240 1

379 PTOTのための 嚥下・栄養マネジメント 糸田 昌隆, 松尾 善美 文光堂 9784830645617 1

380 Pallium Canada 緩和ケアポケットブック 丹波嘉一郎, 大中俊宏
メディカルサイエン
スインターナショナ
ル

9784895928908 1

381
ファーストエイド―すべての看護職のための緊急・応
急処置

日本救急看護学会, 日本救急看護学
会ファーストエイド委員会

へるす出版 9784892699313 2

382 臨床倫理入門 箕岡 真子 へるす出版 9784892699306 1

383 テキストブック児童精神科臨床 井上 勝夫 日本評論社 9784535984462 1

384 必携 脳卒中ハンドブック 改訂第3版 高嶋 修太郎, 伊藤 義彰 診断と治療社 9784787822369 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

385
プール活動レベル 認知症をもつ人の活動評価から個
別支援まで

Jackie Pool 医歯薬出版 9784263215739 1

386 看取るあなたへ 細谷亮太, 徳永進, 長尾和宏 河出書房新社 9784309248264 1

387
現場から考える精神療法  うつ、統合失調症、そして
発達障害

村上 伸治 日本評論社 9784535984578 1

388
ゼロからはじめる 病院のPDCA 医療の質の見える化
と改善

伏見 清秀, 本橋 隆子, 金沢 奈津子 医歯薬出版 9784263236956 1

389
意味づけ・経験知でわかる病態生理看護過程 下巻―
疾患別

福地本晴美, 市川幾恵 日総研出版 9784776018407 1

390
地域包括ケア時代の地域に根ざした医療の創り方―
「患者を生活に戻す」入退院支援!

櫃本真聿 日総研出版 9784776018308 1

391
臨床心理学増刊第9号―みんなの当事者研究 (臨床
心理学増刊 第 9号)

熊谷 晋一郎 金剛出版 9784772415712 1

392 定版 見るなの禁止―日本語臨床の深層 北山 修 岩崎学術出版社 9784753311217 1

393 苦しみの中でも幸せは見つかる 改訂版 小澤 竹俊 扶桑社 9784594076634 1

394
ぜんぶ絵で見る医療統計～身につく!  研究手法と分
析力

比江島 欣慎 羊土社 9784758118071 1

395
Visual Dermatology2016年臨時増刊号 「これを見たら
何を考える?」皮疹のみかたアトラス (ビジュアルダー
マトロジー)

ヴィジュアル・ダーマトロジー編集委員
会

学研プラス 9784780909302 1

396 子宮頸癌取扱い規約 病理編 第4版 日本産科婦人科学会, 日本病理学会 金原出版 9784307301329 1

397 子宮体癌取扱い規約 病理編 第4版 日本産科婦人科学会, 日本病理学会 金原出版 9784307301312 1

398 女性のための自分で選べる漢方の本 大澤 稔 PHP研究所 9784569823485 1

399 向精神薬と妊娠・授乳 伊藤 真也, 村島 温子, 鈴木 利人 南山堂 9784525382322 1

400
フローチャートこども漢方薬-びっくり・おいしい飲ませ
方-

坂?ひろみ, 新見正則 新興医学出版社 9784880021966 1

401 食物アレルギー診療ガイドライン 2016
海老澤元宏, 日本小児アレルギー学
会

協和企画(港区) 9784877941857 1

402 新しい小児外来疾患のみかた、考えかた 西村 龍夫 中外医学社 9784498145443 1

403 査読者が教える看護研究論文の採用されるコツ30 高島 尚美 総合医学社 9784883788934 1

404 世界一ゆる~いイラスト解剖学 からだと筋肉のしくみ 有川 譲二 高橋書店 9784471032517 1

405
解剖と疾患と看護がつながる!―ゼッタイ聞きたいさわ
先生の人気講座

さわ研究所講師陣 医歯薬出版 9784263235997 1

406 高齢者糖尿病診療ガイドライン2017 日本老年医学会, 日本糖尿病学会 南江堂 9784524252848 1

407 フットケアと足病変治療ガイドブック 第3版 一般社団法人 日本フットケア学会 医学書院 9784260030366 1

408
病を引き受けられない人々のケア: 「聴く力」「続ける
力」「待つ力」

石井 均 医学書院 9784260020916 1

409 目でみるERと麻酔 高崎 眞弓, 山内 正憲 文光堂 9784830628443 1

410
日本転倒予防学会認定 転倒予防指導士 公式テキス
トQ&A

日本転倒予防学会, 武藤 芳照, 奥泉
宏康, 北湯口 純

新興医学出版社 9784880027739 1

411 カラー図解 よくわかる生理学の基礎 第2版 佐久間康夫
メディカルサイエン
スインターナショナ
ル

9784895928939 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

412 ビビらず当直できる 内科救急のオキテ 坂本 壮 医学書院 9784260031974 1

413
ハイパーサーミア  患者からがん温熱療法を希望され
たら

古倉 聡 診断と治療社 9784787823052 1

414
なぜ?がわかる 高齢者ケアの感染対策○と×: その
「あたりまえ」が危ない! (もっと介護力! シリーズ)

大西 尚子, 吉田 理香 メディカ出版 9784840461924 1

415 痛みに悩んでいるあなたへ (KUP医学ライブラリ) 外 須美夫 九州大学出版会 9784798502090 1

416 動物奇譚集1 (西洋古典叢書 G 99) アイリアノス
京都大学学術出版
会

9784814000937 1

417 動物奇譚集2 (西洋古典叢書) アイリアノス, 中務 哲郎
京都大学学術出版
会

9784814000944 1

418
学ぶ力のトレーニング: 未来のあなたがつくる今の自
分

石村 康生, 角田 博明 東海大学出版部 9784486021384 1

419 はしかの脅威と驚異 (岩波科学ライブラリー) 山内 一也 岩波書店 9784000296656 1

420 やさしく詳しいNACSIS-CAT 蟹瀬 智弘 樹村房 9784883672783 1

421
疾風怒濤精神分析入門:ジャック・ラカン的生き方のス
スメ

片岡 一竹 誠信書房 9784414416312 1

422 早わかり混合研究法 ジョン・W. クレスウェル ナカニシヤ出版 9784779511929 1

423 老いない人は何を食べているか (平凡社新書) 松生 恒夫 平凡社 9784582858549 1

424 関ヶ原〈上〉 (新潮文庫) 司馬 遼太郎 新潮社 9784101152127 1

425 関ヶ原〈中〉 (新潮文庫) 司馬 遼太郎 新潮社 9784101152134 1

426 関ヶ原〈下〉 (新潮文庫) 司馬 遼太郎 新潮社 9784101152141 1

427 訪問看護師さゆりの探偵ノート 石黒 順子 講談社 9784062205658 1

428 移植医たち 谷村 志穂 新潮社 9784104256068 1

429
病気を遠ざける!1日1回日光浴 日本人は知らないビタ
ミンDの実力 (講談社+α新書)

斎藤 糧三 講談社 9784062729857 1

430 他人をバカにしたがる男たち (日経プレミアシリーズ) 河合 薫
日本経済新聞出版
社

9784532263485 1

431 韓国の憂鬱 (日経プレミアシリーズ) 峯岸 博
日本経済新聞出版
社

9784532263508 1

432
抱きしめて看取る理由 - 自宅での死を支える「看取り
士」という仕事 - (ワニブックスPLUS新書)

荒川 龍 ワニブックス 9784847061165 1

433 映画とキリスト 岡田 温司 みすず書房 9784622086246 1

434
食品衛生学―食べ物と健康〈5〉 (新 食品・栄養科学
シリーズ)

川添 禎浩 化学同人 9784759816440 1

435
応用栄養学―ライフステージ別の栄養ケア・マネジメ
ントを正しく理解するために (ステップアップ栄養・健康
科学シリーズ)

北島 幸枝 化学同人 9784759819007 1

436 古典名作本の雑誌 (別冊本の雑誌19) 本の雑誌編集部 本の雑誌社 9784860114046 1

437
最もシンプルな世界史のつかみ方 メソポタミア文明か
ら現代まで――世界を動かす軸が見えてくる

祝田 秀全 KADOKAWA 9784046004703 1

438 毒素をごっそり流しだす デトックス大事典 デトックスマニア 総合法令出版 9784862805737 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

439 斎宮―伊勢斎王たちの生きた古代史 (中公新書) 榎村 寛之 中央公論新社 9784121024527 1

440 イスラームの歴史 - 1400年の軌跡 (中公新書) カレン・アームストロング 中央公論新社 9784121024534 1

441
カラー版 - 近代絵画史(上) 増補版 - ロマン主義、印
象派、ゴッホ (中公新書)

高階 秀爾 中央公論新社 9784121903853 1

442
カラー版 - 近代絵画史(下)増補版 - 世紀末絵画、ピ
カソ、シュルレアリスム (中公新書)

高階 秀爾 中央公論新社 9784121903860 1

443 高校生が感動した確率・統計の授業 (PHP新書) 山本 俊郎 PHP研究所 9784569836195 1

444
哲学パンダがおしえてくれる 老子と荘子のまあるく生
きるヒント

河出書房新社 河出書房新社 9784309248257 1

445
「心は遺伝する」とどうして言えるのか: ふたご研究の
ロジックとその先へ

安藤 寿康 創元社 9784422430263 1

446 新しい分かり方 佐藤 雅彦 中央公論新社 9784120050084 1

447 死を思うあなたへ  つながる命の物語 吉田 ルカ 日本評論社 9784535587175 1

448
あなたの脳のはなし:神経科学者が解き明かす意識の
謎

デイヴィッド・ イーグルマン 早川書房 9784152097064 1

449
入院中から始める 脳卒中片マヒのリハビリ「川平法」:
DVD映像でよく分かる (実用単行本)

川平 和美 小学館 9784093108607 1

450 宿場町旅情 写真紀行 (ノスタルジック・ジャパン) 清永 安雄 産業編集センター 9784863111608 1

451
新版 よくわかる星空案内: プラネタリウム名解説者が
教えてくれる

木村 直人 誠文堂新光社 9784416717424 1

452
はじまりは愛着から 人を信じ、自分を信じる子どもに
(福音館の単行本)

佐々木 正美 福音館書店 9784834083453 1

453 マンガで読み解く プロカウンセラーの共感の技術 杉原 保史 創元社 9784422116679 1

454 マンガで読み解く プロカウンセラーの聞く技術 東山 紘久 創元社 9784422116662 1

455
傾聴の心理学: PCAをまなぶ:カウンセリング/フォーカ
シング/エンカウンター・グループ

坂中 正義, 田村 隆一, 松本 剛, 岡村
達也

創元社 9784422116686 1

456
社会学入門 -- 社会とのかかわり方 (有斐閣ストゥ
ディア)

筒井 淳也, 前田 泰樹 有斐閣 9784641150461 1

457 金融の仕組みと働き (有斐閣ブックス)
岡村 秀夫, 田中 敦, 野間 敏克, 播磨
谷 浩三, 藤原 賢哉

有斐閣 9784641184374 1

458
公衆栄養学: 人びとの健康維持・増進のために (“はじ
めて学ぶ”健康・栄養系教科書シリーズ)

黒川 通典, 森 久栄, 今中 美栄, 山下
絵美

化学同人 9784759818611 1

459 巨大建築の美と技術の粋 世界の橋 マーカス・ビニー 河出書房新社 9784309278384 1

460 去年の冬、きみと別れ (幻冬舎文庫) 中村 文則 幻冬舎 9784344424678 1

461
世界一美味しい煮卵の作り方 家メシ食堂 ひとりぶん
100レシピ (光文社新書)

はらぺこグリズリー 光文社 9784334039738 1

462 浜内千波 調理の新常識 浜内 千波 主婦と生活社 9784391150520 1

463 東大から刑務所へ (幻冬舎新書) 堀江 貴文, 井川 意高 幻冬舎 9784344984714 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

464 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 (扶桑社文庫) 林 宏司, 沢村光彦 ノベライズ 扶桑社 9784594077617 1

465
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 2ndシーズン (扶
桑社文庫)

林 宏司, 沢村光彦 ノベライズ 扶桑社 9784594077624 1

466
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD
SEASON 上巻 (扶桑社文庫)

脚本 安達 奈緒子, ノベライズ 蒔田
陽平

扶桑社 9784594078010 1

467
コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 THE THIRD
SEASON 下巻 (扶桑社文庫)

脚本 安達 奈緒子, ノベライズ 蒔田
陽平

扶桑社 9784594078027 1

468 まほろ駅前番外地 (文春文庫) 三浦 しをん 文藝春秋 9784167761028 1

469 まほろ駅前多田便利軒 (文春文庫) 三浦 しをん 文藝春秋 9784167761011 1

470 まほろ駅前狂騒曲 (文春文庫) 三浦 しをん 文藝春秋 9784167909185 1

471
いのちのバトン―97歳のぼくから君たちへ (絆シリー
ズ)

日野原 重明, いわさき ちひろ ダイヤモンド社 9784478006801 1

472 しかえししないよ 日野原重明 朝日新聞出版 9784022513663 1

473 図書の修理 とらの巻 書物研究会 澪標 9784860783716 1

474 ムーミンのたからもの (講談社の創作絵本) 松田 素子 講談社 9784062130615 1

475 ちひろBOX 松本 猛, ちひろ美術館・東京 講談社 9784062125239 1

476 通い猫アルフィーのはつ恋 (ハーパーBOOKS) レイチェル ウェルズ
ハーパーコリンズ・
ジャパン

9784596550330 1

477 通い猫アルフィーとジョージ (ハーパーBOOKS) レイチェル ウェルズ
ハーパーコリンズ・
ジャパン

9784596550637 1

478 通い猫アルフィーの奇跡 (ハーパーBOOKS) レイチェル ウェルズ
ハーパーコリンズ・
ジャパン

9784596550040 1

479 カタストロフ・マニア 島田 雅彦 新潮社 9784103622093 1

480 リハ研究の進め方・まとめ方 志波 直人 医歯薬出版 9784263218754 1

481
主任・中堅看護師課題解決フレームワーク―真の問
題を見つけ、対策を導く!

佐藤美香子 日総研出版 9784776018285 1

482 ビジュアル 科学大事典 新装版 マティアス・デルブリュック
日経ナショナルジオ
グラフィック社

9784863133693 1

483 沖ノ島 藤原 新也 小学館 9784096822494 1

484
世界遺産ガイド―日本編〈2018改訂版〉 (世界遺産シ
リーズ)

古田 陽久, 古田 真美
シンクタンクせとうち
総合研究機構

9784862002112 1

485
イラストで学ぶスタディスキル図鑑:自ら学習する力を
つける

キャロル・ヴォーダマン 創元社 9784422414171 1

486 小さな習慣 スティーヴン・ガイズ ダイヤモンド社 9784478065778 1

487
EPDS活用ガイド: 産後うつ病スクリーニング法と産後
健診での正しい対応

宗田 聡 南山堂 9784525331917 1

488
イラストでわかる 元気になる看護管理: 誰でもできる
みんなが変わる

角田直枝 中央法規出版 9784805855874 1

489
看護師のためのアドラー心理学 人間関係を変える、
心に勇気のひとしずく (看護師のしごととくらしを豊か
にする)

岩井 俊憲, 長谷 静香 日本医療企画 9784864396165 1

490
認知症者の転倒予防とリスクマネジメント 病院・施
設・在宅でのケア

日本転倒予防学会, 武藤 芳照, 原田
敦, 鈴木 みずえ

日本医事新報社 9784784961795 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

491
2018年出題傾向がみえる母性看護学 (看護師国家試
験対策)

服部律子 ピラールプレス 9784861941900 1

492
ヘルスアセスメント〈Web動画付〉(改訂第2版): 臨床実
践能力を高める (看護学テキストNiCE)

三上 れつ, 小松 万喜子 南江堂 9784524257485 2

493 周術期看護 改訂版 中村 美知子 インターメディカ 9784899963707 3

494
ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護計画―
ライフステージにそった乳幼児期から成人期まで

市原真穂, 倉田慶子 へるす出版 9784892699382 1

495 部署内の教育・研修の進め方―看護現場のOJT事例 佐藤ひとみ 日総研出版 9784776018452 1

496
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 医学書院 9784260032100 1

497
形成外科の手術看護パーフェクトマニュアル: 解剖か
ら主要手術の看護のポイントまで! (オペナーシング
2017年臨時増刊)

楠本 健司 メディカ出版 9784840461986 1

498
対人関係がラクになる!  ナースの感情整理術: 交流分
析で納得、今日からできるコミュニケーションのコツ

白井 幸子 メディカ出版 9784840454483 1

499 ナースが知っておく 循環器これだけガイド 明石 嘉浩 学研プラス 9784780912982 2

500
精神科リエゾンチームガイドブック はじめ方からトラブ
ル対応まで

秋山剛, 宇佐美しおり 医歯薬出版 9784263236925 1

501 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 医学書院 9784260032193 2

502 精神障害のある救急患者対応マニュアル 第2版 上條 吉人 医学書院 9784260032056 1

503
あなたの患者さん,認知症かもしれません: 急性期・一
般病院におけるアセスメントからBPSD・せん妄の予
防,意思決定・退院支援まで

小川 朝生 医学書院 9784260028523 1

504
認知症はこう診る: 初回面接・診断からBPSDの対応
まで (ジェネラリストBOOKS)

上田 諭 医学書院 9784260032216 1

505 高次脳機能がよくわかる 脳のしくみとそのみかた 植村 研一 医学書院 9784260031950 1

506
完全版 ナースのための補助循環: IABP・PCPS・VAD
のケアの写真がいっぱい!  あなたもできる! (ハート
ナーシング2017年秋季増刊)

山名 比呂美, 大石 醒悟, ?口 理 メディカ出版 9784840459136 1

507
肝胆膵の治療とケアQ&A: どでかい図解でカンタンス
イスイはやわかり (消化器外科ナーシング2017年秋
季増刊)

島田 光生 メディカ出版 9784840459815 1

508 まるごと図解 摂食嚥下ケア 青山寿昭 照林社 9784796524162 2

509 患者さんにみせて伝える吸入・点鼻・自己注射薬 北村 正樹 南江堂 9784524258925 1

510
続・あなたのプレゼン 誰も聞いてませんよ!: とことんシ
ンプルに作り込むスライドテクニック

渡部 欣忍 南江堂 9784524251285 1

511
抗悪性腫瘍薬コンサルトブック(改訂第2版): 薬理学的
特性に基づく治療

南 博信 南江堂 9784524258864 1

512
消化器疾患・病態のしくみと栄養サポート―根拠に基
づくアプローチ!

宮澤靖 日総研出版 9784776018377 1

513 NICUグリーンノート 内山 温 中外医学社 9784498145542 1

514
人間発達学 (コメディカルのための専門基礎分野テキ
スト)

福田 恵美子 中外医学社 9784498076778 2

515 ナースの外科学 磯野 可一 中外医学社 9784498075986 1

516 老年看護学 第2版 高齢者の健康生活を支える看護 太田喜久子 医歯薬出版 9784263236932 2

517 臨床につながる 脳疾患学 山田深 医歯薬出版 9784263216729 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

518 脳卒中の摂食嚥下障害 第3版 Web動画付 藤島 一郎, 谷口 洋 医歯薬出版 9784263216712 1

519
プライマリケア医のための 実践フレイル予防塾 めざ
せ健康長寿

荒井 秀典 日本医事新報社 9784784947089 1

520
5認知症 (これからの対人援助を考える くらしの中の
心理臨床)

野村 俊明, 野村 俊明, 青木 紀久代,
堀越 勝, 北村 伸

福村出版 9784571245558 1

521
ライフスタイル改善の成果を導くエンパワーメントアプ
ローチ: ─メタボリック症候群と糖尿病の事例をもとに
─

安達 美佐, 山岡 和枝, 渡辺 満利子,
渡邉 純子, 丹後 俊郎

朝倉書店 9784254640458 1

522
現場の困った! をエキスパートが解決 こどもと薬の
Q&A

石川 洋一, 小児薬物療法研究会 じほう 9784840750141 1

523
小児気管支喘息の患者教育:子どもと家族への健康
心理学的アプローチ (早稲田大学エウプラクシス叢
書)

飯尾 美沙 早稲田大学出版部 9784657178039 1

524 最新NICUマニュアル 改訂第6版
細井 創, 京都府立医科大学大学院医
学研究科小児科学, 編著:徳田 幸子

診断と治療社 9784787822918 2

525 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック 第2版 落合 慈之, 渋谷 祐子, 志賀 淑之 学研プラス 9784780911527 2

526 息切れで悩むCOPD 木田 厚瑞 法研 9784865134056 1

527
整形外科の疾患&治療: “やさしい"患者ページと“わ
かる"ナースページの2本立て! (整形外科看護2017年
秋季増刊)

津村 弘 メディカ出版 9784840460019 1

528
石井均 糖尿病ビジュアルガイド 第2版 患者さんの疑
問にどう答えますか? 説明用イラストCD-ROM付

石井 均 医歯薬出版 9784263236512 1

529 地域精神医療の真髄 和迩 秀浩 日本評論社 9784535984561 1

530
臨床栄養学: 疾患別の栄養管理プロセスを正しく理解
するために (ステップアップ栄養・健康科学シリーズ)

東山 幸恵 化学同人 9784759819021 1

531 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹 晶文社 9784794969729 1

532 看護 形態機能学―生活行動からみるからだ 菱沼 典子
日本看護協会出版
会

9784818020610 2

533 臨床放射線医学 (系統看護学講座 別巻) 福田 国彦 医学書院 9784260021784 1

534
臨床看護総論―基礎看護学〈4〉 (系統看護学講座 専
門分野)

香春 知永 医学書院 9784260021746 2

535
病態生理学―疾病のなりたちと回復の促進〈2〉 (系統
看護学講座 専門基礎分野)

田中 越郎 医学書院 9784260021838 1

536
看護学概論―基礎看護学〈1〉 (系統看護学講座 専門
分野)

茂野 香おる 医学書院 9784260021814 2

537 精神保健福祉 第3版 (系統看護学講座 別巻) 末安 民生 医学書院 9784260021852 1

538 看護研究 (系統看護学講座 別巻) 坂下 玲子 医学書院 9784260021821 1

539 統計学 第7版 (系統看護学講座 基礎分野) 高木 晴良 医学書院 9784260021890 1

540 臨床薬理学 (系統看護学講座) 井上 智子 医学書院 9784260027700 1

541 臨床外科看護総論 第11版 (系統看護学講座) 矢永 勝彦 医学書院 9784260027694 1

542 臨床外科看護各論 第9版 (系統看護学講座) 北島 政樹 医学書院 9784260027656 1

543 在宅看護論 第5版 (系統看護学講座) 秋山 正子 医学書院 9784260027625 1

544 成人看護学[15] 歯・口腔 第13版 (系統看護学講座) 渋谷 絹子 医学書院 9784260027618 1



注文
冊 数

No. 書      名 著  者 出版者 ISBN

545 成人看護学[14] 耳鼻咽喉 第13版 (系統看護学講座) 小松 浩子 医学書院 9784260027670 1

546 成人看護学[13] 眼 第13版 (系統看護学講座) 大鹿 哲郎 医学書院 9784260027663 1

547 心理学 第6版 (系統看護学講座) 山村 豊 医学書院 9784260027687 1

548 看護情報学 第2版 (系統看護学講座) 中山 和弘 医学書院 9784260027717 1

549 がん看護学 第2版 (系統看護学講座) 小松 浩子 医学書院 9784260027632 1

550 漢方水先案内: 医学の東へ (シリーズケアをひらく) 津田 篤太郎 医学書院 9784260021241 1


