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19100337880 369//MA31//3788 ヤングケアラー : 介護する子どもたち / 毎日新聞取材班著. -- 毎日新聞出版, 2021.11. 医9F図書北

11780244858 490.14//TA33//4485//西田蔵書ロールプレイでやってみよう! : 患者さんの安心・安全のためのコミュニケーション演習ガイド / 高橋敬子著. -- 医学書院, 2021.12.医9F図書南

11780244460 490.2//H76//4446 図解医療の世界史 : データとイメージで読み解く / 久繁哲徳著. -- 丸善出版, 2021.12. 医9F図書南

11780244494 490.7//O38//4449 三ッ星プレゼンレシピ : デザインが見える, 発表が冴える / 岡田悟編 ; 東京北医療センタープレゼン部著. -- 中外医学社, 2022.1.医9F図書南

11780244585 491.1038//P28//4458 頭頸部・神経系. -- エルゼビア・ジャパン. -- (ソボッタ解剖学アトラス / Friedrich Paulsen, Jens Waschke原著 ; 山田重人訳 ; 第3巻).医9F図書南

11780244627 491.4//I72//4462 生化学 / 石堂一巳著. -- 南江堂, 2022.1. -- (看護学テキストnice). 医9F図書南

11780244478 491.8//I67//4447 免疫 / 医療情報科学研究所編集. -- メディックメディア, 2021.11. -- (イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編集).医9F図書南

11780244577 492.9163//F31//4457 術式による機能変化から導く看護 / 深田順子, 鎌倉やよい著. -- 医学書院, 2021.12. -- (周術期の臨床判断を磨く ; 2).医9F図書北

11780244643 492.925//KO75//4464 小児看護支援論 : 子どもと家族の主体性を支える / 今野美紀, 二宮啓子編集. -- 改訂第4版. -- 南江堂, 2022.1. -- (看護学テキストnice . 小児看護学 ; 2).医9F図書北

11780244635 492.925//N76//4463 小児看護学概論・小児看護技術 : 子どもと家族を理解し力を引き出す / 二宮啓子, 今野美紀編集. -- 改訂第4版. -- 南江堂, 2022.1. -- (看護学テキストnice . 小児看護学 ; 1).医9F図書北

11780244650 492.927//KA98//4465 こころの健康と地域包括ケア : 現代に生きる人々のこころの健康を支える. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2022.1. -- (看護学テキストNiCE).医9F図書北

11780244668 492.927//KA98//4466 地域・臨床で活かすケア : 対象者の力を引き出し支える. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2022.1. -- (看護学テキストNiCE).医9F図書北

11780244536 492.99//KO87//4453 公衆衛生看護の方法と技術 / 佐伯和子責任編集 ; 麻原きよみ, 荒木田美香子, 岡本玲子編. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2022.1. -- (公衆衛生看護学テキスト ; 2).医9F図書北

11780244601 492.99//KO87//4460 公衆衛生看護学原論 / 麻原きよみ責任編集 ; 佐伯和子, 岡本玲子, 荒木田美香子編. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2022.1. -- (公衆衛生看護学テキスト ; 1).医9F図書北

11780244544 492.993//SH96//4454 在宅看護技術 / 正野逸子, 本田彰子編著. -- 第4版. -- メヂカルフレンド社, 2021.12. -- (看護実践のための根拠がわかる).医9F図書北

11780244528 492.993//Z3//4452 訪問看護ステーションの災害対策 : マニュアルの作成と活用 / 全国訪問看護事業協会編. -- 第2版追補版. -- 日本看護協会出版会, 2021.11.医9F図書北

11780244866 493.2//KO82//4486//西田蔵書極論で語る循環器内科 / 香坂俊編著. -- 第3版. -- 丸善出版, 2022.1. 医9F図書南

11780244502 493.46//KA86//4450 あなたも名医! : 比べてわかる!潰瘍性大腸炎とクローン病 : 現場で知りたいIBD診療のすべて / 加藤順編. -- 日本医事新報社, 2021.12. -- (jmed mook ; 77).医9F図書南

11780244551 493.47//KY8//4455 急性膵炎診療ガイドライン / 急性膵炎診療ガイドライン2021改訂出版委員会編 ; 2021. -- 第5版. -- 金原出版, 2021.12.2021 医9F図書南

11780244593 493.72//SH51//4459 脳神経内科診断ハンドブック = Handbook for diagnosis on neurology / 下畑享良編著. -- 中外医学社, 2022.1.医9F図書南

11780244619 493.8//KA59//4461 感染症最新の治療 / 藤田次郎, 舘田一博, 大毛宏喜編集 ; 2022-2024. -- 南江堂, 2022.2.2022-2024 医9F図書南

11780244684 495.2//SA65//4468 産科婦人科疾患最新の治療 / 吉川史隆, 大須賀穣, 杉山隆編集 ; 2022-2024. -- 南江堂, 2021.12.2022-2024 医9F図書南

11780244569 495.6//N77//4456 妊婦の糖代謝異常診療・管理マニュアル / 日本糖尿病・妊娠学会編集. -- 第3版. -- メジカルビュー社, 2022.1.医9F図書南

11780244510 498.12//TO62//4451 裁判例から学ぶ看護ケアと看護記録 : 看護師から弁護士になった私がもっと早く知っておきたかったこと / 友納理緒著. -- 医歯薬出版, 2022.1.医9F図書南

11780244676 498.58//TA59//4467 臨床病態栄養学 / 武田英二, 竹谷豊編. -- 第4版. -- 文光堂, 2021.12. 医9F図書南

11780244486 498.6//TS17//4448 疫学 : 新型コロナ論文で学ぶ基礎と応用 / 坪野吉孝著. -- 勁草書房, 2021.12. 医9F図書南
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