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哲学一心理学・ 倫理学,宗教

361 9/U3/ [25730]

1407/K5/[25732]                 経済・経営・心理・医療・看護等指導者のためのアンケー

Excelで 今すぐはじめる心理統計 :簡単ツールHADで 基本 卜調査データ解析の技法 :ACCESS・ EXCELソ フト、F― BASIC・

を身につける /著 :小宮あすか、布井雅人      十進 BASIC・ VBAプ ログラムそれぞれの利用方法 /著 :

東京 :講談社,2020                 内山敏典
vlll,209:A5,978-4-06-154812-1[病 院図書室]     [東 大阪]:デザインエッグ,2018

91;A4,978-4-8150-0508-5[病 院図書室]

140 7/M2/ [25728]

質問紙調査と心理測定尺度 :計画から実施・解析まで /3692//'20[25857]
編集 :宮本聡介、宇井美代子             生活保護手帳 (2020年 度版)/記載なし

東京 :サイエンス社,2019              東京 :中 央法規出版,2020
vill,323:A5,978-4-7819-1341-4[病 院図書室]     xiv,951;A5,978-4-8058-8164-4[医 療社会事業課]

1407/S2/[25731]                 3717/U3/[25679]
統計嫌いのための心理統計の本 :統計のキホンと統計手 エッセンシャルズ :WISC― IVに よる心理アセスメント /

法の選び方 /著 :白 井祐浩             監訳 :上野一彦 /[著]:ドーン・P・ フラナガン、ほか
大阪 :創元社,2019                 [東 京]:日 本文化科学社,2018
208:A5,978-4-422-11625-9[病 院図書室]       w,612:A5,978-4-8210-6368-0[リ ハビリテーション科]

140 7/S2/ [25733]                                    378/05/ [25672]

心理統計の使い方を学ぶ :質問紙調査による実践を通じ アセスメントにもとづく学齢期の言語発達支援 :LCSAを
て /著 :柴田康順                 活用した指導の展開 /編著 :大伴 潔、林 安紀子、橋本
東京 :大正大学出版会,2019             創―

lx,145;B5,978-4-909099-15-0[病 院図書室]     東京 :学苑社,2018

vi,165:B5,978-4-7614-0796-4[リ ハビリテーション科]

社会科学―経営管理、社会保障,社会福祉、教育

378/05/ [25669]

336.3/N1/[25761]                 言語・コミュニケーション発達の理解と支援 :LCス ケー
サーベイロフィー ドバック入門 :「 データと対話」で職場を ルを活用したアプローチ /編著 :大伴 潔、林 安紀子、
変える技術 :こ れからの組織開発の教科書 /著 :中原 淳 橋本倉1-
東京 :PHP研究所,2020                東京 :学苑社,2019
235:A5,978-4-569-84557-9[看 護部]         216:B5,978-4-7614-0810-7[リ ハビリテーション科]

336 47/N1/ [25849]                                   378 8/K5/ [25642]

企業内人材育成入門 :人 を育てる心理・教育学の基本理論 T式ひらがな音読支援の理論と実践 :デ ィスレクシアか
を学ぶ /編著 :中原 淳 /著 :荒木潤子、ほか    ら読みの苦手な子まで /著 :小枝達也、関 あゆみ
東京 :ダイヤモンド社,2018             東京 :日 本小児医事出版社,2019
xll,369;A5,978-4-478-44055-1[看 護部]       95;B5,978-4-88924-265-2[小 児科]

361.9/S1/(新 版)[25734]              3788/S1/[25681]
図解アンケー ト調査と統計解析がわかる本 :調査設計か 発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・手指の
ら調査票の作成、実査、集計、分析技術まで (新版)/著 :使い方 /著 :笹田 哲
酒井 隆                     東京 :中 央法規,2018

東京 :日 本能率協会マネジメントセンター,2020    135;B5,978-4-8058-5648-2[リ ハビリテーション科]

320;A5,978-4-3207-4752-9[病 院図書室]



379/A1/[25828]                  Mo1 9/B1/Ver 14対 応版 [25735]

生涯学習理論を学ぶ人のために/編者 :赤尾勝己    」MP医学統計マニュアル (Ver 14対 応版)/著 :長田 理

東京 :世界思想社,2016               東京 :オーエムエス出版 (発行):星雲社 (発売),2019
111,2861B6,978-4-7907-1065-3[看 護部]       1821B5,978-4-434-26373-6[病 院図書室]

3794/H5/[25827]                Mo19/U3/(2)[25736]
成人学習者とは何か :見過ごされてきた人たち /監訳 : 」MPによる医療系データ分析 :統計の基礎から実験計画・

堀 薫夫、三輪建二 /[著]:マルカム・ノールズ   アンケー ト調査まで (2版 )/著 :内 田 治、石野祐三子、

東京 :鳳書房,2013                 平野綾子
vl,3531A5,978-4-902455-33-5[看 護部]       東京 :東京図書,2020

xii,313:B5変 ,978-4-489-02303-3[病 院図書室]

医 Ⅲ…学 .…EM.Qγ M9.9].¨
研究 0指導法 [M07]

医学と心理、患者心理 [M014]
M07/K1/ [25575]

M014/A1/[25617]                 日常診療で臨床疑間に出会ったとき何をすべきかがわか

病状説明 :ケースで学ぶハー トとスキル /著 :天野雅之 る本 /著 :片岡裕貴

東京 :医学書院,2020                東京 :中 外医学社,2019

ix,296:A5,978-4260-041706[研修医用図書]     ix,132:A5,978-4-498-01408-4[研修医用図書]

M014/K1/ [25811]                                     Mo7/M2/ [25790]

ユーモアを生きる :困難な状況に立ち向かう最高の処方 7か国語対応イラス ト会話・単語帳 :メ ディカルスタッフ

箋 /著 :柏木哲夫                 必携 :英語・中国語・韓国語・ベ トナム語・タガログ語・

東京 :三輪書店,2019                ポル トガル語・インドネシア語 /編集 :宮川真奈美
169;B6,9784-89590656-2[看 護部]         東京:学研メディカル秀潤社(発行)i学研プラス(発売),2020

230:A5,978-4-7809-1359-0[看 護部]

M014/Y1/[25616・ 25813]

もったいない患者対応 :ほんの一言いえば診療はラクに M07/M5/[25830]

なる /著 :山本健人                 もやもやした臨床の疑間を研究するための本 :緩和ケア
東京 :じ ほう,2020                 ではこぅする /著 :森田達也
158:A5,978-48407-5284-8[研 修医用図書・看護部]  東京 :医学書院,2020

vi,275;B5,978-4-260-04085-3[看 護部]

M0145/A1/[25838]

正解を目指さない !?意思決定⇔支援 :人生最終段階の M07/N1/[25729]

話し合い /著 :阿部泰之              初学者のための質的研究 26の教え /著 :中鳥 洋
東京 :南江堂,2019                 東京 :医学書院,2019
w,246;A5,978-4-524-24666-3[看 護部]        v,124;A5,978-4-260-02405-1[病 院図書室]

M014 5/N2/ [25852]                                   Mo7/N2/ [25783]

ACP(ァ ドバンス・ケア・プランニング)入門 :人生会議の 患者の語りと医療者教育 :映像と言葉"が伝える当事者の
始め方ガイド/著 :西川満貝1、 大城京子       経験 /編集 :認定NPO法 人健康と病いの語リディペック
東京:日 経BP社 (発行)i日 経 BPマ ーケティング(発売),2020ス ・ジャパン
171:A5,978-4-296-10600-4[看 護部]         東京 :日 本看護協会出版会,2019

vll,166:35,978-4-8180-2237-9[看 護部]

医学と倫理 [M015]
M07/S2/ [25578]

M015/M1/[25826]                 ハーバー ドでも通用した研究者の英語術 :ひ とりで学ベ

救急・集中治療における臨床倫理 /編集 :前田正一、氏 る英文ライティング・スキル /著 :島岡 要 /[著 ]:

家良人                      」Oseph A Moore

東京 :克誠堂出版,2016               東京 :羊土社,2010
vil,162:A5,978-4-7719-04545[看 護部]       182;B5,9784-75810840-9[研 修医用図書]

医学統計学 [M019]                 M07/T1/[25653]
生涯論文 !:忙 しい臨床医でもできる英語論文アクセプ



卜までの道のり /著 :谷本哲也 M16/N2/(2)[25740]

東京 :金芳堂,2019 死後画像読影ガイ ドライン 2020年 版 (第 2版)/編 :日

vili,193:A5,9784-7653-17795[皮膚科] 本医学放射線学会、北海道大学大学院医学研究院死因究

明教育研究センター

基礎医学一解音」学 [Mll] 東京 :金原出版,2020

159:B5,9784-307-07114-7[病 院図書室]

Ml17 1/F3/ [25656]

大脳白質解剖入門 :Cadaver・ Tractography・ IIlustratlon M1615/G5/(7)[25624]

で描く、神経科学の温故知新/編集 :藤井正純、森 健太郎 Enzlnger and Weiss s soft

大阪 :メ ディカ出版,2019                           tlSSue tumors(7th)/」
ohn

R  Goldblum, Andrew L  Folpe, Sharon W  Weiss

lx,179:A4変 ,978-48404-6492-5[脳 神経外科 ] Philadelphia,PA: Elsevler,2020

ix,1294;A4,978-0-323-610964[病 理診断科 ]

Ml19 2/S2/ [25687]

グラフイツクスフェイス :臨床解剖図譜/訳 :下郷和雄、M1615/L2/(3)[25627]

瀬戸―郎 /[著]:Ralf」 Radlanski、 Karl H Wesker Soft Tissue Tumors (3rd)/Matthew R Lindberg

東京 :ク インテッセンス,2018 Philadelphia,PA  : Elsevie,2019

370:A4,978-4-7812-0323-2[1移月えタト矛斗] xix,857,xlli:A4,9780323-661102[病 理診断科]

生理学 [M13] 細菌学 [M17]

M137/H1/[25564] M17/M1/[25530]

臨床電気神経生理学の基本 :脳波と筋電図を日々の臨床 医真菌 100種 :臨床で見逃 していたカビたち /著 :槙村
に役立つものとするために /著 :橋本修治      ・・4-
東京 :診断と治療社,2013              

′ロ

東京 :MEDSI,2019
vll,203;B5,978-478782058-7[研 修医用図書] xill,211:B5,978-4-81570149-9[検 査部]

M137/H1/[25565] M17/05/(2)[25582]

これでわかる !臨 床電気神経生理学ファース トステッ 化学療法学 :病原微生物・がんと戦う (改訂第 2版 )/監
プ :静止膜電位・活動電位・EPSPは どのように発生する 修 :大村 智 /編 :供田
のか?/著 :橋本修治                             

洋、黒田照夫

東京 :南江堂,2018
東京 :診断と治療社,2015 xv,310:B5,978-4-524-40349-3[研 修医用図書]

vi,120:B5,978-478782207-9[研 修医用図書]

M17/05/[25701]

薬理学 [M15] ASM臨床微生物学プラチナレファランス /監修 :岡 秀
昭 /監訳 :佐 々木雅一、小野大輔 /[著 ]:Christopher

M15/H2/(新 訂)[25543] D Doern

ウインターの臨床薬物動態学の基礎 :投与設計の考え方 東京 :MEDSI,2020
と臨床に役立つ実践法 (新訂)/監 訳 :樋口 駿 xxil,375:B6変 ,978-4-81570180-2[感 染症内科]

東京 :じ ほう,2013

xvlli,506;B5,978-4-8407-4388-4[:裏 斉1音F] M17/S5/[25618]

染方史郎の楽しく覚えず好きになる感じる細菌学×抗菌
M15/M1/ [25542] 薬 /著 :染方史郎
薬剤師のための医薬品副作用入門 /著 :増原慶壮、大澤 東京 :じ ほう,2020
友二 xil,347:A5,978-48407-5264-0[研 修医用図書]

東京 :じ ほう,2011

vll,390:B5,978-4-8407-4240-5[:襄 斉」音F] 臨 床医 ユ .…診 断 .1.治療 .工M.2γ M.23.9].¨
診断学一般 [M2]

病理学 [M16]
M2/F3/'20[25554]

M16/A1/(6)[25626] 今日の治療指針 :私 はこう治療 している 2020年版 (ポ

病理組織の見方と鑑別診断 (第 6版)/監 修 :赤木忠厚、ケット判)/総編集 :福井次矢、高木 誠、小室一成

松原 修、真鍋俊明 /編 :吉野 正、ほか 東京 :医学書院,2020
東京 :医歯薬出版,2018 58,2115;B6,978-4-260-03940-6[薬 斉」音F]

xxi,699;B5,978-4-263731857[病 理診断科]



M2/K3/ [25576]

また来たくなる外来 /著 :國松淳和

東京 :金原出版,2020

xvl,2781B6,97卜 4-307-10200-1[研 修医用図書]

M2/N1/30[25727]

今日の診療プレミアム Vo1 30 DVD ROM for Windows版

/監修 :永田 啓

東京 :医学書院,2020

xlv,741B5,な し[病院図書室]

臨床検査診断学。臨床検査法 [M21～M219]

M212 3/M1/1[25605]

心電図ハンター :心電図×非循環器医 1:胸痛 /虚血

編 /著 :増井伸高

東京 :中 外医学社,2016

vi,221:A5,978-4498-03790-8[研 修医用図書]

M2123/M1/2[25606]

心電図ハンター :心電図×非循環器医 2:失神・動悸/不

整脈 /著 :増井伸高

東京 :中外医学社,2019

vlll,236:A5,978-4-498-03794-6[研 修医用図書]

M213/K3/ [25665]

末梢病変 を捉 える気管支鏡 “枝読み "術 :DVD
ROM(Windows版 )イ寸/著 :栗本典昭、森田克彦
東京 :医学書院,2018

xv,165;A4,9784-260-02072-5[呼 吸器内科]

M216/K2/ [25692]

新神経・筋疾患の電気診断学 :筋電図・神経伝導検査 :原

理と実際 /著 :木村 淳 /訳 :栢森良二

東京 :西村書店,2019

xv,575;B5,978-4-89013-497-7[脳 神経内科]

M216 7/12/(3)[25691]

誤りやすい異常脳波 (第 3版)/著 :市川忠彦
東京 :医学書院,2013

xlil,281:B5,978-426011899-6[脳神経内科]

M217/K1/(2)[25526]

最新尿検査 :その知識と病態の考え方 (第 2版)/監修 :

河合 忠

東京 :メ ディカル・ジャーナル社,2016
163:B5,9784-908437-045[検 査部]

M217/N2/(2)[25525]

血液検査技術教本 (第 2版)/監修 :日 本臨床衛生検査
技師会

東京 :丸善出版,2019

286;A4,978-4-621-30455-6[検 査部]

M213/N2/ [25524]

抗酸菌検査ガイ ド2020/編 :日 本結核・非結核性抗酸菌

症学会

東京 :南江堂,2020

ix,128:A4,978-4-524-24979-4[市 実ヱ罫音F]

M219/H1/ [25628]

細胞診ワンポイン ト講座 :知 つていれば役立つ細胞所見

/著 :畠 榮

東京 :篠原出版新社,2017

xi,262:A4,978-4-88412-394-9[病 理診断科]

M219/H2/ [25629]

実践的 EUS―FNAア トラス :手技と細胞鑑別の完全攻略 :

細胞検査士と内視鏡医に贈る /監修 :廣岡保明

東京 :医歯薬出版,2019

vill,132;B5,978-4-26322687-2[病 理診断科]

輸血.輸液 [M226]

M226/K1/ [25598]

明日のアクションが変わる ICU輸液力の法則 /著 :り ‖上

大裕

東京 :中外医学社,2019

v,328:A5,978-4-49816612-7[研 修医用図書]

M226/S1/ [25549]

エキスパー トが教える輸液・栄養剤選択の考え方 :メ ディ

カルスタッフが知 りたかった『なぜ?』 /監修 :佐々木雅

也

東京 :羊土社,2020

254:B6,978-4-7581-0909-3[薬 斉」音F]

人工呼吸法 [M228]

M228/T1/ [25597]

人工呼吸器 トラブルシューティングセミナー /著 :田 中

竜馬

東京 :日 本医事新報社,2019

224:A5,978-4-78495671-5[研 修医用図書]

救急処置 [M229]

M229/K5/ [25604]

救急・ICUの 体液管理に強くなる :病態生理から理解する

輸液、利尿薬、循環作動薬の考え方、使い方 /編集 :小

林修三、土井研人

東京 :羊土社,2015

366:B5,9784-7581-1777-7[研 修医用図書]

M229/M5/ [25573 ・25836]

エマージェンシー臨床推論 /著 :望 月礼子

東京 :日 経BP社 (発行):日 経 BPマ ーケティング (発売),2020

231;A5,9784296-10171-9[研 修医用図書・看護部]



M229/05/ [25592]

ERで の倉1処置 :縫合口治療のスタンダー ド/監訳 :岡正
二郎 /[原著]:Alexander T Trott

東京 :エ ルゼビア・ジャパン (発行);羊土社 (発売),2019
323;B5,978-4-7581-1856-9[研 修医用図書]

M229/05/'20-'21[25571]

救急・集中治療最新ガイドライン 2020'21/編著 :岡

元和文

東京 :総合医学社,2020 473iB5,978-4-88378-684-
8[研修医用図書]

M229/R1/[25619]

東京 :ERポヶットブック /著 :洛和会音羽病院救命救急
センター・東京 :ER/責任編集 :宮前伸啓
東京 :医学書院,2020

x,4011A6,978-4-260-03454-8[研 修医用図書]

M229/S1/ [25572]

ねころんで読める救急患者のみかた :ナース・救急救命
士・研修医のための診療とケア :や さしい救急入門書 /

著 :坂本 壮

大阪 :メ ディカ出版,2020

1591A5,978-4-8404-7232-6[研 修医用図書]

M229/T4/(9)[25584]

Tlntinalll's  Emergency Medlcine : A Comprehenslve

Study  Gulde  (9th)  /  Editor― in― chlefi」 udith  E

Tintlnalll / Co― edltors :  0 」Ohn Ma,etal

東京 :McGraw HIII Educatlon,2020

xllll,2114;A4,978-1-260-01993-3[研 修医用図書]

M229/Y1/ [25593]

SPAM浦 添 ER診療ガイドブック /監修 :山 内素直
東京 :中 外医学社,2019

111,336:B6変 ,978-4-498-166189[研 修医用図書]

M229/Y1/[25714]

救急医療の感染対策がわかる本 :すべての業務をまるご
とコーディネー ト!/著 :矢野邦夫
東京 :ヴァンメディカル,2019

172;A5,978-4-86092137-8[感 染症内科]

化学療法。薬物療法 [M23]

M23/K1/ [25698]

ボツリヌス療法ア トラス/訳 :梶 龍兒 /[著]:
Wolfgang 」ost

東京 :医学書院,2012

1x,258:A4,978-4-260-015202[脳 神経内科 ]

M23/K1/ [25563]

ボツリヌス治療総論 :ボツリヌス毒素製剤の基礎知識 /

総監修 :梶 龍兒 /編集 :坂本 崇

東京 :診断と治療社,2009

vl,80:B5,978-4-7878-1735-8[研 修医用図書]

M23/K2/(2)[25533]

症例から考える代表的な8疾患 (第 2版)/編集 :京都府
薬剤師会

東京 :じ ほう,2019

vili,288:B5,978-4-8407-5223-7[薬 斉1音F]

M231/12/(3)[25569]

医師のために論じた判断できない抗菌薬のいろは (第 3

版)/監訳 :岩田健太郎 /[著]:Alan R Hauser
東京 :MEDSI,2019

xll,339iB5,9784-8157-0162-8[研 修医用図書]

放 讚燎 医 学."[M.24γ M2.4.9.1.¨

M243 3/M1/ [25594]

本当は教わりたかつたポータブル胸部X線写真の読み

方 :サクッと読めて、ガツンとわかる7日 間特別講義 /

編集 :松本純― /執筆 :細井康太郎、松本純一、ほか

東京 :MEDSI,2019

xlv,270:A5,97卜 48157-0168-0[研修医用図書]

M243 7/H2/ [25696]

MRI脳部位診断 /著 :平山恵造、河村 満

東京 :医学書院,1993

xxil,339:A4,9784260-117753[脳 神経内科]

M2437/05/(3)[25607]

頭頸部のCT口 MRl(第 3版)/編集 :尾尻博也、酒井 修

東京 :MEDSI,2019

xix,858:B5,978-4-8157-0157-4[研 修医用図書]

煮 薫 学 .¨[M.29γ M2.9.9.].¨
看護理論・看護思想・哲学・ [M290。 1]

M29/S2/1[25804]

ス トレングスにもとづく看護ケア 1巻 :理論編 /監
訳 :白 石裕子 /[著]:Laurie N Gottlleb

東京 :看護の科学社,2020

163;B5,978-4-8780411卜 4[看護部]

M2901/12/(2)[25817]

ベナー看護ケアの臨床知 :行動しつつ考えること(2版)/

監訳 :井上智子 /[著]:Patricla E Benner,etal

東京 :医学書院,2012

xxxv,936:A5,978-4-260-01634-6[看 護音F]

M2901/K5/新装版 [25762]

看護覚え書き :本 当の看護とそうでない看護 (新装版)

/訳 :小玉香津子、尾田葉子

東京 :日 本看護協会出版会,2019

vi,168;A5,978-4-81802214-0[看 護部]



M2901/T3/(2)[25759]

看護理論家の業績と理論評価 (第2版)/編集 :筒井真優美

東京 :医学書院,2020

x,6111B5,978-4-260-03961-1[看 護部]

看護心理学 [M290。 14]

M29014/T1/[25803]

ナースのためのアンガーマネジメン ト:怒 りに支配され

ない自分をつくる7つ の視点 /著 :田 辺有理子

東京 :メ デカルフレンド社,2019

158:A5,978-4-8392-16313[看 護部]

M290 14/W1/ [25760]

患者の声から考える看護 /著 :渡退順子

東京 :医学書院,2020

181:A5,978-4-260-03831-7[看 護部]

看護倫理 [M290。  15]

M290.15/A1/[25850]

少子高齢社会の「幸福」と「正義」 :倫理的に考える
「医療の論点」/編 :浅井 篤、大北全俊

東京 :日 本看護協会出版会,2016

212:A5,978-4-8180-19355[看 護部]

M29015/H1/[25824]

これからの看護倫理学 /編著 :橋本和子

東京 :ふ くろう出版,2014
131:B5,9784-86186-587-9[看 護部]

M29015/12/[25825]

臨床倫理ベーシックレッスン :身近な事例から倫理的問
題を学ぶ /編著 :石垣靖子、清水哲郎

東京 :日 本看護協会出版会,2016

vl,161:B5,978-4-8180-16774[看 護部]

M290 16/T1/(2)[25831]

看護に活かすスピリチュアルケアの手引き (第 2版)/
編集 :田 村恵子、河 正子、森田達也
東京 :青海社,2017

x,147:A5,978-4-902249-88-0[看 護音F]

着護―看護史 [M290。 2]

M290 2/F3/ [25767]

ナイチンゲールとセン ト・ トーマス病院 :ナ イチンゲー
ル生誕200年記念出版/校閲・訳 :福田邦三 /訳 :永坂
三夫、久永小千世

東京 :日 本看護協会出版会,2020
vi,303iB6,978-4-8180-2259-1[看 護音F]

M29028/K5/(新装復刻)[25768]

ナイチンゲールと医師たち :ナ イチンゲール生誕200年

記念出版 (新装復刻版)/訳 :小池明子、田村 真 /

[著]:ザカリイ・コープ

東京 :日 本看護協会出版会,2020

xv,3221B6,97848180-2261-4[看 護部]

看護一論集.評論.随筆。雑記 [M290.4]

M290 4/M2/ [25807]

看護師が「書 く」こと /著 :宮子あずさ

東京 :医学書院,2020

220:B6,978-4-26004153-9[看 護部]

看護一研究法。指導法.看護教育 [M290.7]

M290 7/A1/ [25801]

看護教育に生かすアクティブ・ラーニング :授業づくり

の基本と実践 /著 :新井英靖

東京 :メ デカルフレンド社,2019

viii,150:B5,978-4-8392-1646-7[看 認竃音F]

M290 7/M4/ [25798]

臨床看護師のための授業リフレクション :輝 く明日の看

護・指導をめざして /著 :目 黒 悟

東京 :メ デカルフレン ド社,2019

117:A5,9784-8392-1642-9[看 護部]

M290 7/T1/5[25847]

看護教育実践シリーズ 5:体験学習の展開 /編集 :高

橋平徳、内藤知佐子 /シ リーズ編集 :中井俊樹

東京 :医学書院,2019

xv,192:A5,978-4-260-03920-8[看 護部]

基礎看護技術.検査 [M291.1]

M2911/K1/[25786]

臨床ナースのための看護力検定実践問題集 /編集 :看

護力検定委員会

大阪 :メ ディカ出版,2019

126;A5,978-4-84047180-0[看 護部]

M291 1/N1/ [25784]

悲しいくらい人に聞けない看護技術 |ズルカン2年生 /

著 :中山有香里

大阪 :メ ディカ出版,2020

171:A5,978-4-8404-6857-2[看 護部]

看護記録・監査 [M291。 2]

M2912/F3/(4)[25791]

NEW実践 !ナースのための看護記録 (第4版)/著 :古橋洋子

東京 :学研メディカル秀潤社 (発行)i学研プラス (発売),2019

181:B5,978-47809-1364-4[看 護部 ]



/編著 :戸村ひかり括ケアの実践がみえるM291 2/05/ [25788]

タスク・シフト/シ ェアが成功する!パス活用術 :多職種 東京 :学研メディカル秀潤社(発行);学研プラス(発売),2020
での運用とパス分析・改定・アウトカム評価がわかる : 182:B5変 ,97847809-13385[看 護部]

業務改善 時間短縮 効率アップ /編著 :大久保清子、

                    .8]ターミナルケア.ホスピスケア [M291坂本すが

大阪 :メ ディカ出版,2020                 8/M1/[25851]
M291157:B5,978-4-8404-7123-7[看 護部 ]

これか らは じめる非がん患者の緩和ケア /編集 :松田

、山口 崇能宣[M291.3]着護診断

                       東京 :じ ほう,2020

x,195:A5,978-4-84075268-8[看 護部 ],  M2913/U3/[25579]
Dr上 田のもうダマされない身体診察 :バイタルサイン
のみかたとフィジカルアセスメント/著 :上 田剛士  M2918/M5/[25814]

エビデンスからわかる患者と家族に届く緩和ケア /大阪 :メ ディカ出版,2019

著 :森田達也、白土明美239:A5,9784-8404-6927-2[研 修医用図書]

東京 :医学書院,2020
救昴救急・集中看護。ICU・ CCU看護 [M291.6] x,188:A5,978-4-26002475-4[看護部]

小児看護 [M292.5]M291 6/M2/ [25878]

ICUビジュァルナーシング /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),2017M2925/M1/[25845]

はじめてでもよくわかる !新生児の循環管理ビジュアル383;B5,978-4-7809-1140-4[寄 贈]                    
聡大図解 /編著 :増谷

大阪 :メ ディカ出版,2018M291 6/M2/ [25874]

すごく役立つ急性期の呼吸管理 :酸素療法・NPPV呼吸 卜 247:B5,97848404-6267-9[看護部]

ラブル気管切開・早期離床とウィーニング /監修 :道

M292 5/05/ [25841]ほか又元裕 /編集 :露木菜緒、

東京 :学研メディカル秀潤社 (発行)i学研プラス (発売),2020フ ィジカルアセスメン トと救急対応 /監修 :及川郁子

、伊藤龍子/責任編集 :西海真理182;B5,978-4-7809-1369-9[寄 贈]

東京 :中 山書店,2014

259;B5,978-4-521-73916-8[看 護部]
M2916/U3/(2)[25875]

もっとも新しい重症患者の早期離床の考えかた :鎮静管
理とリハビリテーション(改訂第2版)/編集 :卵野木 健  M2925/T5/[25840]

穴 /編集 :東小児看護の落とし東京 :学研メディカル秀潤社 (発行)i学研プラス(発売),2016見逃 してはいけない !`

京都立小児総合医療センター看護部119:B5,978-4-7809-1235-7[モ早員曽]

東京 :医学書院,2020

x,201:A5,978-4-260-03918-5[看 護音F]
M291 63/H2/ [25829]

手術室に配属ですか?:す ごく大事なことだけギュッと

老人看護 [M292.9]まとめて教えます !/監修 :廣瀬宗孝

大阪 :メ ディカ出版,2019

M292 9/A1/4[25777]120;B5,978-4-8404-68503[看 護部]

認知症plus院内デイケア :生活機能の維持・回復を目指

す/編 :旭 俊生、坂本昌子、賀曽利 裕慢性期疾患看護 [M291.7]
:日 本看護協会出版会,2019東京

lv,135:B5,9784-8180-2210-2[看 護部]
M291 7/K3/ [25854]

慢性疾患の病みの軌跡 :コ ービンとス トラウスによる看

禾恵         M292 9/F3/5[25782]護モデル/訳 :黒江ゆり子、市橋恵子、費田

認知症plus退院支援 :一般病棟ナースのための0&A/編 :

東京 :医学書院,2017

深堀浩樹、酒井郁子、ほかxvili,153:A5,978-426034172-1[看護部]

:日 本看護協会出版会,2019東京

xl,178;B5,978-4-8180-2218-8[看 護音F].退院指導 [M291.75]回復期看護

M292 9/K1/7[25780]M291 75/T5/ [25839]

よくわかる退院支援 :全領域の実習に活用できる地域包 認知症plus予防教育 :運動・食事・社会参加など最新知



見からの提案/編 :金森雅夫             M2934/H2/[25837]
東京 :日 本看護協会出版会,2020           はじめての消化器内視鏡看護 /監修 :平松直樹、三田英
vi,2091B5,978-48180-2248-5[看 護部]        治 /編著 :山 田拓哉

大阪 :メ ディカ出版,2019

M2929/N1/[25877]                          135iB5,978-4-8404-6925-8[看 護音F]

ナースが知っておく認知症病態 口疾患・検査・予防・治

療・ケアこれだけガイ ド/編著 :長田 乾      看護一内科学 :神経科学.精神医学 [M293.7]
東京 :学研メディカル秀潤社 (発行)i学研プラス(発売),2019

199:B5変 ,978-4-78091360-6[寄 贈]         M29373/05/[25808]
リハビリ患者さんの “食べたい !"を全力で支えるケア :

M2929/N2/8[25779]                知識×ケアで摂食鳴下をフルサポー ト!/監修 :小 口和代
認知症plus生活の継続 :認知症看護認定看護師の実践が 大阪 :メ ディカ出版,2019

明らかにするする
″
生活

″
を考えたケア /編集 :認知症  256:B5,978-484046797-1[看 護部]

看護認定看護師「施設の会」

東京 :日 本看護協会出版会,2020           M29373/S1/[25765]
219:B5,978-4-8180-2249-2[看 護部]         しびれている身体で生きる /著 :坂井志織

東京 :日 本看護協会出版会,2019
M2929/05/2[25775]               263;A5,978-4-8180-2193-8[看 護部]

認知症plusがん看護 :治療の流れに沿ったせん妄・認知

機能障害のケア /編集 :小川朝生、田中登美     看護―外科学 :腫瘍。がん [M294.5]
東京 :日 本看護協会出版会,2019

vll,21 4iB5,9784-8180-21969[看 護部]       M2945/K1/[25823]
3分でわかるがんのケア&患者説明“これだけ"ワ ー ド224:

M2929/05/6[25781]                がん薬物・手術・放射線療法、緩和ケア、支持療法、終末
認知症plus法律問題 :高齢者と家族のゼミナール /   期ケア /監修 :勝俣範之
著 :小倉純正、山崎祥光               大阪 :メ ディカ出版,2020
東京 :日 本看護協会出版会,2019           247;B5,9784-8404-7167-1[看護部]

154;A5,978-48180-2246-1[看 護部]

M294 5/S3/ [25843]
M2929/R5/[25853]                ヘルスケアプロバィダーのためのがん・生殖医療 :イ ラス
認知症のある患者さんのアセスメントガイ ド:看護師の 卜と0&Aで わかる患者・家族説明にそのまま使える /編
ための /監修 :六角僚子、種市ひろみ、本間 昭   集 :鈴木 直、高井 泰、野澤美江子、渡邊知映
東京 :ナ ツメ社,2018                大阪 :メ ディカ出版,2019
223:B5,978-48163-6487-7[看 護部]         251:B5,978-4-8404-68756[看 護部]

M292 9/S3/1[25776]                                   M294 53/F3/(3)[25789]

認知症plus転倒予防 :せん妄・排泄障害を含めた包括的 がん化学療法の薬 :抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬・

ケア/編 :鈴木みずえ                免疫チェックポイント阻害薬・支持療法薬 :はや調ベノー
東京 :日 本看護協会出版会,2020            卜 2019・ 2020年 版 (第 3版)/編著 :古瀬純司
vl,240;B5,978-牛 8180-2180-8[看 護部]       大阪 :メ ディカ出版,2019

312;B5,978-4-840468497[看 護部]

M292 9/S3/3[25778]

認知症plus回 想法 :別冊写真集で振り返るあの頃の暮ら M29453/H1/(3)[25822]
し/編 :鈴木正典                  がん化学療法ケアガイ ド:治療開始前からはじめるアセ
東京 :日 本看護協会出版会,2019           スメントとセルフケア支援 (第 3版)/編集 :濱口恵子、
vil,113:B5,978-4-8180-2209-6[看 護部]       本山清美

東京 :中 山書店,2020
M2929/T1/[25797]                         x,378:B5,978-4-521-74770-5[看護部]

一般病棟の認知症高齢者ケア /編集 :田 中久美
東京 :メ デカルフレンド社,2020           M29453/N2/(2)[25620]
223iB5,978-4-8392-1654-2[看 護部]         見てわかるがん薬物療法における暴露対策 (第 2版)/監

修 :日 本がん看護学会 /編集 :平井和恵、飯野京子、ほか
看護一内科学 :消化器疾患 [M293.4]       東京 :医学書院,2020

xvill,166:B5,978-4-260-041812[看 護部]



看護―脳神経外科.胸部外科。腹部外科 [M294。 6]

M294 643/M1/ [25602]

Dr正井のなぜなに?がガッンとわかる補助循環 /著 :

正井崇史

大阪 :メ ディカ出版,2016

241:A5,978-4-8404-5457-5[6JlittEE「月[コ 橿妻]

M294 658/M1/(2)[25834]

快適 !ス トーマ生活 :日 常のお手入れから旅行まで (第 2

版)/著 :松浦信子、山田陽子

東京 :医学書院,2019

vill,134:B5,978-4-260-03911-6[看 護部]

看護―腎・泌尿器 [M294.9]

M294 93/S2/ [25876]

はじめてでもやさしい透析看護 :透析療法の知識・技術と

患者マネジメント/編集 :渋谷祐子

東京:学研メディカル秀潤社 (発行);学研プラス(発売),2017

vi,135:B5,978-4-7809-1183-1[[早 員曽]

M294 95/H1/ [25785]

在宅&病棟でできる !おむつと排泄の看護ケア :むつき庵
の「おむつフィッター」が伝授 !/編著 :浜田きよ子
大阪 :メ ディカ出版,2020

111,177:B5,978-4-8404-7204-3[看 護部]

着護行政・看護管理 [M298～ M298.5]

M298 3/B3/ [25800]

いまどきナースのこころサポー ト:看護管理者が行うメ
ンタルヘルスサポー ト/編著 :武用百子
東京 :メ ヂカルフレンド社,2019
1x,195:A5,978-4-8392-1649-8[看 護部]

M298 3/H1/ [25802]

新任看護師長のためのタイムマネジメント/著 :原 玲子
東京 :メ デカルフレンド社,2019
147;A5,978-4-8392-1641-2[看 護部 ]

M298 3/H2/ [25796]

クレーム対応に困らないナースの「謝罪力」「交渉術」:対

人関係力を高める 7つのレッスン /著 :廣田早恵美

東京 :メ デカルフレンド社,2020
125:A5,978-4-8392-1653-5[看 護部]

M2983/12/1-(3)[25769]

看護管理学習テキス ト 1巻 :ヘルスケアシステム論 :ヘ

ルスケアサービス提供のための制度・政策 2020年版 (第

3版)/監修 :井部俊子 /編集 :増野園恵

東京 :日 本看護協会出版会,2020
xvi,187:B5,9784-8180-22515[看護部]

M2983/12/2-0)[25770]

看護管理学習テキス ト 2巻 :看護サービスの質管理
2020年 版 (第 3版)/監修 :井部俊子 /編集 :秋山智弥

東京 :日 本看護協会出版会,2020

xx,357iB5,978-4-8180-2252-2[看 護部]

M298 3/12/3-(3)[25771]

看護管理学習テキス ト 3巻 :人材管理論 2020年版 (第

3版)/監修 :井部俊子 /編集 :手島 恵

東京 :日 本看護協会出版会,2020

xvll,31 6iB5,978-4-8180-2253-9[看 護部]

M298 3/12/4-(3)[25772]

看護管理学習テキス ト 4巻 :組織管理論 2020年版 (第

3版)/監修 :井部俊子 /編集 :勝原裕美子

東京 :日 本看護協会出版会,2020

xvl,2661B5,978-4-8180-2254-6[看 護部]

M2983/12/5-(3)[25773]

看護管理学習テキスト 5巻 :経営資源管理論 2020年
版 (第 3版)/監修 :井部俊子 /編集 :金井 Pak雅子

東京 :日 本看護協会出版会,2020

xvill,284:B5,978-4-81802255-3[看 護部]

M2983/12/男 1-(3)[25774]

看護管理学習テキス ト 別巻 :看護管理基本資料集
2020年 版 (第 3版)/監修 :井部俊子 /編集 :増野園恵

東京 :日 本看護協会出版会,2020

xvi,349;B5,978-4-8180-2256-0[看 護部]

M298 3/K1/ [25787]

看護管理者のための概念化スキル超入門 :本質を捉えれ
ば現場の問題は解決できる /著 :河野秀一

大阪 :メ ディカ出版,2020

143:B5,9784-8404-69142[看 護部]

M298 3/K3/ [25799]

看護師長のための病棟経営超入門 :経営・財務指標の見
方・使い方 /編集 :工藤 潤

東京 :メ デカルフレンド社,2020
vlli,222:B5,978-4-8392-1651-1[尾罫言隻音F]

M298 3/K3/ [25848]

看護現場ですぐに役立つファシリテーションの秘訣 :カ

ンファレンス、グループワーク、日常コミュニケーション

の現状改善のために /著 :國澤尚子、大塚具理子

東京 :総合医学社,2017

vlll,122iB5,978-4-88378-655-8[看 護部]

M298 3/05/ [25758]

リーダーのための育み合う人間力 :自 分も周りも大事に

して元気な職場をつくる /著 :岡山ミサ子

東京 :医学書院,2020

xv,224:A5,978-4-26004195-9[看 護部]



M298 3/05/ [25873]

看護管理ファース トブック/編 :太田加世

東京 :学研メディカル秀潤社 (発行);学研プラス (発売),2017

181:B5,978-4-7809-1188-6[寄 贈]

M2983/T1/(2)[25805]

新しいチーム医療 :看護とインタープロフェッショナル・

ワーク入門 (改訂版)/編著 :田村由美

東京 :看護の科学社,2018

xiv,228:A5,9784-87804-108-2[看 護部]

M298 4/E4/ [25872]

デキる救急医・救急看護師の 3つの習慣/編 :[エ マログ
編集室]

大阪 :メ ディカ出版,2020

64:A5,な し[寄贈]

M2984/H1/[25812]

看護師のためのキャリアデザイン B00K:働き方を考える
ためのデザインワークブック /監修 :濱田安岐子

東京 :つ ちや書店,2018

127:B5,978-48069-1656-7[看 護部]

M298 4/N1/ [25763]

看護師でいられて本当に幸せ :「患者」になって再確認 !

/著 :中島美津子

東京 :日 本看護協会出版会,2018

159iB6,978-4-8180-2127-3[看 護部]

M2984/N1/[25810]

看護管理者のための「教え方」「育て方」講座 :誰も教え
てくれなかった最強のファシリテーション&コ ーチング
術 /著 :内藤知佐子

大阪 :メ ディカ出版,2019

191:A5,978-4-8404-6913-5[看 護部]

M298 4/S3/ [25809]

伝わる・身につくナースのための教える技術 (CandY Link

Books)/著 :杉浦真由美

大阪 :メ ディカ出版,2019

191:A5,978-4-8404-6846-6[看 護部 ]

訪間看護。在宅ケア [M299。 3]

M299 3/C5/ [25766]

訪間看護泣き笑い川柳 :在宅ケアを “楽しく"学ぶ/編 :

「コミュニティケア」編集部

東京 :日 本看護協会出版会,2019

127:B6,978-4-8180-2194-5[看 護部]

M299 3/K1/ [25764]

訪間看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ
/著 :川越博美

東京 :日 本看護協会出版会,2017

vi,287;B6,978-4-8180-2032-0[看 護部]

M299 3/M2/ [25806]

訪間看護・介護事業所必携 1暴カロハラスメントの予防と

対応 /監修・著 :三木明子/編著 :全国訪問看護事業協会
大阪 :メ ディカ出版,2019

209:B5,978-4-84046866-4[看 護部]

臨床医学.1.内科学.¨lM.QγM.3.9.91.¨
内科学―全身病、一般的疾患 [M3]

M3/M1/ [25586]

レジデントのための内科クリニカルパール 1000/訳 :松村
正巳、畠山修司 /[著]:Lewis Landsberg

東京 :医学書院,2019

xiv,314:A5,978-4-260-03849-2[研 修医用図書]

内科学―全身病。一般 [M31]

M31/K3/ [25855]

クロニックイルネス :人 と病いの新たなかかわり /監
訳 :黒江ゆり子 /[著]:ア イリーンロモロフ・ラブキン、
パマラ・Dラーセン

東京 :医学書院,2017

w,560;B5,978-4260-00058-1[看 護部]

代謝異常 :糖尿病 [M312。 3]

M312.3/K2/[25541]

糖尿病の薬学管理必携 :糖尿病薬物療法認定薬剤師ガイ

ドブック /監修 :清野 裕、杉山雄一、門脇 孝、ほか

東京 :じ ほう,2017

x,418:B5,978-4-8407-4999-2[薬 斉1音F]

血液疾患 [M317]

M317/K1/(3)[25614]

血液病レジデントマニュアル (第 3版)/著 :神 田善伸

東京 :医学書院,2019

xxiv,474;B6,978-4-260-03804-1[研 修医用図書]

M317/M2/[25591]

レジデン トのための血液教室 :ベス トティーチャーに教

わる全 6章 /著 :宮川義隆

東京 :日 本医事新報社,2019

vil,180:A5,978-4-7849-4842-0[研 修医用図書]

循環器疾憲 .…[M.■ .2.1.…

M32/K1/ [25600]

明日のアクションが変わる循環器救急の真髄教えます /

著 :川 上将司

東京 :中 外医学社,2017

418;A5,978-4-498-134324[研 修医用図書]



M32/T1/[25558]                  かぜ診療マニュアル :かぜとかぜにみえる重症疾患の見
ベッドサイドで使える腫瘍循環器入門 :循環器医と腫瘍 わけ方 (第 3版)/編著 :山本舜悟 /著 :吉永 亮、ほか

専門医が知っておくべき20の基礎知識 /著 :田 村雄― 東京 :日 本医事新報社,2019

東京 :中 外医学社,201 9               xil,377:A5,978-4-7849-4402-6[研 修医用図書]

li,166;A5,978-4-498-13438-6[薬 斉1音F]

M336/N2/'18[25667]

循環器疾患 :血管 [M324]            喘息予防・管理ガイ ドライン2018/監修 :日 本アレルギ

ー学会喘息ガイ ドライン専門部 /作成 :「喘息予防・管
M324/K5/'17[25666]                理ガイドライン 2018」 作成委員
ANCA関 連血管炎診療ガイドライン2017/編集 :厚生労 東京 :協和企画,2018

働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業     250:B5,978-4-87794-19卜 2[呼 吸器内科]

東京 :診断と治療社,2018

xxv,180:B5,9784-78782276-5[呼吸器内科]     呼吸器疾患 :肺炎.肺塞栓症。肺癌 [M338～ M339]

循環器疾患 :造血器疾患.リ ンパ系疾患 [M329]   M338/K3/[25570]
亀田流市中肺炎診療レクチャー :感染症医と呼吸器内科

M329/N2/'18補 [25792]               医の視点から /著 :黒 田浩一

造血器腫瘍診療ガイドライン 2018年版補訂版 (第 2版 東京 :中 外医学社,2020

補訂版)/編集 :日 本血液学会            ili,208;A5,978-4-498-13042-5[研 修医用図書]

東京 :金原出版,2020

xlx,407:B5,978-4-307-10201-8[看 護部]       M338/S2/[25668]
あなただけに教えます :CTガイ ド下肺生検のコツ /著 :

M329/T1/(5)[25529]                塩田哲広
造血器腫瘍ア トラス :形態、免疫、染色体から分子細胞治 東京 :金芳堂,2019

療へ (改訂第 5版)/編著 :谷脇雅史、横田昇平、黒田純也 iv,112;B5,9784-7653-18013[呼吸器内科]

東京 :日 本医事新報社,2017

863;A4変 ,978-4-7849-4082-0[検 査部]        M3385/G4/(3)[25723]
肺癌診療 0&A:一つ上を行く診療の実践 (第 3版)/編

鯛処聰器』量書.…[M.3.3.1.…          集 :弦間昭彦

東京 :中 外医学社,2017
M33/D1/[25684]                  vil,521:B5,978-4-498-13100-2[腫 瘍内科]

最新呼吸器内科・外科学 /監修 :伊達洋至、平井豊博
東京 :メ ディカルレビュー社,2019          M3385/K1/[25722]
x,902,図版 16p:A4変 ,978-4-7792-2315-0[呼 吸器外科] 肺癌薬物療法のエビデンスとコツ :なぜその治療を選ぶ

のか、エキスパー トの考え方教えます /監修 :加藤晃史、
M33/K2/(2)[25589]                 池田 慧 /編集 :関根朗雅、ほか
誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた :感染症診療 12東京 :羊土社,2018
の戦略 (第 2版)/著 :岸 田直樹           219;B5,978-4-7581-1839-2[腫 瘍内科]

東京 :医学書院,2019

xxi,308:A5,9784-260-03963-5[研 修医用図書]    M3385/M2/3[25724]
呼吸器疾患診断治療アプローチ 3:肺癌/総編集 :三嶋理

M33/N1/(3)[25590]                晃 /専門編集 :高橋和久
レジデントのためのやさしイイ呼吸器教室 :ベ ス トティ 東京 :中 山書店,2018
-チ ャーに教わる全 29章 (第 3版)/著 :長尾大志  xi,362:B5,9784521-74527-5[腫 瘍内科]

東京 :日 本医事新報社,2019

564:B5変 ,978-4-7849-4374-6[研 修医用図書]     ,肖 1じ量諄 憲ヽ .工M.3イ咀 .…

M33/N1/ [25581]                                      M34/12/ [25625]

Dr長尾プロデュース呼吸器腹落ちカンファレンス :呼吸 Drヤンデルの臨床に役立つ消化管病理 :臨床像・病理像
の果てまでカンファQ!/著 :長尾大志        の徹底対比で病変の本質を見抜く!/著 :市原 真
東京 :金芳堂,2018                 東京 :羊土社,2020

vi,289:A5,978-4-7653-1742-9[研 修医用図書]     282:B5,97847581-1069-3[病 理診断科]

M33/Y1/(3)[25588]



M3454/N2/(3)[25747]

消化性潰瘍診療ガイドライン2020(改訂第 3版 )/編 :日

本消化器病学会 /協力学会 :日 本消化管学会、ほか

東京 :南江堂,2020

xw,199:B5,978-4-524-22544-6[病院図書室]

消化器疾患 :腸―腸炎.腸癌 [M346～M346.5]

M346/N2/(2)[25748]

大腸ポリープ診療ガイドライン2020(改 訂第 2版)/編 :

日本消化器病学会 /協力学会 :日 本消化管学会、ほか

東京 :南江堂,2020

xxl,155;B5,978-4-524-22547-7[病 院図書室]

M346/N2/(2)[25749]

機能性消化管疾患診療ガイドライン 2020:過敏性腸症候
群(IBS)(改訂第 2版)/編 :日 本消化器病学会
東京 :南江堂,2020

xxvi,106i B5,978-4-524226580[病院図書室]

M346/N2/(2)[25870]

炎症性腸疾患 (IBD)診療ガイ ドライン 2020(改訂第 2

版)/編 集 :日 本消化器病学会

東京 :南江堂,2020

xxx,137:B5,な し[寄贈]

M346/N2/'17[25535]

慢性便秘症診療ガイドライン 2017/編集 :日 本消化器
病学会関連研究会慢性便秘の診断・治療研究会
東京 :南江堂,2019

xv,95:B5,978-4-524-25575-7[薬 剤部]

M3465/D1/(3)[25738]

遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2020年版 (第 3版)/編 :

大腸癌研究会

東京 :金原出版,2020

w,133;B5,978-4-307-20415-6[病院図書室]

消化器疾患 :肝臓.膵臓.胆道 [M347]

M347/N2/(7)[25882]

臨床・病理 胆道癌取扱い規約 (7版 )/編 :日 本肝胆膵
外科学会

東京 :金原出版,2021

xvil,130:B5,9784-307-20426-2[病院図書室]

M347/N2/(2)[25869]

NAFLD/NASH診療ガイドライン 2020(改訂第 2版)/編 :

日本消化器病学会、日本肝臓学会

東京 :南江堂,2020

xxv,93:B5,な し[寄贈]

消化器疾患 :肝臓癌.膵臓癌 [M347.5]

M3475/N2/(⊃ [25744]

1率癌診療ガイドライン 2019年版 (第 5版)/編 :日 本膵

臓学会1率癌診療ガイドライン改訂委員会

東京 :金原出版,2020

xvil,3091B5,978-4-307-20400-2[病 院図書室]

M347 5/N2/(4)ネ甫[25741]

肝癌診療ガイ ドライン 2017年版補訂版 (第 4版補訂版)

/編 :日 本肝臓学会

東京 :金原出版,2020

xvi,253;B5,978-4-307-20409-5[病 院図書室]

消イじ器疾患 :肝硬変 [M347.7]

M347 7/N2/(3)[25871]

肝硬変診療ガイドライン2020(改訂第 3版)/編 集 :日

本消化器病学会、日本肝臓学会

東京 :南江堂,2020

xxx,165;B5,な し[寄贈]

消化器疾患 :内分泌疾患 [M349]

M349/N2/(8)[25633]

甲状腺癌取扱い規約 (第 8版)/編 集 :日 本内分泌外科

学会、日本甲状腺病理学会

東京 :金原出版,2019

w,70;B5,9784307-204057[耳鼻咽喉科]

M349/N2/(2)[25743]

1率・消化管神経内分泌腫瘍 (NEN)診療ガイ ドライン2019

年 (第 2版)/編 :日 本神経内分泌腫瘍研究会 (」 NETS)

1率・消化管神経内分泌腫瘍診療ガイドライン第 2版作成

委員会

東京 :金原出版,2019

xi,179:B5,978-4-307-204019[病院図書室]

運動器疾憲.…EM.■ .0.1.…

M36/S2/ [25661]

離島発とつて隠岐の外来超音波診療 :動画でわかる運動
器エコー入門 :肩 こり ,腰痛・五十肩・膝痛のみかた /

著 :白 石吉彦

東京 :中 山書店,2017

xvi,165:B5,978-4-521-745206[麻 酔科]

M36/S5/ [25560]

MMT・ 針筋電図ガイ ドブック /著 :園生雅弘

東京 :中 外医学社,2018

vl,230;B5,9784498-32818-1[研 修医用図書]

神 経警搾れ .¨精 神医学 ..IM.0.7γ M.■ 7.91.…

M372/N2/ [25527]

AASMによる睡眠および随伴イベントの判定マニュアル :



ルール、用語、技術仕様の詳細 Version2 5/監 訳 :日

本睡眠学会 /[著]:米国睡眠医学会

東京 :ラ イフ・サイエンス,2018

90;A4,978-4-89801-631-2[検 査部]

M373/F3/ [25673]

構文教材 :基本文編 /著 :藤田郁代
東京 :エスコアール,2017

15,カ ー ド208,4:B6変 ,な し[リ ハビリテーション科]

M373/12/ [25693]

症例から学ぶ戦略的急性期脳卒中診断・治療 /編 :伊藤
義彰

東京 :南山堂,2019

vil,254;B5,978-4-525-24931-1[脳 神経内科]

M373/M2/ [25697]

神経変性疾患ハンドブック :神経難病へのエキスパー ト・

アプローチ /編集 :水澤英洋

東京 :南江堂,2018

xlll,392:B5,978-4-524-25617-4[脳 神経内科]

M373/M5/ [25816]

姿勢から介入する摂食嘩下 :脳卒中患者のリハビリテー
ション /監修 :森若文雄 /編集 :内 田 学
東京 :メ ジカルビュー社,2020
x,212:B5,978-4-7583-1904-1[看 護部]

M373/N1/ [25682]

新知覚をみる・いかす :手の動きの滑らかさと巧みさを取
り戻すために /編著 :中 田具由美 /共著 :清本憲太、
岩崎テル子

東京 :協同医書出版社,2019

xvi,401:B5,978-4-7639-2145-1[リ ハビリテーション科]

M373/05/ [25756]

DELTAプ ログラムによるせん妄対策 :多職種で取り組む予
防、対応、情報共有 /編集 :小川朝生、佐々木千幸
東京 :医学書院,2019

x,230;B5,978-4-260-03652-8[看 護部]

M373/05/ [25676]

食べて治す !頸部聴診法と摂食哄下リハ実践ノー ト:ト

レーニング教材/監修・執筆 :大宿 茂
東京 :日 総研出版,2018

177:B5,978-4-7760-1878-0[リ ハビリテーション科]

M373/S3/ [25699]

脳血管障害/シ リーズ監修 :鈴木則宏 /編集 :伊藤義彰
東京 :中外医学社,2016

iv,329:A5,978-4498228726[脳 神経内科]

M373/S3/ [25713]

神経感染症/シ リーズ監修 :鈴木則宏 /編集 :亀井 聡

東京 :中 外医学社,2017

1v,3221A5,978-4-498-22878-8[感 染症内科]

M373/S3/ [25567]

末梢神経障害/シ リーズ監修 :鈴木員1宏 /編集 :ネ申田 隆
東京 :中外医学社,2018

1v,401:A5,978-4-498-22898-6[五 汗1参 E三「月Eコ 雇罫]

M373/S3/ [25566]

中枢脱髄性疾患/シ リーズ監修 :鈴木則宏 /編集 :吉良

潤―

東京 :中 外医学社,2018

v,445:A5,978-4-498-32800-6[研 修医用図書]

M373/S3/CD[25671]

そのまま使える失語症教材 1(CD版 )/監修 :鈴木 勉、

宇野園子

東京 :エスコアール,20181116;A4,な し[リ ハ ビリテー

ション科]

M373/Y5/ [25657]

血栓回収療法Technical tips:テ クニックを磨く!デバ

イスを知る !/編集 :吉村紳―

大阪 :メ ディカ出版,2019

222;B5,97848404-69081[脳 神経外科]

M374/12/ [25694]

症例から学ぶ戦略的てんかん診断 口治療 /編集 :池田昭

夫 /編集協力 :松本理器,本下真幸子

東京 :南山堂,2014

x,242:B5,978-4-525-24151-3[脳 神経内科]

M374/K1/(2)[25695]

不随意運動の診断と治療 :動画で学べる神経疾患 (改訂第
2版)/編 集 :梶 龍兒

東京 :診断と治療社,2016

x,296;B5,978-4-7878-1909-3[脳 神経内科]

M374/S3/ [25568]

パーキンソン病/シ リーズ監修 :鈴木則宏 /編集 :服部
信孝、下 泰司、波田野 琢

東京 :中 外医学社,2019

iv,335:A5,978-4-498-328044[研 修医用図書]

M374/T1/(2)[25562]

頭痛治療薬の考え方、使い方 (改訂 2版)/著 :竹島多賀夫
東京 :中 外医学社,2016

xlll,328:A5,978-4-49822829-0[研 修医用図書]

M374/T1/ [25561]

エキスパー トに学ぶパーキンソン病・パーキンソニズム
Q&A/監修 :高橋良輔 /編者 :大江田知子、ほか

東京 :南山堂,2017



xil,248:B5,978-4-525-24191-9[研 修医用図書 ]

M375 8/S3/ [25700]

認知症/シ リーズ監修 :鈴木則宏 /編集 :高尾昌樹
東京 :中外医学社,2018

vll,435:A6,97卜 4-498-12986-3[脳 神経内科]

M375.8/T1/ [25683]

Evldence Basedで 考える認知症 リハビリテーション /

編集 :田 平隆行、田中寛之

東京 :医学書院,2020

x,302;B5,978-4260-03923-9[リ ハビリテーション科]

M375 8/Y1/ [25677]

MCI・ 認 知 症 の リハ ビ リテ ー シ ョン :Asslstive
Technologyに よる生活支援 /著 :安 田 清

東京 :エスコアール,2020
152;A4,9784-900851-993[リ ハビリテーション科]

屈鰭れ嘩,…伝染病学 .¨脚 33γ Ms3.91.…

M38/A1/0)[25540]

レジデン トのための感染症診療マニュアル :principles
&practlce(3版 )/著 :青木 員

東京 :医学書院,2020

43,1492;A5,978-4-260-02027-5[薬 斉1音 F]

M38/C2/4-1[25702]

」―IDEO=ジェィ・ィデォ Vo1 4 No 1 2020/[編 ]

医学社 /編集主幹 :岩田健太郎
東京 :中外医学社,2020

160;B5,978-4-498-92018-7[感 染症内科]

M38/C2/4-2[25703]

」―IDEO=ジェィ・ィデォ Vo1 4 No 2 2020/[編 ]

医学社 /編集主幹 :岩田健太郎
東京 :中外医学社,2020

165-332;B5,978-449892019-4[感染症内科]

M38/C2/4-3[25704]

」IDEO=ジ ェィ コィデォ Vo1 4 No 3 2020/[編 ]

医学社 /編集主幹 :岩田健太郎
東京 :中外医学社,2020
386504;B5,978-449892020-0[感 染症内科]

M38/C2/4-4[25705]

」―IDEO=ジェィ・ィデォ Vo1 4 No 4 2020/[編 ]

医学社 /編集主幹 :岩田健太郎
東京 :中 外医学社,2020

509688:B5,978-4-498-920217[感 染症内科]

M38/C2/4-5[25706]

」―IDEO=ジェィ・ィデォ Vo1 4 No 5 2020/[編 ]

医学社 /編集主幹 :岩田健太郎

中外

中外

中外

中夕ヽ

東京 :中外医学社,2020

693844:B5,978-4-498-92022-4[感 染症内科]

M38/C2/4-6[25856]

」―IDEO=ジェイ・イデオ Vo 4 No 6 2020/[編 ]:中外

医学社 /編集主幹 :岩 田健太郎

東京 :中 外医学社,2020

849-972:B5,9784-498-920231[感染症内科]

M38/H1/ [25710]

抗菌薬 ドリル :感染症診療に強くなる問題集 /編集 :羽

田野義郎

東京 :羊土社,2020

181:B5,978-47581-1844-6[感 染症内科]

M38/K2/2020[25537]

サンフォー ド感染症治療ガイド:日 本語版 2020(第 50

版)/日 本語版監修 :菊池 賢、橋本正良 /[編集]:David
N  GIlbert,Henry F  Chambers,etal

東京 :ラ イフサイエンス出版,2020

409:B6,978-4-89775-416-1[薬 斉1音 F]

M38/N2/(2)[25531]

薬学生・薬剤師レジデントのための感染症学・抗菌薬治療
テキス ト(第 2版)/監修 :二木芳人

東京 : じほう,2020

xix,515;B5,978-4-8407-5114-8[薬 剤部]

M38/T1/[25712]

兵庫医科大学マニュアル :真菌症における診断と治療の

実際/編 :竹末芳生

東京 :医薬ジャーナル社,2015

191:B6,978-4-7532-2745-7[感 染症内科]

M384/N2/ [25664]

非結核性抗酸菌症診療マニュアル/編 :日 本結核病学会 /

責任編集 :鈴木克洋

東京 :医学書院,2017

1x,142:B5,978-4-260-02074-9[呼 吸器内科]

M389/N2/ [25663]

結核診療ガイド/編集 :日 本結核病学会

東京 :南江堂,2019

1x,144:B5,978-4524-24145-3[呼 吸器内科]

Ji児科学 ..IMS.9γ M.■ 9.91.…

M392/K1/C)[25551]

実践小児薬用量ガイド(第 3版)/監修 :甲斐純夫、加賀
谷 肇、佐藤 透
東京 :じ ほう,2020

19,439:B6変 ,978-4-8407-5269-5[薬 剤部]

M392/05/2[25644]

呵コタト



養護教諭のためのフィジカルアセスメント 2:教職員と

見て学ぶ救命救急の基礎基本 :AEDロ エピペンロ頭部打撲
/編著 :大谷尚子、五十嵐 徹、砂村京子、ほか

東京 :日 本小児医事出版社,2013

1,35;B5,978-4-88924-230-0[ノ lヽ J己禾斗]

M392/05/1-(4)[25645]

養護教諭のためのフィジカルアセスメント 1:見て学ぶ
応急処置の基礎基本 (改訂第 4版)/編 著 :大谷尚子、
大西文子、五十嵐 徹、砂村京子

東京 :日 本小児医事出版社,2020

i,30iB5,978-488924252-2[小児科]

M392/S2/1-(6)[25868]

小児疾患診療のための病態生理 1(6版 )/共編 :『小児
内科』編集委員会、『小児外科』編集委員会
東京 :東京医学社,2020
1171;B5,な し[小児外科]

M392.08/12/19[25842]

小児科臨床ピクシス 19:こ こまでわかった小児の発達/

総編集 :五十嵐 隆 /専門編集 :久保田雅也
東京 :中 山書店,2012

vil,230:B5,978-4-521-73191-9[尾蒙言隻音F]

M393 7/F3/ [25646]

動画でわかる小児神経の診かた /編集 :藤井克則
東京 :羊土社,2020

222:B5,978-4-7581-1871-2[′
lヽ J己不斗]

M398 7/05/3[25680]

StagelVの 心の世界を追って:認知発達治療とその実践マ
ニュアル/編 :太田昌孝、永井洋子、武藤直子
東京 :日 本文化科学社,2019

vil,248:A5,978-48210-7362-7[リ ハビリテーション科]

M393,7/U3/ [25678]

日本版 WISCC― IVによる発達障害のアセスメント:代表的
な指標パターンの解釈と事例紹介 /著 :上野―彦、松田
修、小林 玄、木下智子
東京 :日 本文化科学社,2020
vlll,251:B5,978-4-8210-6371-0[リ ハビリテーション科]

M393 8/C2/1-(8)[25716]

Felgln and Cherry's Textb00k Of Pediatrlc lnfectlous

Diseases l(8th) / 」ames D  Cherry, etal
Philadelphia : Elsevler,2019

xxxll,1324,85:A4,978-0-323-37692-1[感 染症内科]

M393 8/C2/2-(8)[25717]

Feigin and Cherry's Textbook Of Pediatrlc lnfectious

Dlseases 2(8th) / 」ames D  Cherry, etal
Phlladelphla : Elsevler,2019

xxxll,1325-2696,85;A4,978-0-323-37692-1[感 染症内科]

M393 8/M2/ [25647]

Dr KIDの 小児診療×抗菌薬のエビデンス /監修 :宮入

烈 /執筆 :大久保祐輔

東京 :医学書院,2020

xl,240:A5,978-4-260-04164-5[小 児科]

M3938/05/'18-'21[25643]

最新感染症ガイ ド:R Book:日 本版 Red Book:感 染症の

実践的なバイブル 2018-2021/監修 :岡部信彦 /[編
月ミ]: American Academy of Pediatrics

東京 :日 本小児医事出版社,2019

xllx,1208;A5,978488924-266-9[小児科]

M394/M2/(4)[25641・ 25658]

臨床小児麻酔ハンドブック (改訂第 4版)/監 修 :溝渓1

知司 /編集 :香川哲郎、鹿原史寿子

東京 :診断と治療社,2020

404iB5,978-47878-2408-0[小 児科・麻酔科]

M394/T4/ [25596]

こどもの外科救急 /編著 :鉄原健―

東京 :日 本医事新報社,2019

210:B5,978-4-78494649-5[研 修医用図書]

M395/H5/(6)[25544]

最新 NICUマ ニュアル (改訂第 6版)/監 修 :細井 創
東京 :診断と治療社,2019

ix,229iB5,978-4-7878-2291-8[薬 斉1音F]

M395/K1/(4)[25550]

NICUベ ッドサィ ドの診断と治療 (第 4版)/著 :,可井昌彦
東京 :金芳堂,2018

1x,309:B5,978-4-7653-1695-8[薬 剤部]

M395/K1/ [25649]

周産期・新生児栄養代謝の基礎知識を使いこなそう : /
著 :河井昌彦

東京 :金芳堂,2019

v,157:A5,978-4-7653-17818[小 児科]

M395/K1/ [25648]

イラス トで見る診る学ぶ新生児の栄養 口代謝 /著 :河井

昌彦

大阪 :メ ディカ出版,2013

191:A5,9784-8404-4572-6[小 児科]

M395/N2/(5)[25844]

新生児学入門 (第 5版)/編集 :仁志田博司

東京 :医学書院,2018

xxiv,432;B5,978426003625-2[看 護部]

M395/N2/(2)[25755]

新生児マススクリーニング対象疾患等診療ガイ ドライン
2019(改訂第 2版)/編 :日 本先天代謝異常学会



東京 :診断と治療社,2019

xv,318:B6,978478782386-1[病 院図書室]

臨本医学.1.外科学.…lM.4γM491.…
外科病理学 [M416]

M416/M2/1～ 2-(5)[25621～ 25622]

外科病理学 1～ 2巻 (第 5版)/編集主幹 :深山正久、森
永正二郎 /編集 :小 田義直、ほか

東京 :文光堂,2020

xvi,876-1753,51:B5変 ,978-4-8306-0481-2[病 理診断科]

麻酔 [M424]

M424/05/ [25659]

透視下神経ブロック法/編者 :大瀬戸清茂

東京 :医学書院,2009

x,326;B5,978-4-26000797-9[麻 酔科]

M424/Y1/1[25660]

麻酔科プラクティス 1:産科麻酔 AIl in One/編 集 :

加藤里絵 /責任編集 :山本達郎、水本一弘、ほか

東京 :文光堂,2020

432:B5,978-4-8306-28474[麻 酔科]

M424/Y1/'20[25662]

麻酔科学 レビュー2020:最新主要文献とガイ ドラインで
みる /監修 :山蔭道明、廣田和美

東京 :総合医学社,2020
344:B5変 ,978-4-88378-696-1[麻 酔科]

形成外科.皮膚形成術.植皮術 [M428.8]

M428 8/H1/4[25690]

形成外科治療手技全書 4:先天異常/監 :波利井清紀、野
峙幹弘 /総編集 :平林慎一、ほか

東京 :克誠堂出版,2020

xil,266:B5,978-4-7719-05313[形 成外科]

M428 8/N5/ [25689]

形成外科エキスパー トたちの基本手術 :合併症回避のコ

ツ /編集 :野崎幹弘

東京 :克誠堂出版,2014

1v,310:B5,978-4-771904316[形 成外科]

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/K1/ [25556]

チームで取 り組む免疫チェックポイン ト阻害薬治療 /
監修 :各務 博 /編著 :山 口 央、藤堂真紀、玉木秀子

東京 :中 外医学社,2019

vi,262;A5,978-4-498-10610-9[薬 斉1音F]

M45/K1/ [25583]

がん診療スタンダー ドマニュアル :がん薬物療法からサ

ポーティブケアまで/編 :勝俣範之、東 光久、ほか

東京 :シーニュ,2019

xll,6751B5,978-4-9909505-6-9[研 修医用図書]

M45/K5/(8)[25611]

がん診療レジデントマニュアル (第 8版)/編 :国立がん

研究センター内科 レジデン ト

東京 :医学書院,2019

xil,570;B6,978426003915-4[研 修医用図書]

M45/N2/(2)[25719]

がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考

え方の手引き 2018年版 (第 2版)/編 :日 本緩和医療学

会ガイ ドライン統括委員会

東京 :金原出版,2018

1x,157:B5,9784307-101986[緩 和ケア内科]

M45/N2/(2)[25795]

がんのリハビリテーション診療ガイドライン(第 2版)/
編集 :日 本リハビリテーション医学会、がんのリハビリテ
ーション診療ガイドライン改訂委員会

東京 :金原出版,2019

xlv,305:A4,978-4-307-75056-1[看 護音F]

M45/N2/(2)[25709]

専門家をめざす人のための緩和医療学 (改訂第 2版)/
編集 :日 本緩和医療学会

東京 :南江堂,2019

xxll,445;B5,9784524-24165-1[緩和ケア内科 ]

M45/N2/2020[25793]

がん治療に伴う粘膜障害マネジメン トの手引き (2020年
版)/編集 :日 本がんサポーティブケア学会、日本がん口

腔支持療法学会

東京 :金原出版,2020

192;B5,978-4307-20410-1[看 護部]

M45/N2/ [25720]

緩和ケアレジデン トの鉄則/編 :西 智弘、松本禎久、ほか

東京 :医学書院,2020

vlil,238:B5,978-4-26004128-7[緩 和ケア内科]

M45/N2/ [25737]

領域横断的がん取扱い規約/編 :日 本癌治療学会、日本病
理学会

東京 :金原出版,2019

xxvli,369:B5,978-4-30700486-2[病院図書室]

M45/S3/ [25721]

がんゲノム医療遺伝子パネル検査実践ガイ ド /編著 :角

南久仁子、畑中 豊、小山隆文

東京 :医学書院,2020



ix,240:B5,9784-26004246-8[腫瘍内科]

M45/S4/ [25553]

がんゲノム医療結果報告書の読み方と患者への伝え方 :

エキスパー トパネルの実際 /編集 :関根郁夫、村谷匡史、
千葉 滋、野口恵美子

東京 :医学と看護社,2020

102iB5,978-4-909888-10-5[薬 剤部]

化学療法 [M453]

M453/N2/(6)[25613]

がん化学療法レジメンハンドブック :治療現場で活かせ
る知識・注意点から服薬指導・副作用対策まで (改訂第 6

版/監修 :日 本臨床腫瘍薬学会 /編集 :遠藤―司、ほか

東京 :羊土社,2020

815,1:B6,978-475811843-9[研 修医用図書]

M453/N2/(3)[25718]

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 2020年版 (第

3版)/編 :日 本緩和医療学会ガイドライン統括委員会
東京 :金原出版,2020

xill,185iB5,978-4-307-10202-5[緩 和ケア内科]

M453/N2/ [25557]

根拠にもとづくがん化学療法レジメン作成とマネジメン
トのてびき :原文献の読み解き方、支持療法・投与法の標
準化、安全な運用・評価の実践 /監修 :神野正敏、池末
裕明 /編集・執筆 :渡邊裕之

東京 :羊土社,2020

1981B5,9784-7581-1878-1[薬 剤部]

M453/05/(5)[25555]

がん化学療法ワークシー ト(第 5版)/編集 :大石了三、
池末裕明、伊藤善規

東京 :じ ほう,2020

4521B5,978-4-8407-52770[薬 剤部]

M453/05/(3)[25612]

がん化学療法副作用対策ハンドブック :副作用の予防・治
療から、抗がん剤の減量・休薬の基準、外来での注意点ま
で (第 3版)/編集 :岡元るみ子、佐々木常雄
東京 :羊土社,2019

517,1:B6,978-4-7581-1859-0[研 修医用図書]

月凶外 科 .…神経 外 科 .…lM.46.2._.7].…

M462.7/K2/5[25654]

プライム脳神経外科 第 5巻 :頭蓋底腫瘍 /監修 :木内
博之、斉藤延人 /編集 :河野道宏
東京 :三輪書店,2020

xi,321:A4,9784-89590-591-6[脳 神経外科]

M462 7/T4/ [25655]

脳神経血管内治療次の一手 :専門医・指導医のための難症

例解決指南 :合併症が生じた時、展開に悩む局面に役立つ

表技・裏技集 /編集 :寺 田友昭

大阪 :メ ディカ出版,2019

3191B5,978-4-84047178-7[脳 神経外科]

胸案外科 ..[lⅥ4.04γM404,… 01.…

M4643/K1/[25601]

明日のアクションが変わる補助循環の極意教えます /

著 :川上将司

東京 :中外医学社,2018

vi,423:A5,978-4-498-13434-8[研 修医用図書]

M464 5/Y1/ [25685]

肺癌 /監修 :山 口俊晴 /編 :奥村 栄

東京 :メ ジカルビュー社,2019

269:A4,97847583-1511-1[呼 吸器外科]

腹 椰外 科 二冒∴…腸,…肝蹴 ..直腸 .¨EM.40.0ユ .¨

M4658/A1/(2)[25833]

やさしいス トーマケア (改訂版)/著 :青木和恵、坂
元敦子、世良俊子

東京 :桐書房,2006

108:B5,9784-87647-600-8[看 護部]

M4658/K5/(3)[25835]

人工肛門・人工膀眈の知識 1腸や膀眺のない人の快適なく

らしのために (第 3版)/共著 :高屋通子、高橋のり子

東京 :学研マーケティング,2008

x,123:B5,978-4-05-153014-3[看 護部]

M465 8/N2/(2)[25752]

肛門疾患 (痔核・痔痩・裂肛)・ 直腸脱診療ガイドライン
2020年 版 (改訂第 2版)/編 :日 本大腸肛門病学会

東京 :南江堂,2020

vill,115:B5,9784-52422701-3[病 院図書室]

脊髄外科。青椎外科 [M466]

M466/N2/'19[25750]

脊柱靭帯骨化症診療ガイ ドライン 2019/監修 :日 本整

形外科学会、日本脊椎脊髄病学会

東京 :南江堂,2019

xl,92:B5,978-4524-22752-5[病 院図書室]

摯形外科学 .¨IM.47.γM4.7.7.1.…

M47/N2/(3)[25746]

軟部腫瘍診療ガイドライン2020(改訂第3版)/監修 :

日本整形外科学会

東京 :南江堂,2020

xiv,80;B5,978-4-524-228119[病 院図書室 ]



M472/N1/レ 5595]             泌 尿 器科 学 .…lM4.9.7M4.9.9.1.…
整形画像読影道場 /著 :仲 田和正           泌尿器科学 :腎 [M493]
東京 :医学書院,2019

v,156;A5,978-4-260-03833-1[研 修医用図書]     M493/H2/(2)[25546]
腎不全と薬の使い方 0&A(第 2版)/編著 :平 田純生、

M474/M1/[25609]                 竹内裕紀、古久保拓、ほか
骨折ハンター :レ ントゲン×非整形外科医/著 :増井伸高 東京 :じ ほう,2020

東京 :中 外医学社,2020               xl,899:B5,97848407-5281-7[薬 剤部]

378:A5,978-4-498-16616-5[研 修医用図書]

M493/12/(8)[25615]

M474/S1/[25608]                 腎臓内科レジデントマニュアル (改訂第 8版)/編著 :

骨析の治療指針とリハビリテーション :具体的プロトコ 今井園裕、丸山彰一

―ルから基本をマスター !/編集 :酒井昭典、佐伯 覚 東京 :診断と治療社,2019

東京 :南江堂,2019                 xxiv,774:B6,978-47878-2361-8[研修医用図書]

vil,450:B5,9784-524259731[研 修医用図書]

M493/K5/ [25603]

M477/N2/'19[25751]                こぅぃぅことだったのか!ICHDF/著 :小尾口邦彦
特発性大腿骨頭壊死症診療ガイドライン2019/監修 : 東京 :中 外医学社,2018
日本整形外科学会、厚生労働省指定難病特発性大腿骨頭 106:A5,9784-498-06698-4[研 修医用図書]

壊死症研究班

東京 :南江堂,2019                 M493/N2/(3)[25534]
lx,106:B5,978-4-52422726-6[病 院図書室]     腎機能別薬剤投与量 POCKET B00K(第 3版)/編集 :日 本

腎臓病薬物療法学会

.り.ハ.ビ.り.テ.=シュン..IM4.70].…      東京:じほう,2020

xll,54,433:B6変 ,978-48407-52909[薬 剤部]

M478/05/(2)[25879]

リハビリテーションビジュアルブック /監修 :落合慈之 M493/N2/2019[25832]

/編集 :稲川利光                 腹膜透析ガイ ドライン2019/編集 :日 本透析医学会学
東京:学研メディカル秀潤社 (発行);学研プラス(発売),2018術委員会腹膜透析ガイドライン改訂ワーキンググループ
x,565:B5,978-4-7809-1193-0[寄 贈]         東京 :医学図書出版,2019

xvill,193:A4,978-4-86517-350-5[看 護音F]

M478/W1/ [25545]

リハビリテーション薬剤 :機能・活動・参加と 00Lを 高 M493/S3/[25548]

める/編集代表 :若林秀隆 /編集 :中道真理子、中村直人 もう困らない外来・病棟での腎臓のみかた/著 :杉本俊郎
東京 :じ ほう,2019                 東京 :中 外医学社,2020
247:A5,978-4-8407-5204-6[薬 剤部]           lx,225:A5,9784498-224582[薬剤部]

皮 慮科学 ..[M4.3γ M.43_91.…       M493/T3/2561倒
専門医のための水電解質異常診断と治療 /著 :塚本雄介

M484/M1/[25650]                 東京 :東京医学社,2020
接触皮膚炎とパッチテスト/監修 :松永佳世子    ill,186iB5,978-4-88563-296-9[研 修医用図書]

東京 :学研メディカル秀潤社 (発行);学研プラス (発売),2019

255;B5変 ,978-4-7809-0953-1[皮 膚科]        M493/Y1/'20'22[25547]
腎疾患・透析最新の治療 2020-2022/編 集 :山 縣邦弘、

M484/T5/[25651]                 南学正臣
新 しい薬疹 :薬剤による皮膚有害事象の新タイプ/編者 : 東京 :南江堂,2020
戸倉新樹                      384;B5,9784524-24977-0[薬 剤部]

東京 :文光堂,2019

v,1781B5,978-4-83063471-0[皮 膚科]        泌尿器科学 :膀脱.尿道 [M495]

M485/A1/ [25652]                                     M495/N2/(3)[25753]

皮膚付属器腫瘍ア トラス /編集 :安齋員一、後藤啓介  膀肌癌診療ガイ ドライン 2019年版 (第 3版)/編集 :

東京 :医学書院,2018                 日本泌尿器科学会
vill,255:A4,978-4-260-03546-0[皮 膚科]       東京 :医学図書出版,2019



1441B5,978- 4-86517-330-7 '[病院図書室] M546/K2/(2) [25631]

婦 ム添響
=..IM 5～

M549]        
乳癌薬物療法 (改訂 2版)/

婦人科学 :解罰
「

生理:… 琺瑾

/編集 :木下貴之、戸井雅和

[M51]         
東京 :南山堂,2016

xll,5061B5,978-4-525-42442-8[手 し月泉タト不斗]

M51/K3/(7)[25623・ 25639]

Blaustein's pathology of

(7th)/ Edi              the female                M546/N2/(3)tors  :  Robel                                       [25630]

genital tract 乳月泉1重 瘍学

gltte M Ronn                  (第

3版)/編 集 :日 本乳癌学会

EIlenson,Bri      
t́」 Kurman,Lora Hedrick東 京 :金原出版,2020

1ett

Cham: Springer,2019

xxx,425:B5,978-4-307-20408-8[手 Ll泉タト不斗]

xvll,1508;B5,978-3-319-46333-9[病 理診断科・産婦人科]

M513/N2/(2)[                     M546/N2/(2)25742]                                               [25632]

女性医学ガイ                    

乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引

ドブック :更年期医療編 2019年 度版 (第

` 

き 2017年版 (第 2版)/編集 :日 本がん・

版)/編 :日 本女性医学学会

!東京 :金原出版,2017         
生殖医療研究会

東京 :金原出版,2019

547:B5,978-4                                          iX'199:B5,9

78-4-307-2031

-307-30141-1[病 院図書室]                   7o_8[乳

腺外科]

M546/N2/'18

婦人科手術 [M524]                      (補

)[25794]

乳癌診療ガ′rド ライン 201

M524/H1/(12)                   

本乳癌学会       8年
版 (追補 2019)/編 集 :日

[25640]

東京 :金原出版,2019

11,116iB5,978-4-30卜 20403-3[看 護部 ]

Te Llnde's Operative Gynecology(12th)/Edited bゝ

Vlctoria L  Handa,Linda Van Le                     

′

Phlladelphla

xvi,793:A4,9 : W°

lters Klu wer,2020                   M546/S1/ [25552]

78-149638644-1[産 婦人科]      
乳がん薬物療法ハンドブック /編集 :佐治重衡

東京 :南江堂,2019

M524/H2/1[25636]

xi,330:B6,978-4-524-24147-7[薬 斉1音F]

OGS NOW basic l:産 婦人科1

腹腔鏡・ロボ      
ニ術のための基礎知識 :開腹・

ット/編集委員

M546/Y1/2[25686]

:平松祐司、竹田 省、ほか

/担当編集委員 :平松祐司

ヽ乳房オンコプラスティック

東京 :メ ジカルビュー社,2020            
学ぶ手術手技 /編著 :矢 ]・

サ~ジ ャリ‐

175:A4,978-4‐ 7583判 囲 つ瞳 婦人相          

鞭 二｀州 枢

2症例から

東京 :克誠堂出版,2017       ]子
、佐武利彦

vili,198:B5,978-47719-0487-3[形 成外科]

M524/H2/2[25637]

OGS NOW basic 2:い きなり

者のために/編集委員 :平松

TLH : ビギリ

ネ右司、 竹日ヨ [~と
その1旨導 M546/Y1/ [25688]:乳房オンコプラスティック

当編集委員 :万代昌紀、他       
占` ほか /担 性を向上させる乳がん手術

・サ~ジヤリー

東京 :メ ジカルビュー社,2020                         /編

著 :矢野1根
治性と整容

213;A4,978-4‐                    

東京 :克誠堂出版,2014       ;健
二、小川朋子

-7583-19829[産 婦人科]        V'222:B5,978-4-77190421
-7[形成外科]

M524/H2/3[25638]
女性性器の疾患 :女子泌尿器 [M547]

OGS NOW basic 3:い きなり帝王切開術 :局所解剖を熟知
し,コ ツを盗もう /編集委員 :平松祐司、       M547/N2/(2)
か /担当編集委員 :竹田        

竹田 省、ほ

東京 :メ ジカルビュー社,20省

            
女性下部尿脳

[25754]

193;A4,978-4‐           0                     .j示

欄61指寺::』

疸三1大影〉チ寮ブゞイドライン (第 2版)/編 :日 本

-7583-1983-6[産婦人科]             
京 ::リ ッ::｀

 日冽ド泌ラス:器不斗学会
Fヒ ルメディカル,2019

xv,212:B5,'

M524/N2/(3)[25745]                                              978-4-903849-

41-6[病院図書室]

産婦人科内視鏡手術ガイ ドライン 2019年版 (第 3版)/澤
議当単 .¨EM 5 5～Mo.91.…

編 :日 本産科婦人科内視鏡弓菫会                

………………

東京 :金原出版,2019

M55/S2/'20[25867]

x,193;B5,978-4-307-30140
周産期の薬′

-4[病院図書室 ] 東京 :東京留]:周

産期医学編集委員会

女性性器の疾患 :乳腺。乳房                    

三学社,2020

vlll,731:B5,な し[産婦人科 ]

[M546]



眼 科 学 .¨ EM.0■■M.0.4.91.…          医療施設,病院経営・会計 [M816～ M816.3]

M62/G5/ [25559]                                      M816 3/F3/2[25820]

眼科検査の進め方・見方 Q&A101:新人さんの「?」 をズバ 病院のマネジメント/共著 :藤井昌弘、岸田敏彦、丹野

ッと解決 !/編集 :後藤禎久            清美

大阪 :メ ディカ出版,2020              東京 :建畠社,2020
279iB5,978-48404-63850[薬剤部]         ix,186iB5,978-4-7679-3730-4[看 護部]

M62/12/(2)[25599]                M8163/N1/[25757]
ジェネラリス トのための眼科診療ハンドブック(第 2版)レ ジエイエントロヘルスケア入門 :擾乱と制約下で柔軟に

/著 :石岡みさき                  対応する力 /編著 :中島和江

東京 :医学書院,2019                東京 :医学書院,2019
xv,200:A5,978-4-260-038904[研 修医用図書]     xvll,206:B5,978-4-26002828-8[看 護部]

月暉靱囚鰤i不斗学 .…[M.0.0↑
`1■

0.9.9].…      精神衛生、健脳法 [M83.9]

M66/05/ [25674]                                      M839/D4/ [25670]

きこえているのにわからないAPD(聴覚情報処理障害)の 思わず解きたくなる脳のための毎日テス ト/著 :デイサ
理解と支援 /編著 :小洪1千絵、原島恒夫       一ビスたまや
東京 :学苑社,2020                 東京 :自 由国民社,2020
152:A5,978-4-7614-07858[リ ハビリテーション科]  134:A5,978-4-426-11890-7[リ ハビリテーション科]

M663/K5/(2)[25739]                                   M839/H1/ [25880]

メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガイ ドライン 能力を最大限引き出す大人の脳習慣 :結果が出る !最新
2020年 版 (第 2版)/編 :日 本めまい平衡医学会   1図科学の実践法 /監修 :林 成之、篠原菊紀、古賀良彦
東京 :金原出版,2020                東京 :ス タンダーズ,2019
ix,93;B5,978-4-307-37126-1[病 院図書室]      111;B5,978-4-86636-350-9[寄贈]

M68/N2/C)[25635]             食 昴∴…栄 薫 ..[M.■ .0.γM3.0.9,1.…
口腔癌診療ガイドライン(第 3版/2019年 版)/編集 :口

腔癌診療ガイドライン改訂合同委員会、ほか      M855/12/'20[25725]
東京 :金原出版,2019                 日本人の食事摂取基準 :厚生労働省「日本人の食事摂取基
xvi,253;B5,978-4-30745014-0[耳 鼻咽喉科]     準」策定検討会報告書(2020年版)/監 修 :伊藤貞嘉、

佐々木敏
M68/N2/(6)補 [25634]                東京 :第一出版,2020

頭頸部癌取扱い規約 (第 6版補訂版)/編集 :日 本頭頸 vll,487,54:B5,9784-8041-14088[栄養課]

部癌学会

東京 :金原出版,2019                M855/S2/[25726]
xlv,144:B5,9784-307-20406-4[耳 鼻咽喉科]     日本人の食事摂取基準 2020年版の実践・運用 :特定給食

施設等における栄養・食事管理 :演習付/編 :食事摂取基
M69/M5/[25675]                  準の実践・運用を考える会
クラタリング (早 口言語症):特徴・診断・治療の最新知 東京 :第一出版,2020
見 /監訳 :森 浩―、宮本昌子 /[著 ]:Yvonne Van v,193;B5,978-4-8041-1415-6[栄 養課]

Zaalen、  Isabella Relchel

東京 :学苑社,2018                  疫学。防疫 [M86]
xlv,206:B5,978-4-7614-0800-8[リ ハビリテーション科]

M86/12/(2)[25711]

得静目学,…公オ静記
=.¨

[M.aγM.3.4.9ユ .…    千葉大学病院病院感染予防対策パーフェクト・マニュア
ル :日 常業務と ICTラ ウンドに活かせる(改訂第 2版)/編

M807/U3/[25818]                 集代表 :猪狩英俊
ミレイ先生のアドラー流 “勇気づけ"保健指導 :ア ドラー 東京 :診断と治療社,2020
心理学で面談技法のスキルが身につく!/著 :上谷実礼 vll,135;B5,978-4-78782434-9[感 染症内科]

大阪 :メ ディカ出版,2018

204:A5,978-4-8404-6177-1[尾雪ヨ豊部]



M86/12/(a[25708]

感染予防、そしてコントロールのマニュアル :すべての I

CTのために (第 2版)/監修 :岩田健太郎 /監訳 :岡

秀昭、坂本史衣 /[著 ]:Nizam Damani

東京 :MEDSI,2020

xxxlv,419:B5変 ,978-4-8157-0181-9[感 染症内科]

M86/K5/'18[25523・ 25707]

病院感染対策ガイ ドライン (2018年 版)/編 :国公立大学

附属病院感染対策協議会

東京 :じほう,2019

xvili,4101B5,978-4-8407-5096-7[感 染症内科・検査部]

M86/M5/ [25815]

感染対策 :かんせんボウシ見聞録 :ま るごと覚え書きノー

ト/監修 :森澤雄司

東京 :リ ーダムハウス,2015

207:A5,978-4-906844-08-1[看 護部]

労働衛生、産業衛生 [M88]

M88/S2/ [25846]

職場のポジテイブメンタルヘルス :現場で活かせる最新

理論 /編著 :島津明人

東京 :誠信書房,2018

vlii,163;A5,978-4-414-80208-5[看 護部]

M881/H1/[25819]

健康診断・保健指導パーフェク トB00K:イ ラス トでまる

わかり!:検査所見一覧&そのまま使える面談用シー トつ

き /監修 :畑 中純子

大阪 :メ ディカ出版,2020

175;B5,978-4-8404-6819-0[看 護音F]

M889/12/[25881]

石巻赤十字病院の 100日 間 :東 日本人震災医師・看護師・

病院職員たちの苦闘の記録 /著 :石巻赤十字病院、由井

りょう子

東京 :小学館,2012

223:B6,978-4-09-388207-1[署早員曽]

災害医学 [M889]

M889/K5/(2)[25821]

そのまま使える災害対策アクションカー ド+は じめての

病院 BCP(Ver.2)/編 著 :ノ 1ヽ尾口邦彦 /著 :吉田 修、

横田耕治、加藤之紀

東京 :中 外医学社,2020

218;B5,978-4-498-06691-5[鷲 i護音F]

楽 学 ..[M9γ M.9.9.9]

M9/T1/'21[25861～ 25863]

治療薬マニュアル 2021/監修 :高久史麿、矢崎義雄

東京 :医学書院,2021

xvili,2561,240:B6,978-4-260-04297-0[薬 斉1音F]

M9/U3/'21[25858´ V25860]

今日の治療薬 :解説と便覧 2021(第 43版)/編 :)甫部品

夫、島田和幸、川合具一、ほか

東京 :南江堂,2021

1257,151;B6,978-4-524-22848-8[薬 斉1音F]

M907/Y1/'21[25864]

薬学生のための病院・薬局実務実習テキス ト (2021年版)

/監修 1薬学教育協議会病院・薬局実務実習近畿地区調

整機構

東京 :じ ほう,2021

xvlll,325:A4,978-4-8407-5330-2[薬 剤部]

M91/T1/'21[25865～ 25866]

治療薬ハンドブツク :薬剤選択と処方のポイント2021/

監修 :高久史麿 /編集 :堀 正二、菅野健太郎、ほか

東京 : じほう,2021

xxxii,1573,116,123;B6,978-4-8407-5315-9[薬 剤部]

M94/K1/(2)[25538]

治験薬学 :治験のプロセスとスタッフの役割と責任 (改訂

第 2版)/編集 :亀井淳三、鈴木彰人

東京 :南江堂,2020

x,220iB5,978-4-524-40366-0[薬 斉1音F]

M94/N2/2020[25539]

医薬品 “医療機器・再生医療等製品 GCP,GPSPガイドブ

ック 2020/編集 :日 本薬剤師研修センター

東京 :薬事日報社,2020

128:B5,978-4-8408-1519-2[薬 斉1音F]

M96/N2/'20[25532]

保険調剤 0&A:調剤報酬点数のポイント(令和 2年版)/
編集 :日 本薬剤師会

東京 :じ ほう,2020

iv,357:A5,97卜4-8407-5288-6[薬 剤部]

M962/S1/(8)[25536]

錠剤・カプセル剤粉砕ハンドブック(第 8版)/監修 :佐

川賢一、木村利美 /編集 :佐川賢一、伊東俊雅

東京 :じほう,2020

xvi11632;B6,978-4-8407-5231-2[薬 斉1音F]


