学生選書
2019

NO.

書名

配置場所

請求記号

医9F図書南

493.14//E15//6967

2

ALSマニュアル決定版! / 月刊『難病と在宅ケア』編集部編集 ; 中島孝監修 ; Part2. -- 日本プラ
医9F図書南
ンニングセンター, 2009.1-.

493.64//G32//2791

3

睡眠障害の対応と治療ガイドライン / 睡眠障害の診断・治療ガイドライン研究会, 内山真編集. -医9F図書南
第3版. -- じほう, 2019.6.

493.7//SU51//6968

4

学校関係者のためのDSM-5 / ルネー M. トービン, アルヴィン E. ハウス著 ; 高橋晶, 袖山紀子
訳. -- 医学書院, 2017.6.

493.937//TO14//6965

5

公衆衛生マニュアル / 柳川洋, 中村好一編集 ; 柳川洋 [ほか] 執筆. -- 37版 (2019年版). -- 南
医9F図書南
山堂, 2019.4.

498//Y51//6966

6

災害時のメンタルヘルス = Mental health in disasters / 大塚耕太郎 [ほか] 編. -- 医学書院,
2016.3.

498.89//O88//2790

症例を通して学ぶ年代別食物アレルギーのすべて / 海老澤元宏編. -- 改訂2版. -- 南山堂,
1
2018.8.

医9F図書南

医9F図書南

『わたしと統合失調症』
患者の声が聞ける本だから。
*看護と重複しており、看護側のリストに含まれいています。

片上徹也『夜しか開かない精神科診療所』
大阪を代表する繁華街・心斎橋にて心の闇に向き合う医師の自伝。
シリアスな事態に向き合いながらもそれを切り抜けていく強さと朗らかさが滲みだ
す文章に惹かれました。
将来のキャリア・医師としてのあり様の一つの形として参考になると思います。

NO.

書名

配置場所

請求記号

英文詳説世界史 : world history for high school / 橋場弦 [ほか] 監修. -- 山川出版社,
7
2019.8.

医9F図書北

209//E37//2794

8 正解を目指さない!?意思決定支援 : 人生最終段階の話し合い / 阿部泰之著. -- 南江堂, 2019.7.

医9F図書南

490.145//A12//2793

腹部超音波検査のへぇ～!!これそうなんだ! : 用語・現象の原理を知って、検査にいかす! / 小川
眞広, 韮澤澄恵著. -- メディカ出版, 2019.5. -- (US Lab ; 7).

医9F図書南

492.14//O24//2796

医9F図書南

493.7//KA82//2792

医9F図書南

493.7//N34//2898

9

10 夜しか開かない精神科診療所 / 片上徹也著. -- 河出書房新社, 2019.8.
11

「思春期を考える」ことについて / 中井久夫著. -- 筑摩書房, 2011.9. -- (ちくま学芸文庫 ;
[ナ16-5] . 中井久夫コレクション).

ケリー・スターレット式「座りすぎ」ケア完全マニュアル : 姿勢・バイオメカニクス・メンテナン
12 スで健康を守る / ケリー・スターレット著 ; ジュリエット・スターレット著 ; グレン・コードー 医9F図書北
ザ著 ; 医道の日本社編集部訳. -- 医道の日本社, 2019.10.

780.19//ST2//6969

NO.

書名

配置場所

英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える / 清水建二, すずきひろし著 ; 本間昭文イラスト ;
13
医9F図書北
[正]. -- かんき出版, 2018.5.
14

英語負け組を救う丁寧な取扱説明書 / 阿川イチロヲ著 ; : 新装版. -- アルク, 2019.7. -- (英文
医9F図書北
法のトリセツ ; じっくり基礎編).

請求記号
834//SH49//2897
835//A19//2795

学生から医師まで幅広く楽しんで頂けるよう、様々なジャンルから選書しました。

学生選書では図書館を利用していて足りないなと思った本を自ら選んで図書館に入れる
ことができます。
私は小児科領域で出版年が新しい本という視点で選書しました。
皆さんも図書館に置いて欲しい本があれば司書さんにお願いしたり、学生選書に参加す
ることで蔵書を増やすことができます。より利用しやすい図書館にするために、ぜひ皆
さんも学生選書に参加しましょう！

NO.

配置場所

請求記号

理科系の読書術 : インプットからアウトプットまでの28のヒント / 鎌田浩毅著. -- 中央公論新
15
社, 2018.3. -- (中公新書 ; 2480).

医9F図書北

019.12//KA31//2896

16 走り続ける力 / 山中伸弥著. -- 毎日新聞出版, 2018.7.

医9F図書北

289//Y34//2889

17 なぜ科学を学ぶのか / 池内了著. -- 筑摩書房, 2019.10. -- (ちくまプリマー新書 ; 335).

医9F図書南

401//I35//2892

18 遺伝子 : 親密なる人類史 / シッダールタ・ムカジー著 ; 田中文訳 ; 上. -- 早川書房, 2018.2.

医9F図書南

467.02//MU25//2893

19 遺伝子 : 親密なる人類史 / シッダールタ・ムカジー著 ; 田中文訳 ; 下. -- 早川書房, 2018.2.

医9F図書南

467.02//MU25//2894

20 医学とはどのような学問か : 医学概論・医学哲学講義 / 杉岡良彦著. -- 春秋社, 2019.10.

医9F図書南

490.1//SU44//2798

21 通院症候群 : 人はなぜ病院に行くのか? / 大場啓一郎著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング.

医9F図書南

490.14//O11//2797

医療現場の行動経済学 : すれ違う医者と患者 / 大竹文雄, 平井啓編著. -- 東洋経済新報社,
2018.8.

医9F図書南

490.14//O82//2891

医師として知らなければ恥ずかしい50の臨床研究 / アシャウンタ T.アンダーソン [ほか] 著 ;
23 Michael E.Hochmanシリーズ編 ; 中河秀憲訳 ; 小児編. -- メディカル・サイエンス・インターナ
ショナル, 2018.4.

医9F図書南

490.7//A46//2800

22

書名

24

COMMON DISEASEを制する! : 「ちゃんと診る」ためのアプローチ / 上田剛士編 (13446746) . -羊土社, 2018.8.

医9F図書南

492.1//U32//6972

25

腹部超音波ポケットマニュアル / 川地俊明, 秋山敏一共編. -- オーム社, 2011.11. -- (Pocket
manual).

医9F図書南

492.14//KA91//2799

26

産科 / 医療情報科学研究所編. -- 第4版. -- Medic Media, 2018.10. -- (病気がみえる / 医療情
医9F図書南
報科学研究所編 ; v. 10).

492//B99//2908

27

症状でひらめくこどものコモンディジーズ = Common Childhood Diseases : 診察が楽しくなる!面
白くなる!病歴聴取と身体診察のコツとヒケツ / 児玉和彦著. -- メディカ出版, 2018.10.

医9F図書南

493.92//KO18//2801

小児科医宮本先生、ちょっと教えてください! : 教科書には載っていない、小児外来のコツ・保護
28 者への伝え方 / 宮本雄策編著 ; 大橋博樹企画・編集協力. -- 羊土社, 2018.7. -- (Gノート別
冊).

医9F図書南

493.92//MI77//6970

小児症候学89 / Albert J.Pomeranz [ほか] 著 ; 上村克徳, 笠井正志監訳. -- エルゼビア・ジャ
パン.

医9F図書南

493.92//P78//6971

30 子どもの脳を傷つける親たち / 友田明美著. -- NHK出版, 2017.8. -- (NHK出版新書 ; 523).

医9F図書南

493.937//TO61//2895

小児科医に関わる法律の解説 / 桑原博道著 ; 日本小児科医会監修. -- 日本小児医事出版社,
2010.4.

医9F図書南

498.12//KU95//2802

医9F図書南

498.13//I89//2885

29

31

最新病院業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中村
32 恵二, 山口大樹, 安藤恵子著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2019.4. -- (How-nual図解入門 . 業
界研究).

NO.

書名

最新医療費の仕組みと基本がよ～くわかる本 : 複雑な医療費の仕組みを体系的に解説! / 伊藤哲
33
雄, 森田仁計編著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2018.12. -- (How-nual図解入門 ; ビジネス).

配置場所

請求記号

医9F図書南

498.13//I89//2885

将来医師になれば、英語でのプレゼンテーションや英語でのメールのやりとり等、な
にかと英語が必要となる機会は多くなると思います。
そのときに役立つような本をいくつか選びました。是非読んでみてください！

短時間かつ正確に診断したいと思ったから。

NO.

書名

配置場所

請求記号

医9F図書南

490.7//A19//6985

グレイ解剖学 / Richard L. Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell原著 ; 秋田恵一訳. -- エ
医9F図書南
ルゼビア・ジャパン, 2019.9.

491.1//D91//6992

医学・理系留学海外に翔び立つ人のコピペで使える英文メール60 / 阿川敏恵著. -- 金芳堂,
34
2019.10.
35

臨床写真図鑑 : コモンな疾患編 : 集まれ!よくみる疾患の注目所見 : あらゆる科で役立つ、知
36 識・経験・着眼点をシェアする81症例 / 忽那賢志編 (13446746) . -- 羊土社, 2019.10. -- (レジ 医9F図書南
デントノート ; Vol.21-No.11 ; 増刊).
37

心電図診断ドリル : 波形のここに注目! / 森田宏編 (13446746) . -- 羊土社, 2019.4. -- (レジ
デントノート ; Vol.21-No.2 ; 増刊).

38

スタンダード細胞診テキスト / 水口國雄監修 ; 東京都保健医療公社東京都がん検診センター編集.
医9F図書南
-- 第4版. -- 医歯薬出版, 2019.6.

39 血液疾患最新の治療 / 直江知樹, 小澤敬也, 中尾眞二編集 ; 2020-2022. -- 南江堂, 2010.10-.
40

医9F図書南

やさしイイ血ガス・呼吸管理 : ベストティーチャーに教わる人工呼吸管理の基本と病態別アプロー
医9F図書南
チ / 長尾大志著. -- 日本医事新報社, 2016.4.

41 パッと出してすぐわかる胆・膵超音波アトラス / 西田睦編著. -- メジカルビュー社, 2019.6.
42

医9F図書南

医9F図書南

救急での精神科対応はじめの一歩 : 初期対応のポイントから退室時のフォローまで基本をやさしく
医9F図書南
教えます / 北元健著. -- 羊土社, 2019.10.

492.1//KU94//6975

492.123//MO66//6974
492.19//TO46//6981
493.17//KE62//6983
493.3//N17//6980
493.47//N81//6976
493.72//KI67//6984

免疫不全患者の発熱と感染症をマスターせよ! : 化学療法中や糖尿病患者など、救急や病棟でよく
43 みる免疫不全の対処法を教えます / 原田壮平編. -- 羊土社, 2019.2. -- (レジデントノート ;
vol.20 no.17 ; 増刊).

医9F図書南

493.8//H32//6973

小児血液・腫瘍学 = Pediatric hematology and oncology / 日本小児血液・がん学会編. -- 診断
と治療社, 2015.11.

医9F図書南

493.931//N77//6987

44

ワシントンマニュアル外来編 / トマス M.ドゥ フェル, メレディス A.ブリスコ, ラシュミ S.マ
45 ラー編 ; 清水郁夫, 金児泰明, 降旗兼行監訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 医9F図書南
2012.5.
がん治療認定医・がん薬物療法専門医試験対策腫瘍学問題集 / 井上大輔編著. -- 第8版. -- テコ
ム出版事業本部, 2019.9.

493//D53//6991

医9F図書南

494.5//I57//6990

医9F図書南

494.5//MU24//6986

48

皮膚で見つける全身疾患 : 頭のてっぺんからつま先まで / 宮地良樹編集. -- メディカルレビュー
医9F図書南
社, 2011.2. -- (皮膚科フォトクリニックシリーズ).

494.8//MI71//6977

49

誤診されている皮膚疾患 / 宮地良樹編集. -- メディカルレビュー社, 2013.2. -- (皮膚科フォト
クリニックシリーズ).

医9F図書南

494.8//MI71//6978

50

他科医から訊かれるこの皮膚病はなに? / 宮地良樹編集. -- メディカルレビュー社, 2018.6. -(皮膚科フォトクリニックシリーズ).

医9F図書南

494.8//MI71//6979

51

口腔粘膜病変アトラス : 口の中をのぞいてみよう!見えない病気が見えてくる / 日野治子編・著.
-- 学研メディカル秀潤社.

医9F図書南

496.8//H61//2910

52

ますます!ねころんで読めるCDCガイドライン / 矢野邦夫著. -- メディカ出版, 2017.3. -- (やさ
しい感染対策入門書 / 矢野邦夫著 ; 4).

医9F図書南

498.6//Y58//6988

53

ビジネスEメール・チャットツールの英語表現 : 社内・取引先とのやり取りで今すぐ使いたいビジ
ネス文例と入れ替えフレーズ / 松浦良高著. -- クロスメディア・ランゲージ, 2019.10.

医9F図書北

670.93//MA89//6982

54

成功するための英語プレゼン : ネイティブの表現とテクニック / Nicholas Woo著. -- ベレ出版,
2019.1.

医9F図書北

837.8//W86//6989

55

First aid cases for the USMLE step 1 / Tao Le, Richard A. Giocane. -- 4th ed. -- McGrawHill Medical, c2019.

医9F国試

46

47 腫瘍循環器ガイドOnco-Cardiology / 向井幹夫, 岡亨編集. -- メディカルレビュー社, 2018.10.

みんな大好き「病気がみえるシリーズ」追加です。
希望タイトル以外もちょっと職員が追加しました。

NO.

書名

「話す」「書く」「聞く」能力が仕事を変える!. -- PHP研究所, 2007.5. -- (PHPビジネス新書 ;
56
028 . 伝える力 / 池上彰著 ; [1]).

配置場所

請求記号

医9F図書北

336.49//I33//2824

57

もっと役立つ!「話す」「書く」「聞く」技術 / 池上彰著. -- PHP研究所, 2012.1. -- (PHPビジネ
医9F図書北
ス新書 ; 201 . 伝える力 / 池上彰著 ; 2).

361.454//I33//2825

58

新薬理学 / 安原一監修 ; : フルカラー新装版. -- 第7版. -- 日本医事新報社, 2019.10. -- (Qシ
医9F図書南
リーズ).

491.5//Y64//2902

59

神経系 / 河田光博, 稲瀬正彦著 ; 1. -- 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).

医9F図書南

491//SA29//2871

60

もっともっとねころんで読める抗菌薬 / 矢野邦夫著. -- メディカ出版, 2016.3. -- (やさしい抗
菌薬入門書 ; 3).

医9F図書南

491//SA29//2871

61

もっとねころんで読める抗菌薬 / 矢野邦夫著. -- メディカ出版, 2015.3. -- (やさしい抗菌薬入
門書 ; 2).

医9F図書南

492.31//Y58//2870

62

循環器 / 医療情報科学研究所編. -- 第4版. -- メディックメディア, 2017.3. -- (病気がみえる
/ 医療情報科学研究所編 ; v. 2).

医9F図書南

492//B99//2875

63

糖尿病・代謝・内分泌 / 医療情報科学研究所編. -- 第5版. -- Medic Media, 2019.10. -- (病気
がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 3).

医9F図書南

492//B99//2876

64

脳・神経 / 医療情報科学研究所編. -- 第2版. -- Medic Media, 2017.11. -- (病気がみえる / 医
医9F図書南
療情報科学研究所編 ; v. 7).

492//B99//2877

65

腎・泌尿器 / 医療情報科学研究所編. -- 第3版. -- Medic Media, 2019.10. -- (病気がみえる /
医療情報科学研究所編 ; v. 8).

医9F図書南

492//B99//2878

66

糖尿病・代謝・内分泌 / 医療情報科学研究所編. -- 第5版. -- Medic Media, 2019.10. -- (病気
がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 3).

医9F図書南

492//B99//2906

67

腎・泌尿器 / 医療情報科学研究所編. -- 第3版. -- Medic Media, 2019.10. -- (病気がみえる /
医療情報科学研究所編 ; v. 8).

医9F図書南

492//B99//2907

68

眼科 / 医療情報科学研究所編. -- Medic Media, 2019.6. -- (病気がみえる / 医療情報科学研究
所編 ; v. 12).

医9F図書南

492//B99//2909

医9F図書南

493.123//MA81//2822

69 薬物療法に活かす糖尿病を聴く技術と話す技術 / 松本一成著. -- 南江堂, 2019.6.
70

ねころんで読める新しいリハビリ : 内部障害リハビリテーションの驚くべき効果 / 上月正博著. 医9F図書南
- 第1版. -- メディカ出版, 2018.7.

494.78//KO99//2913

71 患者目線の医療改革 / 渡辺英克著. -- 日本経済新聞出版社, 2019.9.

医9F図書南

498.13//W46//2823

72 地方勤務医という選択 / 佐藤雅司著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング.

医9F図書南

498.14//SA85//2820

73 外国人診療で困るコトバとおカネの問題 / 増井伸高著. -- 羊土社, 2019.10.

医9F図書南

498.163//MA67//2827

74

ねころんで読めるWHO患者安全カリキュラムガイド : 医療安全学習にそのまま使える : これだけは
医9F図書南
知っておきたい / 相馬孝博著. -- メディカ出版, 2013.7. -- (医療安全BOOKS ; 2).

498.163//SO36//2911

75

サバイバル英文読解 : 最短で読める!21のルール / 関正生著. -- NHK出版, 2017.6. -- (NHK出版
新書 ; 518).

医9F図書北

837.5//SE24//2887

76

サバイバル英会話 : 「話せるアタマ」を最速でつくる / 関正生著. -- NHK出版, 2018.10. -(NHK出版新書 ; 565).

医9F図書北

837.8//SE24//2886

77 画像解剖コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 / 百島祐貴著. -- 医学教育出版社, 2013.4.

電子ブック

NO.

書名

配置場所

「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 / シェリー・ケーガン著 ; 柴田裕之訳. -1
医9F図書北
完全翻訳版. -- 文響社, 2019.7.

請求記号
114.2//KA16//3199

2

あなたはなぜ「カリカリベーコンのにおい」に魅かれるのか : においと味覚の科学で解決する日常
医9F図書北
の食事から摂食障害まで / レイチェル・ハーツ著 ; 川添節子訳. -- 原書房, 2018.7.

141.2//H53//3249

3

「不自由な自由」を暮らす : ある全身性障害者の自立生活 / 時岡新著. -- 東京大学出版会,
2017.2.

医9F図書北

369.2//TO33//3233

4

ズレてる支援! : 知的障害/自閉の人たちの自立生活と重度訪問介護の対象拡大 / 寺本晃久, 岡部
耕典, 末永弘, 岩橋誠治著. -- 生活書院, 2015.10.

医9F図書北

369.28//TE53//3235

5

動物学者が死ぬほど向き合った「死」の話 : 生き物たちの終末と進化の科学 / ジュールズ・ハ
ワード著 ; 中山宥訳. -- フィルムアート社, 2018.4.

医9F図書南

481.35//H96//3174

6

「平穏死」を受け入れるレッスン : 自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのです
か? / 石飛幸三著. -- 誠文堂新光社, 2016.7.

医9F図書南

490.15//I81//3170

7

描かれた病 : 疾病および芸術としての医学挿画 / リチャード・バーネット著 ; 中里京子訳. -河出書房新社, 2016.11.

医9F図書南

490.2//B23//3168

医9F図書南

491.6//KA21//3166

医9F図書南

493.758//KA91//3175

医9F図書南

495.6//KA93//3231

8 ゴーゴーAi : アカデミズム闘争4000日 / 海堂尊著. -- 講談社, 2011.2.
9

マンガでわかる認知症の人の心の中が見える本 / 川畑智著 ; 浅田アーサー漫画. -- わかさ出版,
2019.7. -- (わかさカラダネBooks).

10 選べなかった命 : 出生前診断の誤診で生まれた子 / 河合香織著. -- 文藝春秋, 2018.7.
11

いのちの値段 : 医療と費用を巡る50の物語 : 病むからこそ、死があるからこそ、分かること、人
と分かちあうことがある。 / 読売新聞医療部著. -- 講談社, 2018.12.

医9F図書南

498.04//Y81//3232

12

わたしが看護師だったころ : 命の声に耳を傾けた20年 / クリスティー・ワトスン著 ; 田中文訳.
-- 早川書房, 2019.3.

医9F図書南

498.14//W48//3167

医9F図書南

498//H81//3169

13 在宅医療の闇と光 / 北條康弘著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング.
14

はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方 / 新田誠吾著. -- すば
医9F図書北
る舎, 2019.10.

816.5//N88//3171

15

マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方 / 吉岡友治著 ; 青木健生シナリオ制作 ; 山本幸
医9F図書北
男作画. -- 日本能率協会マネジメントセンター, 2019.6.

816.5//Y92//3173

16

マジ文章書けないんだけど : 朝日新聞ベテラン校閲記者が教える一生モノの文章術 / 前田安正著.
医9F図書北
-- 大和書房, 2017.4.

816//MA26//3234

17 文芸オタクの私が教えるバズる文章教室 / 三宅香帆著. -- サンクチュアリ出版, 2019.6.
18

18歳のビッグバン : 見えない障害を抱えて生きるということ / 小林春彦著. -- あけび書房,
2015.11.

医9F図書北

816//MI76//3172

医9F闘病記

916//KO12//3176//脳24

『ナース＆ピース：病棟をうまく転がる処世術』
先輩看護師や医者との人間関係について先輩看護師たちのアドバイスが載せられ
ていて、すごく興味があるから。

NO.

書名

配置場所

請求記号

ナース&ピース : 病棟をうまく転がる処世術 / 中堅ナースのつぶやき著 ; 本田明監修 ; 駆け抜け
19
医9F図書北
るおにぎりイラスト. -- メディカ出版, 2019.12.

492.9014//C64

20 看護師のための早引き検査値・パニック値ハンドブック / 西崎統監修. -- ナツメ社, 2015.1.

医9F図書北

492.911//KA54//3178

医9F図書北

492.916//I17//3177

21

ICUに配属ですか?! / 市場晋吾監修. -- メディカ出版, 2019.11. -- (すごく大事なことだけ
ギュッとまとめて教えます!).

『カンテキシリーズ』
一つひとつが、イラストや画像で説明してあり、非常に理解しやすい内容です。実習に行く
前から、疾患や実施することについてイメージがつきやすいものとなっています。
疾患の勉強や看護計画を立案する時にも大いに活用できそうです！

NO.

書名

配置場所

かんテキ循環器 / 宮川和也編集. -- メディカ出版, 2019.10. -- (患者がみえる新しい「病気の教
22
医9F図書北
科書 (テキスト)」).

請求記号
492.926//MI72//3180

23

かんテキ脳神経 / 岡崎貴仁, 青木志郎編集. -- メディカ出版, 2019.10. -- (患者がみえる新しい
医9F図書北
「病気の教科書 (テキスト)」).

492.926//O48//3181

24

かんテキ整形外科 / 渡部欣忍編集. -- メディカ出版, 2019.10. -- (患者がみえる新しい「病気の
医9F図書北
教科書 (テキスト)」).

492.926//W46//3179

書名

請求記号

NO.

配置場所

対話のことば : オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得 / 井庭崇, 長井雅史著.
25
医9F図書北
-- 丸善出版, 2018.7.
26

「国境なき医師団」になろう! / いとうせいこう著. -- 講談社, 2019.9. -- (講談社現代新書 ;
2540).

27

誰でもできる!アサーティブ・トレーニングガイドブック : みんなが笑顔になるために / 海原純子
医9F図書北
著. -- 金剛出版, 2019.8.

28 ケーキの切れない非行少年たち / 宮口幸治著. -- 新潮社, 2019.7. -- (新潮新書 ; 820).
29

医9F図書北

146.8//I11//3187
329.36//I89//3250
361.454//U74//3188

医9F図書北

368.71//MI73//3183

かんたん、楽しい!高齢者の“脳トレ"レクリエーション : 介護の現場で大活躍! / 田島信元監修 :
医9F図書北
高橋紀子監修. -- ナツメ社, 2015.11.

369.26//KA59//3195

30 高齢者イキイキ!音楽レクリエーション / 斉藤道雄監修. -- 西東社, [2012.11].

医9F図書北

369.26//KO79//3192

医9F図書北

379.7//D17//3197

31

超効率勉強法 : 最短の時間で最大の成果を手に入れる / メンタリストDaiGo著. -- 学研プラス,
2019.3.

32

食の実験場アメリカ : ファーストフード帝国のゆくえ / 鈴木透著. -- 中央公論新社, 2019.4. -医9F図書北
(中公新書 ; 2540).

383.853//SU96//3237

33

長寿時代の医療・ケア : エンドオブライフの論理と倫理 / 会田薫子著. -- 筑摩書房, 2019.7. -医9F図書南
(ちくま新書 ; 1333-6 . シリーズケアを考える).

490.15//A25//3238

34 ホントは看護が苦手だったかげさんのイラスト看護帖 / かげ著. -- 永岡書店, 2019.9.

医9F図書北

492.9//KA18//3165

35 救急看護ポイントブック / 小池伸享編著. -- 照林社, 2019.9.

医9F図書北

492.916//KO31//3193

医9F図書北

492.926//J92//3194

医9F図書北

492.926//SA85//3182

38

超高齢社会のリアル : 健康長寿の本質を探る = Realities of super-aged society / 鈴木隆雄著.
医9F図書南
-- 大修館書店, 2019.8.

493.185//SU96//3186

39

「オープンダイアローグ」は本当に使えるのか : 「現場」で活用するための多角的な検証 / 飢餓
陣営, 佐藤幹夫編. -- 言視舎, 2016.2. -- (飢餓陣営せれくしょん ; 4).

医9F図書南

493.72//KI16//3196

40 自己愛性人格障害 / 町沢静夫著. -- 駿河台出版社, 2005.11. -- (21世紀カウンセリング叢書).

医9F図書南

493.76//MA19//3185

41 統合失調症 / 村井俊哉著. -- 岩波書店, 2019.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1801).

医9F図書南

493.763//MU41//3248

わたしと統合失調症 : 26人の当事者が語る発症のトリガー / 佐竹直子編著 ; リカバリーを生きる
医9F図書南
人々著. -- 中央法規出版, 2016.12.

493.763//SA83//3198

36

事例でわかるアルコール依存症の人と家族への看護ケア : 多様化する患者の理解と関係構築 / 重
黒木一, 世良守行, 韮澤博一編. -- 中央法規出版, 2019.1.

37 なぜ、日本の精神医療は暴走するのか / 佐藤光展著. -- 講談社, 2018.12.

42

NO.

書名

配置場所

請求記号

救急車が来なくなる日 : 医療崩壊と再生への道 / 笹井恵里子著. -- NHK出版, 2019.8. -- (NHK出
43
医9F図書南
版新書 ; 594).

498.021//SA73//3184

44 私は赤ちゃん / 松田道雄著. -- 岩波書店, 1960.3. -- (岩波新書 ; 青版 377).

医9F図書北

599//MA74//3236

45 強迫性障害です! / みやざき明日香著. -- 星和書店, 2018.2.

医9F闘病記

916//MI88//3190//精神6

46 強迫性障害治療日記 / みやざき明日香著. -- 星和書店, 2019.3.

医9F闘病記

916//MI88//3191//精神6

わたし中学生から統合失調症やってます。 : 水色ともちゃんのつれづれ日記 / ともよ著. -- 合同
医9F闘病記
出版, 2018.12.

916//TO62//3189//精神9

47

みんな大好き「なぜ？どうして？シリーズ」の追加です。
電子ブックは動画です。本では分かりにくいケアを見ることができます。

NO.

書名

配置場所

請求記号

48 叱られる力 / 阿川佐和子著. -- 文藝春秋, 2014.6. -- (文春新書 ; 960 . 聞く力 ; 2).

医9F図書北

361.45//A19//2888

49 介護に役立つ人体力学 / 井本邦昭著. -- PHPエディターズ・グループ.

医9F図書北

369.16//I48//2826

50 看護場面の再構成 / 宮本眞巳著. -- 改訂版. -- 日本看護協会出版会, 2019.11.

医9F図書北

492.9//MI77//2884

51

臨床場面でわかる!くすりの知識 : ナースが出会う14の場面134の疑問 / 荒木博陽編集. -- 改訂第
医9F図書北
2版. -- 南江堂, 2019.9.

492.91//A64//2821

52

基礎看護学 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.3. -- (なぜ?どう
医9F図書北
して? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 1).

492.91//I67//3239

53

臨床看護技術. -- メディックメディア, 2018.12. -- (看護がみえる / 医療情報科学研究所編集 ;
医9F図書北
vol.2).

492.911//I67//3251

54

経過がみえる疾患別病態関連マップ / 山口瑞穂子, 関口恵子監修. -- 第2版. -- 学研メディカル
秀潤社.

医9F図書北

492.914//KE24//2874

55

写真でわかる急変時の看護アドバンス : 心肺蘇生法を中心に : 処置の流れとポイントを徹底理解!
医9F図書北
/ 松月みどり監修. -- 改訂第2版. -- インターメディカ, 2019.1. -- (DVD BOOK).

492.916//SH13//2869

56

手術室に配属ですか?! / 廣瀬宗孝監修. -- メディカ出版, 2019.3. -- (すごく大事なことだけ
ギュッとまとめて教えます!).

医9F図書北

492.9163//SH99//2882

57

画像診断・放射線治療ビジュアルナーシング / 坂井修二, 唐澤久美子編. -- 学研メディカル秀潤
社. -- (見てできる臨床ケア図鑑).

医9F図書北

492.9169//SA29//2883

58

女性生殖器/母性看護学 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.4. -医9F図書北
(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 8).

492.924//I67//3246

59

老年看護学/小児看護学 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.4. -医9F図書北
(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 7).

492.925//I67//3245

60 オールカラーまるごと図解ケアにつながる脳の見かた / 波多野武人編著. -- 照林社, 2016.3.
61

まるごと図解糖尿病看護&血糖コントロール : オールカラー / 土方ふじ子編著 ; 河合俊英医学監
修. -- 照林社, 2019.11.

62 まるごと図解腎臓病と透析 / 日高寿美編集. -- 照林社, 2017.6.

医9F図書北

492.926//H42//2900

医9F図書北

492.926//H56//2873

医9F図書北

492.926//H56//2873

63

循環器に配属ですか?! / 猪子森明編著. -- メディカ出版, 2018.12. -- (すごく大事なことだけ
ギュッとまとめて教えます!).

医9F図書北

492.926//I51//2916

64

成人看護学総論 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.3. -- (なぜ?
医9F図書北
どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 2).

492.926//I67//3240

65

消化管/肝胆膵/循環器 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.3. -(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 3).

医9F図書北

492.926//I67//3241

66

内分泌・代謝/腎・泌尿器 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.4.
-- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 4).

医9F図書北

492.926//I67//3242

67

免疫/血液/感染症/呼吸器 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.4.
-- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 5).

医9F図書北

492.926//I67//3243

68

脳・神経/運動器/感覚器 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.4. 医9F図書北
- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 6).

492.926//I67//3244

NO.

配置場所

請求記号

医9F図書北

492.926//N97//2915

70

整形外科に配属ですか?! / 大阪病院編著. -- メディカ出版, 2018.12. -- (すごく大事なことだけ
医9F図書北
ギュッとまとめて教えます!).

492.926//O73//2881

71

これならわかる!心電図の読み方 : モニターから12誘導まで / 大島一太著. -- ナツメ社, 2017.9.
医9F図書北
-- (ナースのための基礎Book).

492.926//O77//2879

72

はじめての消化器内視鏡看護 / 山田拓哉編著. -- メディカ出版, 2019.10. -- (カラービジュアル
医9F図書北
で見てわかる!).

492.926//Y19//2880

73

精神看護学/在宅看護論 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメディア, 2019.4. -医9F図書北
(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 9).

492.927//I67//3252

69

書名
脳神経外科に配属ですか?! / 井上亨監修. -- メディカ出版, 2019.3. -- (すごく大事なことだけ
ギュッとまとめて教えます!).

看護の統合と実践/健康支援と社会保障制度 / 医療情報科学研究所編. -- 第8版. -- メディックメ
74 ディア, 2019.4. -- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 医9F図書北
10).

492.98//I67//3247

75 まるごと図解神経の見かた / 山口博著. -- 照林社, 2017.12.

医9F図書南

493.7//Y24//2872

76

医療を受ける子どもへの上手なかかわり方 / 原田香奈, 相吉恵, 祖父江由紀子編集. -- 第2版. -医9F図書南
日本看護協会出版会, 2018.12.

493.9//H32//2914

77

公衆衛生看護学概論 / 標美奈子著者代表. -- 第5版. -- 医学書院, 2019.1. -- (標準保健師講座
; 1).

医9F図書南

498.08//H99//2903

78

公衆衛生看護技術 / 中村裕美子著者代表. -- 第3版. -- 医学書院, 2016.1. -- (標準保健師講座
; 2).

医9F図書南

498.08//H99//2904

79

保健医療福祉行政論 / 藤内修二著者代表. -- 第4版. -- 医学書院, 2017.1. -- (標準保健師講座
; 別巻1).

医9F図書南

498.08//H99//2905

出産直後からの育児支援 / 医学映像教育センター制作著作 ; 臼井雅美原案. -- 医学映像教育セン
80 ター, c2011. -- (看護教育シリーズ / 医学映像教育センター制作著作 . 産褥経過のアセスメント
と支援の実際 ; vol.1).

電子ブック

産褥早期の母親へのアセスメントと支援 / 医学映像教育センター制作著作. -- 医学映像教育セン
81 ター, c2011. -- (看護教育シリーズ / 医学映像教育センター制作著作 . 産褥経過のアセスメント
と支援の実際 ; vol.2).

電子ブック

術後看護 / 医学映像教育センター制作著作. -- 医学映像教育センター, c2018. -- (看護教育シ
リーズ / 医学映像教育センター制作著作 . 目で見る周術期看護 ; vol. 4).

電子ブック
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