
＜看護１回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

1 評価の分かれるところに : 「私」の精神分析的精神療法 / 北山修著. -- 誠信書房, 2013.8. 医8F図書 146.1//KI74//1164

2 河合隼雄のカウンセリング講座 / 河合隼雄著. -- 創元社, 2000.6.  医8F図書 146.8//KA93//1161

3 河合隼雄のカウンセリング入門 : 実技指導をとおして / 河合隼雄著. -- 創元社, 1998.9. 医8F図書 146.89//KA93//1160

4 働く女性のためのアサーティブ・コミュニケーション / アン・ディクソン著. -- クレイン, 2009.11. 医8F図書 336.49//D72//1195

5 社会保障入門 / 厚生省大臣官房政策課編集 ; 平成2年度版 - 2014. -- 中央法規出版, 1990-.2014 医8F図書 364.3//SH12//1182

6 認知症ケアQ&A : 在宅介護応援ブック / 三好春樹著. -- 講談社, 2014.10. -- (介護ライブラリー). 医8F図書 369.26//MI91//8826//西田蔵書

7 患者さんに信頼される医院の心をつかむ医療コミュニケーション / 藤田菜穂子著. -- 同文舘出版, 2014.5. -- (Do books). 医9F図書 490.14//F67//1167

8 ゼッタイわかる心電図・心エコー図の読み方 : 医学生必携 / 一色高明, 杉村洋一著. -- 第4版. -- 医学教育出版社, 2014.4. 医9F図書 492.12//I85//1192

9 やさしくわかる心臓カテーテル : 検査・治療・看護 / 高橋佐枝子, 島袋朋子編集. -- 照林社, 2014.9. 医9F図書 492.12//TA33//1178

10 救急外来でのキケンな一言 : トラブル事例に学ぶ診療のピットフォールとTips / 岩田充永著. -- 羊土社, 2008.10. 医9F図書 492.29//I97//1171

11 ねころんで読める抗菌薬 : やさしい抗菌薬入門書 / 矢野邦夫著. -- メディカ出版, 2014.8. 医9F図書 492.31//Y58//1189

12 筋と骨格の触診術の基本 : オールカラー / 藤縄理著. -- マイナビ, 2013.8. -- (運動・からだ図解). 医9F図書 492.5//F64//1187

13 タクティールケア入門 : スウェーデン生まれの究極の癒やし術 / タクティールケア普及を考える会編著. -- 第3版. -- 日経BPコンサルティング. 医9F図書 492.7//TA74//8831//西田蔵書

14 おさえておきたい看護用語 : 聞き言葉・略語・カタカナ語 / エキスパートナース編集部編. -- 照林社, 2013.3. 医8F図書 492.9033//E42//1177

15 基礎看護技術 / 医療情報科学研究所編集. -- Medic Media, 2014.3. -- (看護技術がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 1). 医8F図書 492.91//I67//8833//西田蔵書

16 夜勤Note : 怖いを安心にかえる魔法10カ条 / 佐藤久美子編著 ; 川崎幸病院看護部著. -- メディカ出版, 2014.11. -- (新人ナースのりきり!). 医8F図書 492.91//SA85//1191

17 患者さんが安心できる検査説明ガイドブック / 東京慈恵会医科大学附属病院グリーンカウンター編集. -- 医学書院, 2014.8. -- (看護ワンテーマBOOK). 医8F図書 492.911//TO46//1162

平成26年度 学生選書

看護 学科選定図書 126冊が入りました!!

看護学科の学生選書は、例年書店での店頭選書をしています。

今年は、ジュンク堂書店 難波店で行いました。

広い店内にたくさんある本から、思う存分選んでもらえたと思います。

選書方法もバーコードの読み取り機で図書のバーコードを読ませるだけという簡単なもので

これも好評でした。

新刊書も多く、図書を持って歩くことをしなくて良かったとのことです。

大学の後援会から、店頭選書の参加者に図書券をいただきました。

スポーツ医学など、医学分館になさそうなものを中心に選びました。

その他、認知症、うつ病など話題に沿ったものを選びました。
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No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

19 はじめてでもやさしいがん化学療法看護 : 抗がん薬を扱う知識と副作用マネジメント / 小西敏郎編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医8F図書 492.926//KO75//1176

20 最新版ナースのための糖尿病フットケア技術 / 宮地良樹, 真田弘美, 大江真琴編集. -- メディカルレビュー社, 2014.3. 医8F図書 492.926//MI71//1173

21 ケアに活かす腎・泌尿器系生殖器系検査・処置マニュアル / 済生会横浜市東部病院看護部編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医8F図書 492.926//SA22//1174

22 看護師長のリーダーシップ : 看護マネジメントのキーマンの仕事とは何か / 浜川博招, 島川久美子共著. -- ぱる出版, 2013.9. -- (New medical management). 医8F図書 492.983//H23//1185

23 看護管理と倫理の考えかた : 臨床のジレンマ30事例を解決に導く / 鶴若麻理, 倉岡有美子編著. -- 学研メディカル秀潤社. 医8F図書 492.983//TS87//1175

24 訪問看護師のための在宅感染予防テキスト : 現場で役立つケア実践ナビ / HAICS研究会PICSプロジェクト編著. -- メディカ出版, 2008.8. 医8F図書 492.993//H15//1188

25 訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 / 日本訪問看護財団編. -- 平成26年改定対応版. -- 中央法規出版, 2014.7. 医8F図書 492.993//N77//1183

26 人が病気で死ぬワケを考えてみた : ねじ子の医療絵図 / 森皆ねじ子著. -- 主婦と生活社, [2014.11]. 医9F図書 492//MO54//8827//西田蔵書

27 出血性疾患の実践診療マニュアル : すべての臨床医のために / 矢富裕, 大森司編. -- 南江堂, 2014.4. 医9F図書 493.17//Y66//1168

28 イラストでわかる高齢者のからだと病気 / 杉山孝博著. -- 中央法規出版, 2013.12. 医9F図書 493.185//SU49//1181

29 読むだけでコツがつかめる問診力トレーニング / アルバート・マイケル著 ; 澤田法英, 渡邊衡一郎監訳編集. -- アルタ出版, 2010.5. 医9F図書 493.72//MI13//1194

30 よくわかる認知症Q&A : 知っておきたい最新医療とやさしい介護のコツ / 遠藤英俊著. -- 中央法規出版, 2012.8. 医9F図書 493.758//E59//1180

31 認知症の人の心身と食のケア / 長嶋紀一 [ほか] 編著. -- 第一出版, 2012.5. 医9F図書 493.758//N22//1179

32 不幸な認知症幸せな認知症 / 上田諭著. -- マガジンハウス, 2014.11.  医9F図書 493.758//U32//1186

33 家族が統合失調症と診断されたら読む本 / 福智寿彦著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング. 医9F図書 493.763//F74//1163

34 図解やさしくわかる統合失調症 : 正しい理解と付き合い方 / 功刀浩著. -- ナツメ社, 2012.8. 医9F図書 493.763//KU48//1184

35 うつ病・躁うつ病で「休職」「復職」した人の気持ちがわかる本 : 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる / 五十嵐良雄監修. -- 講談社, 2014.10. -- (こころライブラリー : イラスト版). 医9F図書 493.764//U96//8825//西田蔵書

36 海外渡航者のための予防接種と感染症の知識 / 高山直秀, 菅沼明彦著. -- 改訂新版. -- 時空出版, 2014.12. 医9F図書 493.82//TA56//8832//西田蔵書

37 新生児感染管理なるほどQ&A : 基礎から実践までわかる!できる!自信がつく! / 大城誠編著. -- メディカ出版, 2014.9. -- (Neonatal Care : The Japanese journal of neonatal care ; 2014年秋季増刊(通巻366号)). 医9F図書 493.95//O77//1190

38 リハビリテーション基礎評価学 : PT・OTビジュアルテキスト / 潮見泰藏, 下田信明編集. -- 羊土社, 2014.11. 医9F図書 494.78//SH74//1172

39 世界の人びとに健康を行き渡らせるために / ノーマン・サルトリウス著 ; 融祐子訳. -- 日本評論社, 2014.9. 医9F図書 498.04//SA69//1170

40 公立病院の経営改革 : 地方独立行政法人化への対応 / あずさ監査法人編. -- 同文舘出版, 2010.3. 医9F図書 498.163//A99//1166

41 医療制度から業務管理・改善の手法まで、現場が知りたい10のテーマ / 木村憲洋, 医療現場を支援する委員会編著. -- 改訂2版. -- 日本医療企画, 2014.8. -- (だれでもわかる!医療現場のための病院経営のしくみ). 医9F図書 498.163//KI39//8830//西田蔵書

42 患者トラブルを解決する「技術」 : やさしいだけじゃ医療は守れない! / 尾内康彦著. -- 日経BP社. 医9F図書 498.163//O67//8829//西田蔵書

43 対人援助職の燃え尽きを防ぐ : 個人・組織の専門性を高めるために / 植田寿之著. -- [正], 続: 発展編. -- 創元社, 2010-.[正] 医9F図書 498.8//U32//1165

44 スポーツ精神生理学 / 山崎勝男監修. -- 西村書店, 2012.11.  医8F図書 780.14//SU75//1193

45 スポーツ生理学 / 冨樫健二編 ; 秋間広 [ほか] 著. -- 化学同人, 2013.2. -- (はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ ; 3). 医8F図書 780.193//TO21//8828//西田蔵書
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＜看護２回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

46 大人の心理透視術 : しぐさから他人の本音を読んで思いのままに。 / 斉藤勇監修 ; 実践編. -- 綜合図書, 2014.12. -- (綜合ムック).実践編 医8F図書 140//O86//8841//西田蔵書

47 本当にわかる心理学 : フシギなくらい見えてくる! / 植木理恵著. -- 日本実業出版社, 2010.3. 医8F図書 140//U39//8837//西田蔵書

48 「最近、心が休まらない」と思ったとき読む本 / 石原加受子著. -- KADOKAWA, 2014.9. 医8F図書 146.8//I74//1212

49 仕事も人間関係も「すべて面倒くさい」と思ったとき読む本 / 石原加受子著. -- 中経出版, 2012.9. 医8F図書 146.8//I74//8839//西田蔵書

50 面白いほどよくわかる!臨床心理学 / 下山晴彦監修. -- 西東社, 2012.9.  医8F図書 146//O63//8838//西田蔵書

51 議論の作法 / 櫻井よしこ著. -- 文藝春秋, 2014.10. -- (文春新書 ; 993).  医8F図書 304//SA47//1203

52 聞く力 : 心をひらく35のヒント / 阿川佐和子著. -- 文藝春秋, 2012.1. -- (文春新書 ; 841). 医8F図書 361.45//A19//1202

53 働き方は「自分」で決める / 古市憲寿 [著]. -- 講談社, 2014.10. -- (講談社文庫 ; [ふ-79-1]). 医8F図書 366.9//F93//1199

54 エピジェネティクス : 新しい生命像をえがく / 仲野徹著. -- 岩波書店, 2014.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1484). 医9F図書 467.3//N39//1197

55 医学探偵の歴史事件簿 / 小長谷正明著 ; [1], ファイル2. -- 岩波書店, 2014.2-. -- (岩波新書 ; 新赤版 1474, 1529). 医9F図書 490.2//KO71//1196

56 看護&医学用語・略語・聞き言葉辞典 : ポケット判 / 村中陽子監修・著 ; 足立みゆき, 渡邉亜紀子, 熊谷たまき著. -- 秀和システム, 2013.5. 医9F図書 490.33//MU51//1216

57 とんでもなく役立つ検査値の読み方 / 西崎祐史, 渡邊千登世著. -- 照林社, 2013.3. 医9F図書 492.1//N87//1211

58 ナイチンゲールの「看護覚え書」 : イラスト・図解でよくわかる! / 金井一薫編著. -- 西東社, 2014.9. 医8F図書 492.9//KA44//1209

59 帰ってきた笑うナース / 岸香里著. -- いそっぷ社, 2014.5.  医8F図書 492.9049//KI56//1213

60 笑うナース / 岸香里著. -- 新装増補版. -- いそっぷ社, 2012.4.  医8F図書 492.9049//KI56//1219

61 今はこうする!看護ケア : 看護手技の"ここが変わった" / 川西千恵美編著. -- 照林社, 2014.9. 医8F図書 492.911//KA96//1214

62 ゼロからわかるバイタルサインの見かた / 落合亮一著. -- 成美堂出版, 2014.5. 医8F図書 492.911//O15//1204

63 看護技術note : ふりかえる!do & do not / 佐藤久美子編著 ; 川崎幸病院看護部著. -- メディカ出版, 2014.11. -- (新人ナースのりきり!). 医8F図書 492.911//SA85//1217

64 救急看護をまるっとマスターできる本 : めざせひとり立ち! : ビジュアル手技満載!チェックリストでひとり立ちレベルがわかる! / 寺師榮編集. -- メディカ出版, 2014.7. -- (Emergency care ; 2014年夏季増刊(通巻347号)). 医8F図書 492.916//TE63//8834//西田蔵書

65 ナースのための術前・術後マニュアル / 跡見裕編集. -- 照林社, 2008.4.  医8F図書 492.9163//A94//1210

66 絵でみるターミナルケア : 人生の最期を生き抜く人へのかぎりない援助 / 浅野美知恵編集. -- 学研, 2006.2. 医8F図書 492.918//A87//8835//西田蔵書

67 「うつ」は病気か甘えか。 : 今どきの「うつ」を読み解くミステリ / 村松太郎著. -- 幻冬舎, 2014.4. 医9F図書 493.764//MU48//8836//西田蔵書

68 移植医療 / 橳島次郎, 出河雅彦著. -- 岩波書店, 2014.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1488). 医9F図書 494.28//N99//1198

69 最新医療制度の基本と仕組みがよ～くわかる本 : 医療と介護の課題と医療制度の行方は! / 水田吉彦著. -- 秀和システム, 2012.6. -- (How-nual図解入門 ; ビジネス). 医9F図書 498.13//MI97//1215

70 看護職をめざす人の仕事ガイド : こんなはずではなかったと思わないために / 星直子編. -- 桐書房, 2014.2. 医9F図書 498.14//H92//1218

71 医療コーディネーターになろう / 水木麻衣子, 金子稚子著. -- 克誠堂出版, 2014.10. 医9F図書 498.14//MI95//1208

72 あなたの仕事は「誰を」幸せにするか? : 社会を良くする唯一の方法は「ビジネス」である / 北原茂実著. -- ダイヤモンド社, 2014.8. 医9F図書 498.163//KI64//1205

73 ぼくは眠れない / 椎名誠著. -- 新潮社, 2014.11. -- (新潮新書 ; 593).  医8F闘病記 498.36//SH32//1201//疾病116

74 青森ドクターヘリ劇的救命日記 / 今明秀著. -- 毎日新聞社, 2014.11.  医9F図書 498//KO71//1207

75 死んで生き返りましたれぽ / 村上竹尾著. -- 双葉社, 2014.11.  医8F闘病記 726.1//MU43//1206//疾病0

76 すべらない敬語 / 梶原しげる著. -- 新潮社, 2008.1. -- (新潮新書 ; 245).  医8F図書 815.8//KA23//1200

77 ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 / 石井一成著. -- ナツメ社, 2011.5. 医8F図書 816.5//I75//8840//西田蔵書

実習がすぐなので、看護過程、看護実習についての本を選びました。

漫画のようなわかりやすいものを選びました。
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＜看護３回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

78 改正介護保険制度のポイント : 平成27年4月からの介護保険はこう変わる / 中央法規出版編集部編集. -- 中央法規出版, 2014.8. 医8F図書 364.4//C66//1223

79 これ1冊で安心!介護保険のしくみ使い方お金のすべて / 中林梓, 飯田道子監修. -- ナツメ社, 2013.8. 医8F図書 364.4//KO79//8844//西田蔵書

80 消化器がん化学療法レジメンブック / 室圭編著. -- 2版. -- 日本医事新報社, 2014.10. 医9F図書 493.4//MU71//8843//西田蔵書

81 摂食障害との出会いと挑戦 : アンチマニュアル的鼎談 / 松木邦裕, 瀧井正人, 鈴木智美著. -- 岩崎学術出版社, 2014.10. 医9F図書 493.74//MA79//1221

82 図解やさしくわかるうつ病の症状と治療 : 「うつ病」なのかな?と思ったら最初に読む本 : 正しい理解と治療の進め方 / 野村総一郎監修. -- ナツメ社, 2014.9. 医9F図書 493.764//Z6//8845//西田蔵書

83 スタッフから患者さんに伝えたい慢性腎臓病CKD食事指導のポイント : そのまま使える指導媒体付き / 飯田喜俊, 兼平奈々編集. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2013.1. 医9F図書 494.93//I26//1220

84 助産ケア実践能力向上をめざす : ハイリスク妊娠のマタニティケアプラン : オールカラー / 砥石和子編. -- メディカ出版, 2014.6. -- (ペリネイタルケア ; 2014年夏季増刊(通巻435号)). 医9F図書 495.9//TO26//8846//西田蔵書

85 塩分早わかり : いつも食べる量の塩分がひと目でわかる / 牧野直子監修・データ作成 ; 女子栄養大学出版部編. -- 第3版. -- 女子栄養大学出版部, 2013.10. -- (Food & cooking data). 医9F図書 498.55//J78//1222

86 誰が星の王子さまを殺したのか : モラル・ハラスメントの罠 / 安冨歩著. -- 明石書店, 2014.8. 医8F図書 953.7//Y66//8842//西田蔵書

＜看護４回生＞

No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

87 イラスト版10歳からの性教育 : 子どもとマスターする51の性のしくみと命のだいじ / "人間と性"教育研究所著 ; 高柳美知子編. -- 合同出版, 2008.8. 医8F図書 367.9//TA57//1248

88 中学校・高校編 / 小谷美和子著. -- 少年写真新聞社, 2013.7. -- (保健指導おたすけパワーポイントブック : 書きかえも自由自在). 医8F図書 374.9//KO92//1255

89 手づくり工作レクリエーション : つくってあそんで楽しさ2倍! : ベスト29 / 木村研編著. -- いかだ社, 2013.1. -- (学校レクリエーション ; 3). 医8F図書 374.98//KI39//1254

90 手あそび百科 : 「いつ」「どのように」使えるかがわかる!! : ピアノ伴奏つき : 場面・年齢に応じて遊べる充実122曲 / 植田光子編著. -- ひかりのくに, 2006.3. 医8F図書 376.157//U32//1247

91 やさしく学ぶSPSSによる統計解析 / 石村光資郎著. -- オーム社, 2014.8.  医9F図書 417//I78//1227

92 Excelでやさしく学ぶアンケート調査と統計処理2013 / 石村貞夫 [ほか] 著. -- 東京図書, 2014.9. 医9F図書 417//I78//1229

93 研究事例で学ぶSPSSとAmosによる心理・調査データ解析 / 小塩真司著. -- 第2版. -- 東京図書, 2012.7. 医9F図書 417//O77//1246

94 すぐわかるSPSSによるアンケートの調査・集計・解析 / 内田治著. -- 第5版. -- 東京図書, 2013.12. 医9F図書 417//U14//1228

95 心電図ドリル / 杉浦哲朗監修 ; 土居忠文, 宮尾恵示著. -- ベクトル・コア, 2013.12. 医9F図書 492.123//D83//1242

96 見ておぼえる心電図のえほん / 遠藤明太監修. -- 照林社, 2014.3.  医9F図書 492.123//MI61//1236

97 世界でいちばん愉快に人工呼吸管理がわかる本 : ナース・研修医のための / 古川力丸著. -- メディカ出版, 2013.4. 医9F図書 492.28//KO25//1251

98 はじめての根拠がわかる看護実践禁忌ナビ / 富野康日己, 照沼則子編集. -- 南江堂, 2013.5. 医8F図書 492.9//TO55//1230

実習が始まったので、食事系（腎障害など）や、介護保険（退院後

など）

実習に役立ちそうな本を選びました。

4回生ということで、3回生での臨床実習で必要であったり、あっ

たらいいなと思う本を選びました。

あとは、4回生で必要な統計や卒業研究関連で分かり易そうな

本を選びました。 その中でも「ナースのためのデータ処理」という

本は図書館にあると思うのですが、 私の卒業研究のゼミで先生

が分かり易いとオススメしてくれた本なので、 同時に借りること

ができるように2冊ほどあれば嬉しいと思い選ばせてもらいまし

た。
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No タイトル 巻号次配置場所 請求記号

99 こんなときどうする?疾患別にみるこころの看護 / 池田健著. -- 南山堂, 2006.7. 医8F図書 492.9014//I32//1256

100 このとおりやればすぐできるナースのためのデータ処理 / 坪井博之著. -- 技術評論社, 2011.2. -- (現場の統計学 : 基礎からやさしくわかる). 医8F図書 492.9019//TS15//8847//西田蔵書

101 かんごろ : 看護師国家試験のためのゴロあわせ集 / 医療情報科学研究所編集. -- 第5版. -- メディックメディア, 2013.5. 医8F図書 492.9079//I67//1241

102 術前術後ケアポイント80 : チェックリスト&図解でサクッと理解! / 足羽孝子, 伊藤真理編著. -- メディカ出版, 2013.2. 医8F図書 492.9163//A92//8853//西田蔵書

103 子どもを喜ばせるナースの簡単技BEST40 / 青木智恵子著. -- 黎明書房, 2004.10. 医8F図書 492.925//A53//1245

104 たった20項目で学べる褥瘡ケア / 安部正敏編著. -- 学研メディカル秀潤社. -- (皮膚科学看護スキルアップシリーズ ; 1). 医8F図書 492.926//A12//1235

105 超図解新人ナースのためのすいすい循環モニタリング : ベッドサイドに行くのが楽しくなる! / 関口敦監修. -- メディカ出版, 2014.4. -- (ハートナーシング ; 2014年春季増刊(通巻360号)). 医8F図書 492.926//C57//8848//西田蔵書

106 見てわかる呼吸器ケア : 看護手順と疾患ガイド / 呉屋朝幸, 青鹿由紀編集. -- 照林社, 2013.2. 医8F図書 492.926//G74//1249

107 写真でトコトン!いちばんはじめの整形外科きほんの看護技術 : オールカラー / 萩野浩編集. -- メディカ出版, 2014.5. -- (整形外科看護 ; 2014春季増刊(通巻235号)). 医8F図書 492.926//H13//8849//西田蔵書

108 がん疼痛治療の薬非オピオイド鎮痛薬・オピオイド鎮痛薬・鎮痛補助薬はや調べノート / 森田達也編. -- メディカ出版, 2014.8. -- (プロフェッショナルがんナーシング : プロフェッショナルを目指す看護師のために ; 2014年別冊). 医8F図書 492.926//MO66//1252

109 アセスメントに基づく排便ケア / 西村かおる著. -- 中央法規出版, 2008.11. 医8F図書 492.926//N84//8852//西田蔵書

110 ねじ子とパン太郎のモニター心電図 / 大上丈彦著 ; 森皆ねじ子著・絵. -- エス・エム・エス. -- (ナース専科ポケットブックシリーズ ; 4). 医8F図書 492.926//O21//1240

111 消化器外科ナースの基礎知識、ズバッと図解はやわかり帳 : 臓器のはたらき、疾患、治療・検査、術前後ケアをひと目で理解! / 田中雅夫, 中尾昭公監修. -- メディカ出版, 2012.4. 医8F図書 492.926//SH96//1250

112 整形外科の疾患・手術・術前術後ケア : 3ステップで大事なところをいいとこどり! / 津村弘編. -- メディカ出版, 2014.11. -- (整形外科看護 ; 2014秋季増刊(通巻242号)). 医8F図書 492.926//TS74//8850//西田蔵書

113 認知症の人の生活行動を支える看護 : エビデンスに基づいた看護プロトコル / 高山成子編集 ; 大津美香, 渡辺陽子編集協力. -- 医歯薬出版, 2014.2. 医8F図書 492.929//TA56//1224

114 インスリン・インクレチン関連薬の自己注射くすりとデバイスQ&A : 薬と注入器の特徴・選び方のコツがまるわかり! / 朝倉俊成著. -- 第2版. -- メディカ出版, 2013.10. 医9F図書 493.123//A85//1239

115 糖尿病のくすりとケアビジュアルガイド : 絵と写真とアイコンでひと目でわかる! : 患者指導と処方のポイント / 朝倉俊成編著. -- メディカ出版, 2014.9. -- (糖尿病ケア = The Japanese journal of diabetic caring ; 2014年秋季増刊(通巻140号)). 医9F図書 493.123//A85//8851//西田蔵書

116 呼吸リハビリテーション : 基礎概念と呼吸介助手技 / 黒澤一, 佐野裕子著. -- 学習研究社, 2006.7. 医9F図書 493.3//KU76//1243

117 高齢者の排便障害Q&A / 高野正博編著. -- 医歯薬出版, 2006.2.  医9F図書 493.46//TA47//1244

118 脳神経領域の超重要薬剤58 : マンガで理解! : 病棟での使い方 / 藤井清孝総監修 ; 松原肇監修. -- 改訂2版. -- メディカ出版, 2012.11. 医9F図書 493.73//N97//1238

119 270動画でわかる赤ちゃんの発達地図 : 胎児・新生児期から歩行するまでの発達のつながりが理解できる : 発達外来・乳児健診で役に立つ / 木原秀樹著. -- 新版. -- メディカ出版, 2014.11. 医9F図書 493.91//KI17//1253

120 イラストとマンガで理解!手術室の重要薬剤 : 投与・観察・急変時のルール : 使用目的別に26薬品収載 / 松本真希著. -- メディカ出版, 2007.3. 医9F図書 494.2//MA81//1237

121 甲状腺/乳腺/食道/胃・小腸/肝臓. -- 医歯薬出版, 2013.9. -- (一般外科・消化器外科51術式別術後管理のチェックポイント / 大井田尚継編 ; 上). 医9F図書 494.22//O31//1225

122 胆道/膵臓/脾臓/結腸/直腸/体表ヘルニア. -- 医歯薬出版, 2013.9. -- (一般外科・消化器外科51術式別術後管理のチェックポイント / 大井田尚継編 ; 下). 医9F図書 494.22//O31//1226

123 CKD患者の療養指導ガイド : どうする?透析導入前後の支援 / 篠田俊雄, 杉田和代編著. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書 494.93//SH66//1234

124 塩分ランキング : 食塩相当量&たんぱく質 / 奥田恵子監修. -- エクスナレッジ, 2011.6. 医9F図書 498.55//E57//1233

125 脂肪ランキング : 脂質&コレステロール / 奥田恵子監修. -- エクスナレッジ, 2011.6. 医9F図書 498.55//SH19//1231

126 糖分ランキング : 炭水化物&食物繊維 / 奥田恵子監修. -- エクスナレッジ, 2011.6. 医9F図書 498.55//TO14//1232
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