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総記

医

学［Ｍ０～Ｍ９９］

007.609/S3/[26257]
テキストマイニング入門：Excel と KH Coder でわかるデ
ータ分析 / 著：末吉美喜
東京：オーム社,2021
vii,221；A5, 978-4-274-22285-6[看護部]

医学と心理、患者心理［Ｍ０14］

M014.5/A1/ [26277]
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 / 著：阿部泰之
東京：南江堂,2019
xv,246；A5,978-4-524-24666-3[看護部]

007.609/U3/(増訂)[26258]
やってみようテキストマイニング：自由回答アンケート
M014.5/I2/ [26128]
の分析に挑戦！(増訂版) / 著：牛澤健二
ACP アドバンス・ケア・プランニング実践ガイド：患者・
東京：朝倉書店,2021
利用者の生き方・暮らしに焦点をあてた意思決定支援に
viii,180；A5,978-4-254-12261-9 [看護部]
向けて / 編集：池永昌之、濱吉美穂
図書館情報学－読書法
東京：中央法規出版,2020
267；B5,978-4-8058-8178-1[緩和ケア内科]
019.9/O5/[26323]
本棚の漫歩計 三集 / 著：大塚義治
M014.5/M5/ [26130]
東京：時評社,2020
Advance care planning のエビデンス：何がどこまでわか
337；B6,978-4-88339-286-5 [寄贈]
っているのか? / 著：森 雅紀、森田達也
社会科学－社会福祉、教育－赤十字事業
東京：医学書院, 2021
v,197；B5,978-4-260-04236-9[緩和ケア内科]
369.15/ H2/[26321]
アンリー・デュナン伝：赤十字の創始者/訳：廣渡太郎
M014.5/N2/ [26255]
/[著]：ピエール・ボワシエ
ACP 入門：人生会議の始め方ガイド / 著：西川満則、大城
[東京」
：日本赤十字学園日本赤十字国際人道研究センター,2018
京子 / 編：日経メディカル
83；A5, なし [寄贈]
東京：日経メディカル(発行)；日経 BP マーケティング(発売),2021

171；A5,978-4-296-10600-4[看護部]
369.15/H2/[26320]
ギュスターフ・モアニエ伝：赤十字と国際法の推進者/訳：
M014.5/S3/ [26250]
廣渡太郎 / [著]：フランソワ・ブニョン
患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・プランニング：
[東京」
：日本赤十字学園日本赤十字国際人道研究センター,2020
医療・介護・福祉・地域みんなで支える意思決定のための
127；A5,なし[寄贈]
実践ガイド / 編著：角田ますみ
数学－確率論，数理統計学
東京：メヂカルフレンド社,2021
x, 287；B5,978-4-8392-1643-6[看護部]
467.3/B5/ [26172]
バリアントデータ検索&活用：変異・多型情報を使いこな 医学と倫理［Ｍ０15］
す達人レシピ（実験医学 別冊）/編集：坊農秀雅
M015/D5/ [26043]
東京：羊土社,2020
倫理コンサルテーションケースブック / 編著：堂囿俊彦、
237；B5 変,978-4-7581-2245-0[研修医用図書]
竹下 啓
辞典
東京：医歯薬出版,2020
xiii,156；B5,978-4-263-73198-7[総務課]
809.4/N2/ [26324]
挨拶集：日本赤十字社名誉社長 近衛忠煇 / 編者：日本
M015/D5/ [26044]
赤十字社
倫理コンサルテーションハンドブック/編著：堂囿俊彦 /
東京：日本赤十字社,2019
著：竹下 啓ほか
351；B6 ,なし[寄贈]
東京：医歯薬出版,2020

viii,132；B5,978-4-263-73188-8[総務課]

臨床研究の道標：7 つのステップで学ぶ研究デザイン 下
巻（2 版）/ 著：福原俊一
M015/N2/2[26045]
京都：健康医療評価研究機構,2017
臨床倫理入門 2：各科領域の臨床倫理 / 編集：日本臨 262；A5,978-4-903803-27-2[寄贈]
床倫理学会
東京：へるす出版,2020
M07/H1/ [26234]
xi,189；B5,978-4-86719-007-4[総務課]
僕らはまだ、臨床研究論文の本当の読み方を知らない。
：
論文をどう読んでどう考えるか / 監修：長谷川耕平
医学と宗教［Ｍ０16］
東京：羊土社,2021
M016/O5/ [26249]
309；A5,978-4-7581-2373-0[研修医用図書]
人生会議でこころのケア:ケアする人、される人、共に死
生観・スピリチュアリティの向上を目指して / 著：大下 M07/I2/ [26212]
大圓、梶山 徹
わかってきたかも「医療統計」…だけど論文読めませ
相模原：ビイング・ネット・プレス,2020
ん！！ / 著：五十嵐 中、佐條麻里
226；A5,978-4-908055-25-6[看護部]
東京：東京図書, 2020
x,189；B5,978-4-489-02243-2[研修医用図書]
医学統計学［Ｍ０19］

M019/H2/ [26166]
M07/I2/ [26235]
初めの一歩メタアナリシス：
“Review manager”ガイド / 学会発表、プレゼンに自信がもてるスライド作成テクニ
著：平林由広
ック 100 / 著：石木寛人
東京：克誠堂出版,2020
東京：南山堂,2021
viii,129；B5,978-4-7719-0424-8 [薬剤部]
viii,93；B5 変,978-4-525-03041-4[研修医用図書]
M019/N1/Ver.15 対応版 [26225]
JMP 医学統計マニュアル（Ver.15 対応版）/ 著：長田 理
東京：オーエムエス出版（発行）
；星雲社（発売）,2021
186；B5,978-4-434-29067-1[研修医用図書]

M07/K5/ [26157]
医学英語執筆のためのときめく実践例文集：逆転発想法
で攻略 / 著：小出 徹
東京：じほう,2020
5,841；A5,978-4-8407-5272-5[薬剤部]

M019/T3/ [26163]医療統計解析使いこなし実践ガイド：
臨床研究で迷わない Q&A / 編集：対馬栄輝
M07/S2/ [26477]
東京：羊土社,2020
医師人生は初期研修で決まる!って、知ってた? / 編著：
251；A5,978-4-7581-0248-3[薬剤部]
志賀 隆
東京：メディカルサイエンス社,2016
M019/Y1/ [26164 ]
277；A5,978-4-903843-88-9[寄贈]
メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法：
「目
的」と「データの種類」で簡単検索！適した手法が 76 の M07/T1/ [26237]
事例から見つかる、結果がまとめられる/編集：山田 実 みんなの研究倫理入門：臨床研究になぜこんな面倒な手
東京：羊土社,2021
続きが必要なのか / 著：田代志門
169；B5 変,978-4-7581-0228-5[薬剤部]
東京：医学書院, 2020
xiii,291；B6,978-4-260-04269-7[看護部]
医学史［Ｍ０2］

M028/T1/ [26322]医聖華岡青洲の生涯：社会に尽くす/ M07/Y1/ [26224]
著：谷脇 誠
必ず読めるようになる医学英語論文究極の検索術×読解
和歌山：和歌山県紀の川市那賀地区公民館上名手分館,2021 術 / 著：康永秀生
214；A4,なし[寄贈]
東京：金原出版, 2021
x,146；A5,978-4-307-00490-9[研修医用図書]
研究・指導法［Ｍ０７］

東洋医学．漢方医学［Ｍ０９］

M07/F3/1-(2)[26475]
臨床研究の道標：7 つのステップで学ぶ研究デザイン 上 M09/S1/ [26319]
巻（2 版）/ 著：福原俊一
リアル傷寒論 / 著：齋藤謙一
京都：健康医療評価研究機構,2017
東京：源草社,2019
247；A5,978-4-903803-26-5[寄贈]
591；A5,978-4-907892-22-7[寄贈]
M07/F3/2-(2)/[26476]

基礎医学－解剖学［Ｍ１1］

東京：じほう,2021
230；B5,なし[薬剤部]

M110.38 /P1/1-3(16) [26122・26124・26123]
Sobotta Atlas of Anatomy 1～3: General anatomy and 病理学［Ｍ１６］
musculoskeletal system (16th) / Friedrich Paulsen ,
M165/S5/ [26055]
Jens Waschke
がん代謝：ワールブルグを超えて全容解明に挑む：トリガ
Munich：Elsevier,2018
ーとなる分子、腸内細菌や免疫細胞の関与、標的治療の展
457,334,469；A4,978-0-7020-5268-2(set)[緩和ケア内科]
望 / 編集：曽我朋義
東京：羊土社,2017
M110.38/P1/Suppl.-(16)[26125]
230,1；B5,978-4-7581-0363-3[肝胆膵外科]
Sobotta Atlas of Anatomy Supplment : Tables of
Muscles, Joints and Nerves (2nd)/ Friedrich Paulsen ,
M169/H2/(2)[26024]
Jens Waschke
最新臨床検査学講座：遺伝子・染色体検査学 (第 2 版) /
Munich：Elsevier,2018
編著：東田修二
76；A4, 978-0-7020-5268-2(set)[緩和ケア内科]
東京：医歯薬出版,2021
生理学［Ｍ１３］
xv,223；B5,978-4-263-22378-9[検査部]
細菌学［Ｍ１7］
M131/H1/(4)[26316]
ナーシング・グラフィカ：人体の構造と機能 1：解剖生
M17/S1/ [26022]
理学 / 編者：林正健二
微生物プラチナアトラス / 著：佐々木雅一
大阪：メディカ出版,2021
東京：MEDSI,2018
430；A4 変,978-4-8404-5374-5[寄贈]
x,237；B5,978-4-89592-910-3[検査部]

M132/N1/ [26254]
臨床医学．診断・治療［Ｍ２～Ｍ２９９］
虜になる循環の生理学：循環とは何か? / 著：中村謙介
診断学一般［Ｍ２］
東京：三輪書店, 2021
ix,242；B5,978-4-89590-702-6[看護部]
M2/N1/31[26281]
今日の診療プレミアム Vol.31 DVD-ROM for Windows 版/
M132.1/ H2/(4) [26025]
監修：永田 啓
ビジュアル臨床血液形態学（4 版）/ 監修：平野正美
東京：医学書院, 2021
東京：南江堂,202
xi,74；B5,記載なし[病院図書室]
xiii,441；B5,978-4-524-22804-1[検査部]
M2/S1/ [26180]
病院家庭医：新たな Speciality/監修：佐藤健太、宇井睦人
M134.3/N2/1～5-(3)[26079～26084]
第 1 分野摂食嚥下リハビリテーションの全体像：日本摂 東京：南山堂,2020
食嚥下リハビリテーション学会 e ラーニング対応 e1～ vii,250；B5,978-4-525-20991-9[研修医用図書]
e5（Ver.3）/ 編：日本摂食嚥下リハビリテーション学会
東京：医歯薬出版,2020
M2/Y1/ [26484]
B5,978-4-263-44893-9[歯科口腔外科]
AI にはできない統合医療・全人医療の療養病床治療ガイ
ド：慢性期病床での問題を速効で解決 / 著：山田 修
M137.1/S1/[26171]
新潟：考古堂書店,2021
脳神経科学がわかる、好きになる / 執筆：櫻井 武
xi,306；B5,978-4-87499-892-2[寄贈]
東京：羊土社,2021
臨床検査診断学．臨床検査法［Ｍ２１～Ｍ２１９］
xi,291,1；A5,978-4-7581-2098-2[研修医用図書]
M21/I2/3 [26192]
薬理学［Ｍ１５］
外来診療の uncommon disease Vol.3 / 編著：生坂政臣
M15/K1/ [26151]
東京：日本医事新報社,2020
はじめての薬物速度論：薬物動態の基礎 / 著：加藤基浩 iv,157；B5,978-4-7849-5602-9[研修医用図書]
東京：南山堂,2015
xi,117；A5,978-4-525-72721-5[薬剤部]
M21/K3/ [26179]
ぶった斬りダメ処方せん：オニマツ現る！/ 著：國松淳
M15/Y1/ [26150]
和とオニマツ・ザ・ショーグン
難しい数式も、TDM もわからない！「ニガテさん」のため 東京：金原出版, 2021
の薬物動態 / 編集：山本武人
xii,210；A5,978-4-307-10207-0[研修医用図書]

M21/S2/ [26233]
241；B5 変,978-4-8306-3756-8[検査部]
診断エラー学のすすめ / 監修：志水太郎、綿貫 聡、和
足孝之
M216/N4/ [26167]
東京：日経 BP 社（発行）
；日経 BP マーケティング（発売）,2021 脳波判読オープンキャンパス：誰でも学べる 7STEP / 著：
335；A5,978-4-296-10931-9[研修医用図書]
音成秀一郎、池田昭夫
東京：診断と治療社,2021
M21/S2/ [26453]
xxii,306；B5,978-4-7878-2461-5[研修医用図書]
診断と治療の手技：診察室これ 1 冊 / 診断と治療社
東京：診断と治療社,2021
M216/T5/ [26211]
xv,387；B5,なし[病院図書室]
ここからはじめる！神経伝導検査・筋電図ナビ / 監修：
飛松省三 / 編集：有村公良
M21/S2/ [26452]
東京：南山堂,2021
必修エコー：体表から“せまる”全身エコーのアプローチ x,257；A5,978-4-525-22571-1[研修医用図書]
法（診断と治療 108 巻増刊号 2020）/ 診断と治療社
東京：診断と治療社,2020
M217.4/N2/(4) [26020]
iv,311；B5,なし[病院図書室]
スタンダード検査血液学：Web 動画付(第 4 版) / 監修：
日本検査血液学会
M21/S3/ [26188]
東京：医歯薬出版,2021
外来診療の型：同じ主訴には同じ診断アプローチ！/ 著： xxxv,515；B5,978-4-263-22691-9[検査部]
鈴木慎吾
東京：MEDSI,2020
M217.4/O5/ [26209]
xiii,271；A5,978-4-8157-0193-2[研修医用図書]
誰も教えてくれなかった血算の読み方・考え方 / 著：岡
田 定
M21/T1/'21-'22[26019]
東京：医学書院,2020
臨床検査データブック 2021-2022 / 監修：高久史麿
ix,189；B5,978-4-260-01325-3[研修医用図書]
東京：医学書院, 2021
54,1108；B6,978-4-260-04287-1[検査部]
M217.4/T1/ [26170]
帰ってきた竜馬先生の血液ガス白熱講義 22 問 / 著：田
M211/K3/ [26190]
中竜馬
不明熱・不明炎症レジデントマニュアル / 編集：國松淳 東京：中外医学社,2019
和 / 編集協力：尾久守侑、金久恵理子、佐藤達哉、ほか 150；A5,978-4-498-13038-8[研修医用図書]
東京：医学書院, 2020
xii,480；B6,978-4-260-04201-7[研修医用図書]
M217.4/T1/ [26169]
竜馬先生の血液ガス白熱講義 150 分 / 著：田中竜馬
M212/F3/ [26206]
東京：中外医学社,2020
レジデントのための心エコー教室/編集：藤田雅史
136；A5,978-4-498-13028-9[研修医用図書]
東京：日本医事新報社,2021
x,244；B5,978-4-7849-4943-4[研修医用図書]
M218/Y1/2[26027]
グラム染色道場 2：菌も病気も染め分けろ！/ 著：山本
M212.3/Y1/ [26204]
剛
3 秒で心電図を読む本/著：山下武志
東京：日本医事新報社,2020
東京：メディカルサイエンス社,2020
vi,248；A5,978-4-7849-4880-2[検査部]
168；A5,978-4-903843-07-0[研修医用図書]
人工呼吸法［Ｍ２2８］

M213/T1/ [26165]
ココが知りたい!!スパイロメトリーの基本と秘訣！呼吸
機能検査きれいに記録!しっかり判断！/ 監修：田口善夫
東京：克誠堂出版,2018
xii,206；A5,978-4-7719-0365-4[薬剤部]

M228/I2/ [26193]
ECMO 実践ハンドブック：世界標準の成人 ECMO 管理 / 監
訳：市場晋吾 / [著]：Alain Vuylsteke, etal
東京：羊土社,2020
199；B6,978-4-7581-1861-3[研修医用図書]
救急処置［Ｍ２２９］

M214/T1/ [26021]
エキスパートから学ぶ腹部超音波検査：基本走査・カテゴ M229/A1/2020[26230]
リー判定・鑑別診断 /監修：竹原靖明 / 編著：岡庭信司 BLS インストラクターマニュアル：AHA ガイドライン 2020
東京：文光堂,2019
準拠 / 著：American Heart Association

東京：Global Speed（発行）
；シナジー（発売）,2021
iv,56,33,30；A4,978-4-916166-90-6[研修医用図書]

M229/U3/ [26262]
救急・集中治療領域における緩和ケア / 監修：氏家良人
東京：医学書院, 2021
vii,189；B5,978-4-260-04147-8[看護部]

M229/A1/2020[26229]
BLS プロバイダーマニュアル：AHA ガイドライン 2020 準
放射線医学［Ｍ２４～Ｍ２４９］
拠 / 著：American Heart Association
東京：Global Speed（発行）
；シナジー（発売）,2021
M243/Y1/ [26231]
ix,110；A4,978-4-916166-89-0[研修医用図書]
CT 読影レポート、この画像どう書く?：解剖・所見の基礎
知識と、よくみる疾患のレポート記載例 / 著：山岸文範
M229/F3/ [26197]
東京：羊土社,2019
救急画像ティーチングファイル / 監訳：船曵知弘 / 訳： 237；A5,978-4-7581-1191-1[研修医用図書]
明石 卓、ほか / [編集]：Daniel B.Nissman
東京：医学書院,2019
M243.2/Y5/ [26095]
xx,284；B5,978-4-260-03628-3[研修医用図書]
心臓・大血管画像診断の勘ドコロ NEO / 編集：横山健一
東京：メジカルビュー社,2021
M229/H2/ [26194]
xii,279；B5,978-4-7583-1615-6[放射線診断科]
ER で闘うための手技/編著：久村正樹
東京：中外医学社,2020
M243.5/T1/ [26098]
xiv,473；A5,978-4-498-16624-0[研修医用図書]
泌尿器領域画像診断の勘ドコロ NEO / 編集：玉田 勉
東京：メジカルビュー社, 2021
M229/I2/ [26200 ]
xv,295；B5,978-4-7583-1617-0[放射線診断科]
専門外でも不安にならない救急外来「はじめの一手」/監
修：岩田充永 / 編集：近藤貴士郎、綿貫 聡
M243.7/T1/ [26096]
東京：南山堂,2020
頭部画像診断の勘ドコロ NEO / 編集：田岡俊昭
viii,261；A5,978-4-525-41101-5[研修医用図書]
東京：メジカルビュー社, 2021
xvi,535；B5,978-4-7583-1613-2[放射線診断科]
M229/O5/1[2618]
ICU 治療指針 1 / 総監修：岡元和文
M243.7/U3/ [26174]
東京：総合医学社,2019
頭頸部画像診断の勘ドコロ NEO / 編集：浮洲龍太郎
560(220-759p)；B5,978-4-88378-562-9[研修医用図書] 東京：メジカルビュー社, 2020
xii,411；B5,978-4-7583-1614-9[研修医用図書]
M229/O5/2[26184]
ICU 治療指針 2 / 総監修：岡元和文
M243.7/U3/ [26097]
東京：総合医学社,2019
頭頸部画像診断の勘ドコロ NEO / 編集：浮洲龍太郎
528(770-1279p)；B5,978-4-88378-563-6[研修医用図書] 東京：メジカルビュー社, 2020
xii,411；B5,978-4-7583-1614-9[放射線診断科]
M229/O5/3[26185]
マッサージ．機械療法［Ｍ２７］
ICU 治療指針 3 / 総監修：岡元和文
東京：総合医学社,2020
M279/A1/ [26111]
592(1320-1896p)；B5,978-4-88378-564-3[研修医用図書] 骨盤と仙腸関節の機能解剖：骨盤帯を整えるリアライン
アプローチ / 監訳：赤坂清和 / [著]：John Gibbons
M229/S1/ [26261・26198]
横須賀：医道の日本社,2019
救急×緩和ケアファーストブック/監修：坂本哲也 / 監 295；B5,978-4-7529-1162-3 [リハビリテーション科]
訳：柏木秀行、舩越 拓、伊藤 香 / [編]：ポール L.
デサンドル、タミー E. クエスト
東京：MEDSI,2020
xix,171；A5,978-4-8157-0303-5[看護部・研修医用図書]
M229/S2/ [26207]
当直ハンドブック / 総編集：志賀 隆
東京：中外医学社,2021
xii,503；B6 変, 978-4-498-01412-1[研修医用図書]

看護学［Ｍ２９～Ｍ２９９］

155；B5,978-4-7980-6223-5[看護部]

看護理論・看護思想・哲学・［Ｍ２９０．１］

M291.75/U3/ [26242]
M290.1/M3/ [26279]
入退院支援パーフェクトガイド：看護がつなぐ「在宅ケア
仙人と妄想デートする：看護の現象学と自由の哲学 / 移行支援」の実践 / 編著：宇都宮宏子
著：村上靖彦
大阪：メディカ出版,2019
京都：人文書院, 2016
159；B5,978-4-8404-6788-9[看護部]
241；B6,978-4-409-94009-9[看護部]
リハビリテーション看護［Ｍ２９１．79］

看護－研究法．指導法．看護教育［Ｍ２９０．７］

M291.79/S1/(3) [26266]
M290.7/M2/ [26259]
リハビリテーション看護：障害のある人の可能性ととも
臨床判断ティーチングメソッド/著：三浦友理子、奥裕美 に歩む（改訂第 3 版）/編集：酒井郁子、金城利雄、深堀
東京：医学書院, 2021
浩樹 / 医学監修：高岡 徹
vi,189；B5,978-4-260-04277-2[看護部]
東京：南江堂,2021
xxi,391；B5,978-4-524-24629-8[看護部]
看護記録・監査［Ｍ２９１．2］

ターミナルケア．ホスピスケア［Ｍ２９１．８］

M291.2/H1 [26272・26311]]
多職種連携・地域連携をふまえた看護記録パーフェクト M291.8/M2/ [26247]
ガイド / 編集：畑田みゆき
看取りケアプラクティス×エビデンス：今日から活かせ
東京：学研メディカル秀潤社（発行）
；学研プラス（発売）,2021 る 72 のエッセンス / 編：宮下光令、林 ゑり子
246；B5,978-4-7809-1398-9[看護部・寄贈]]
東京：南江堂,2020
ix,302；B5,978-4-524-25542-9[看護部]
救命救急・集中看護．ICU・CCU 看護［Ｍ２９１．６］

M291.6/F3/ [26202]
若手医師・ナースのための救急エコーは、こう見る・こう
使う / 編集：船曵知弘
大阪：メディカ出版,2019
319；B5,978-4-8404-6665-3[研修医用図書]

外来看護［Ｍ２９１．９］

M291.9/N1/ [26271]
外来で始める在宅療養支援：ニーズ把握と実践のポイン
ト / 編著：永田智子、田口敦子
東京：日本看護協会出版会,2021
v,120；B5,978-4-8180-2337-6[看護部]

M291.6/N2/ [26260]
看護学－対象別看護［Ｍ２９２～Ｍ２９２．9］
救急・集中ケアにおける終末期看護プラクティスガイド/
監修：日本クリティカルケア看護学会、日本救急看護学会 精神科看護［Ｍ２９２．７］
東京：医学書院, 2020
M292.7/S2/(2)[26318]
7,109；A4,978-4-260-04221-5[看護部]
全人的視点にもとづく精神看護過程（第 2 版）/ 編著：
手術看護［Ｍ２９１．６３］
白石壽美子、武政奈保子
東京：医歯薬出版,2021
M291.63/M2/ [26313]
viii,160；B5 変,978-4-263-23756-4[寄贈]
すごく役立つ周術期の全身管理：術前・術後ケアと尿・
老人看護［Ｍ２９２．９］
便・体温の疑問解決！/ 監修：道又元裕
東京：学研メディカル秀潤社（発行）
；学研プラス（発売）,2021

M292.9/T1/11[26238]
認知症 plus 身体疾患：加齢変化をふまえた適切な治療と
回復期看護．退院指導［Ｍ２９１．７５］
ケアのためのかかわり / 編著：高山成子、大津美香、久
米真代
M291.75/F3/ [26241]
東京：日本看護協会出版会,2020
ナースが行う入退院支援：患者・家族の,その人らしく生
vii,138；B5,978-4-8180-2278-2[看護部]
きる,を支えるために / 編著：藤澤まこと
東京：メヂカルフレンド社,2020
看護学－疾患別看護［Ｍ２９３～Ｍ２９７］
xiii,233；B5,978-4-8392-1660-3[看護部]
198；B5,978-4-7809-1320-0[寄贈]

看護－内科学：呼吸器疾患［Ｍ２９３．３］

M291.75/K5/(2) [26243]
看護の現場ですぐに役立つ地域包括ケアのキホン：患者
さんの地域での「安心」をサポートする！（第 2 版）/ 著：
荒神裕之、坂井暢子、雜賀智也
東京：秀和システム,2020

M293.3/K5/ [26315]
呼吸器ビジュアルナーシング（見てできる臨床ケア図鑑）
/ 監修：近藤泰児 / 編：畑田みゆき
東京：学研メディカル秀潤社（発行）
；学研プラス（発売）,2018

335；B5,978-4-7809-1219-7[寄贈]

3rdG：Ver.2 病院機能評価を活用した看護部のケアプロセ
ス：理解して実践 / 著：工藤 潤
M293.73/I2/ [26314]
名古屋：日総研出版,2018
摂食嚥下ビジュアルリハビリテーション/編集：稲川利光
183；B5,978-4-7760-1851-3[看護部]
看護－内科学：神経科学．精神医学［Ｍ２９３．７］

東京：学研メディカル秀潤社（発行）
；学研プラス（発売）,2020

211；B5,978-4-7809-1253-1[寄贈]

M298.3/S1/(2)[26265]
看護－内科学：感染症．伝染病学［Ｍ２９３．8］
交渉力アップで看護部を変える、病院を変える：看護管理
の達人として交渉を心から楽しもう(改訂版) / 著：齋藤
M293.8/O5/(2)[26317]
由利子
微生物学・感染看護学：微生物から感染防止を考える (第
東京：産労総合研究所出版部経営書院,2019
2 版) / 編者：岡田 忍、小池和子、白澤 浩
ix,178；A5,978-4-86326-249-2[看護部]
東京：医歯薬出版,2021
x,209p, 図版 1 枚；B5,978-4-263-23754-0[寄贈]
M298.3/T4/(2) [26273]
看護－外科学：腫瘍．がん［Ｍ２９４．５］
看護のためのポジティブ・マネジメント：主体性を高めチ
ームを活性化する！（第 2 版）/ 編集：手島 恵
M294.5/N2/ [26251]
東京：医学書院, 2021
がん看護の日常にある倫理：看護師が見逃さなかった 13
xii,248；A5,978-4-260-03632-0[看護部]
事例 / 監修：日本がん看護学会
東京：医学書院, 2021
M298.4/H2/ [26236]
xi, 186；B5,978-4-260-02480-8[看護部]
看護リフレクション：経験から学ぶ看護師を育てる /
著：東 めぐみ
M294.53/S1/ [26245]
東京：医学書院, 2021
がん薬物療法の看護：すぐに学びたいケアのアレコレ/
v,165；A5,978-4-260-04172-0[看護部]
監修：佐々木治一郎、益田典幸
東京：ヴァンメディカル, 2018
M298.4/I2/ [26278]
163；B5,978-4-86092-133-0[看護部]
現象学でよみとく専門看護師のコンピテンシー / 編集：
看護－腎・泌尿器［Ｍ２９４．９］
井部俊子、村上靖彦
東京：医学書院, 2019
M294.93/U3/ [26244]
ix,226；B5,978-4-260-03886-7[看護部]
看護の現場ですぐに役立つ透析ケアのキホン：患者さん
の生活を支えるケア技術が身に付く！/ 著：植木博子
M298.4/N2/ [26485]
東京：秀和システム,2018
フローレンス・ナイチンゲール生誕 200 周年記念誌：私
115；B5,978-4-7980-5429-2[看護部]
たちが考える赤十字看護の未来 / 編集：日本赤十字社医
看護行政・看護管理［Ｍ２９８～Ｍ２９８．５］
療事業推進本部看護部
東京：日本赤十字社医療事業推進本部看護部,2020
M298.3/F3/ [26474]
59；A4,なし[寄贈]
組織で生きる：管理と倫理のはざまで / 著：勝原裕美子
東京：医学書院, 2016
M298.4/S3/(3) [26264]
xv,311；B6,978-4-260-03013-7[寄贈]
看護にいかすリーダーシップ：ティーチングとコーチン
グ、チームワークの体験学習（第 3 版）/ 著：諏訪茂樹
M298.3/H5/ [26256]
東京：医学書院, 2021
ナーシング・トゥデイ・コレクション 20：
「チーム医療」
xii,157；A5,978-4-260-04330-4[看護部]
の理念と現実：看護に生かす医療社会学からのアプロー
訪問看護．在宅ケア［Ｍ２９９．３］
チ / 著：細田満和子
東京：日本看護協会出版会,2009
M299.3/ K1/(3) [26312]
173；A5,978-4-8180-1436-7[看護部]
よくわかる在宅看護：知識が身につく！実践できる！(改
訂第 3 版) / 編集：角田直枝
M298.3/I2/別-(3) [26270]
東京：学研メディカル秀潤社（発行）
；学研プラス（発売）,2021
看護管理学習テキスト 別巻：看護管理基本資料集（第 3
vii,317；B5 変, 978-4-7809-1396-5[寄贈]
版/2021 年版）/ 監修：井部俊子 / 編集：増野園惠
東京：日本看護協会出版会,2021
M299.3/M3/ [26280]
xvi,350；B5,978-4-8180-2336-9[看護部]
在宅無限大：訪問看護師がみた生と死 / 著：村上靖彦
東京：医学書院,2020
M298.3/K3/ [26263]
253；A5,978-4-260-03827-0[看護部]

臨床医学：内科学［Ｍ３～Ｍ３９９］

サルコペニア診療ガイドライン（2017 年版一部改訂）/ 編
集：サルコペニア診療ガイドライン作成委員会
内科学－全身病、一般的疾患［Ｍ３］
東京：サルコペニア・フレイル学会（発行）
；ライフサイ
M3/T5/(3) [26175]
エンス出版（発売）,2020
セイントとチョプラの内科診療ガイド（第 3 版）/ 監修： xvi,66；A4,978-4-89775-410-9[病院図書室]
徳田安春 / [編]：Sanjay Saint,Vineet Chopra
東京：MEDSI,2020
M318.5/Y5/ [26142]
xviii,689；20,978-4-8157-0300-4[研修医用図書]
最新知識フレイルサルコペニア：適切なトレーニングと
栄養補給で長く生きるからよりよく生きるへ : 病院・施
代謝異常：糖尿病［Ｍ３１２．３］
設で即実践できる入門書！/ 監修・執筆：吉村芳弘
M312.3/N2/'20-'21[26054]
名古屋：日総研出版,2019
糖尿病治療ガイド 2020-2021 / 編集：日本糖尿病学会
142；A5,978-4-7760-1896-4[栄養課]
東京：文光堂,2020
循環器疾患［Ｍ３２］
151；B5,978-4-8306-1394-4[糖尿病・内分泌内科]
M32/M3/(3) [26155]
M312.3/S2/ [26448]
循環器治療薬ファイル：薬物治療のセンスを身につける
糖尿病治療の現在と未来 / 診断と治療社
（第 3 版）/著：村川祐二
東京：診断と治療社,2016
東京：MEDSI,2019
iv,360；B5,なし[病院図書室]
xiii,383；A5,978-4-8157-0151-2 [薬剤部]
アレルギー性疾患．膠原病［Ｍ３１４］

M314/F3/ [26143]
臨床現場で直面する疑問に答える成人食物アレルギー
Q&A / 著：福冨友馬
東京：日本医事新報社,2019
vi,142；B5,978-4-7849-5713-2[栄養課]
M314/N1/(2) [26141]
食物アレルギーAtoZ：医学的基礎知識から代替食献立ま
で（第 2 版）/ 編著：中村丁次、板垣康治、池澤善郎ほか
東京：第一出版, 2014
vii,334；B5,978-4-8041-1298-5[栄養課]
成人病．成人医学［Ｍ３１８］

M323/M3/(2) [26154]
不整脈治療薬ファイル：抗不整脈薬治療のセンスを身に
つける（第 2 版）/ 著：村川祐二
東京：MEDSI,2020
viii,279；A5,978-4-8157-0198-7 [薬剤部]
M323.5/O5/(2)[26252]
心不全緩和ケア：心不全患者の人生に寄り添う医療（改訂
2 版）/ 編者：大石醒悟、高田弥寿子、竹原 歩、ほか
東京：南山堂,2020
xiv,279；B5,978-4-525-24162-9[看護部]
M323.5/S2/ [26253]
実践 ・心不全緩和ケア / 監修：柴田龍宏、柏木秀行

東京：日経 BP 社（発行）
；日経 BP マーケティング（発売）,2018
M318/N1/2019 [26284]
生活習慣病骨折リスクに関する診療ガイド 2019 年版 / 175；B5,978-4-8222-9274-4[看護部]
編集：日本骨粗鬆症学会生活習慣病における骨折リスク
評価委員会、杉本利嗣
M329/M2/(2)[26023]
東京：日本骨粗鬆症学会（発行）
；ライフサイエンス出版（発売）
,2019 骨髄疾患診断アトラス：血球形態と骨髄病理（第 2 版）/
ix,115；A4,978-4-89775-396-6[病院図書室]
編著：宮内潤、泉二登志子/分担執筆・写真：三橋健次郎
東京：中外医学社,2020
老人病．老人医学［Ｍ３１８．５］
xiv,369；A4,978-4-498-12563-6[検査部]
M318.5/A1/ [26195]
呼吸器疾患［Ｍ３３］
家庭医から ER 医まで高齢者に寄り添う診療：学ぼう
Geriatric mind / 監修：有吉孝一 / 著：許 智栄
M33/K3/2021[26208]
京都：金芳堂,2020
ポケット呼吸器診療 2021/著：倉原 優
xii,207；A5,978-4-7653-1830-3[研修医用図書]
東京：シーニュ,2021
v,288；B6 変,978-4-910440-00-2[研修医用図書]
M318.5/M1/ [26199]
高齢者 ER レジデントマニュアル/著：増井伸高
M33/M2/1[26106]
東京：医学書院, 2020
呼吸器疾患診断治療アプローチ 1：気管支喘息 / 総編集：
xi,284；B6 変,978-4-260-04182-9[研修医用図書]
三嶋理晃 / 専門編集：井上博雅
東京：中山書店, 2017
M318.5/S1/2017 [26285]
xi,369；B5,978-4-521-74525-1[呼吸器内科]

M33/M2/2[26107]
vi,152；A5,978-4-7849-4810-9[検査部]
呼吸器疾患診断治療アプローチ 2：呼吸器感染症 / 総編
集：三嶋理晃 / 専門編集：藤田次郎
M338.5/N2/(6) [26298]
東京：中山書店,2017
肺癌診療ガイドライン：悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む
xi,354；B5,978-4-521-74526-8[呼吸器内科]
2020 年版（第 6 版）/ 編：日本肺癌学会
東京：金原出版, 2021
M33/M2/4 [26108]
43,451；B5,978-4-307-20419-4[病院図書室]
呼吸器疾患診断治療アプローチ 4：間質性肺炎・肺線維症
と類縁疾患 / 総編集：三嶋理晃 / 専門編集：吾妻安良太 M338.5/N2/(8)補訂[26289]
東京：中山書店, 2018
臨床・病理 肺癌取扱い規約（第 8 版補訂版）/ 編集：
xi,375；B5,978-4-521-74528-2[呼吸器内科]
日本肺癌学会
東京：金原出版,2021
M33/M2/5 [26109]
217；B5,978-4-307-20413-2[病院図書室]
呼吸器疾患診断治療アプローチ 5：COPD：慢性閉塞性肺疾
消化器疾患［Ｍ３４］
患 / 総編集：三嶋理晃 / 専門編集：金子 猛
東京：中山書店, 2019
M34/F3/ [26178]
xiii,355；B5,978-4-521-74529-9[呼吸器内科]
消化器診療がわかる現場の教科書：診るロジックと薬の
使い方 / 監修：藤村昭夫 / 編集：大久保裕直
M33/N2/(2) [26105]
東京：じほう,2020
新呼吸器専門医テキスト（改訂第 2 版）/ 編：日本呼吸 xi,387；A5,978-4-8407-5274-9[研修医用図書]
器学会
東京：南江堂,2020
M34/G3/(3) [26040]
xxxi,694；B5,978-4-524-22689-4[呼吸器内科]
Diagnostic Pathology ： Gastrointestinal (3rd)/Joel
K.Greenson, Gregory Y.Lauwers, etal
M33/N2/202 [26310]
Philadelphia,PA：Elsevier,2019
睡眠時無呼吸症候群（SAS）の診療ガイドライン 2020 / xvii,743,xxxiii；A4,978-0-323-61141-1[病理診断科部]
監修：日本呼吸器学会、厚生労働科学研究費補助金難治性
疾患政策研究事業「難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関す M34/N2/(2) [26303]
る調査研究」班
機能性消化管疾患診療ガイドライン 2021：機能性ディス
東京：南江堂,2020
ペプシア（FD）
（改訂第 2 版）/編集：日本消化器病学会
xxv,109；A4,978-4-524-24533-8[病院図書室]
東京：南江堂,2021
xx,87；B5,978-4-524-22743-3[病院図書室]
M33/S1/ [26042]
非悪性呼吸器細胞診アトラス：肺癌との鑑別に悩んだと M34/S2/ [26449]
きに / 編集：佐藤之俊、塩澤 哲
これ一冊でわかる消化器診断基準と分類法（診断と治療
東京：南江堂,2020
105 巻増刊号 2017）/ 診断と治療社
vi,218；B5,978-4-524-24667-0[病理診断科部]
東京：診断と治療社,2017
iii,280；B5,なし[病院図書室]
M338/N2/(5) [26214]
COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライ M344/N2/(3)[26302]
ン（第 5 版）/ 編集：日本呼吸器学会 COPD ガイドライン 胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン 2021（改訂第 3
第 5 版作成委員会
版）/ 編集：日本消化器病学会
東京：日本呼吸器学会（発行）
；メディカルレビュー社（発売）,2019 東京：南江堂,2021
xiv,169；A4,978-4-7792-2074-6[研修医用図書]
xxiv,153；B5,978-4-524-22741-9[病院図書室]
M338/O5/ [26181]
終末期の肺炎/編集：大浦 誠
東京：南山堂,2021
vii,166；B5,978-4-525-21051-9[研修医用図書]

M346/S2/ [26033]
腫瘍病理鑑別診断アトラス：十二指腸・小腸・虫垂腫瘍 /
監修：腫瘍病理鑑別診断アトラス刊行委員会
東京：文光堂,2021
243；B5,978-4-8306-2257-1[病理診断科部]

M338/Y1/ [26026]
グラム染色道場：肺炎診療に生かす喀痰グラム染色の見 M346.5/ S2/(2)[26038]
方・考え方 / 著：山本 剛
腫瘍病理鑑別診断アトラス：大腸癌（第 2 版）/ 監修：
東京：日本医事新報社,2019
腫瘍病理鑑別診断アトラス刊行委員会

東京：文光堂,2021
293；B5,978-4-8306-2258-8[病理診断科部]
M347/N2/(7) [26290]
臨床・病理 胆道癌取扱い規約（第 7 版）/ 編集：日本
肝胆膵外科学会
東京：金原出版,2021
xvii,130；B5,978-4-307-20426-2[病院図書室]

金城光代
東京：羊土社,2020
286；A5,978-4-7581-1881-1 [研修医用図書]
M364/N2/2020 [26117・26308]
筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン 2020 / 監修：
日本神経学会 / 編集：
「筋強直性ジストロフィー診療ガ
イドライン」作成委員会
東京：南江堂,2020

xviii,152；B5,978-4-524-22947-5[脳神経内科・病院図書室]
M347.5/N2/(7)増補 [26288]
膵癌取扱い規約（第 7 版増補版）/ 編集：日本膵臓学会
神経科学．精神医学［Ｍ３７～Ｍ３７９］
東京：金原出版, 2020
xvii,132；B5,978-4-307-20417-0[病院図書室]
M37/A1/168 [26119]
Handbook of Clinical Neurology 168 : Brain-computer
M347.5/N2/2021 [26299]
interfaces / Series Editors : Michael J. Aminof,
肝内胆管癌診療ガイドライン 2021 年版 / 編集：日本 etal / Volume editors Nick F. Ramsey , etal
肝癌研究会
Amsterdam：Elsevier,2020
東京：金原出版, 2020
xvi,374；A4,978-0-444-63934-9[脳神経内科]
viii,79；B5,978-4-307-20422-4[病院図書室]
M37/K3/ [26210]
M347.5/S2/(2)[26036]
Q&A とイラストで学ぶ神経内科：これだけは知っておきた
腫瘍病理鑑別診断アトラス：肝癌（第 2 版）/ 監修：腫 い神経症候の発症機序 / 著：黒田康夫
瘍病理鑑別診断アトラス刊行委員会
東京：新興医学出版社,2006
東京：文光堂,2020
125；A5,978-4-88002-463-9[研修医用図書]
313；B5,978-4-8306-2254-0[病理診断科部]
M37/L3/(14) [26121]
M349/N2/(8)[26292]
Merritt's Neurology (14thed) / Edited by Elan D.
甲状腺癌取扱い規約（第 8 版）/ 編者：日本内分泌外科 Louis, Stephan A. Mayer, James M. Noble
学会、日本甲状腺病理学会
Philadelphia：Wolters Kluwer,2022
東京：金原出版,2019
xxxiii,1725；A4,978-1-975141-22-6[脳神経内科]
Xv,70;B5,978-4-307-20405-7[病院図書室]
M37/S2/ [26450]
M349/Y5/ [26325]
イラスト神経診察：OSCE から難病診断そして神経救急ま
内分泌疾患・糖尿病・代謝疾患：診療のエッセンス / 監 で（診断と治療 106 巻増刊号 2018）/ 診断と治療社
修：横手幸太郎 / 編集：小川佳宏、下村伊一郎、ほか 東京：診断と治療社,2018
東京：日本医師会,2021
xi,225；B5,なし[病院図書室]
349；B5,なし[寄贈]
M37/S2/ [26213]
運動器疾患［Ｍ３６］
非専門医が診るしびれ：しびれパターンによる分類と病
M36/N1/(2) [26283]
態生理からわかる鑑別疾患/著：塩尻俊明
わかる！できる！骨粗鬆症リエゾンサービス：骨粗鬆症 東京：羊土社,2021
マネージャー実践ガイドブック（改訂版）/ 監修：中村利 189；B5,978-4-7581-1840-8[研修医用図書]
孝 / 編集：日本骨粗鬆症学会、ほか
東京：ライフサイエンス,2020
M372/Y5/(2) [26148]
200；B5,978-4-89775-415-4[病院図書室]
じっくり読めてしっかり身につく精神科薬物療法ガイド
（改訂版）/監修：吉尾 隆 / 編集代表：三輪高市
M36/S2/(2) [26039]
東京：じほう,2021
腫瘍病理鑑別診断アトラス：骨腫瘍（第 2 版）/監修：腫 226；B5,なし[薬剤部]
瘍病理鑑別診断アトラス刊行委員会 / 編：小田義直ほか
東京：文光堂,2021
M373/C2/ [26118 ]
262；B5,978-4-8306-2255-7[病理診断科部]
脳卒中の機能評価：SIAS と FIM：基礎編（実践リハビリ
テーション・シリーズ）/ 編著：千野直一、椿原彰夫ほか
M363/K2/ [26173]
東京：金原出版,2020
本音で語る！リウマチ・膠原病治療薬の使い方 / 編集： 150；A5,978-4-307-75033-2[脳神経内科]

M373/K5/(3) [26286]
東京：南山堂,2021
特発性正常圧水頭症診療ガイドライン（第 3 版）/ 監修： xiv,279；B5,978-4-525-38161-5[看護部]
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「特
発性正常圧水頭症の診療ガイドライン作成に関する研究」M375.8/I2/ [26113]
班、日本正常圧水頭症学会
日常診療に必要な認知症症候学 / 編著：池田 学
東京：メディカルレビュー社,2020
東京：新興医学出版社,2015
xv,135；A4,978-4-7792-2376-1[病院図書室]
vii,185；B5,978-4-88002-743-2[リハビリテーション科]
M373/K5/ [26116]
治療可能な遺伝性神経疾患診断・治療の手引き / 編集：
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業遺伝
性白質疾患・知的障害をきたす疾患の診断・治療・研究シ
ステム構築班
東京：診断と治療社,2020
x,121；B5,978-4-7878-2382-3[脳神経内科]

M375.8/N1/(2) [26115・26153]
認知症ハンドブック（第 2 版）/ 編集：中島健二、下濱
俊、冨本秀和、三村 將、新井哲明
東京：医学書院, 2020
xxvii,916；A5,978-4-260-04166-9[脳神経内科・薬剤部]
M375.8/N5/DVD [26274]
ぼけますから、よろしくお願いします DVD / 監督・撮影・
語り：信友直子

M373/N2/(3)[26215]
脳卒中治療ガイドライン 2015（3 版/追補 2019 対応）/ 編 東京：フジテレビジョン(発売)；TC エンタテインメント(販売),2018
集：日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会
DVD1 枚 (102 分+特典映像)；B6,なし[看護部]
東京：協和企画,2019
366；A4,978-4-87794-210-6[研修医用図書]
M375.8/N5/ [26275]
ぼけますから、よろしくお願いします / 著：信友直子
M373/N2/ [26112]
東京：新潮社,2020
注意と意欲の神経機構 / 編：日本高次脳機能障害学会教 253；B6,978-4-10-352941-5[看護部]
育・研修委員会
感染症．伝染病学［Ｍ38～Ｍ38９］
東京：新興医学出版社,2014
vii,269；A5,978-4-88002-850-7[リハビリテーション科] M38/A1/(4) [26191]
レジデントのための感染症診療マニュアル：principles
M373/O5/ [26156]
& practice（4 版）/ 著：青木 眞
自信がもてる！せん妄診療はじめの一歩：誰も教えてく 東京：医学書院, 2021
れなかった対応と処方のコツ / 著：小川朝生
81,1646；A5,978-4-260-03930-7[研修医用図書]
東京：羊士社,2020
190；A5,978-4-758-11758-6[薬剤部]
M38/K2/2021[26203・26146]
サンフォード感染症治療ガイド：日本語版 2021（第 51
M373/R5/(11)[26120]
版）/ 日本語版監修：菊池 賢、橋本正良 / 日本語版翻
Adams and Victor's Principles of Neurology (11th) / 訳：井口成一、ほか / [編]：David N.Gilbert, etal
Allan H. Ropper, Martin A. Samuels, etal
東京：ライフサイエンス出版,2021
NewYork：McGraw-Hill Education,2019
409；B6,978-4-89775-438-3[薬剤部・研修医用図書]
vii,1653；A4,978-0-07-184261-7[脳神経内科]
M382/H5/ [26182]
M373/V3/2020/ [26473]
恐ろしい感染症からたくさんの命を救った現代ワクチン
GeNeDis 2020 ： Genetics and Neurodegenerative の父の物語 / 訳：堀越裕歩 / [原著]：Paul A. Offit
Diseases / Editor：Panayiotis Vlamos
東京：南山堂,2020
Switzerland:Springe Nature,2021
xv,245；B6,978-4-525-23551-2 [研修医用図書]
xi,435；B5,978-3-030-78786-8[脳神経内科]
M387/O5/ [26196]
M374/I2/ [26168]
救急医療のための新型コロナウイルス感染症 COVID-19 診
てんかん、早わかり！：診療アルゴリズムと病態別アトラ 療ガイド / 監訳：太田 凡
ス / 編集：池田昭夫
東京：総合医学社,2020
東京：南江堂,2020
76；A5,978-4-88378-712-8[研修医用図書]
ix,222；B5,978-4-524-25867-3[研修医用図書]
M375.8/H2/ [26248]
認知症の緩和ケア / 編者：平原佐斗司、桑田美代子

小児科学［Ｍ３９～Ｍ３９９］

M393.5/N2/ [26058]
小児泌尿器科学/編集：日本小児泌尿器科学会
M392/A1/(4) [26226]
東京：診断と治療社,2021
小児科レジデントマニュアル（第 4 版）/ 監修：安次嶺
xxvi,340；B5,978-4-7878-2422-6[小児外科]
馨、我那覇 仁 / 編集：小濱守安、中矢代真美
東京：医学書院, 2021
M393.7/N2/2015 [26220]
36,632；A5,978-4-260-03962-8[研修医用図書]
熱性けいれん診療ガイドライン 2015 / 監修：日本小児神
経学会 / 編集：熱性けいれん診療ガイドライン策定委員会
M392/M2/ [26217]
東京：診断と治療社,2018
小児科外来の鑑別診断術：迷ったときの道しるべ / 編
xvi,82；B5,978-4-7878-2165-2[研修医用図書]
集：宮田章子、冨本和彦
東京：中山書店, 2016
M393.7/N2/2017 [26221]
294；B5,978-4-521-74372-1[研修医用図書]
小児けいれん重積治療ガイドライン 2017 / 監修：日本
小児神経学会
M392/O5/(9) [26145]
東京：診断と治療社,2018
新小児薬用量（改訂第 9 版）/ 編集：岡 明、木津純子
xix,97；B5,978-4-7878-2260-4[研修医用図書]
東京：診断と治療社,2021
xiii,656；A6,978-4-7878-2455-4 [薬剤部]
M393.7/N2/6-(3) [26085]
第 6 分野小児の摂食嚥下障害：日本摂食嚥下リハビリテ
M392/S2/2-(6) [26469]
ーション学会 e ラーニング対応 e6（Ver.3）/ 編：日本
小児疾患診療のための病態生理 2（6 版）/ 共編：
『小児
摂食嚥下リハビリテーション学会
内科』編集委員会、
『小児外科』編集委員会
東京：医歯薬出版,2020
東京：東京医学社,2021
xiv,55；B5,978-4-263-44899-1[歯科口腔外科]
1111；B5,なし[小児外科]
M392/Y5/ (5) [26216]
小児の薬の選び方・使い方：直伝：小児科専門医の手の内
を公開！（改訂 5 版）/ 編集：横田俊平、田原卓浩、ほか
東京：南山堂,2020
ix,402；B5,978-4-525-28445-9[研修医用図書]

M393.7/T1/ [26227]
小児発達障害について非専門医の先生に知っておいてほ
しいこと、まとめてみました / 著：高貝 就
東京：日本医事新報社,2018
107；B6,978-4-7849-4303-6[研修医用図書]

M393.8/K1/ [26219]
M393.1/N2/ [26223]
小児感染症のトリセツ REMAKE：Essence / 監修：笠井正
小児・思春期糖尿病コンセンサス・ガイドライン / 編著：
志 / 著：伊藤健太
日本糖尿病学会、日本小児内分泌学会
東京：金原出版,2020
東京：南江堂,2021
vi,82；B6,978-4-307-17073-4[研修医用図書]
xi,315；B5,978-4-524-26585-5[研修医用図書]
M393.14 /S2/ [26459]
赤ちゃんとお母さんのためのアレルギー読本 / 編集：周
産期医学編集委員会 / 責任編集：楠田 聡、ほか
東京：東京医学社,2018
xv,623；B5,なし[産婦人科]
M393.3/A1/2020 [26222]
小児気管支喘息治療・管理ガイドライン 2020 / 監修：足
立雄一、滝沢琢己、ほか/作成：日本小児アレルギー学会
東京：協和企画, 2020
xvii,251；B5,978-4-87794-205- [研修医用図書]

M393.8/K1/ [26218]
小児感染症のトリセツ REMAKE：Origin / 監修：笠井正志
/ 著：伊藤健太
東京：金原出版, 2020
xxii,432；B6,978-4-307-17073-4[研修医用図書]
M394/I2/ [26073]
小児整形外科の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls）
/ 監修：岩本幸英 / 編集：藤井敏男
東京：文光堂,2015
xv,375；B5,978-4-8306-2761-3[整形外科]

M394/T1/ [26057]
M393.5/A1/ [26056]
スタンダード小児外科手術：押さえておきたい手技のポ
An Illustrated Guide to Pediatric Urology / Ahmed
イント / 監修：田口智章、岩中 督
H. Al-Salem
東京：メジカルビュー社,2018
NewYork：Springer,2017
387；A4,978-4-7583-0461-0[小児外科]
xix,702；B5,978-3-319-44181-8 [小児外科]

M394/T1/ [26059]
スタンダード小児内視鏡外科手術：押さえておきたい手
技のポイント / 監修：田口智章、奥山宏臣
東京：メジカルビュー社, 2020
iii,419；A4,978-4-7583-0467-2[小児外科]

血管外科［Ｍ４２８．４］

M428.4/M5/ [26077]
ステントグラフト内挿術マニュアル：腹部編 ：動画を含
む電子版付 / 編著：森下清文
東京：日本医事新報社,2020
356；B5,978-4-7849-6278-5[心臓血管外科]

M395/H5/(4) [26239]
新生児蘇生法テキスト：日本版救急蘇生ガイドライン 形成外科．皮膚形成術．植皮術［Ｍ４２８．８］
2020 に基づく（第 4 版）/ 監修：細野茂春
M428.8/N2/2-(2) [26295]
東京：メジカルビュー社, 2021
形成外科診療ガイドライン 2：頭蓋顎顔面疾患：先天性・
203；B5,978-4-7583-1998-0[看護部]
後天性（第 2 版）/ 編集：日本形成外科学会、日本創傷
外科学会、日本頭蓋顎顔面外科学会
M395/N4/ [26240]
東京：金原出版,2021
NICU に入院している新生児の痛みのケア実践テキスト：
353；B5,978-4-307-25722-0[病院図書室]
ガイドライン準拠 / 監修：
「NICU に入院している新生児
の痛みのケアガイドライン」委員会
M428.8/O5/1 [26135]
大阪：メディカ出版,2016
局所皮弁 1：顔面・頚部・体幹 / 責任編集：小川 令
157；B5,978-4-8404-5778-1[看護部]
/ 編集：小川 令、工藤俊哉、平瀬雄一
東京：克誠堂出版,2020
臨床医学：外科学［Ｍ４～Ｍ４９］
x,253；B5,978-4-7719-0494-1[形成外科]
診断．治療．手術一般［Ｍ４２］

M422/M1/ [26187]
周術期の薬の使い方パーフェクトガイド：どんな薬剤・合
併症・病態・患者背景にも対応できる / 編集：丸山一男
東京：じほう,2021
334；B5,なし[研修医用図書]

M428.8/O5/2 [26136]
局所皮弁 2：上肢・手指 / 責任編集：平瀬雄一 / 編
集：小川 令、工藤俊哉、平瀬雄一
東京：克誠堂出版,2018
viii,183；B5,978-4-7719-0477-4 [形成外科]

M422/N2/(4) [26276]
周手術期管理チームテキスト（第 4 版）/ 編：日本麻酔
科学会・周術期管理チーム委員会
神戸：日本麻酔科学会,2020
xxix,821；B5,978-4-9905262-9-0[看護部]

M428.8/O5/3 [26137]
局所皮弁 3：下肢・足 / 責任編集：工藤俊哉 / 編集：
小川 令、工藤俊哉、平瀬雄一
東京：克誠堂出版,2019
viii,215；B5,978-4-7719-0515-3[形成外科]

麻酔［Ｍ４２４］

損傷．外傷［Ｍ４３］

M424/M2/(7) [26065]
小児麻酔マニュアル：日本版（改訂 7 版）/ 著：宮坂勝
之、Jerrold Lerman、Charles J. Coté、David J.Steward
東京：南山堂,2019
xvi,718；A5,978-4-525-30921-3[小児科部]

M43/I2/ [26068]
外 傷 の 初 期 治 療 の 要 点 と 盲 点 （ 整 形 外 科 knack &
pitfalls）/ 監修・編集：岩本幸英
東京：文光堂,2009
xi,412；B5,978-4-8306-2758-3[整形外科]

M424/M5/ [26104]
麻酔科医のための周術期の診療ガイドライン活用術（新
戦略に基づく麻酔・周術期医学）/ 監修：森田 潔
東京：中山書店,2020
290；B5,978-4-521-74328-8[麻酔科]

M43/N2/(6)[26205]
外傷初期診療ガイドライン：JATEC（改訂第 6 版）/ 監修：
日本外傷学会、日本救急医学会
東京：へるす出版,2021
xxii,326；A4,978-4-86719-014-2[研修医用図書]

M424/S1/ [26103]
痛み治療のための超音波ガイド下神経ブロック実践テキ
スト / 編集：齊藤洋司、奥田泰久
東京：南江堂,2017
vi,216；A4,978-4-524-26151-2[麻酔科]

腫瘍．肉腫．癌［Ｍ４５］
※ 各器官の癌の治療法は、各部位のもとに収める。

M45/A1/ [26031]
原発不明がん：どのように取り扱えば良いのか、診断から
治療までの流れ / 著：安藤正志
東京：医学と看護社,2021
68；B5,978-4-909888-21-1[腫瘍内科部]

M45/I2/2019 [26487]
M45/S4/ [26133]
がんゲノム医療：東北大学病院での取り組み DVD/監修： がんになった緩和ケア医が語る「残り 2 年」の生き方、
石岡千加史 / 企画：大内康太
考え方 / 著：関本 剛
[仙台]：[東北大学病院がんセンター],2019
東京：宝島社,2021
38 分 52 秒；B6,なし[寄贈]
221；A5,978-4-299-00484-0[緩和ケア内科]
M45/K2/ [26296]
成人・青年における薬物療法・放射線治療によるがん疼痛
マネジメント：WHO ガイドライン / 監訳：木澤義之、塩
川 満、鈴木 勉 / 作成：世界保健機関
東京：金原出版, 2021
ix,120；B5,978-4-307-10210-0[病院図書室]

M45/T1/ [26126]
トワイクロス先生の緩和ケア：QOL を高める症状マネジメ
ントとエンドオブライフ・ケア / 監訳：武田文和、的場
元弘 / [編]：Robert Twycross, Andrew Wilcock
東京：医学書院, 2018
xxvi,412；A5,978-4-260-03550-7[緩和ケア内科]

M45/M5/ [26129]
ひととおりのことをやっても苦痛が緩和しない時に開く
本：患者と家族にもっと届く緩和ケア / 著：森田達也
東京：医学書院, 2018
ix,262；A5,2018.11. 978-4-260-03615-3[緩和ケア内科]

M45/T5/2020[26486]
がんゲノム医療：医師限定 WEB 研修会 令和 2 年度（2020）
DVD / 主催：東北大学病院
[仙台]：[東北大学病院がんセンター],2020
72 分 51 秒；B6,なし[寄贈]
化学療法［Ｍ４５３］

M45/N2/(6) [26030・26161]
新臨床腫瘍学：がん薬物療法専門医のために
（改訂第 6 版） M453/N1/ [26159]
/ 編集：日本臨床腫瘍学会
対応の流れと治療のポイントがわかるフローチャート抗
東京：南江堂,2021
がん薬副作用 / 監修：中西洋一
xix,757；B5,978-4-524-22739-6[腫瘍内科部・薬剤部] 東京：じほう,2020
293；B5,978-4-8407-5273-2[薬剤部]
M45/N2/2020 [26093]
がん治療に伴う粘膜障害マネジメントの手引き（2020 年 M453/N2/(2) [26297]
版）/ 編集：日本がんサポーティブケア学会、ほか
腫瘍崩壊症候群(TLS)診療ガイダンス（第 2 版）/ 編集：
東京：金原出版, 2020
日本臨床腫瘍学会
192；B5,978-4-307-20410-1[歯科口腔外科]
東京：金原出版, 2021
x,72；B5,978-4-307-20425-5[病院図書室]
M45/O5/(3)[26186]
Dr.大津の世界一簡単な緩和医療の本：がん患者を苦痛か M453/S1/ [26162]
ら救う 10 ステップ（3 版）/ 著：大津秀一
がん薬物療法：副作用対策&曝露対策（マナビジュアルノ
東京：総合医学社,2020
ート）/ 著：佐藤淳也、中西弘和、菅 幸生、内田まやこ
vi,166；A5,978-4-88378-697-8[研修医用図書]
東京：南山堂,2021
x,203；B5 変,978-4-525-70531-2[薬剤部]
M45/O5/ [26032]
がんゲノム医療：網羅的解析からの知見と臨床応用の展 M453/Y5/ (2) [26232]
望 / 企画：小川誠司
がん薬物療法副作用管理マニュアル(第 2 版) / 監修：吉
東京：医歯薬出版,2020
村知哲、田村和夫 / 編集：川上和宜、松尾宏一、ほか
395-629；B5,なし[腫瘍内科部]
東京：医学書院, 2021
xiv,377；B6,978-4-260-04478-3[研修医用図書]
M45/O5/ [26131]
がんを生きる緩和ケア医が答える命の質問 58 / 著：大 M453/Y5/(2) [26127]
橋洋平
ここが知りたかった緩和ケア（2 版）/ 著：余宮きのみ
東京：双葉社,2021
東京：南江堂,2020
261；B6,978-4-575-31573-8[緩和ケア内科]
ix,313；A5,978-4-524-22528-6[緩和ケア内科]
M45/O5/ [26132]
緩和ケア医が、がんになって / 著：大橋洋平
東京：双葉社,2021
253；A5,978-4-575-31482-3 [緩和ケア内科]

放射線療法［Ｍ４５４］

M454/N2/(5) [26300]
放射線治療計画ガイドライン 2020 年版（5 版）/ 編：日
本放射線腫瘍学会
東京：金原出版, 2020

xii,440；B5,978-4-307-07116-1[病院図書室]
M464.3/Y5/ [26078]
心臓血管外科エキスパートが分析する術中危機的状況,：
M462/G2 /(3)[26034]
ピットフォールとリカバリー / 監修：横山 斉
Gnepp's Diagnostic Surgical Pathology of Head and 東京：南江堂,2020
Neck (3rded) / Douglas R. Gnepp、Justin A. Bishop xv, 271；B5,978-4-524-22747-1[心臓血管外科]
[Amsterdam]：Elsevier,2021
腹部外科－胃．腸．肝臓．直腸［Ｍ４６５］
xi,1204；A4,978-0-323-53114-6[病理診断科部]
M465/S2/ [26176]
M462/S3/ [26100]
急性腹症チャレンジケース：自己学習に役立つ 18 症例
悪性脳腫瘍のすべて：Neuro‐Oncology の教科書：遺伝子 （日本の高価値医療シリーズ;7）/ 編集：島田長人
診断時代臨床リアルワールド/編集：杉山一彦、橋本直哉 さいたま：カイ書林,2021
大阪：メディカ出版,2020
229；A5,978-4-904865-57-6[研修医用図書]
285；B5,978-4-8404-7013-1 [脳神経外科]
M465/T1/ [26177]
脳外科．神経外科［Ｍ４６２ ．７］
すぐ・よく・わかる急性腹症のトリセツ / 著：高木 篤、
M462.7/H1/ [26114]
真弓俊彦、山中克郎、岩田充永
脳静脈エッセンス：脳静脈の歩き方 / 編著：波出石弘、 東京：医学書院, 2020
石川達哉、田中美千裕
xii,180；B5,978-4-260-03945-1[研修医用図書]
東京：中外医学社,2016
脊髄外科．脊椎外科［Ｍ４６６］
vii,252；B5,978-4-498-22866-5[脳神経内科]
M466/H1/ [26074]
M462.7/M5/13 [26101]
脊椎インストゥルメンテーション手術の要点と盲点（整
新 NS NOW 13：脳室を征服する：アプローチとテクニック 形外科 knack & pitfalls）/ 編集：波呂浩孝 / シリー
の王道 / 編集委員：森田明夫、伊達 勲、菊田健一郎 ズ編集：松田秀一、波呂浩孝、岩崎倫政、中島康晴
東京：メジカルビュー社,2018
東京：文光堂,2021
153；A4,978-4-7583-1573-9[脳神経外科]
187；A4,978-4-8306-2745-3[整形外科]

頭部外科［Ｍ４６２］

M462.7/ M5/15[26102]
M466/N2/(2)[26305]
新 NS NOW 15：脳幹・脳深部の手術：手術アプローチの基 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン 2021（改訂第 2 版）
本と手術の考えかた / 編集委員：森田明夫、伊達 勲、 / 監修：日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会
菊田健一郎
東京：南江堂,2021
東京：メジカルビュー社, 2018
xi,113；B5,978-4-524-23055-6[病院図書室]
157；A4,978-4-7583-1575-3[脳神経外科]
M466/N2/(3)[26307]
心臓外科［Ｍ４６４．３］
頚椎症性脊髄症診療ガイドライン 2020（改訂第 3 版）/
M464.3/G5/ [26075]
監修：日本整形外科学会、日本頚椎脊髄学会
Technical Aspects of Modern Coronary Artery Bypass 東京：南江堂,2020
Surgery / Mario Gaudino , David Glineur
xii, 86；B5,978-4-524-22946-8[病院図書室]
London：Academic Press in an imprint of Elsevier,2021
xxi,355；B5 変,978-0-12-820348-4[心臓血管外科]
M466/N2/(3)[26304]
腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン 2021（改訂第 3 版）
M464.3/K5/ [26110]
/ 監修：日本整形外科学会、日本脊椎脊髄病学会
Minimally Invasive Cardiac Surgery ： A Practical 東京：南江堂,2021
Guide / Theo Kofidis
xii,90；B5,978-4-524-22945-1[病院図書室]
Boca Raton：CRC Press,2021
四肢外科［Ｍ４６７］
xliii,427；B5,978-1-4987-3646-6[心臓血管外科]
M467/I2/ [26067]
M464.3/O5/4[26076]
整形外科 knack & pitfalls：手の外科の要点と盲点 / 監
心臓血管外科手術エクセレンス：手術画と動画で伝える 修：岩本幸英 / 編集：金谷文則
4：大動脈疾患の手術 / 専門編集：大北 裕 / 監・手術 東京：文光堂,2015
画：長田信洋 / 編集委員：大北 裕、坂本喜三郎、ほか xii,413；B5,978-4-8306-2756-9[整形外科]
東京：中山書店, 2021
237；A4,978-4-521-74480-3[心臓血管外科]

整形外科学［Ｍ４７～Ｍ４７７］
M47/S2/ (2)/[26037]
腫瘍病理鑑別診断アトラス：悪性軟部腫瘍（改訂・改題第
2 版）/ 監修：腫瘍病理鑑別診断アトラス刊行委員会
東京：文光堂,2021
325；B5,978-4-8306-2256-4[病理診断科部]
M474/N2/(3)[26306]
大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン 2021（改訂第 3
版）/監修：日本整形外科学会、日本骨折治療学会
東京：南江堂,2021
xvi,158；B5,978-4-524-22913-0[病院図書室]
M477/I2/ [26071]
肩関節外科の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls）
/ 監修：岩本幸英 / 編集：高岸憲二
東京：文光堂,2010
xiii,385；B5,978-4-8306-2759-0[整形外科]

東京：医学図書出版,2019
463；B6,978-4-86517-314-7 [泌尿器科]
M492/A1/2020 [26471]
これ一冊でパーフェクト?泌尿器科悪性腫瘍のエビデン
ス/「泌尿器外科」編集委員長：赤座英之
東京：医学図書出版,2020
388；B5,978-4-86517-370-3[泌尿器科]
M492/A1/2021/[26472]
後期研修医がおさえておきたい泌尿器疾患 TOP30 /「泌尿
器外科」編集委員長：赤座英之
東京：医学図書出版,2021
448；B5 変,978-4-86517-451-9[泌尿器科]
M492/A1/8 [26066]
Urologic Surgery Next 8：陰茎・陰陰嚢・アンドロロジ
ーの手術 / 編集委員：荒井陽一、高橋 悟、ほか
東京：メジカルビュー社,2021
174；A4,978-4-7583-1337-7[泌尿器科]

M477/I2/ [26069]
股関節外科の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls） M493/J2/2016[26468]
/ 監修：岩本幸英 / 編集：久保俊一
腎と透析診療指針 2016 / 編集：腎と透析編集委員会
東京：文光堂,2008
東京：東京医学社,2016
xii,383；B5,978-4-8306-2753-8[整形外科]
803；B5,なし[腎臓内科]
M477/I2/ [26070]
M493/J2/2017[26467]
膝関節外科の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls） 腎生検・病理診断：臨床と病理の架け橋 / 編集：腎と透
/ 監修：岩本幸英 / 編集：黒坂昌弘
析編集委員会
東京：文光堂,2012
東京：東京医学社,2017
xi,318；B5,978-4-8306-2751-4 [整形外科]
443；B5,なし[腎臓内科]
M477/I2/ [26072]
M493/J2/2018 [26466]
肘関節外科の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls） 腎と透析：ベッドサイド検査事典 / 編集：腎と透析編集
/ 監修：岩本幸英 / 編集：金谷文則
委員会
東京：文光堂,2011
東京：東京医学社,2018
xii,305；B5,978-4-8306-2767-5[整形外科]
471；B5,なし[腎臓内科]

皮膚科学［Ｍ４８～Ｍ４８９］
M482/N1/ (2) [26228]
診療所で診る皮膚疾患（2 版）/ 著：中村健一
東京：日本医事新報社,2018
287；A4,978-4-7849-5189-5[研修医用図書]

M493/J2/2019 [26465]
全身性疾患と腎 update / 編集：腎と透析編集委員会
東京：東京医学社,2019
467；B5,なし[腎臓内科]

M493/J2/2020[26464]
M482/S2/ [26451]
症例で学ぶ！腎泌尿器診療ガイドラインの使い方 / 編
内科医のための皮膚疾患アトラス：日常診療における部 集：腎と透析編集委員会
位別皮疹の診かた / 診断と治療社
東京：東京医学社,2020
東京：診断と治療社,2019
467；B5,なし[腎臓内科]
x,329；B5,なし[病院図書室]
M493/J2/2021[26463]
泌尿器科学［Ｍ４９～Ｍ４９９］
腎疾患治療薬 Update / 編集：腎と透析編集委員会
M492/A1/2019 [26470]
東京：東京医学社,2021
これ一冊でパーフェクト?泌尿器科薬物療法 /「泌尿器外 viii,817；B5,なし[腎臓内科]
科」編集委員長：赤座英之

M493/N1/ [26158]
むかしの頭で診ていませんか? 腎臓・高血圧診療をスッ
キリまとめました / 編集：長田太助
東京：南江堂,2020
ix,213；A5,978-4-524-24813-1[薬剤部]

東京：診断と治療社,2020
398p, 図版 5 枚；B5,なし[産婦人科]

M524/H2/4 [26062]
OGS NOW basic 4：明日からできる良性腫瘍の手術：初心
者と指導者のために / 編集：平松祐司、竹田 省、万代
M493/N2/ (5) [26287]
昌紀、小林裕明 / 担当編集委員：小林裕明
泌尿器科・病理・放射線科 腎癌取扱い規約（第 5 版）/ 東京：メジカルビュー社,2020
編集：日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会 155；A4,978-4-7583-1984-3[産婦人科]
大阪：メディカルレビュー社,2020
148；B5,978-4-7792-2289-4[病院図書室]
M524/H2/5[26063]
OGS NOW basic 5：産科手術を極める / 編集：平松祐司、
M493/N2/2020 [26246]
竹田省、万代昌紀、小林裕明 / 担当編集委員：平松祐司
腎代替療法選択ガイド 2020 / 編：日本腎臓学会、日本透 東京：メジカルビュー社,2021
析医学会、日本腹膜透析医学会、日本臨床腎移植学会、日 197；A4,978-4-7583-1985-0[産婦人科]
本小児腎臓病学会
東京：ライフサイエンス出版,2020
M524/H2/6 [26064]
xiv, 108；A4,978-4-89775-412-3[看護部]
OGS NOW basic 6：不妊治療の外科的アプローチ：妊娠を
目指して / 編集：平松祐司、竹田 省、万代昌紀、小林
M495/N2/2021[26282]
裕明 / 担当編集委員：竹田 省
フレイル高齢者・認知機能低下高齢者の下部尿路機能障 東京：メジカルビュー社, 2021
害に対する診療ガイドライン 2021 / 編集：日本サルコ 212；A4,978-4-7583-1986-7[産婦人科]
ペニア・フレイル学会、国立長寿医療研究センター
東京：日本サルコペニア・フレイル学会（発行）
；ライフ M524/ /2017[26455]
サイエンス出版（発売）,2021
知らなきゃ困る産婦人科小手術（産科と婦人科 vol.84
x,101；B5,978-4-89775-434-5[病院図書室]
増刊号 2017 /［編集］：
「産科と婦人科」編集委員会
東京：診断と治療社,2017
婦人科学［Ｍ５～Ｍ５４９］
224；B5,なし[産婦人科]
M507/ /2018 [26456]
キャリアアップのための産婦人科関連専門医・認定医ガ M543/N2/(4) [26291]
イド / [編集］
：
「産科と婦人科」編集委員会
子宮頸癌取扱い規約：臨床編（第 4 版）/ 編集：日本産
東京：診断と治療社,2018
科婦人科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会、ほか
341；B5,なし[産婦人科]
東京：金原出版, 2020
vi,97；B5,978-4-307-30145-9[病院図書室]
M52/F3/ [26099]
産婦人科画像診断の勘ドコロ NEO / 編集：藤井進也
M543/N2/(5) [26301]
東京：メジカルビュー社,2021
卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン 2020 年版
x,185；B5,978-4-7583-1616-3[放射線診断科]
（5 版）/ 編集：日本婦人科腫瘍学会
東京：金原出版,2020
M52/ /2016 [26454]
223；B5,978-4-307-30143-5[病院図書室]
産婦人科処方実践マニュアル（産科と婦人科 vol.83 増
刊号 2016）/［編集］
：
「産科と婦人科」編集委員会
M546/H2/(3)[26041]
東京：診断と治療社,2016
Diagnostic Pathology：Breast (3rd)/David G. Hicks 、
425；B5,なし[産婦人科]
Susan C. Lester
Philadelphia, PA：Elsevier,2021
M52/ /2019 [26457]
xvii,719, xl；A4,978-0-323-75895-6[病理診断科部]
新時代のホルモン療法マニュアル /［編集］
：
「産科と婦
人科」編集委員会
M546/H5/(5)[26035]
東京：診断と治療社,2019
Rosen's Breast Pathology（5thed）/ Syed A. Hoda、Edi
384；B5,なし[産婦人科]
Brogi、Frederick C. Koerner、Paul P. Rosen
Philadelphia, PA：Wolters Kluwer,2021
M52/ /2020 [26458]
xxxiv,1505；A4,978-1-4963-9891-8 [病理診断科部]
やさしくわかる産科婦人科検査マスターブック / 編集：
「産科と婦人科」編集委員会

M546/I2/ [26028]
vi,65；B5,978-4-307-37130-8[病院図書室]
乳房超音波入門：動画で学ぶ厳選 100 症例 / 編集：伊藤
吾子
M662/M5/2-(2)[26061]
東京：日本医事新報社,2020
耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス 下巻 (第 2 版) / 監修：
vii,189；B5,978-4-7849-4885-7[検査部]
森山 寛 / 編：岸本誠司、村上信五、春名眞一
東京：医学書院, 2020
M546/N2/(2)[26294]
xi,396；A4 変,978-4-260-02425-9[耳鼻咽喉科]
乳癌・胃癌 HER2 病理診断ガイドライン（第 2 版）/ 編集：
日本病理学会
M67/H5/ [26060]
東京：金原出版, 2021
ウォーモルド内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術 / 監訳：本
viii,90；B5,978-4-307-05054-8[病院図書室]
間明宏、中丸祐爾 / [著]：Peter-John Wormald
東京：医学書院,2020
M546/N2/(4)[26309]
xvi,309；A4,978-4-260-04200-0[耳鼻咽喉科]
乳房超音波診断ガイドライン（改訂第 4 版）/ 編集：日
本乳腺甲状腺超音波医学会
M67/M1/ [26134]
東京：南江堂,2020
外鼻形成術・鼻中隔矯正術 / 監訳：増山敬祐、上條 篤
xxi,203；A4,978-4-524-22763-1[病院図書室]
/ [編]：Yong Ju Jang
東京：南山堂,2020
M546/S1/ [26138]
xiii,535；27,978-4-525-31081-3[形成外科]
がん研有明病院乳房一次再建術：根治的、整容的な乳癌治
歯科学 ［Ｍ７～Ｍ７９］
療をめざして / 編著：澤泉雅之
東京：日本医事新報社,2015
M7/F3/ [26086]
287；A4,978-4-7849-6231-0 [形成外科]
歯科が知っておきたい NST：栄養と食生活指導のエッセン
ス / 編著：古屋純一、斎藤恵子、豊島瑞枝
M546/S1/ [26029]
東京：医歯薬出版,2020
動画像でトレーニング乳腺エコー：Windows 用ソフト 精 114；B5,978-4-263-42281-6[歯科口腔外科]
密検査編 / 著：桜井正児、横田里江子
東京：医療科学社,2021
M73/I2/ [26089]
140；A4,978-4-86003-125-1[検査部]
歯科医師のための口腔顎顔面痛：脳と心と痛みの科学 /
著：井川雅子、今井 昇、山田和男
産科学［Ｍ５５～Ｍ５９］
東京：クインテッセンス出版,2021
M55/S2/(8)[26461]
viii,311；A4,978-4-7812-0800-8[歯科口腔外科]
周産期医学必修知識(8 版) / 編集：周産期医学編集委員
会 / 責任編集：板橋家頭夫、楠田 聡、関沢明彦、ほか M73/Y5/ [26087]
東京：東京医学社,2016
顎矯正手術エッセンシャル：ビジュアルでわかる顎変形
vii,1271；B5,なし[産婦人科]
症の手術のポイントとトラブルの対処 / 編著：横江義彦、
堀之内康文 / 著：相川友直、竹信俊彦、茶谷仁史、ほか
M55/S2/ [26462]
東京：クインテッセンス出版,2021
周産期診療べからず集/編集：周産期医学編集委員会 / vi,252；A4,978-4-7812-0807-7[歯科口腔外科]
責任編集：楠田 聡、側島久典、馬場一憲、ほか
東京：東京医学社,2015
M74/N2/'20[26094]
viii,907；B5,なし[産婦人科]
抗血栓療法患者の抜歯に関するガイドライン（2020 年版）
/ 編：日本有病者歯科医療学会、日本口腔外科学会、ほか
M55/S2/ [26460]
東京：学術社,2020
母と子の診断羅針盤/編集：周産期医学編集委員会 / 責 130；B5,978-4-908730-03-0[歯科口腔外科]
任編集：楠田 聡、関沢明彦、高橋尚人、ほか
東京：東京医学社,2017
M756/S3/ [26090]
iv,550；B5,なし[産婦人科]
インプラントトラブルの対応策と予防策：エビデンスと
臨床症例から学ぶトラブルシューティング/著：鈴木貴規
耳鼻咽喉科学［Ｍ６５～Ｍ６９９］
東京：医歯薬出版,2020
M66/N2/2021[26293]
239；A4,978-4-263-46159-4[歯科口腔外科]
前庭神経炎診療ガイドライン 2021 年版 / 編集：日本め
まい平衡医学会
M756/T1/ [26091]
東京：金原出版,2021
新インプラントオーバーデンチャーの基本と臨床：磁性

アタッチメントを中心に / 著：田中譲治
東京：医歯薬出版,2020
xii,184；A4,978-4-263-44606-5[歯科口腔外科]
M756/T4/ [26092]
SAFE(Sharing All Failed Experiences)
Troubleshooting Guide 1：機械・構造的合併症編：他
院からのインプラントトラブル患者レスキュー / 監
著：寺本昌司、山羽 徹、 奥野幾久、平山富興
東京：クインテッセンス出版,2016
191；A4,978-4-7812-0491-8[歯科口腔外科]
M79/K2/ [26088]
高齢者の口腔機能評価 NAVI/編著：菊谷 武 / 著：田村文
誉、西脇恵子
東京：医歯薬出版,2010
viii,125；B5,978-4-263-44317-0[歯科口腔外科]

衛生学．公衆衛生［Ｍ８～Ｍ８４９］

M816/N2/2020[26049]
医療情報技師能力検定試験過去問題・解説集 2020 / 編：
日本医療情報学会医療情報技師育成部会
東京：南江堂,2020
335；B5,978-4-524-22734-1[IT 推進室]
M816.3/B5/ [26481]
実践 BCG 流病院経営：バリューベース・ヘルスケア時代
の病院経営 / 著：ボストンコンサルティンググループ医
療機関チーム（Boston Consulting Group）
東京：エルゼビア・ジャパン,2020
v,163；A5,978-4-86034-010-0[寄贈]
M816.3/H4/ [26483]
「病院経営」を強化する購買管理戦略 / 著：ヘルスケア・
システム研究所
東京：じほう,2019
xii,223；A5,978-4-8407-5211-4[寄贈]

M8/O5/ [26139]
実践行動変容のためのヘルスコミュニケーション：人を
動かす 10 原則 / 著：奥原 剛
東京：大修館書店,2021
xiv,177 図版 2p；A5,978-4-469-26910-9[感染症内科]

M816.3/I2/ [26478]
収益確保はこうして実践する：病院経営戦略 / 著：井上
貴裕
東京：ロギカ書房,2020
302；A5,978-4-909090-42-3[寄贈]

M813/T3/ [26140]
世界一わかりやすい「医療政策」の教科書/著：津川友介
東京：医学書院, 2021
xvi,266；A5,978-4-260-02553-9[感染症内科]

M816.3/I2/ [26482]
病院経営 28 のソリューション：病院マネジメントの教科
書 / 著：井上貴裕
東京：ロギカ書房,2021
475；A5,978-4-909090-53-9[寄贈]

M814/Y1/ [26201]
みんな、かつては研修医だった。医師が答える医師たちの
悩み / 著：柳井真知 / 編集協力：有吉孝一
京都：金芳堂,2020
x,244；A5 変,978-4-7653-1837-2[研修医用図書]
医療施設，病院経営・会計［Ｍ８１６～Ｍ８１６．３］

M816.3/K5/2[26053]
いまさら聞けない病院経営 2：施設基準編：施設基準の
重要性と適時調査・個別指導の実際 / 著：小松本 悟
東京：産労総合研究所出版部経営書院,2021
vii,215；A5,978-4-86326-309-3[消化器内科]

M816/N2/(6)[26048]
M816.3/K5/ [26051]
医療情報：医学・医療編 (第 6 版) / 編：日本医療情報 いまさら聞けない病院経営：明日からの病院経営改善に
学会医療情報技師育成部会
向けて / 著：小松本 悟
東京：篠原出版新社、日本医療情報学会医療情報技師育成部会,2019 東京：産労総合研究所出版部経営書院,2021
xviii,477；B5,978-4-88412-290-4[IT 推進室]
x,208；A5,978-4-86326-278-2[消化器内科]
M816/N2/(6)[26047]
M816.3/N2/9 [26269]
医療情報：医療情報システム編 (第 6 版) / 編：日本医 医療安全 BOOKS 9：医療安全研修テーマ・実践例集：研
療情報学会医療情報技師育成部会
修が活性化する計画から実施のコツまで / 監修：日本医
東京：篠原出版新社、日本医療情報学会医療情報技師育成部会,2020 療マネジメント学会、坂本すが
xix,415；B5,978-4-86705-801-5[IT 推進室]
大阪：メディカ出版,2020
167；B5,978-4-8404-7248-7[看護部]
M816/N2/(6)[26046]
医療情報：情報処理技術編 (第 6 版) / 編：日本医療情 M816.3/S1/ [26050]
報学会医療情報技師育成部会
コーチングで病院が変わった：目に見えない道具で「医師
東京：篠原出版新社、日本医療情報学会医療情報技師育成部会,2019 の働き方改革」は進化する / 著：佐藤文彦
xv,382；B5,978-4-88412-296-6[IT 推進室]
東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン,2021

319；B6,978-4-7993-2724-1[消化器内科]
M816.3/S1/ [26052]
地方の病院は「医師の働き方改革」で勝ち抜ける / 著：
佐藤文彦
東京：中央経済社(発売)；中央経済グループパブリッシン
グ(発売),2020
203；A5,978-4-502-36331-3[消化器内科]
M816.3/Y1/ [26268]
医療安全と業務改善を成功させる病院の文書管理実践マ
ニュアル：ISO9001、病院機能評価、JCI に対応! / 監修：
矢野 真、棟近雅彦
大阪：メディカ出版,2017
187；B5,978-4-8404-6179-5[看護部]
精神衛生、健脳法［Ｍ８３９］

集：北原光夫、上野文昭、越前宏俊
東京：医学書院,2022
xx,2606,237；B6,978-4-260-04783-8 [薬剤部]
M909.5/I2/ [26149]
子どもの処方箋が来たときの薬局業務が 120％わかる本/
編集代表： 石川洋一 / 編集：江藤不二子、遠藤美緒、
川名三知代
東京：じほう,2021
306；B5,なし[薬剤部]
M909.5/Z4/ [26160]
病院薬剤師のためのスキルアップ×キャリアアップガイ
ド：学びと評価の指標 / 監修：全国国立病院薬剤部科長
協議会
東京：じほう,2021
20,327；B5,978-4-8407-5341-8[薬剤部]

M839/K3/ [26189]
コロナのせいにしてみよう。
：シャムズの話 / 著：國松 M91/T1/'22[26446～26447]
淳和
治療薬ハンドブック：薬剤選択と処方のポイント 2022/
東京：金原出版, 2020
監修：高久史麿
166；B6,978-4-307-10203-2[研修医用図書]
東京：じほう,2022
xxxii,1584,113,119；B6,978-4-8407-5369-2[薬剤部]
食品．栄養［Ｍ８５～Ｍ８５９］
M858/N2/ [26267]
M94/K1/(3)[26152]
リハビリテーション栄養の医療チームビルディング / CRC のための治験業務マニュアル（3 版）/ 監修：亀山周
編：日本リハビリテーション栄養学会
二 / 編集：CRC のための治験業務マニュアル作成委員会
東京：医歯薬出版,2021
東京：じほう,2020
118；B5,978-4-263-26528-4[看護部]
viii, 118；A5,978-4-8407-5324-1[薬剤部]
疫学．防疫［Ｍ８６］

M96/F3/(4) [26144]
M86/C2/2[26480]
内服薬・経管投与ハンドブック（4 版）/ 監修：藤島一郎
新型コロナウイルスとの闘い 2：看護師が見たパンデミ 東京：じほう,2020
ック / 共著：地域医療・介護研究会 JAPAN、ヘルスケア・ 1397；B6,978-4-8407-5305-0[薬剤部]
システム研究所
東京：PHP エディターズ・グループ,2021
M967/I2/2021 [26147]
285；A5,978-4-909417-88-6[寄贈]
注射薬調剤監査マニュアル 2021 / 監修：石井伊都子 /
編集：注射薬調剤監査マニュアル編集委員会
M86/C2/ [26479]
東京：エルゼビア・ジャパン,2020
新型コロナウイルスとの闘い・現場医師 120 日の記録： xiv,821；B5,978-4-86034-352-1[薬剤部]
医療と政治の初動を振り返る / 共著：地域医療・介護研
究会 JAPAN、ヘルスケア・システム研究所
東京：PHP エディターズ・グループ,2020
305；A5,978-4-909417-60-2[寄贈]

薬学［Ｍ９～Ｍ９９９］
M9/S2/'22[26441～26442]
今日の治療薬 2022（第 44 版）/ 編集：島田和幸、川合
眞一、伊豆津宏二、今井 靖
東京：南江堂,2022
18,1254,152；B6,978-4-524-23211-6[薬剤部]
M9/T1/'22[26443～26445]
治療薬マニュアル 2022/監修：高久史麿、矢﨑義雄 / 編

