
書名 配架場所 請求記号

高齢者等のセルフ・ネグレクト (自己放任) を防ぐ地域見守り組織のあり方と見守り基準に関する研究 : 平成20年

度～22年度調査 (3年間) 報告 : 総括・分担研究報告書 : 厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業 / 研究

代表者津村智惠子 ; 平成22年度. -- [津村智惠子], 2011.3.

医9F図書北 369.26//TS74//2437

少子超高齢社会の「幸福」と「正義」 : 倫理的に考える「医療の論点」 / 浅井篤, 大北全俊編. -- 日本看護協会出

版会, 2016.3.
医9F図書南 490.15//A83//0197

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 ; 多変量解析編. -- 講談社, 2016.3-

2017.5.
医9F図書南 490.19//SH69//1025

あなたの臨床研究応援します : 医療統計につながる正しい研究デザイン、観察研究の効果的なデータ解析 / 新谷

歩著. -- 羊土社, 2019.5.
医9F図書南 490.19//SH69//2405

使ってみよう漢方薬 : 急性期・入院・外来診療で使える定番処方とエビデンス / 小野孝彦, BEAM(Bunkodo

Essential & Advanced Mook)編集委員会編集. -- 文光堂, 2015.7. -- (Bunkodo Essential & Advanced Mook).
医9F図書南 490.9//O67//9403

神経系 / 河田光博, 稲瀬正彦著 ; 2. -- 改訂第3版. -- 日本医事新報社, 2017.2. -- (カラー図解人体の正常構造と機

能 / 坂井建雄, 河原克雅総編集 ; 8-9).
医9F図書南 491//SA29//1664

下垂体の画像診断 = Diagnostic imaging of the pituitary gland / 三木幸雄, 佐藤典子編集. -- メジカルビュー社,

2017.12.
医9F図書南 491.349//MI24//6264

アンチエイジングのための100の質問 : 老化物質AGEsワールドに迫る! / 山岸昌一編. -- メディカルレビュー社,

2014.6.
医9F図書南 491.358//Y23//8476

医薬品トキシコロジー : 医薬品を安全に使うために / 佐藤哲男, 仮家公夫, 北田光一共編. -- 改訂第4版. -- 南江堂,

2010.11.
医9F図書南 491.59//SA85//3015

医学部生のために作った細菌学講義 / 金子幸弘, 仁木満美子, 老沼研一編. -- 第1版. -- 大阪市立大学大学院医学研

究科細菌学, [2015序].
医9F図書南 491.7//KA53//0116

感じる細菌学×抗菌薬 : 染方史郎の楽しく覚えず好きになる / 染方史郎著. -- じほう, 2020.2. 医9F図書南 491.7//SO36//3015

画像診断を考える : よりよい診断のために / 西村一雅, 南学, 下野太郎編著. -- 第2版. -- 秀潤社, 2014.4. 医9F図書南 492.1//N84//7984

パーフェクトガイド検査値事典 / 中原一彦監修. -- 第2版. -- 総合医学社, 2014.7. 医9F図書南 492.1//P14//8315

冠動脈疾患 = Coronary artery disease / 竹中克, 戸出浩之編. -- 金芳堂, 2014.8. -- (心エコーハンドブック). 医9F図書南 492.12//TA64//8577

呼吸管理Q&A : 研修医からの質問316 / 相馬一亥, 岡元和文編著. -- 第3版. -- 総合医学社, 2014.3. 医9F図書南 492.28//SO36//8496

目でみる救命救急医療 = Emergency medicine illustrated / 嶋津岳士編. -- 日本臨牀社, 2014.3. 医9F図書南 492.29//SH46//8494

論文作成から投稿へ / 日本看護協会編. -- 日本看護協会出版会, 2013.5. -- (看護実践研究・学会発表のポイント

Q&A ; 下巻).
医9F図書北 492.907//N77//6836

よくわかる看護研究の進め方・まとめ方 / 横山美江編著 ; 大木秀一 [ほか] 著. -- 第3版. -- 医歯薬出版, 2017.8. 医9F図書北 492.907//Y79//1199

在宅看護論 / 河野あゆみ編集. -- 第5版. -- メヂカルフレンド社, 2019.11. -- (新体系看護学全書). 医9F図書北 492.908//SH69//3282

術前・術後ケアのこれって正しい?Q&A100 / 西口幸雄編著. -- 照林社, 2014.5. 医9F図書北 492.9163//N81//8542

栄養代謝機能障害 / 明石惠子編. -- 第3版. -- メディカ出版, 2014.1. -- (ナーシング・グラフィカ . 健康の回復と

看護 ; 2).
医9F図書北 492.926//A32//7893

臨床病態学 : 看護のための / 浅野嘉延, 吉山直樹編. -- 改訂4版. -- 南山堂, 2020.3. 医9F図書北 492.926//A87//3303

腎/泌尿器/内分泌・代謝 / 繪本正憲 [ほか] 編. -- メディカ出版, 2020.1. -- (ナーシング・グラフィカイーエック

ス . 疾患と看護 ; 8).
医9F図書北 492.926//E54//3232
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ナースのための透析ハンドブック / 三木隆己, 白井みどり編. -- 改訂4版. -- 医薬ジャーナル社, 2015.7. 医9F図書北 492.926//MI24//1634

呼吸器 / 讃井將満 [ほか] 編. -- メディカ出版, 2020.1. -- (ナーシング・グラフィカイーエックス . 疾患と看護 ;

1).
医9F図書北 492.926//SA67//3283

精神看護技術 / 山本勝則, 藤井博英, 守村洋編著. -- 第2版. -- メヂカルフレンド社, 2015.1. -- (看護実践のための

根拠がわかる).
医9F図書北 492.927//Y31//9096

在宅看護論 / 河野あゆみ, 永田智子編著. -- 放送大学教育振興会, 2017.3. -- (放送大学教材 ; 1519093-1-1711). 医9F図書北 492.993//KO76//1240

強みと弱みからみた在宅看護過程+総合的機能関連図 / 河野あゆみ編集 ; 草場鉄周編集協力. -- 医学書院,

2018.12.
医9F図書北 492.993//KO76//2160

在宅ケア学の基本的考え方 / 日本在宅ケア学会編. -- ワールドプランニング, 2015.7. -- (在宅ケア学 ; 第1巻). 医9F図書北 492.993//N77//9535

現場で使える在宅ケアのアウトカム評価 : ケアの質を高めるために / 島内節編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.12. 医9F図書北 492.993//SH43//2161

最新女性心身医学 = New textbook of women's psychosomatic medicine : psychosomatic obstetrics and

gynecology / 日本女性心身医学会編. -- ぱーそん書房, 2015.8.
医9F図書南 493.09//N77//9404

糖尿病専門医研修ガイドブック : 日本糖尿病学会専門医取得のための研修必携ガイド / 日本糖尿病学会編・著. --

改訂第6版. -- 診断と治療社, 2014.6.
医9F図書南 493.123//N77//8307

さらにかんたん!カーボカウント / 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学, 大阪市立大学医学部附属病院栄

養部編 ; 川村智行責任編集. -- クリニコ出版, 2019.7.
医9F図書南 493.123//O73//2728

2型糖尿病のためのカーボカウント実践ガイド : 食品交換表とカーボカウントの連携促進をめざす / 杉本正毅編

著. -- 医薬ジャーナル社, 2014.1.
医9F図書南 493.123//SU38//8504

一歩進んだ糖尿病循環器学 : 糖尿病と循環器病 : Diabetic Cardiology / 綿田裕孝, 大石充編集. -- 医薬ジャーナル

社, 2017.3.
医9F図書南 493.123//W45//3066

循環器医から寄せられる「糖尿病と血管合併症」に関する100の質問 / 山岸昌一編集. -- メディカルレビュー社,

2012.5.
医9F図書南 493.123//Y23//5834

高齢者総合診療ノート : すぐに使える / 大庭建三編著. -- 日本医事新報社, 2014.3. 医9F図書南 493.185//O11//8509

循環器疾患最新の治療 / 安田寿一, 杉本恒明編集 ; 2020-2021. -- 南江堂, 1986-. 医9F図書南 493.2//J96//3277

動脈硬化性疾患予防ガイドライン / 日本動脈硬化学会編集 ; 2012年版. -- 日本動脈硬化学会, 2007.4-. 医9F図書南 493.24//N77//0095

高血圧診療Q&A155 : エキスパートからの回答 / 北風政史編. -- 中外医学社, 2014.3. 医9F図書南 493.25//KI65//8501

呼吸器疾患のピットフォール : 「呼吸」エッセンシャルズ / 福地義之助, 檀原高監修. -- 呼吸研究, 2015.1. 医9F図書南 493.3//KO54//8955

COPD治療におけるコンビネーションセラピー : 病態理解から最新治療まで / 一ノ瀬正和編著. -- 医薬ジャーナ

ル社, 2014.8.
医9F図書南 493.38//I16//8429

症例から学ぶ肺癌最新治療ストラテジー / 倉田宝保, 仁保誠治監修. -- メディカルレビュー社, 2014.4. -- (Case

library series).
医9F図書南 493.385//SH96//8474

好酸球性消化管疾患診療ガイド = Guidebook of eosinophilic gastrointestinal disorders / 木下芳一編. -- 南江

堂, 2014.8.
医9F図書南 493.4//KI46//8320

機能性ディスペプシア = Functional Dyspepsia : FD : 日本人に適した診療を求めて / 富永和作編. -- フジメディ

カル出版, 2014.11.
医9F図書南 493.4//TO55//8970

食道病変内視鏡アトラス = Complete endoscopic atlas of esophageal lesion / 「消化器内視鏡」編集委員会編

集. -- 東京医学社, 2018.11.
医9F図書南 493.44//SH96//2006

新編スキルス胃癌 : 基礎と臨床 / 曽和融生, 井藤久雄編集. -- 改訂版. -- 医薬ジャーナル社, 2010.3. 医9F図書南 493.455//SO93//0176

甲状腺疾患診療パーフェクトガイド / 浜田昇編著. -- 改訂第3版. -- 診断と治療社, 2014.8. 医9F図書南 493.49//H22//8503

骨粗鬆症診療 : 骨脆弱性から転倒骨折防止の治療目標へTotal Careの重要性 / 稲葉雅章編. -- 医薬ジャーナル社,

2018.10.
医9F図書南 493.6//I51//2100

骨代謝マーカー : これだけは知っておきたい骨代謝マーカーの基礎と適正使用法 / 西沢良記, 三浦雅一, 稲葉雅章

編. -- 改訂版. -- 医薬ジャーナル社, 2010.12.
医9F図書南 493.6//N87//4619

リウマチ・運動器診療のための関節エコーPerfect Image : 動画で見る撮像手技・病態理解・関節穿刺のすべて /

岡野匡志著. -- 日本医事新報社, 2020.7.
医9F図書南 493.6//O45//3323

リウマチ病セミナー / 吉野良平[ほか]編集 ; 22. -- 永井書店, 1990.11-. 医9F図書南 493.6//R31//3245
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ビスホスホネートエビデンスブック / 宗圓聰, 杉本利嗣編. -- 医薬ジャーナル社, 2013.10. 医9F図書南 493.6//SO23//3239

骨粗鬆症 / 杉本利嗣編. -- 改訂3版. -- 医薬ジャーナル社, 2015.2. -- (インフォームドコンセントのための図説シ

リーズ).
医9F図書南 493.6//SU38//5455

ビスホスホネートを使いこなす : 実践活用ガイドブック / 和田誠基, 鈴木敦詞編集. -- 文光堂, 2011.7. 医9F図書南 493.6//W12//3237

睡眠障害診療29のエッセンス / 伊藤洋, 小曽根基裕編集. -- 医歯薬出版, 2017.9. -- (別冊・医学のあゆみ). 医9F図書南 493.7//I89//3063

重症化させないための精神疾患の診方と対応 / 水野雅文編. -- 医学書院, 2014.7. -- (精神科臨床エキスパート /

野村総一郎 [ほか] 編集).
医9F図書南 493.72//MI96//4775

他科からの依頼患者の診方と対応 / 中村純編. -- 医学書院, 2015.5. -- (精神科臨床エキスパート / 野村総一郎 [ほ

か] 編集).
医9F図書南 493.72//N37//5525

症候からみる神経内科 : 診断のコツ治療のポイント : 当直で外来でもう困らない! / 鈴木則宏編集. -- 中山書店,

2014.6.
医9F図書南 493.72//SU96//8477

脳のMRI = MRI of the brain / 細矢貴亮 [ほか] 編. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2015.4. 医9F図書南 493.73//H95//9135

脳血管障害 / 伊藤義彰編集. -- 中外医学社, 2016.10. -- (神経内科Clinical questions & pearls). 医9F図書南 493.73//I89//0520

脳血管障害の治療最前線 / 鈴木則宏専門編集. -- 中山書店, 2014.6. -- (アクチュアル脳・神経疾患の臨床 / 辻省

次総編集).
医9F図書南 493.73//SU96//4733

摂食障害と寄りそって回復をめざす本 / 切池信夫監修 ; 実践編. -- 日東書院本社, 2014.4. 医9F図書南 493.74//KI53//8996

レジデントのための感染症の診断・治療 / 二木芳人, 吉田耕一郎編著. -- ナツメ社, 2014.2. 医9F図書南 493.8//N73//8586

侵襲性カンジダ症 / 竹末芳生, 三鴨広繁編. -- 医薬ジャーナル社, 2014.7. 医9F図書南 493.8//TA65//8495

引いて調べる先天代謝異常症 = Inherited metabolic diseases / 日本先天代謝異常学会編 ; 遠藤文夫 [ほか] 編集

委員. -- 診断と治療社, 2014.7.
医9F図書南 493.931//N77//8606

症例でわかる小児神経疾患の遺伝学的アプローチ / 日本小児神経学会編集. -- 診断と治療社, 2019.12. 医9F図書南 493.937//N77//2968

周術期管理の謎22 = 22 secrets in perioperative management / 森本康裕編. -- 克誠堂出版, 2015.6. 医9F図書南 494.22//MO55//9505

専門医を目指す医師のための器具の使い方と基本手技 : 脳神経外科専門医に求められる技 / 森田明夫担当編集委

員. -- メジカルビュー社, 2020.2. -- (新 NS NOW ; 20).
医9F図書南 494.627//SH57//7275

間脳・下垂体・傍鞍部 / 斉藤延人担当編集. -- メジカルビュー社, 2013.3. -- (ビジュアル脳神経外科 : Anatomy

& surgical approach ; 6).
医9F図書南 494.627//V82//4162

良性・救急疾患に対する標準腹腔鏡手術 / 白石憲男, 山口茂樹担当編集委員 ; 消化管編. -- メジカルビュー社,

2020.4-2020.6. -- (新DS NOW ; 5, 6).
医9F図書南 494.65//SH57//7284

整形外科サージカルアプローチ : 体位から到達術野まで = Orthopaedic surgical approaches / 井樋栄二, 野原裕,

松末吉隆編. -- メジカルビュー社, 2014.10.
医9F図書南 494.7//I91//8660

標準皮膚科学 / 照井正, 石河晃編集 ; 岩月啓氏 [ほか] 執筆. -- 第11版. -- 医学書院, 2020.2. -- (Standard

textbook).
医9F図書南 494.8//H99//2999

皮膚科レジデントマニュアル / 鶴田大輔編集. -- 医学書院, 2018.4. 医9F図書南 494.8//TS87//1688

必読!皮膚疾患に潜むpitfall / 鶴田大輔編集企画 (13430831) . -- 全日本病院出版会, 2018.9. -- (デルマ ;

No.274(2018年9月号)).
医9F図書南 494.8//TS87//3186

尿失禁・女性泌尿器科手術 / 高橋悟担当編集委員. -- メジカルビュー社, 2020.4. -- (Urologic surgery next ; 6). 医9F図書南 494.92//U86//7277

CKD-MBD / 濱野高行, 藤井秀毅, 風間順一郎編集. -- 第3版. -- 日本メディカルセンター, 2018.9. 医9F図書南 494.93//H25//3068

血液透析患者における心血管合併症の評価と治療 / 平方秀樹, 深川雅史, 新田孝作編. -- 医薬ジャーナル社,

2012.7. -- (ガイドラインサポートハンドブック).
医9F図書南 494.93//H64//5835

透析運動療法 : 健康長寿を実現するために / 稲葉雅章, 庄司繁市, 山川智之編. -- 医薬ジャーナル社, 2016.11. 医9F図書南 494.93//I51//0796

実臨床に即した腎炎・ネフローゼ症候群診療の入門書 : これから腎臓診療を行うひとのために / 石村栄治, 仲谷

慎也, 阪口勝彦著. -- 医薬ジャーナル社, 2018.3.
医9F図書南 494.93//I78//1782
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腎疾患・透析最新の治療 / 飯野靖彦, 槙野博史編集 ; 2014-2016. -- 南江堂, 2005.1-. 医9F図書南 494.93//J52//2450

腎疾患・透析最新の治療 / 飯野靖彦, 槙野博史編集 ; 2011-2013. -- 南江堂, 2005.1-. 医9F図書南 494.93//J52//3436

慢性腎臓病の脂質管理のためのKDIGO診療ガイドライン / 日本腎臓学会/KDIGOガイドライン全訳版作成ワーキ

ングチーム監訳. -- 東京医学社, 2014.7.
医9F図書南 494.93//MA47//8500

Scientific aspects of dialysis therapy / Hideki Kawanishi, Yoshiaki Takemoto, volume editors ; : hard cover. -
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