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書名

配置場所

巻

医学・看護用語のカタカナ語・略語便利辞典 / エキスパートナース編集部編集. -- 照林社,
医9F図書
2004.4.

請求記号
490.33//E42//3133

資料ID
11780131337

怪我と病気の英語力 : 病院・医院で役に立つ文例2800 / 横田淳監修 : 谷憲三朗監修医9F図書
: 岡本愛光監修 : 加藤元彦監修
490.7//KU51//3150
: 瀬戸浩行監修
11780131501
: 倉骨彰著 : Tra
実習時に整理できる解剖・病態と看護 / 石川一彦監修. -- 日総研出版, 2008.9.

医9F図書

491.1//J54//3154

11780131543

ぜんぶわかる人体解剖図 : 系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説 / 坂井建雄,医9F図書
橋本尚詞著. -- 成美堂出版,
491.1038//SA29//3143
2010.4.
11780131436
イメカラ : イメージするカラダのしくみ : 循環器 / 医療情報科学研究所編集. -- メディックメディア,
医9F図書 2010.4. 491.3//I67//3132

11780131329

超入門解剖生理学 / 有田和恵編著 ; 有田彰, 鈴木勝, 吉村和法著. -- 照林社, 2007.6.
医9F図書
-- (看護学生超入門シリーズ).
491.31//A77//3115

11780131154

解剖生理をおもしろく学ぶ / 増田敦子監修. -- 医学芸術新社.

11780131220

医9F図書

491.31//KA21//3122

超入門生化学・栄養学 / 穂苅茂, 長谷川正博, 小山岩雄著. -- 照林社, 2006.2. -- (看護学生超入門シリーズ).
医9F図書
491.4//H82//3117

11780131170

超入門新薬理学 / 小山岩雄著. -- 照林社, 2006.5. -- (看護学生超入門シリーズ). 医9F図書

491.5//KO97//3116

11780131162

モニター心電図 / 三宅良彦著. -- 照林社, 2008.4. -- (かんたんマスター).

医9F図書

492.123//MI76//3112

11780131121

モニター心電図 / 三宅良彦著. -- 照林社, 2008.4. -- (かんたんマスター).

医9F図書

492.123//MI76//3129

11780131295

看護師必携ベッドサイドの指標早わかり事典 / 美田誠二監修. -- 医学芸術社, 2004.10.
医8F図書
-- (できるナース・ブック).
492.9//TA33//3153

11780131535

こころがスーッと楽になるナースの人づきあい心理学 / 菅佐和子著. -- メディカ出版, 2007.11.
医8F図書-- (Hon deナースビーンズ・シリーズ).
492.9014//SU21//3152 11780131527
臨床看護実習教科書. -- 改訂版. -- 医学芸術社, 2005.2.

医8F図書

492.907//R45//3141

11780131410

看護国試ココポイ! : ココがよく出る重要ポイント : 出題頻度の高い重要項目260 / 池西静江編集
医8F図書 : 石束佳子編集.
492.9079//I34//3120
-- 照林社, 2010.12.
11780131204
なぜ?どうして?チェキラ : 看護師国家試験のための / 医療情報科学研究所編集. -- 2011.
医8F図書
-- 第3版.
2011
-- メディックメディア,
492.9079//I67//3119
2010.10.11780131196
Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 / 医療情報科学研究所編集. --医8F図書
2006 - 2011(第6版).
2011 492.9079//I67//3121
-- Medic Media, 2005.11-.
11780131212
クエスチョン・バンク看護師国家試験視覚素材予想問題 / 医療情報科学研究所編集. 医8F図書
-- メディックメディア,492.9079//I67//3136
2010.11.

11780131360

看護師国家試験サクセスゲート : カリスマ講師のこれで合格!! / 内田都良編. -- 改訂2版.
医8F図書
-- メディカ出版,492.9079//U14//3118
2010.4.
11780131188

早わかり看護の着眼点 : まんがで学ぶベテランナースの観察・判断力 / 聖マリアンナ医科大学病院看護部編.
医8F図書
492.91//SE18//3134
-- メディカ出版, 2009.3.
11780131345
-- (Hon deナース
基礎看護技術ビジュアルブック : 手順と根拠がよくわかる / 深井喜代子編著. -- 照林社,
医8F図書
2010.8.

492.911//F71//3137

11780131378

基礎看護技術ビジュアルブック : 手順と根拠がよくわかる / 深井喜代子編著. -- 照林社,
医8F図書
2010.8.

492.911//F71//3140

11780131402

やってはいけない看護ケア / 川西千恵美編著. -- 照林社, 2010.4.

492.911//KA96//3156 11780131568

医8F図書

ビジュアル臨床看護技術ガイド : 写真でみる看護手順 : オールカラー / 木下佳子, 濱田より子編集
医8F図書
; NTT東日本関東病院看護部執筆.
492.911//KI46//3135 11780131352
-- 照林社, 2007.5

ビジュアル臨床看護技術ガイド : 写真でみる看護手順 : オールカラー / 木下佳子, 濱田より子編集
医8F図書
; NTT東日本関東病院看護部執筆.
492.911//KI46//3157 11780131576
-- 照林社, 2007.5
仲間とみがく看護技術 : image & build & action / 大森武子, 大下静香, 矢口みどり著.医8F図書
-- 医歯薬出版, 2010.6.
492.911//O63//3138

11780131386

ビジュアル基礎看護技術ガイド : 写真でわかる!根拠がわかる! / 大吉三千代 [ほか] 執筆.
医8F図書
-- 照林社, 2007.2.
492.911//O95//3158

11780131584

パーフェクト看護技術マニュアル : 実践力向上をめざして / 種池礼子, 岡山寧子, 中川雅子編集.
医8F図書 -- 照林社,
492.911//TA86//3155
2004.9.
11780131550

先輩ナースが伝授みえる身につく好きになるアセスメントの「ミカタ」 : 臨床判断能力をアップするデータ&症状「こう考える」速習ポイント33!
医8F図書
492.913//H24//3142 11780131428
: / 濱本実也, 蟹沢
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 / 井上智子, 佐藤千史編集.
医8F図書
-- 医学書院, 2008.12.
492.914//I57//3125

11780131253

看護過程に沿った対症看護 : 病態生理と看護のポイント / 市村久美子 [ほか] 執筆. -医8F図書
第4版. -- 学研メディカル秀潤社.
492.914//KA54//3139 11780131394

循環器呼吸器消化器脳神経腎・泌尿器内分泌・代謝 / 香川大学医学部附属病院看護部標準看護計画検討会編.
医8F図書
492.915//KA17//3147
-- 日総研出版, 11780131477
2010.3. -- (現場ですぐ

神経・感覚器血液筋・骨格免疫皮膚・外皮中毒・損傷その他 / 香川大学医学部附属病院看護部標準看護計画検討会編.
医8F図書
492.915//KA17//3148
-- 日総研出版,
11780131485
2010.3. -- (現場
小児母性精神 / 香川大学医学部附属病院看護部標準看護計画検討会編. -- 日総研出版,
医8F図書
2010.3. -- (現場ですぐ使える標準看護計画
492.915//KA17//3149 11780131493
; 第3巻).
クリティカルケア看護 : 理論と臨床への応用 / 寺町優子編集 : 井上智子編集 : 深谷智惠子編集.
医8F図書 -- 日本看護協会出版会,
492.916//TE51//3151
2007.6.11780131519
はじめてのドレーン管理 / 清水潤三, 曽根光子著. -- メディカ出版, 2007.4. -- (はじめてのシリーズ).
医8F図書

492.9163//SH49//3131 11780131311

お母さんが元気になる乳児健診 : 健診を楽しくすすめるエビデンス&テクニック : 小児科医の一言がお母さんを楽にする!
医8F図書
492.921//MI96//3111
/ 水野克已著.
11780131113
-- メディカ出版, 2

母乳育児支援ブック : すぐ使える!70の事例から学ぶ : すれ違いコミュニケーションをなくそう!
医8F図書
/ 涌谷桐子編集.
492.921//W35//3114
-- メディカ出版, 2009.6.
11780131147
-- (ペリネイタルケ
周産期ケアマニュアル : 写真とCDでわかる / 立岡弓子監修. -- 医学芸術新社.

医8F図書

492.923//SH99//3113 11780131139

周産期ケアマニュアル : 写真とCDでわかる / 立岡弓子監修. -- 医学芸術新社.

医8F図書

492.923//SH99//3130 11780131303

ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 / 佐世正勝, 石村由利子編. -- 医学書院,
医8F図書
2009.3.

492.924//SA81//3126

11780131261

書名

配置場所

発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 / 石黒彩子, 浅野みどり編集. -- 医学書院,
医8F図書
2008.8.

巻

請求記号
492.925//I73//3128

資料ID
11780131287

症状からみた小児看護 : 事例から学ぶ看護ここがポイント / 東京都立清瀬小児病院看護科編.
医8F図書-- メジカルビュー社,
492.925//TO46//3144
2009.9.
11780131444
膀胱・尿道・生殖器系に疾患をもつ人への看護 / 角田直枝著. -- 中央法規出版, 1998.11.
医8F図書
-- (ナーシングレクチャー).
492.926//KA28//3161 11780131618
循環器看護ケアマニュアル / 国立循環器病センター看護部編集. -- 中山書店, 2009.9.
医8F図書

492.926//KO49//3124 11780131246

統合失調症・気分障害をもつ人の生活と看護ケア / 坂田三允著. -- 中央法規出版, 2004.7.
医8F図書

492.927//SA37//3160

精神障害者の退院計画と地域支援 / 田中美恵子編著. -- 医歯薬出版, 2009.12.

492.927//TA84//3159 11780131592

医8F図書

11780131600

老年症候群別看護ケア関連図&ケアプロトコル / 田高悦子, 河野あゆみ編著 ; 金川克子監修.
医8F図書-- 中央法規出版,
492.929//TA16//3123
2008.11.
11780131238
生活機能からみた老年看護過程 : +病態・生活機能関連図 / 山田律子, 井出訓編集.医8F図書
-- 医学書院, 2008.9.
492.929//Y19//3127

11780131279

イラストでわかる新生児の疾患・治療・ケア : 家族への説明に使える! / 楠田聡監修. --医9F図書
メディカ出版, 2010.11.
493.95//I63//3110

11780131105
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