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総記－資料の整理 

014.46/N2/'03[20870] 

ICD-9-CM手術および処置の分類：日本病院会版 （2003）

/ 編：日本病院会通信教育委員会 

東京：じほう,2012 

378;B5,978-4-8407-3241-3 [医療情報管理課] 

 

社会科学－人事・労務管理 

 

336.4/Y1/[21263] 

行動科学の展開：人的資源の活用:入門から応用へ（新版）

/ 訳：山本成二、山本あづさ [著]：ポール・ハーシーetal 

東京：生産性出版,2012, 

xi, 460;B6,978-4-8201-1684-4 [図書室] 

 

366/R5/'12[21129] 

労働法全書 平成 24年版 / 編：労務行政研究所 

東京：労務行政,2011, 

3660,50;A5,978-4-8452-1341-2 [総務課] 

 

366.38/S2/[21034] 

女って大変。：働くことと生きることのワークライフバラ

ンス考 / 編著：澁谷智子 

東京：医学書院,2011 

263;B6,978-4-260-01484-7 [看護部] 

 

社会科学－社会福祉 

 

369.033/C2/(6)[21207] 

社会福祉用語辞典（6訂）/ 編：中央法規出版編集部 

東京：中央法規 2012 

657;A5,978-4-8058-3594-4 [図書室] 

 

369.1/S2/'12[21131] 

社会福祉六法 平成24年版 / 編集:社会福祉法規研究会 

東京：新日本法規出版,2011, 

3295;A5,978-4-7882-7471-6 [医療社会事業部] 

 

369.11/U3/[21118] 

ニーズ中心の福祉社会へ：当事者主権の次世代福祉戦略

(シリーズケアをひらく) / 編：上野千鶴子、中西正司 

東京：医学書院,2010 

288;A5,978-4-260-00643-9[看護部] 

 

369.16/S2/[21232] 

達人が教える相談面接：虐待・精神疾患・クレーム 困

った場面の打開術 / 著：塩澤百合子、遠藤真史、ほか 

名古屋：日総研出版,2012 

172;B5,978-4-7760-1583-3 [図書室] 

 

369.276/S2/[21113] 

コーダの世界：手話の文化と声の文化(シリーズケアをひ

らく) / 著：澁谷智子 

東京：医学書院,2009 

241;A5,978-4-260-00953-9 [看護部] 

 

369.28/M3/[21117] 

技法以前：べてるの家のつくりかた (シリーズケアをひ

らく) / 著：向谷地生良 

東京：医学書院,2010 

245;A5,978-4-260-00954-6 [看護部] 

 

369.3/N2/[20885] 

防災・災害対応の本質がわかる本 / 著：二宮洸三 

東京：オーム社,2011 

xi,172;B6,978-4-274-21067-9 [社会課] 

 

芸術－スポーツ．体育－スポーツ医学 

 

780.19/S3/[20993] 

Stoller's atlas of orthopaedics and sports medicine 

/ Edited by : David W. Stoller 

Philadelphia：Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins,2008 

xiv,1039;A4,978-0-7817-8389-7 [放射線科] 

 

言語－文章．文体－用語辞典 

 

816.07/K2/(12)[20883] 

記者ハンドブック：新聞用字用語集（第 12版）/ 編著：

共同通信社 

東京：共同通信社,2010 

740;B6,978-4-7641-0619-2 [企画課] 

 

医 学［Ｍ０～Ｍ９９］ 

 

医学と心理、患者心理［Ｍ０14］ 

 

M014/A1/[20962] 

臨床試験に関わる医療者のための医療心理学入門：適切

なインフォームドコンセント実現のために/著：有田悦子 

データの見方（NDC 分類） 
請求記号（分類番号／著者標目／補助記号）[登録番号] 

書名（シリーズ名）／著者名 

出版地：出版社 , 発行年 

頁；大きさ , ＩＳＢＮ[購入希望科部] 

各診療科部から購入希望をつのった図書が、新しく配袈され

ました。どうぞご利用下さい。 

なお、データの見方は、左図のとおりです。 

日本赤十字社和歌山医療センター図書室（内線5404） 



東京：メディカル・パブリケーションズ,2011 

121;A5,978-4-902007-50-3 [薬剤部] 

 

M014.5/N1/[21229] 

患者中心の意思決定支援 : 納得して決めるためのケア 

/ 編集：中山和弘、岩本 貴 

東京：中央法規,2012 

199;A5,978-4-8058-3604-0 [図書室] 

 

医学と倫理［Ｍ０15］ 

 

M015/A1/[21027] 

医療職のための臨床倫理のことば 48 / 著：浅井 篤 

東京：日本看護協会出版会,2011 

207;A5,978-4-8180-1619-4 [看護部] 

 

M019/T3/(2)[21158] 

数学いらずの医科統計学（第 2版）/ 訳：津崎晃一 [著]：

ハーベイ・モトルスキー（Harvey Motulsky） 

東京： MEDSI,2011 

xxviii,498;A5変,978-4-89592-670-6 [研修医用図書] 

 

参考図書－辞典．便覧［Ｍ０３］ 

 

M033/ /CD-'10[21130] 

医学用語変換辞書 2010：日本語入力システム専用ソフト 

東京：アトムス,2010 

28;B5,978-4-904307-16-8 [総務課] 

 

研究・指導法［Ｍ０７］ 

 

M07/M5/[20965] 

医薬翻訳者のための英語 ：まずはこれから! : 医学・薬

学分野の翻訳者必携 / 著：森口理恵 

東京：イカロス出版,2011 

263;A5,978-4-86320-477-5 [薬剤部] 

 

東洋医学．漢方医学［Ｍ０９］ 

 

M09/M2/DVD[21205] 

はじめての漢方診療十五話/ 著：三潴忠道 

東京：医学書院,2010 

x, 286;A5,978-4-260-10675-7 [研修医用図書] 

 

基礎医学－解剖学［Ｍ１1］ 

 

M117/B3/(3)[20945] 

Neuroanatomy through Clinical Cases (3rd) / Hal 

Blumenfeld 

Sunderland Mass:Sinauer Associates Inc,2010 

xxiii,1006;A4,978-0-87893-613-7 [神経内科] 

 

M119.2/M1/[21001] 

ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス / 監

訳：前田健康 / [著]：Neil S. Norton 

東京：医歯薬出版,2012, 

xvi, 622;B5,978-4-263-45653-8 [歯科口腔外科] 

 

生理学［Ｍ１３］ 

 

M134.3/K5/[21233] 

ビジュアルでわかる早期経口摂取実践ガイド: 急性期か

ら「食べたい」をつなぐ地域ネットワーク / 監修：小山

珠美 

名古屋：日総研出版,2012 

264;A4,978-4-7760-1608-3 [図書室] 

 

M134.3/Ｎ2/1[20995] 

第 1 分野摂食・嚥下リハビリテーションの全体像：日本

摂食・嚥下リハビリテーション学会 eラーニング対応 1 

/ 編集：日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 

東京：医歯薬出版,2010, 

xiv, 101;B5,978-4-263-44862-5 [歯科口腔外科] 

 

M134.3/Ｎ2/2[20996] 

第 2 分野摂食・嚥下リハビリテーションの前提：日本摂

食・嚥下リハビリテーション学会 eラーニング対応 2 /

編集：日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 

東京：医歯薬出版,2011 

xiv, 77;B5,978-4-263-44864-9 [歯科口腔外科] 

 

M134.3/Ｎ2/3[20997] 

第 3 分野摂食・嚥下障害の評価：日本摂食・嚥下リハビ

リテーション学会 e ラーニング対応 3 / 編集：日本摂

食・嚥下リハビリテーション学会 

東京：医歯薬出版,2011 

xiv, 105;B5,978-4-263-44863-2 [歯科口腔外科] 

 

M134.3/Ｎ2/4-1[20998] 

第 4 分野摂食・嚥下リハビリテーションの介入：日本摂

食・嚥下リハビリテーション学会 e ラーニング対応  

4-1：口腔ケア・間接訓練 1 / 編集：日本摂食・嚥下リ

ハビリテーション学会 

東京：医歯薬出版,2011 

xiv, 129;B5,978-4-263-44866-3 [歯科口腔外科] 

 

M134.3/Ｎ2/4-2/[20999] 

第 4 分野摂食・嚥下リハビリテーションの介入：日本摂

食・嚥下リハビリテーション学会 e ラーニング対応 

4-2 ： 直接訓練・食事介助・外科治療 1 / 編集：日本

摂食・嚥下リハビリテーション学会 

東京：医歯薬出版,2011 

xiv,104;B5,978-4-263-44867-0 [歯科口腔外科] 

 

M135/M5/[20901] 

卵子学 / 総編集：森 崇英 ほか 

京都:京都大学学術出版会,2011 

xiv,1195;B5,978-4-87698-924-9 [産婦人科] 



M136.7/S2/(2)[20927] 

カラー版筋骨格系のキネシオロジー（原著第 2 版）/ 監

訳：嶋田智明、有馬慶美 / [原著]：Donald A. Neumann 

東京：医歯薬出版：エルゼビア・ジャパン,2012 

xxv,780;A4,978-4-263-21395-7 [リハビリテーション科] 

 

薬理学［Ｍ１５］ 

 

M15/K5/[20969] 

薬物動態を推理する 55Question：一歩踏みこんだ疑義照

会と服薬指導のために / 監修：小西廣己 / 著：菅野 彊 

東京：南江堂,2011 

xvii, 184;B5,978-4-524-26364-6 [薬剤部] 

 

M15/K5/[20970] 

薬剤師がはじめるフィジカルアセスメント：副作用症状

を見抜くためのポイント / 監修: 河野茂 

東京：南江堂,2012 

xi,191;B5,978-4-524-26956-3 [薬剤部] 

 

M15/S1/3[20958] 

薬と食の相互作用 3： 薬と食事の相性 / 著：澤田康文 

大阪：医薬ジャーナル社,2012 

354;B5,978-4-7532-2533-0 [薬剤部] 

 

病理学［Ｍ１６］ 

 

M16/S3/(4)[20979] 

Histology for Pathologists（4thed）/ Editor：Mills, 

Stacey E 

Philadelphia：Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams &Wilkins,2012 

xxi,1331;A4,978-1-4511-1303-7 [病理診断科部] 

 

M16/S1/1[21141] 

人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ 

1：呼吸器疾患、循環器疾患 / 編集：佐藤千史、井上智子  

東京：医学書院,2010 

xi,172;A4,978-4-260-00976-8 [医事第一課] 

 

M16/S1/2[21142] 

人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ 

2：消化器疾患 / 編集：佐藤千史、井上智子 

東京：医学書院,2010 

xi,129;A4,978-4-260-00977-5 [医事第一課] 

 

M16/S1/3[21143] 

人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ 

3：代謝疾患,内分泌疾患,血液・造血器疾患,腎・泌尿器

疾患 / 編集：佐藤千史、井上智子 

東京：医学書院,2011 

xi,204;A4,978-4-260-00978-2 [医事第一課] 

 

M16/S1/4[21144] 

人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ 

4：膠原病・自己免疫疾患,感染症、神経・筋疾患,精神疾

患 / 編集：佐藤千史、井上智子 

東京：医学書院,2010 

xii,210;A4,978-4-260-00979-9 9[医事第一課] 

 

M16/S1/5[21145] 

人体の構造と機能からみた病態生理ビジュアルマップ 

5：運動器疾患,皮膚疾患,女性生殖器疾患,眼疾患,耳鼻咽

喉疾患 / 編集：佐藤千史、井上智子 

東京：医学書院,2010 

xii,263;A4,978-4-260-00980-5 [医事第一課] 

 

細菌学［Ｍ１7］ 

 

M17/M1/(4)[20900] 

病原菌の今日的意味（改訂 4版）/ 編：松本慶蔵 

大阪：医薬ジャーナル社,2011 

799;B5,978-4-7532-2520-0 [検査部] 

 

M17/V1/1-(10)[20940] 

Manual of clinical microbiology 1（10th）/ Editor in 

chief：James Versalovic  

Washington, D.C.:ASM Press,2011 

xxviii,1-1261,clvii;A4,978-1-55581-678-0 [感染症科] 

 

M17/V1/2-(10)[20941] 

Manual of clinical microbiology 2（10th）/ Editor in 

chief：James Versalovic  

Washington, D.C.:ASM Press,2011 

xxviii,1265-2314,clvii;A4,978-1-55581-678-0 [感染症科] 

 

寄生虫学［Ｍ１９］ 

 

M19/S1/[2089] 

ヒトと動物の寄生虫鑑別アトラス：オールカラー 最新

版 (臨床検査シリーズ)/ 著：佐伯英治、升 秀夫 ほか 

東京：インターズー,2010 

162;A4,978-4-89995-550-4 [検査部] 

 

M19/Y5/(8)[2089] 

図説人体寄生虫学（改訂 8版）/ 著：吉田幸雄、有薗直樹 

東京：南山堂,2011 

5, 314;B5,978-4-525-17028-8 [検査部] 

 

臨床医学．診断・治療［Ｍ２～Ｍ２９９］ 
 

診断学一般［Ｍ２］ 

 

M2/K1/'12-'13[21212] 

診療ガイドライン UP‐TO‐DATE：2012‐2013 / 監修：門

脇 孝、小室一成、宮地良樹 

大阪：メディカルレビュー社,2012 

xvii,765;B6,978-4-7792-0894-2 [図書室] 



M2/N1/22[21206] 

今日の診療ベーシック Vol.22DVD-ROM / 監修：永田 啓 

東京：医学書院,2012 

56;A4,978-4-260-01612-4 [図書室] 

 

M208/I2/1-(4)[21132] 

病気がみえる 1：消化器（第 4版）/ 編：医療情報科学研

究所 

東京：Medic Media,2012 

xiii,318;B5,978-4-89632-324-5[医事第一課] 

 

Ｍ208/I2/2-(3)[21133] 

病気がみえる 2：循環器（第 3版）/ 編：医療情報科学研

究所 

東京：Medic Media,2010 

xiv,317;B5,978-4-89632-343-6 [医事第一課] 

 

M208/I2/3-(3)[21216・21134] 

病気がみえる 3：糖尿病・代謝・内分泌（第 3版）/ 編：

医療情報科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xiv,295;B5,978-4-89632-415-0 [図書室・医事第一課] 

 

M208/I2/4[21135] 

病気がみえる 4：呼吸器 / 編：医療情報科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xiii,294;B5,978-4-89632-211-8 [医事第一課] 

 

M208/I2/5[21136] 

病気がみえる 5：血液 / 編：医療情報科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xiii,204;B5,978-4-89632-253-8 [医事第一課] 

 

M208/I2/6[21137] 

病気がみえる 6：免疫・膠原病・感染症 / 編：医療情報

科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xiv,303;B5,978-4-89632-309-2 9[医事第一課] 

 

M208/I2/7[21138] 

病気がみえる 7：脳・神 / 編：医療情報科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xvi,501;B5,978-4-89632-358-0 [医事第一課] 

 

M208/I2/8[21139・21215] 

病気がみえる 8：腎・泌尿器 / 編：医療情報科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xiv,352;B5,978-4-89632-414-3 [医事第一課・図書室] 

 

M208/I2/9-(2)[21140] 

病気がみえる 9：婦人科・乳腺外科（第 2版）/ 編：医療

情報科学研究所 

東京：Medic Media,2012 

xii, 234;B5,978-4-89632-261-3 [医事第一課] 

 

臨床検査診断学［Ｍ２１～Ｍ２１１］ 

 

M21/M1/[21198] 

帰してはいけない外来患者 / 編集：前野哲博、松村真司 

東京：医学書院,2012 

x,215;A5,978-4-260-01494-6 [研修医用図書] 

 

M21/M2/[21183] 

バイタルサインからの臨床診断：病態を見抜き、診断で

きる!：豊富な症例演習で実践力が身につく / 監修: 宮

城征四郎 / 著：入江聰五郎 

東京：羊土社,2011 

164;B5,978-4-7581-1702-9 [研修医用図書] 

 

M21/M2/[21199] 

一発診断 100：プライマリ・ケアの現場で役立つ：一目で

見ぬく診断の手がかり / 著：宮田靖志、中川紘明 

東京：文光堂,2012 

viii, 130;B5,978-4-8306-1014-1 [研修医用図書] 

 

M21/M3/[21182] 

ティアニー先生のベスト・パール / 訳：松村正巳 / 

[著]：ローレンス・ティアニー(Lawrence M. Jr.Tierney) 

東京：医学書院,2011 

xi,130;A5,978-4-260-01465-6 [研修医用図書] 

 

M21/T5/4[21197] 

ジェネラリスト診療が上手になる本（「ジェネラリスト・

マスターズ」シリーズ ; 4）/ 編集：徳田安春 

東京：カイ書林,2011 

vi, 434;A5,978-4-904865-03-3 [研修医用図書] 

 

M211/M2/[21157] 

身体所見からの臨床診断：疾患を絞り込む・見抜く! / 編

集：宮城征四郎、徳田安春 

東京：羊土社,2011 

243;B5,978-4-7581-0679-5 [研修医用図書] 

 

臨床検査診断学－心電図［Ｍ２１２．3］ 

 

M212.3/I2/1[21202,] 

判読 ER心電図：実際の症例で鍛える 1: 基本編 / 監訳：

岩瀬三紀 / [著]：Amal Mattu etal 

東京：西村書店,2010 

xi,151;B5,978-4-89013-404-5 [研修医用図書] 

 

M212.3/I2/2[21203] 

判読 ER 心電図：実際の症例で鍛える 2: 応用編 / 監

訳：岩瀬三紀、ほか / [著]：Amal Mattu  etal 

東京：西村書店,2011 

xi,187;B5,978-4-89013-405-2 [研修医用図書] 

 

 



 

臨床検査診断学－胸部［Ｍ２１3］ 

 

M213/A1/[20920] 

気管支鏡ベストテクニック/編著：浅野文祐、宮澤輝臣 

東京：中外医学社,2012 

xiii, 247;B5,978-4-498-03202-6 [呼吸器内科] 

 

M213/K1/CD-(2)[21217] 

CDによる聴診トレーニング：呼吸音編（改訂第 2版） 

 / 監修: 川城丈夫 

東京：南江堂,2011 

xvi, 118;B5,978-4-524-26316-5 [図書室] 

 

臨床検査診断学－脳脊髄液．脳波．筋電図［Ｍ２１６］ 

 

M216/K2/(2)DVD[20938] 

神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のために（第 2 版）DVD

付/ 著：木村淳、幸原伸夫 

東京：医学書院,2010 

xxii, 415;B5,978-4-260-00895-2 [神経内科] 

 

組織学的検査法．病理組織検査法［Ｍ２１９］ 

 

M219/N2/[20978] 

スタンダードフローサイトメトリー / 編：日本サイトメ

トリー技術者認定協議会 

東京：医歯薬出版,2009 

141;B5,978-4-263-22168-6 [病理診断科部] 

 

M219/O5/(5)[20980] 

Orell and Sterrett's Fine Needle Aspiration Cytology

（5th ed） Expert Consult / Editor：Svante R Orell , 

Gregory F. Sterrett 

Edinburgh：Churchill Livingstone,2012 

x, 482;A4,978-0-7020-3151-9 [病理診断科部] 

 

輸血．輸液［Ｍ２2６］ 

 

M226/M1/[21160] 

周術期輸液の考えかた：何を・どれだけ・どの速さ / 著：

丸山一男 

東京：南江堂,2011 

viii,191;A5,978-4-524-23631-2 [研修医用図書] 

 

人工呼吸法［Ｍ２28］ 

 

M228/A1/[21006] 

呼吸サポートチームのための呼吸管理セーフティー

Book：この 1冊で RSTの安全力アップ! (呼吸器ケア；2009

年冬季増刊[通巻 91号]）/ 監修：鮎川勝彦 

吹田：メディカ出版,2009 

330;B5,978-4-8404-2784-5 [歯科口腔外科] 

 

M228/S1/[21218] 

人工呼吸管理に強くなる：人工呼吸の基礎から病態に応

じた設定, トラブル対応まで誰も教えてくれなかった人

工呼吸管理の ABC / 編集：讃井將満、大庭祐二 

東京：羊土社,2012 

308;B5,978-4-7581-0697-9 [図書室] 

 

M228/T1/(2)[21175] 

呼吸管理に活かす呼吸生理：呼吸のメカニズムと,人工呼

吸器のモード選択・設定から離脱まで（改訂版）/ 著：

瀧 健治 

東京：羊土社,2012 

227;B5,978-4-7581-1717-3 [研修医用図書] 

 

M228/U3/11[21271] 

人工呼吸器換気モード超入門 : 早わかり : たとえとイ

ラストでかんたんマスター (Smart nurse Books ; 11) 

 / 編著：磨田 裕 

吹田：メディカ出版,2012 

141;B5,978-4-8404-4030-1 [図書室] 

 

M228/A1/DVD[20932] 

DVDで学べる呼吸管理：Respiration support team RST(呼

吸サポートチーム)が解説! / 著：麻生飯塚病院呼吸管理

委員会 

吹田：メディカ出版,2008 

53:B5,978-4-8404-2505-6 [リハビリテーション科] 

 

救急処置［Ｍ２２９］ 

 

M229/F3/[21193] 

FCC プロバイダーマニュアル / 監修: FCCS 運営委員会, 

JSEPTIC / 監訳：安宅一晃 ほか 

東京： MEDSI,2011 

記載なし:A4,978-4-89592-582-2 [研修医用図書」 

 

M229/K5/[21156] 

ERで役立つ救急症候学：病態のメカニズムと初期治療 

 / 著：河野寛幸 

東京：シービーアール,2012 

ix,262;B5,978-4-902470-79-6 [研修医用図書] 

 

M229/N2/[20956] 

薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキスト / 監

修：日本病院薬剤師会、日本臨床救急医学会 

東京：へるす出版,2011 

xii, 362;A4,978-4-89269-730-2 [薬剤部] 

 

M229/T1/(2)[21163] 

問題解決型救急初期診療（第 2版）/ 著：田中和豊 

東京：医学書院,2012 

xxiii,583;B6,978-4-260-01391-8 [研修医用図書] 

 

 



M229/T4/(5)[21162] 

研修医当直御法度：ピットフォールとエッセンシャルズ

（第 5版）/ 著：寺沢秀一、島田耕文, 林 寛之 

東京：三輪書店,2012 

xxi,302;B5,978-4-89590-398-1 [研修医用図書] 

 

M229/H1/2[21181] 

あなたも名医!もう困らない救急・当直 : キュウキュウ

ニガテ医師からウデキキ医師へ変身!ver.2 (jmed mook ; 

19) / 編集：林 寛之 

東京：日本医事新報社,2012 

248;B5,978-4-7849-6419-2 [研修医用図書] 

 

M229/H1/6[21161] 

救急で必ず出合う疾患編 Part 3（ステップビヨンドレジ

デント ＝Step Beyond Resident； 6）/ 著：林 寛之 

東京：羊土社,2011 

221;B5,978-4-7581-0698-6 [研修医用図書] 

 

化学療法．薬物療法［Ｍ２３］ 

 

M23/O5/[21184・20967] 

ICU/CCUの薬の考え方、使い方 / 著：大野博司 

東京：中外医学社,2011 

vii, 432;A5,978-4-498-06662-5 [研修医用図書・薬剤部] 

 

M231/I2/(3)[21174] 

抗菌薬の考え方、使い方（Ver. 3）/ 著：岩田健太郎、

宮入 烈 

東京：中外医学社,2012 

x,571;A5,978-4-498-01786-3 [研修医用図書] 

 

放射線医学［Ｍ２４～Ｍ２４９］ 

 

M243/E4/[21154] 

画像診断を学ぼう：単純 X線写真と CTの基本 / 監訳: 江

原茂/ 訳：菅原俊祐/[著]：ウィリアム ヘリング 

東京：MEDSI,2011, 

ix,308;A4,978-4-89592-577-8 [研修医用図書] 

 

M243/I2/[21179] 

すぐ役立つ救急の CT・MRI (画像診断別冊 ; . Key book

シリーズ) / 編著：井田正博、高木 亮、藤田安彦 

東京：学研メディカル秀潤社,2012 

295;B5,978-4-7809-0840-4 [研修医用図書] 

 

M243/M2/[21155] 

所見から考える画像鑑別診断ガイド / 訳：南 学 / 

[編]：Stephen G. Davies 

東京： MEDSI,2012 

記載なし；A5,978-4-89592-708-6 [研修医用図書] 

 

M243/O5/[21178] 

画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン：病態を

見抜き、サインに気づく読影のコツ / 編：扇和之 

東京：羊土社,2012 

179;A5,978-4-7581-1174-4 [研修医用図書] 

 

M243.3/K5/1[21194] 

胸部 X線診断に自信がつく本（「ジェネラリスト・マスタ

ーズ」シリーズ ; 1）/ 著：郡義 明 

東京：カイ書林,2011 

vi, 201;A5,978-4-904865-00-2 [研修医用図書] 

 

M243.38/C2/[20919] 

肺 HRCT / 監修：蝶名林直彦 / [著]：W. Richard Webb, 

Nestor L. Muller, David P. Naidich 

東京：丸善,2010 

xii, 663;B5,978-4-621-08246-1[呼吸器内科] 

 

M243.4/K3/[21170] 

腹部画像診断を解く：着眼点別/病態別に理解がぐっと深

まる読影メソッド / 著：楠井 隆 

東京：文光堂,2011 

v,389;B5,978-4-8306-3739-1[研修医用図書] 

 

M243.6/M1/[20987] 

Musculoskeletal(EXPERTddx TM) / Editor：B.J. Manaster 

Salt Lake City:UTAmirsys,2009 

xxi,395,205,191,lvii;A4,978-1-9318-8403-7[放射線科] 

 

M243.6/R5/(2)[20990] 

Diagnostic Imaging , Spine（2nded）/ Editor：Jeffrey 

S. Ross etal 

Salt Lake City, Utah：Amirsys,2010 

記載なし;A4,978-1-931884-87-7 [放射線科] 

 

M243.7/O5/(2)[20988] 

Diagnostic Imaging , Brain（2nded）/ Editor：Anne G. 

Osborn 

Salt Lake City, Utah：Amirsys,2010 

xvi,131,75,27,161,39,185,51,111,83,121,31,45,37,10

;A4,978-1-931884-72-3 [放射線科] 

 

看護学［Ｍ２９～Ｍ２９９］ 
 

M29/M2/[21016] 

現代に読み解くナイチンゲール・看護覚え書き：すべて

のケア提供者のために / 監修: 南裕子/ [編著]：

International Council of Nurses（国際看護師協会） 

東京：日本看護協会出版会,2011 

xiv, 175;A5変,978-4-8180-1622-4[看護部] 

 

M29/T1/[21023] 

新人ナースの心構え / 編集：高橋恵子 

東京：日本看護協会出版会,2010 

ix, 149;B6,978-4-8180-1541-8 [看護部] 

 



M29/M2/(2)[21019] 

ケアの根拠：看護の疑問に答える 180 のエビデンス（2

版）/ 監修：道又元裕 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xv, 209;A4,978-4-8180-1628-6 [看護部] 

 

看護理論．哲学［Ｍ２９０．１］ 

 

M290.1/H1/[21048] 

トラベルビー人間対人間の看護 / 訳：長谷川 浩、藤枝

知子 / [著]：Joyce. Travelbee  

東京：医学書院,2010 

344;A5,978-4-260-34487-6 [看護部] 

 

M290.1/H2/[21093] 

ロジャーズ看護論 / 訳：樋口康子、中西睦子 

/ [著]:Martha E.Rogers 

東京：医学書院,2008 

174;A5,978-4-260-34541-5[看護部] 

 

M290.1/I2/[21097] 

ベナー看護論：初心者から達人へ（新訳版）/ 監訳：井

部俊子 / [著]：パトリシア ベナー（Patricia E.Benner） 

東京：医学書院,2005 

25, 269;A5,978-4-260-00109-0 [看護部] 

 

M290.1/I2/[21049] 

ペプロウ人間関係の看護論 / 訳：稲田八重子 ほか / 原

著：ヒルデガード.E.ペプロー（Hildegard E. Peplau） 

東京：医学書院,2010 

17, 338, 10;A5,978-4-260-34478-4 [看護部] 

 

M290.1/I2/[21092] 

ワトソン看護論：人間科学とヒューマンケア / 訳：稲岡

文昭、稲岡光子 / [著]：ジーン ワトソン（Jean Watson） 

東京：医学書院,1992 

xiv, 155;A5,978-4-260-34075-5 [看護部] 

 

M290.1/I2/[21095] 

レイニンガー看護論：文化ケアの多様性と普遍性  

/ 監訳：稲岡文昭 / [著]：マデリン M. レイニンガー 

東京：医学書院,2009 

17,267;A5,978-4-260-34194-3 [看護部] 

 

M290.1/I2/[21096] 

ペプロウ看護論：看護実践における対人関係理論 / 訳：

池田明子ほか / [著]：ヒルデガード E.ペプロウ 

東京：医学書院,2010 

xvi, 325;A5,978-4-260-34227-8 [看護部] 

 

M290.1/J2/[20869] 

看護理論への招待 / 編著：城ケ端初子 

京都:久美,2010 

vii, 99;B5,978-4-86189-138-0 9[寄贈] 

M290.1/N5/[21258] 

看護実践に活かす中範囲理論 / 編著：野川道子 

東京：メヂカルフレンド社,2010 

viii, 382;B5,978-4-8392-1397-8 [図書室] 

 

M290.1/O5/[21094] 

ロイ適応看護理論の理解と実践 / 編集：小田正枝 

東京：医学書院,2011 

viii, 276;B5,978-4-260-00848-8 [看護部] 

 

M290.1/S3/[21100] 

キング看護理論 / 訳：杉森みど里 /[著]：Imogene M.King 

東京：医学書院,2010 

226;A5,978-4-260-34599-6 [看護部] 

 

M290.1/T1/[21098] 

パースィ看護理論：人間生成の現象学的探求 / 監訳：高

橋照子 / [著]：ローズマリー・リゾ・パースィ 

東京：医学書院 

19,164;A5,978-4-260-33347-4 [看護部] 

 

M290.1/Y3/[21052] 

看護の基本となるもの 新装版 / 訳：湯槙ます、小玉香

津子 / [著]：ヴァージニア ヘンダーソン 

東京：日本看護協会出版会,2012 

90;A5,978-4-8180-1226-4 [看護部] 

 

M290.1/K5/(2)[21047] 

看護における危機理論・危機介入 : フィンク/コーン/ア

グィレラ/ムースの危機モデルから学ぶ（改訂 2版）/ 著：

小島操子 

東京：金芳堂,2010 

x, 164;A5,978-4-7653-1334-6 [看護部] 

 

M290.1/M1/(2)[21099] 

ザ・ロイ適応看護モデル（2版）/ 監訳：松木光子 / [著]：

シスター・カリスタ・ロイ（Callista Roy） 

東京：医学書院,2010 

xx, 676;B5,978-4-260-00973-7[看護部] 

 

M290.1/U3/(3)[21105] 

科学的看護論（第 3版）/ 著：薄井坦子 

東京：日本看護協会出版会,1997 

xv, 237;A5,978-4-8180-0560-0 [看護部] 

 

M290.1/O5/(4)[21051] 

オレム看護論：看護実践における基本概念 (4版) 

/ 訳：小野寺杜紀 / [著]：ドロセア E. オレム 

東京：医学書院,2011 

xvi, 493;B5,978-4-260-00060-4 [看護部] 

 

M290.1/U3/(7)[21101] 

看護覚え書：看護であること・看護でないこと（改訳第 7

版）/ 訳：薄井担子、小玉香津子 ほか / [著]：フロレ



ンス・ナイチンゲール（FlorenceNightingale） 

東京：現代社,2012 

299;A5,978-4-87474-142-9 [看護部] 

 

M290.1/U3/16[21103] 

ナイチンゲール言葉集：看護への遺産(現代社白鳳選書 ; 

16) / 編集：薄井坦子 

東京：現代社,2011 

150;B6,978-4-87474-086-6 [看護部] 

 

M290.1/Y3/7[21102] 

新訳・ナイチンゲール書簡集：看護婦と見習生への書簡

(現代社白鳳選書;7) / 訳：湯槇ます、小玉香津子 ほか 

東京：現代社,2012 

187;B6,978-4-87474-058-3[看護部] 

 

看護心理学［Ｍ２９０．１４］ 

 

M290.14/K5/[21221] 

危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入 : 事

例集 : フィンク/コーン/アグィレラ/ムース/家族の危

機モデルより / 編集：小島操子、佐藤禮子 

京都:金芳堂,2011 

viii, 286;B5,978-4-7653-1502-9 [図書室] 

 

M290.14/T4/[21244] 

対象喪失の看護 : 実践の科学と心の癒し / 編集：寺﨑

明美 

東京：中央法規,2012 

iv,222;B5,978-4-8058-3291-2 [図書室] 

 

看護倫理［Ｍ２９０．１５］ 

 

M290.15/A1/[21108] 

ケアの向こう側：看護職が直面する道徳的・倫理的矛盾 /

訳：浅野祐子 / [著]：ダニエル・F.チャンブリス 

東京：日本看護協会出版会,2010 

vii, 274;A5変,978-4-8180-0896-0 [看護部] 

 

 

M290.15/F3/[21223] 

カンファレンスで根付かせる看護倫理：現場導入の仕方 

/ 編著：渕本雅昭、神田直樹 

名古屋：日総研,2012 

198;B5,978-4-7760-1590-1 [図書室] 

 

M290.15/K5/[21107] 

看護倫理を教える・学ぶ：倫理教育の視点と方法 / 監

訳：小西恵美子 / [著]：Anne J. Davis, Verena Tschudin, 

Louise de Raeve 

東京：日本看護協会出版会,2009 

xix, 272;B5,978-4-8180-1373-5 [看護部] 

 

 

M290.15/S3/[21106] 

看護倫理の事例検討：ケアを深める / 監修：杉谷藤子、

川合政恵 / 著：医療人権を考える会 

東京：日本看護協会出版会,2011 

vii, 179;B5,978-4-8180-1620-0 [看護部] 

 

M 290.15/K1/(3)[21231] 

看護実践の倫理 : 倫理的意思決定のためのガイド（3版）

/ 訳： 片田範子, 山本あい子 / [著]：サラ T.フライ,

メガン-ジェーン・ジョンストン 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xx,277;A5,978-4-8180-1512-8 [図書室] 

 

看護－論集．評論．随筆．雑記［Ｍ２９０．４］ 

 

M290.4/H2/[21020] 

看護の時代：看護が変わる医療が変わる / 著：日野原重

明、川島みどり、石飛幸三 

東京：日本看護協会出版会,2012 

235;A5,978-4-8180-1606-4 9 [看護部] 

  

M290.49/K1/(2)[21104] 

キラリ看護（新訂）/ 著：川島みどり 

東京：医学書院,2008 

216;B6,978-4-260-00618-7 [看護部] 

 

看護－年鑑［Ｍ２９０．５９］ 

 

M290.59/N2/'11[21028] 

看護関係統計資料集(平成 23 年) / 編集：日本看護協会

出版会 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xvi,198;A4,978-4-8180-1629-3 [看護部] 

 

看護－研究法．指導法．看護教育［Ｍ２９０．７］ 

 

M290.7/K1/[21021] 

加納流育成術： 教えすぎない“共育”：仕事のやり方が

変わる! / 著：加納佳代子 

名古屋：日総研出版,2011 

229;A5,978-4-7760-1572-7 [看護部] 

 

M290.7/Y1/[21259] 

Start Up質的看護研究 : qualitative nursing resarch /

著：谷津裕子 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

x, 202;B5,978-4-7809-1017-9 [図書室] 

 

M290.7/A1/（3）[21225] 

看護研究サポートブック : ワークシートで研究計画書

がラクラク完成!（改訂 3版）/ 著：足立はるゑ 

吹田：ディカ出版,2012 

167;4,978-4-8404-4055-4 [図書室] 

 



基礎看護技術.検査［Ｍ２９１．１］ 

 

M291.1/Ｏ5/[21035] 

創を立体的にとらえチームでなおす褥瘡ケア：あなたが

行う体位変換は褥瘡を悪化させていないか/著：大浦武彦 

東京：中山書店,2011 

vi, 195;B5,978-4-521-73390-6 [看護部] 

 

M291.1/O5/[21036] 

シミュレータを活用した看護技術指導 / 監修：大滝純司、

阿部幸恵 

東京：日本看護協会出版会,2008 

v, 136;B5,978-4-8180-1365-0 [看護部] 

 

M291.1/T1/[21275] 

らくらく&シンプルポジショニング / 著：田中マキ子 

東京：中山書店,2010 

xii,135;B5変,978-4-521-73267-1 [図書室] 

 

M291.1/Y1/[21254] 

写真でわかる経鼻栄養チューブの挿入と管理 :「医療安

全全国共同行動」の推奨対策を実践するために（写真で

わかるシリーズ）/ 監修: 山元恵子 

東京：インターメディカ,2011 

87;B5,978-4-89996-277-9 [図書室] 

 

M291.1/S1/(2)[21281] 

ビジュアル臨床看護技術 : 決定版 : オールカラー（第 2

版）/ 監修: 坂本すが、山元友子、井手尾千代美 

東京：照林社,2012 

vi, 383;B5変,978-4-7965-2249-6 [図書室] 

 

M291.1/K5/1[21248] 

生活行動を支える援助（根拠と写真で学ぶ看護技術 ; 1）

/ 編著：小林小百合 

東京：中央法規,2011 

xiii,271,図版 4;B5,978-4-8058-3355-1 [図書室] 

 

M291.1/I2/12[21272] 

早わかり見える!わかる!バイタルサイン : バイタルサ

インのしくみと「キメドキ」がわかる!(Smart nurse 

Books ; 12) / 編著：石橋克彦 

吹田：メディカ出版,2012 

127;B5,978-4-8404-4061-5 [図書室] 

 

M291.1/A1/2[21249] 

観察・処置を支える援助（根拠と写真で学ぶ看護技術 ; 2） 

/ 編著：安藤郁子 

東京：中央法規,2011, 

xiii,260, 図版 4;B5,978-4-8058-3356-8 [図書室] 

 

M291.1/A1/3[21250] 

検査・治療を支える援助（根拠と写真で学ぶ看護技術 ; 3）

/ 編著：安藤郁子 

東京：中央法規,2011 

xiii,262,図版 4;B5,978-4-8058-3357-5 [図書室] 

 

M291.1/M1/4[21270] 

やりなおしの検査値・パニック値対応 : 疾患・場面別見

逃してはいけない検査値はコレだ!(Smart nurse Books ; 

06) / 編著：前川芳明 

吹田：メディカ出版,2012 

125;B5,978-4-8404-3701-1 [図書室] 

 

M291.1/Y1/63[21050] 

事故防止とスキルアップのための：注射・輸液手技完全

マスター (Nursing mook ; 63) / 編集：安井はるみ 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

147;A4変,978-4-7809-2008-6 [看護部] 

 

M291.1/F3/66[21039] 

現場で即役立つ!感染対策パーフェクトガイド : 疑問解

決（Nursing mook ; 66）/ 編集：藤田 烈 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

182;A4変,978-4-7809-2011-6 [看護部] 

 

看護診断［Ｍ２９１．３］ 

 

M291.3/S1/[21283] 

異変を訴える患者の急変前アセスメント : 経過観察?コ

ール? / 著：佐藤健太 

名古屋：日総研出版,2012 

143;A5,978-4-7760-1617-5 [寄贈：購読特典] 

 

M291.3/W1/(3)[21222] 

ヘンダーソン・ゴードンの考えに基づく実践看護アセス

メント:同一事例による比較(第 3版)/ 編集：渡邊トシ子 

東京：ヌーヴェルヒロカワ,2012 

viii,201;B5,978-4-86174-043-5 [図書室] 

 

看護過程［Ｍ２９１．4］ 

 

M291.4/I2/[21238] 

緊急度・重症度からみた症状別看護過程+病態関連図 / 

編集：井上智子、佐藤千史 

東京：医学書院,2012 

xx,1097;A5,978-4-260-01136-5 [図書室] 

 

M291.4,I2/(2)/[21239] 

病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図

（2版）/ 編集：井上智子、佐藤千史 

東京：医学書院,2012 

xxiv,1990;A5,978-4-260-01561-5 [図書室] 

 

M291.4/Y1/(3)[21073] 

疾患別看護過程の展開（3版）/ 監：山口端穂子 ほか 

東京：学習研究社,2011 

vi, 1241;A5,978-4-05-152419-7 9 [看護部] 



M291.4/T1/(4)[21072] 

看護過程に沿った対症看護 : 病態生理と看護のポイン

ト(第 4版) / 監修: 高木永子 

東京：学研メディカル秀潤社,2012 

xxii, 831;B5,978-4-7809-1025-4 [看護部] 

 

救命救急・集中看護．ICU・CCU 看護［Ｍ２９１．６］ 

 

M291.6/M2/[21274] 

クリティカルケア看護技術の実践と根拠 / 編：道又元裕 

東京：中山書店,2011 

ix,325;B5,978-4-521-73437-8 [図書室] 

 

M291.6/T5/[20867] 

急変対応 : 正しいケアと根拠 : 何が間違い?それはな

ぜ? / 編著：東北大学病院看護部クリティカルケアチーム 

名古屋：日総研,2012 

142;B6,978-4-7760-1579-6[寄贈：購読特典] 

 

M291.6/Y1/[21220] 

救急・重症患者と家族のための心のケア : 看護師による

精神的援助の理論と実践 / 編著：山勢博彰 

吹田：メディカ出版,2011 

243;B5,978-4-8404-2909-2 [図書室] 

 

M291.6/Y1/[21087] 

救急看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：山勢博彰 

吹田：メディカ出版,2012 

348;B5,978-4-8404-2930-6 [看護部] 

 

M291.6/M2/1[21091] 

重症患者の全身管理 : 生体侵襲から病態と看護ケアが

見える（重症集中ケアシリーズ ; 1）/ 編著：道又元裕 

名古屋：日総研,2011 

239;A4,978-4-7760-1461-4 [看護部] 

 

M291.6/T5/1[21066] 

急性期・周手術期 1（新看護観察のキーポイントシリー

ズ）/ 編集：富田幾枝 

東京：中央法規,2011 

vi,352,図版 4;B5,978-4-8058-3401-5 [看護部] 

 

M291.6/S2/14[21119] 

病棟で絶対に見落としてはいけない危険な症状 17 : 「何

か変?」に気づけるフローチャートと見極めポイント

(Smart nurse Books ; 14) / 編著：芝田里花 

大阪：メディカ出版,2012 

125;B5,978-4-8404-4087-5 [寄贈] 

 

M291.6/M2/2[21090] 

重症患者の呼吸器ケア: エキスパートの目線と経験知

（重症集中ケアシリーズ ; 2）/ 編著：道又元裕 

名古屋：日総研,2011 

270;A4,978-4-7760-1571-0 [看護部] 

 

M291.6/T5/2[21067] 

急性期・周手術期 2（新看護観察のキーポイントシリー

ズ）/ 編集：富田幾枝 

東京： 中央法規;2011 

vii,384,図版 4;B5,978-4-8058-3402-2 [看護部] 

 

M291.6/H2/67[21037] 

人工呼吸ケア実践ガイド: 見てわかる!（Nursing mook ; 

67）/ 編集：廣瀬 稔  

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

122;A4変,978-4-7809-2012-3 [看護部] 

 

手術看護［Ｍ２９１．６３］ 

 

M291.63/K3/[21273] 

手術室看護 : 術前術後をつなげる術中看護(ナーシン

グ・プロフェッション・シリーズ) / 編著：草柳かほる、

久保田由美子、峯川美弥子 

東京：医歯薬出版,2012 

viii,282;B5,978-4-263-23786-1[図書室] 

 

M291.63/K3/[21245] 

疾患別外科看護 : 基礎知識・関連図と実践事例（シリー

ズナーシング・ロードマップ）/ 監修: 桑野タイ子 

東京：中央法規,2011 

vi,333;B5,978-4-8058-3525-8 [図書室] 

 

M291.63/O5/[21267] 

やさしくわかる手術看護 : ナースのための : オールカ

ラー / 監修：小野寺久 

東京：ナツメ社,2012 

207;B5変,978-4-8163-5156-3 [図書室] 

 

M291.63/O5/[21208] 

早引き術前・術後ケア基礎事典 / 監修：小野寺久 

東京：ナツメ社,2010 

279;B6,978-4-8163-4835-8 [図書室] 

 

M291.63/N1/(3)[21075] 

手術室看護の知識と実際(臨床ナースのための Basic & 

Standard) 3版 / 編著：中田精三 

吹田：メディカ出版,2009 

284;B5,978-4-8404-2922-1 [看護部] 

 

麻酔看護［Ｍ２９１．６５］ 

 

M291.65/Y3/[21268] 

そうだったのか!麻酔看護とバイタルサイン : 超図解講

座 / 著：弓削孟文 

吹田：メディカ出版,2011 

252;B5,978-4-8404-3354-9 [図書室] 

 



M291.65/T1/(2)[21266] 

New麻酔看護の基本 Q&A55（2版）/ 編：多田羅恒雄 ほか 

吹田：メディカ出版,2012 

163;B5,978-4-8404-4059-2 [図書室] 

 

臨死期看護．ターミナルケア．ホスピスケア［Ｍ２９１．８］ 

 

M291.8/T4/[21112] 

看護のなかの死（新装版）/ 著：寺本松野 

東京：日本看護協会出版会,2008 

361;B6,978-4-8180-0872-4 [看護部] 

 

M291.8/T5/[21243] 

急性期病院の終末期ケアと看取り ： 患者・家族の心を

ささえる ： 日々の実践を深める / 編著：東京女子医科

大学病院看護部 

東京：中央法規,2012 

151;B5,978-4-8058-3603-3 [図書室] 

 

外来看護［Ｍ２９１．９］ 

 

M291.9/J2/[21230] 

外来標準看護計画＆看護記録 / 執筆：自治医科大学附属

病院 / 執筆代表者：渡邉芳江、大柴幸子 

名古屋：日総研出版,2012 

135;B5,978-4-7760-1604-5 [図書室] 

 

看護学－対象別看護［Ｍ２９２～Ｍ２９２．9］ 
 

産科看護［Ｍ２９２.３］ 

 

M292.3/Y5[21240] 

周産期看護学アップデート / 編著：吉沢豊予子 

東京：中央法規,2008 

vii, 268;B5,978-4-8058-2996-7 [図書室] 

 

母性看護［Ｍ２９２．４］ 

 

M292.4/M1/1[21055] 

母性 1（新看護観察のキーポイントシリーズ）/ 編集：

前原澄子 

東京：中央法規,2011 

vi,242,図版 4;B5,978-4-8058-3406-0 [看護部] 

 

M292.4/M1/2[21056] 

母性 2（新看護観察のキーポイントシリーズ / 編集：

前原澄子 

東京：中央法規,2011 

vi,388,図版 4;B5,978-4-8058-3407-7 [看護部] 

 

小児看護［Ｍ２９２．５］ 

 

M292.5/H2/[21255] 

ナースのための早引き子どもの看護与薬・検査・処置ハ

ンドブック : 子どもの生活を中心に考えた看護を実践

しよう! / 編集：平田美佳、染谷奈々子 

東京：ナツメ社,2012 

x, 533;A6,978-4-8163-4601-9 [図書室] 

 

M292.5/K3/[21246] 

疾患別小児看護 : 基礎知識・関連図と実践事例（シリー

ズナーシング・ロードマップ）/ 監修: 桑野タイ子 

東京：中央法規,2011 

vii,507;B5,978-4-8058-3451-0 [図書室] 

 

M292.5/K3/[21089] 

NICU 看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：楠田 聡 

吹田：メディカ出版,2010 

258;B5,978-4-8404-2926-9 [看護部] 

 

M292.5/O5/[21261] 

小児のメンタルヘルス(小児看護ベストプラクティス)/

監修: 及川郁子 / 責任編集：草場ヒフミ 

東京：中山書店,2010 

268;B5,978-4-521-73270-1 [図書室] 

 

M292.5/O5/[21262] 

小児看護とアレルギー疾患 : アレルギーマーチととも

に歩む子どもたちへの看護(小児看護ベストプラクティ

ス) / 監修: 及川郁子 / 責任編集：山元恵子 

東京：中山書店,2011 

288;B5,978-4-521-73388-3 [図書室] 

 

M292.5/Y1/[21083] 

小児外科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編：山高篤行、下高原昭廣 

吹田：メディカ出版,2010 

294;B5,978-4-8404-2981-8 [看護部] 

 

M292.5/Y1/（2）[21253] 

写真でわかる小児看護技術 : 小児看護に必要な臨床技

術を中心に（写真でわかるシリーズ）改訂第 2版 / 監修: 

山元恵子 

東京：インターメディカ,2011 

183;B5,978-4-89996-293-9 [図書室] 

 

M292.5/K3/1[21064] 

小児 1（新看護観察のキーポイントシリーズ）/ 編集：

桑野タイ子、本間昭子 

東京：中央法規,2011 

ix,394,図版 4;B5,978-4-8058-3408-4 [看護部] 

 

M292.5/K3/2[21065] 

小児 2（新看護観察のキーポイントシリーズ / 編集：

桑野タイ子、本間昭子 

東京：中央法規,2011 

x,484,図版 4;B5,978-4-8058-3409-1 [看護部] 



成人看護［Ｍ２９２．６］ 

※特定の対象に限らない疾患の看護も含む 

 

M292.6/K3/[21247] 

疾患別成人看護（シリーズナーシング・ロードマップ）/

監修：桑野タイ子/編集：佐藤栄子 

東京：中央法規,2009 

vi,488;B5,978-4-8058-3161-8 [図書室] 

 

M292.6/S2/[21111] 

遺伝看護の実践：事例からのアプローチ / 監修：清水淑

子 / [著]：デール・H・リー ほか 

東京：日本看護協会出版会,2001 

334;A5,978-4-8180-0876-2 [看護部] 

 

M292.6/H1/（2）[21279] 

がん化学療法ケアガイド : 治療開始前からはじめるア

セスメントとセルフケア支援（ベスト・プラクティスコ

レクション) 改訂版 / 編集：濱口恵子、本山清美 

東京：中山書店,2012 

x,309;B5,978-4-521-73453-8 [図書室] 

 

M292.6/O5/1[21059] 

成人内科 1（新看護観察のキーポイントシリーズ /  

編集：小野寺綾子、陣田泰子 

東京：中央法規,2011 

v,347,図版 4;B5,978-4-8058-3410-7 [看護部] 

 

M292.6/O5/2[21060] 

成人内科 2（新看護観察のキーポイントシリーズ）/  

編集：小野寺綾子、陣田泰子 

東京：中央法規,2011 

vi,369,図版 4;B5,978-4-8058-3411-4 [看護部] 

 

M292.6/O5/3[21061] 

成人内科 3（新看護観察のキーポイントシリーズ）/  

編集：小野寺綾子、陣田泰子 

東京：中央法規,2011 

vi,390,図版 4;B5,978-4-8058-3412-1 [看護部] 

 

M292.6/O5/4[21062] 

成人内科 4（新看護観察のキーポイントシリーズ）/  

編集：小野寺綾子、陣田泰子 

東京：中央法規,2011 

v,291,図版 4;B5,978-4-8058-3413-8 [看護部] 

 

M292.6/U3/59[21044] 

足病変ケアマニュアル : 病態の理解からフットケア,リ

ハビリテーションの知識まで（Nursing mook ; 59）/ 

編集：上村哲司 

東京：学研メディカル秀潤社,2010 

119;A4変,978-4-7809-2004-8 [看護部] 

 

M292.6/Y5/65[21040] 

見てわかる静脈栄養・PEGから経口摂取へ（Nursing mook ; 

65）/ 編集：吉田貞夫 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

175;A4変,978-4-7809-2010-9 [看護部] 

 

M292.6/W1/68[21038] 

アセスメントとケアがよくわかる!口腔ケアの疑問解決

Q&A（Nursing mook ; 68）/ 編集：渡邊 裕 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

127;A4変,978-4-7809-2013-0 [看護部] 

 

M292.6/N5/CD[20868] 

症例で理解！初心者のための循環器疾患の看護 50 症例 

CD‐ROM / 制作・執筆者：野間 充 

名古屋：日総研,2012 

CD;B5,978-4-7760-1582-6 [寄贈：購読特典] 

 

M292.6/T3/DVD[20865] 

看護師のための消化器がん化学療法マニュアル（DVD教材

付き）/ 著：辻晃 仁、森田荘二郎 

名古屋：日総研,2012 

213;B5,978-4-7760-1578-9 [寄贈：購読特典] 

 

精神科看護［Ｍ２９２．７］ 

 

M292.7/B3/[21024] 

リエゾンナースと考える「困りごと」にどうかかわるか /

編著：武用百子 

東京：ナースツールズ,2011 

215;B5,978-4-9905056-1-5 [看護部] 

 

M292.7/K1/[21251] 

エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図 / 編著：川野

雅資 

東京：中央法規,2012 

243;B5変,978-4-8058-3089-5 [図書室] 

 

M292.7/O5/[21264] 

進め方と方法がはっきりわかる看護のための認知行動療

法 / 著：岡田佳詠 

東京：医学書院,2011 

242;A5,978-4-260-01482-3 [図書室] 

 

M292.7/Y5/[21080] 

精神科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：吉田佳郎、村井俊哉、平澤久一 

吹田：メディカ出版,2011 

238;B5,978-4-8404-2871-2 [看護部] 

 

M292.7/K1/1[21057] 

精神科 1（新看護観察のキーポイントシリーズ）/ 編

集：川野雅資 

東京：中央法規,2011 

viii,347図版 4;B5,978-4-8058-3414-5 [看護部] 



M292.7/K1/2[21058] 

精神科 2（新看護観察のキーポイントシリーズ / 編

集：川野雅資 

東京：中央法規,2011 

viii,277図版 4;B5,978-4-8058-3415-2 [看護部] 

 

婦人科看護［Ｍ２９２．８］ 

 

M292.8/O5/[21074] 

婦人科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編：大道正英 

吹田：メディカ出版,2012 

317;B5,978-4-8404-2925-2 [看護部] 

 

老人看護［Ｍ２９２．９］ 

 

M292.9/M2[21063] 

高齢者（新看護観察のキーポイントシリーズ）/ 編集：

水戸美津子 

東京：中央法規,2011 

viii, 388, 図版 4;B5,978-4-8058-3405-3 [看護部] 

 

M292.9/Y1/[21237] 

生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 /

編集：山田律子、井出 訓 

東京：医学書院,2011 

xiv, 476;A5,978-4-260-00623-1 [図書室] 

 

M292.9/A1/64[21041] 

高齢者の理解とケア : 加齢・症状のメカニズムと対応

（Nursing mook ; 64）/ 編集：芦川和高 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

158;A4変,978-4-7809-2009-3 [看護部] 

 

看護学－疾患別看護［Ｍ２９３～Ｍ２９７］ 
 

看護－内科学：糖尿病［Ｍ２９３．１２３］ 

 

M293.123/K2/[21079] 

糖尿病看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：貴田岡正史 

吹田：メディカ出版,2011 

237;B5,978-4-8404-3358-7 [看護部] 

 

看護－内科学：循環器疾患［Ｍ２９３．２］ 

 

M293.2/K5/[21070] 

循環器疾患 : 疾患の理解と看護計画（Super select 

nursing）/ 監修: 甲田英一、菊地京子 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

x, 387;B5,978-4-7809-1028-5 [看護部] 

 

M293.23/M5/57[21046] 

虚血性心疾患ケアガイド : 最新治療から心臓リハ、退院

後の指導まで（Nursing mook ; 57）/ 編集：百村伸一 

東京：学研メディカル秀潤社,2010 

143;A4変,978-4-7809-2002-4 [看護部] 

 

看護－内科学：呼吸器疾患［Ｍ２９３．３］ 

 

M293.3/O5/[21085] 

呼吸管理の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：大塚将秀 

吹田：メディカ出版,2009 

288;B5,978-4-8404-2864-4 [看護部] 

 

看護－内科学：消化器疾患［Ｍ２９３．４］ 

 

M293.4/K5/[21071] 

消化器疾患 : 疾患の理解と看護計画（Super select 

nursing）/ 監修: 甲田英一、菊地京子 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

x, 467;B5,978-4-7809-1029-2 [看護部] 

 

M293.4/N2/[21235] 

消化器内視鏡看護：基礎と実践知 / 監修・執筆：日本消

化器内視鏡技師会、内視鏡看護委員会 

名古屋：日総研出版,2012 

142;B5,978-4-7760-1566-6 [図書室] 

 

M293.4/N2/[21269] 

消化器内視鏡看護：基礎と実践知 / 監修・執筆：日本消

化器内視鏡技師会、内視鏡看護委員会 

名古屋：日総研出版,2012 

142;B5,978-4-7760-1566-6 [図書室] 

 

M293.4/U3/[21277] 

消化器内科ケア(エキスパートナース・ハンドブック) / 

編集：宇佐美 眞、白坂大輔 

東京：照林社,2010 

327;A5,978-4-7965-2216-8 [図書室] 

 

M293.4/A1/58[21045] 

消化器がんケアガイド : 病期分類からみる検査・診断・

治療と進行がんの看護（Nursing mook ; 58）/ 編集：青

木和恵, 水主いづみ 

東京：学研メディカル秀潤社,2010 

163;A4変,978-4-7809-2003-1 [看護部] 

 

M293.4/T3/DVD[21234] 

看護師のための消化器がん化学療法マニュアル / 著

者：辻 晃仁、森田荘二郎 

名古屋：日総研出版,2012 

213;B5,978-4-7760-1578-9 [図書室] 

 

看護－内科学：運動器疾患［Ｍ２９３．６］ 

 

M293.6/Y1/[21280] 



運動器障害 : フィジカルアセスメントと看護ケアベス

ト・プラクティスコレクション)/著：箭野育子 

東京：中山書店,2010 

219;B5,978-4-521-73201-5 [図書室] 

 

看護－内科学：神経疾患［Ｍ２９３．７］ 

 

M293.7/K5/[21069] 

脳・神経疾患 : 疾患の理解と看護計画｝（Super select 

nursing）/ 監修: 甲田英一、菊地京子 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

x, 443;B5,978-4-7809-1030-8 [看護部] 

 

M293.73/S3/[21077] 

脳卒中看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：鈴木倫保 

吹田：メディカ出版,2010 

234;B5,978-4-8404-2913-9 [看護部] 

 

看護－外科学：形成外科［Ｍ２９４．２８８］ 

 

M294.288/T1/[21086] 

形成外科・美容外科看護の知識と実際（臨床ナースのた

めの Basic & Standard) / 監修: 多久嶋亮彦 

吹田：メディカ出版,2010 

284;B5,978-4-8404-3312-9 [看護部] 

 

看護－外科学：腫瘍．がん［Ｍ２９４．５］ 

 

M294.5/M2/[21068] 

がん看護・緩和ケア （新看護観察のキーポイントシリー

ズ）/ 監修: 宮崎和子 

東京：中央法規,2010 

xii,469,図版 4;B5,978-4-8058-3400-8 [看護部] 

 

M294.53/T1/62[21042] 

外来がん化学療法 : 基礎知識・レジメン・チーム医療

（Nursing mook ; 62）/ 編集：田中登美 

東京：学研メディカル秀潤社,2010 

vi,201;A4変,978-4-7809-2007-9 [看護部] 

 

看護－外科学：脳神経外科［Ｍ２９４．６２７］ 

 

M294.627/H2/[21236] 

カンファレンス ストーリーで覚える脳外科疾患 / 監

修：平山晃康 

名古屋：日総研出版,2011 

94;A4,978-4-7760-1551-2 [図書室] 

 

M294.627/K5/[21053] 

脳神経外科（新看護観察のキーポイントシリーズ）/ 編

集：小林繁樹 

東京：中央法規,2011 

vii,333,図版 8;B5,978-4-8058-3404-6 [看護部] 

M294.627/O5/[21278] 

脳神経外科ケア(エキスパートナース・ハンドブック) / 

編集：大井静雄 

東京：照林社,2010 

xvi, 423;A5,978-4-7965-2228-1 [図書室] 

 

看護－外科学：心臓外科［Ｍ２９４．６４３］ 

 

M294.643/U3/[21082] 

心臓外科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編著：上田裕一 

吹田：メディカ出版,2011 

369;B5,978-4-8404-2924-5 [看護部] 

 

看護－外科学：消化器外科［Ｍ２９４．６５］ 

 

M294.65/T1/[21265] 

消化器外科ナースの基礎知識ズバッと図解はやわかり

帳: 臓器のはたらき、疾患、治療・検査、術前後ケアを

ひと目で理解! / 監修：田中雅夫、中尾昭公 

吹田：メディカ出版,2012 

93;A4,978-4-8404-4058-5 [図書室] 

 

M294.65/U3/[21276] 

消化器外科ケア(エキスパートナース・ハンドブック) /

編集：宇佐美 眞 

東京：照林社,2010 

v,257;A5,978-4-7965-2215-1[図書室] 

 

看護－外科学：整形外科［Ｍ２９４．７］ 

 

M294.7/F3/[21081] 

整形外科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編：富士武史 

吹田：メディカ出版,2011 

287;B5,978-4-8404-2934-4 [看護部] 

 

M294.7/K1/[21054] 

整形外科（新看護観察のキーポイントシリーズ）/ 編集：

加藤光宝 

東京：中央法規,2011 

vi,380,図版 4;B5,978-4-8058-3403-9 [看護部] 

 

M294.7/H5/93[21241] 

これだけは知っておきたい整形外科（JJN スペシャル ; 

No.93） / 編集：細野 昇 

東京：医学書院,2012 

vii,186;B5,978-4-260-01450-2 [図書室] 

 

看護－外科学：腎・泌尿器疾患［Ｍ２９４．９］ 

 

M294.9/K1/(2)[21076] 

泌尿器科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) 2版 / 編集：筧 善行 



吹田：メディカ出版,2010 

262;B5,978-4-8404-3345-7 [看護部] 

 

M294.93/M1/[21078] 

透析看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard) / 編：政金生人 

吹田：メディカ出版,2011 

254;B5,978-4-8404-2960-3 [看護部] 

 

看護－眼科［Ｍ２９６］ 

 

M296/T1/[21088] 

眼科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic & 

Standard)４版/編著：高橋寛二 

吹田：メディカ出版,2011 

332;B5,978-4-8404-2928-3 [看護部] 

 

看護－耳鼻咽喉科［Ｍ２９６．５］ 

 

M296.5/M5/(2)[21084] 

耳鼻咽喉科看護の知識と実際（臨床ナースのための Basic 

& Standard)２版 / 編著：森山 寛 

吹田：メディカ出版,2011 

310;B5,978-4-8404-2870-5 [看護部] 

 

看護行政・看護管理［Ｍ２９８～Ｍ２９８．５］ 

 

M298.1/N2/[21026] 

「爪のケア」に関する刑事事件：経緯と支援の実際 / 

編：日本看護協会 

東京：日本看護協会出版会,2011 

v, 68;A4,978-4-8180-1605-7 [看護部] 

 

M298.1/K1/'12[21029] 

看護法令要覧(平成 24年版) / 編：門脇豊子 ほか 

東京：日本看護協会出版会,2012 

22,928,31;A5,978-4-8180-1647-7 [看護部] 

 

M298.3/H1/[21017] 

学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門 (看護管

理実践 Guide) / 著：原 玲子 

東京：日本看護協会出版会,2011 

x, 253;B5,978-4-8180-1621-7 [看護部] 

 

M298.3/I2/[20864] 

看護必要度記録・監査&評価データ活用ガイド / 編著：

井出志賀子、倉岡圭子 

名古屋：日総研,2012 

223;B5,978-4-7760-1607-6 [寄贈：購読特典] 

 

M298.3/K1/[21110] 

看護師長ナビ：人と組織が成長するマネジメント / 編

集：「看護」編集部 

東京：日本看護協会出版会,2012 

134;A4,978-4-8180-1627-9 [看護部] 

 

M298.3/S1/[21018] 

わたしがもういちど看護師長をするなら / 著：坂本すが 

東京：医学書院,2011 

127;B6変,978-4-260-01478-6 [看護部] 

 

M298.3/T1/[21146・20866] 

ラウンド病棟管理の着眼点 : 師長の業務を可視化! : 1

日・週 ・月・半年・1年の管理ポイント / 監修: 高橋弘

枝 / 執筆：大阪厚生年金病院看護部 

名古屋：日総研,2012 

219;B5,978-4-7760-1587-1 [寄贈] 

 

M298.3/T5/[21109] 

フィッシュ!の導入と実践ガイド：看護組織の活性化と変

革へ / 編集：東京慈恵会医科大学附属病院看護部 

東京：日本看護協会出版会,2012 

186;A5,978-4-8180-1649-1 [看護部] 

 

M298.3/I2/1-(2)[21007] 

看護管理概説（看護管理学習テキスト；第 1巻）第 2版 /

監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiii, 200;B5,978-4-8180-1661-3 [看護部] 

 

M298.3/I2/2-(2)[21008] 

看護組織論（看護管理学習テキスト；第 2 巻）第 2 版 /

監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiii, 230;B5,978-4-8180-1662-0 [看護部] 

 

M298.3/I2/3-(2)[21009] 

看護マネジメント論（看護管理学習テキスト；第 3 巻）

第 2版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiv, 207;B5,978-4-8180-1663-7 [看護部] 

 

M298.3/I2/4-(2)[21010] 

看護における人的資源活用論（看護管理学習テキスト；

第 4巻）第 2版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiii, 238;B5,978-4-8180-1664-4 [看護部] 

 

M298.3/I2/5-(2)[21011] 

看護情報管理論（看護管理学習テキスト；第 5 巻）第 2

版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiv, 208;B5,978-4-8180-1665-1 [看護部] 

 

M298.3/I2/6-(2)[21012] 

看護経営・経済論（看護管理学習テキスト；第 6巻）第 2

版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 



xiii, 188;B5,978-4-8180-1666-8 [看護部] 

 

M298.3/I2/7-(2)[21013] 

看護制度・政策論（看護管理学習テキスト；第 7巻）第 2

版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiv, 213;B5,978-4-8180-1667-5 [看護部] 

 

M298.3/I2/8-(2)[21014] 

看護管理学研究（看護管理学習テキスト；第 8 巻）第 2

版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiii, 200;B5,978-4-8180-1668-2 [看護部] 

 

M298.3/I2/別-（2）[21015] 

看護管理基本資料集（看護管理学習テキスト；別巻）第 2

版 / 監修：井部俊子、中西睦子 

東京：日本看護協会出版会,2012 

xiv, 304;B5,978-4-8180-1669-9 [看護部] 

 

M298.4/I2/[21228]実践家のリーダーシップ : 現場を変

える、看護が変わる / 編集・執筆：井部俊子 

横浜:ライフサポート社,2011 

207;B5変,978-4-904084-16-8 [図書室] 

 

M298.4/K3/[21224] 

看護業務「考え方」「話し方」「書き方」100のコツ ： 相

手を味方につける論理的思考 / 著者：クロイワ正一 

名古屋：日総研,2012 

166;A5,978-4-7760-1591-8 [図書室] 

 

M298.4/S2/[21022] 

はじめての教育委員：研修計画のキホン / 著：渋谷美香 

東京：日本看護協会出版会,2011 

vii, 111;A5,978-4-8180-1536-4 [看護部] 

 

M298.4/S4/[21284] 

師長のための看護助手・医療クラーク協動ハンドブック 

/ 著：瀬戸僚馬 

名古屋：日総研出版,2012 

180;B5,978-4-7760-1621-2 [寄贈：購読特典] 

 

M298.4/K1/1[21227] 

看護実践のためのキーポイント (看護リーダーシップ ; 

1) / 編集：看護の科学社「看護実践の科学」編集部 

東京：看護の科学社,2010 

134;B5,978-4-905628-96-5 [図書室] 

 

M298.4/K1/3[21226] 

看護チーム活動とリーダーシップ(看護リーダーシッ

プ ; 2) / 編集：看護の科学社「看護実践の科学」編集部 

東京：看護の科学社,2012 

vi,176;B5,978-4-87804-053-5 [図書室] 

 

地域看護．公衆衛生看護．家族看護［Ｍ２９９］ 

 

M299/K5/（2）[21257] 

グループワークで学ぶ家族看護論 : カルガリー式家族

看護モデル実践へのファーストステップ（第 2版）/ 著：

小林奈美 

東京：医歯薬出版,2012 

132;B5,978-4-263-23546-1 [図書室] 

 

M299/K1/1-DVD[21032] 

ベッドサイドでの関係づくり（DVDbook 臨床での家族支

援；1）/ 編著：家族看護実践センター 

東京：日本看護協会出版会,2011 

x, 99;A5,978-4-8180-1617-0 [看護部] 

 

M299/K1/2-DVD[21033] 

個人面接での関係づくり（DVDbook臨床での家族支援；2）

/ 編著：家族看護実践センター 

東京：日本看護協会出版会,2011 

ix, 115;A5,978-4-8180-1618-7 [看護部] 

 

訪問看護．在宅ケア［Ｍ２９９．３］ 

 

M299.3/K1/60[21043] 

在宅看護技術マスターQ&A : 実践できる皮膚ケア・栄養

ケアマネジメント・呼吸ケア（Nursing mook ; 60）/ 編

集：角田直枝 

東京：学研メディカル秀潤社,2010 

167;A4変,978-4-7809-2005-5 [看護部] 

 

臨床医学：内科学［Ｍ３～Ｍ３９９］ 
 

内科学一般［Ｍ３］ 

 

M3/S4/(2)[21180] 

内科レジデントの鉄則（第 2 版）/ 編：聖路加国際病院

内科チーフレジデント / 責任編集：岡田 定 

東京：医学書院,2012 

xvii, 245;B5,978-4-260-01466-3 [研修医用図書] 

 

糖尿病［Ｍ３１２．３］ 

 

M312.3/A1/[20954] 

糖尿病治療薬の最前線(ヴィジュアル糖尿病臨床のすべ

て ) / 編集主幹: 荒木栄一 / 専門編集：稲垣暢也 

東京：中山書店,2011 

xii, 256;B5,978-4-521-73378-4 [薬剤部] 

 

M312.3/O5/6[21196] 

糖尿病診療に自信がつく本 : Basic and update（「ジェ

ネラリスト・マスターズ」シリーズ ; 6）/ 著：大久保

雅通 

東京：カイ書林,2011 

viii, 160;A5,978-4-904865-05-7 [研修医用図書] 



アレルギー性疾患．膠原病［Ｍ３１４］ 

 

M314/A1/[20878] 

アレルギー・リウマチ膠原病診療最新ガイドライン / 編

集：足立 満、笠間 毅 

東京：総合医学社,2012 

319;B5,978-4-88378-840-8 [図書室] 

 

M314/K2/[21219] 

すぐに使えるリウマチ・膠原病診療マニュアル:目で見て

わかる、関節痛・不明熱の鑑別、治療、専門科へのコン

サルタント / 編集：岸本暢将 

東京：羊土社,2010 

276;B5,978-4-7581-0662-7 [図書室] 

 

M314/M2/(3)[20887] 

臨床アレルギー学 : アレルギー専門医研修のために（改

訂第 3版）/ 監修：宮本昭正 

東京：南江堂,2011 

xx, 613;B5,978-4-524-24265-8 [耳鼻咽喉科] 

 

M314/S2/(5)[2092] 

膠原病学：免疫学・リウマチ性疾患の理解のために（改

訂 5版）/ 著：塩沢俊一 

東京：丸善出版,2012 

xvi, 660;B5,978-4-621-08468-7 [呼吸器内科] 

 

血液疾患［Ｍ３１７］ 

 

M317/P5/(2)[20982] 

Blood and Bone Marrow Pathology（2nded）/ Edited by 

Anna Porwit, Jeffrey McCullough, Wendy N. Erber 

Edinburgh：Churchill Livingstone/Elsevier,2011 

xi,708;A4,978-0-7020-3147-2 [病理診断科部] 

 

M317.3/O5/[20898] 

WHO分類第 4版による白血病・リンパ系腫瘍病態学 / 監

修: 押味和夫 / 編：木崎昌弘、田丸淳一 

東京：中外医学社,2009 

13, 433;B5,978-4-498-12525-4 [検査部] 

 

成人病．成人医学．老人医学［Ｍ３１８］ 

 

M318/A1/(2)[21256] 

検査値に基づいた栄養指導 : 生活習慣病への取り組み

（新改訂版）/ 著：足立香代子 

東京：チーム医療,2012 

255;B5,978-4-88509-122-3 [図書室] 

 

循環器疾患［Ｍ３２］ 
 

M32/H1/(2)[21189] 

循環器内科ゴールデンハンドブック （改訂第 2版）/ 監

修: 半田俊之介、田邉晃久、伊苅裕二 

東京：南江堂,2008 

xv, 481;B6,978-4-524-24386-0 [研修医用図書] 

 

M32/M3/(2)[21176] 

循環器治療薬ファイル：薬物治療のセンスを身につける 

（第 2版）/ 著：村川裕二 

東京： MEDSI,2012 

xix, 337;A5,978-4-89592-700-0 [研修医用図書] 

 

循環器疾患：心臓［Ｍ３２３］ 

 

M323/B1/[20983] 

Practical cardiovascular pathology / Editor：Allen 

Burke, Fabio Tavora 

Philadelphia：Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins,2011 

x,564;A4,978-1-60547-841-8 [病理診断科部] 

 

M323/N2/[20933] 

心臓リハビリテーション必携 ：指導士資格認定試験準拠

/編：日本心臓リハビリテ-ション学会 

東京：日本心臓リハビリテ-ション学会,2011 

vi, 346;B5,978-4-9905831-0-1 [リハビリテーション科] 

 

M323.5/M1/[21031] 

心不全ケア教本 = The textbook of care for heart 

failure patients / 編集：眞茅みゆき ほか 

東京： MEDSI,2012 

xiii, 382;B5,978-4-89592-699-7 [看護部] 

 

循環器疾患：造血器疾患．リンパ系疾患［Ｍ３２９］ 

 

M329/I2/[2128] 

自家末梢血幹細胞移植マニュアル / 編集：池田和眞 

東京：日本医学館,2012 

105;A5,978-4-89044-752-7 [寄贈] 

 

M329/M1/[21025] 

リンパ浮腫予防指導：病棟・外来から始める / 編著：増

島麻里子 

東京：医学書院,2012 

204;B5,978-4-260-01415-1 [看護部] 

 

M329/M2/[20896] 

骨髄疾患診断アトラス：血球形態と骨髄病理 / 編集：宮

内 潤、泉二登志子 

東京：中外医学社,2010 

xi, 273;30,978-4-498-12562-9 [検査部] 

 

M329/A1/(2)[20981] 

Non-Hodgkin Iymphomas (2nd ed) / Editors : James O. 

Armitage , Peter M. Mauch , Nancy Lee Harris  etal 

Philadelphia：Lippincott Williams & Wilkins,2010 

xxix, 597;A4,978-0-7817-9116-8 [病理診断科部] 



呼吸器疾患［Ｍ３３］ 
 

M33/I2/[20934] 

呼吸・心臓リハビリテーション：ビジュアル実践リハ：

カラー写真でわかるリハの根拠と手技のコツ / 監修: 

居村茂幸/編著：高橋哲也、間瀬教史 

東京：羊土社,2012 

213;B5,978-4-7581-0786-0 [リハビリテーション科] 

 

M33/M2/(4)[21190] 

呼吸器病レジデントマニュアル（第 4 版）/ 監修：宮城

征四郎 

東京：医学書院,2011 

xii, 482;B6,978-4-260-00431-2 [研修医用図書] 

 

M33/N1/'11-'12[20925] 

EBM呼吸器疾患の治療 2011-2012 / 編集：永井厚志 ほか 

東京：中外医学社,2011 

vi,569;B5,978-4-498-13006-7 [呼吸器内科] 

 

呼吸器疾患：肺炎．肺気腫．肺塞栓症［Ｍ３３８］ 

 

M338/F3/[21003] 

誤嚥性肺炎：抗菌薬だけに頼らない肺炎治療 / 編著：藤

谷順子、鳥羽研二 

東京：医歯薬出版,2012 

x, 213;B5,978-4-263-44350-7 [歯科口腔外科] 

 

M338/M2/[20922] 

Imaging of pulmonary infections / Editor : Nestor L. 

Muller, Tomas Franquet, Kyung Soo Lee 

Philadelphia：Lippincott Williams & Wilkins,2007 

vii,184;A4,978-0-7817-7232-7 [呼吸器内科] 

 

M338/T1/[21185] 

間質性肺炎を究める / 編：滝澤 始 

東京：メジカルビュー社,2012 

303;B5,978-4-7583-0362-0 [研修医用図書] 

 

消化器疾患［Ｍ３４］ 
 

M34/O5/(2)[21188] 

消化器内科レジデントマニュアル(第 2 版)/編:小俣政男 

東京：医学書院,2011 

xiii, 426;B6,978-4-260-00594-4 [研修医用図書] 

 

M34/A1/3[21166] 

内視鏡診療の安全管理：偶発症や感染の予防と対処法（消

化器 BooK : あらゆる場面に対応できる臨床医を目指

す ; 03）/ 企画：赤松泰次 

東京：羊土社,2011 

169;B5,978-4-7581-1236-9 [研修医用図書] 

 

 

M34/T1/6[21214] 

うまく続ける消化管がん化学療法：いつ?どうやって?レ

ジメンの実際と休薬・減量のコツ (消化器 BooK：あらゆ

る場面に対応できる臨床医を目指す ; 6) / 企画：瀧内

比呂也 

東京：羊土社,2012 

191;B5,978-4-7581-1239-0 [図書室] 

 

消化器疾患：食道癌［Ｍ３４４．５］ 

 

M344.5/N2/(3)[20880] 

食道癌診断・治療ガイドライン 2012 年 4 月版（3 版）/

編集：日本食道学会 

東京：金原出版,2012 

116;B5,978-4-307-20295-4 [研修医用図書] 

 

消化器疾患：胃癌［Ｍ３４５．５］ 

 

M345.5/O5/1[21164] 

胃癌を診る・治療する：早期発見から緩和ケアまで（消

化器 BooK : あらゆる場面に対応できる臨床医を目指

す ; 01）/ 企画：大津 敦 

東京：羊土社,2010 

176;B5,978-4-7581-1234-5 [研修医用図書] 

 

消化器疾患：腸－腸炎．十二指腸潰瘍．腸癌［Ｍ３４６］ 

 

M346/H2/2[21165] 

炎症性腸疾患を日常診療で診る：IBD とは?その診断と患

者にあわせた治療（消化器 BooK : あらゆる場面に対応で

きる臨床医を目指す ; 02）/ 企画：日比紀文、久松理一 

東京：羊土社,2011 

211;B5,978-4-7581-1235-2 [研修医用図書] 

 

M346.5/S2/[20973] 

大腸癌（腫瘍病理鑑別診断アトラス / 監修：腫瘍病理鑑

別診断アトラス刊行委員会/ 編集協力：日本病理学会 

東京：文光堂,2011 

298;B5,978-4-8306-2234-2 [病理診断科部] 

 

消化器疾患：肝臓．膵臓．胆道［Ｍ３４７］ 

 

M347/B1/(6)[20985] 

Macsween's Pathology of The Liver（6thed）/ Edited by 

Alastair D. Burt, Bernard C. etal 

Edinburgh：Churchill Livingstone,2012 

xiii, 1020;A4,978-0-7020-3398-8 [病理診断科部] 

 

M347/I2/4[21167] 

これでわかる!慢性肝炎の治療戦略：肝癌を防ぐためのマ

ネジメント（消化器 BooK : あらゆる場面に対応できる臨

床医を目指す ; 04）/企画：井廻道夫 

東京：羊土社,2011 

169;B5,978-4-7581-1237-6 [研修医用図書] 



M347/H1/5[21168] 

症状・画像から見抜く!膵胆道系の鑑別診断 : 疾患の見

極め方と治療のポイント(消化器 BooK : あらゆる場面に

対応できる臨床医を目指す ; 05) / 企画：花田敬士 

東京：羊土社,2011 

227;B5,978-4-7581-1238-3 [研修医用図書] 

 

消化器疾患：内分泌疾患［Ｍ３４９］ 

 

M349/S2/[20976] 

甲状腺癌（腫瘍病理鑑別診断アトラス）/ 監修：腫瘍病

理鑑別診断アトラス刊行委員会 / 編集協力：日本病理学会 

東京：文光堂,2011 

243;B5,978-4-8306-2232-8 [病理診断科部] 

 

運動器疾患［Ｍ３６］ 

 

M36/N1/[20930] 

上肢運動器疾患の診かた・考えかた：関節機能解剖学的

リハビリテーション・アプローチ / 編集：中図 健 

東京：医学書院,2011 

xi, 266;B5,978-4-260-01198-3 [リハビリテーション科] 

 

M36/T1/[20931] 

運動機能障害症候群のマネジメント：理学療法評価・MSI

アプローチ・ADL 指導 / 監訳：竹井 仁, 鈴木 勝 / 

[著]：Shirley A.Sahrmann 

東京：医歯薬出版,2012 

xxi,451;A4,978-4-263-21285-1 [リハビリテーション科] 

 

M364/K1/[21114] 

逝かない身体：ALS的日常を生きる (シリーズケアをひら

く) / 著：川口有美子 

東京：医学書院,2010 

265;A5,978-4-260-01003-0 [看護部] 

 

神経科学．精神医学［Ｍ３７～Ｍ３７９］ 
 

M37/K1/[20937] 

医学生・研修医のための神経内科学 / 著：神田 隆 

東京：中外医学社,2010 

x, 587;B5,978-4-498-12858-3 [神経内科] 

 

M37/A1/89[20946] 

Handbook of Clinical Neurology 89：Dementias,Handbook 

of Clinical Neurology 89 / Series Editors : Michael 

J. Aminoff etal 

Edinburgh：Elsevier,2008 

xxii, 913;B5,978-0-444-51898-9 [神経内科] 

 

M372/K5/[21125] 

一般臨床医のためのメンタルな患者の診かた・手堅い初

期治療 / 著：児玉知之 

東京：医学書院,2011 

xiv,184;B5,978-4-260-01215-7 [心療内科] 

 

M372/S4/(2)[21126] 

ストール精神科治療薬処方ガイド （第 2版）/ 訳：仙波

純一 / [著]：スティーヴン M.ストール 

東京： MEDSI,2011 

xvi,679;A5変,978-4-89592-674-4 [心療内科] 

 

M372/S4/(3)[21127] 

精神薬理学エセンシャルズ：神経科学的基礎と応用（第 3

版）/ 監訳：仙波純一 ほか / [著]：Stephen M. Stahｌ 

東京：MEDSI,2010 

vii,889;B5,978-4-89592-640-9 [心療内科] 

 

M372/Y1/(8)[21192] 

こころの治療薬ハンドブック （第8版）/ 編著：山口 登、

酒井 隆、宮本聖也、吉尾 隆、諸川由実代 

東京：星和書店,2012 

xxvii,295295,図版 20;B6,978-4-7911-0807-7[研修医用図書] 

 

M373/K3/[21115] 

リハビリの夜(シリーズケアをひらく) / 著：熊谷晋一郎 

東京：医学書院,2010 

255;A5,978-4-260-01004-7 [看護部] 

 

M373/K4/(3)[20893] 

Brain tumors ： An encyclopedic approach（3rded）/ 

Edited by：Andrew H. Kaye , Edward R. Laws 

Edinburgh：Saunders/Elsevier,2012 

xiv,916;A4,978-0-443-06967-3 [脳神経外科] 

 

M374/K1/[21116] 

その後の不自由：「嵐」のあとを生きる人たち (シリーズ

ケアをひらく) / 著： 上岡陽江、大嶋栄子 

東京：医学書院,2011 

261;A5,978-4-260-01187-7 [看護部] 

 

M374/N2/[21128] 

摂食障害治療ガイドライン/監修：日本摂食障害学会 / 

編集：「摂食障害治療ガイドライン」作成委員会 

東京：医学書院,2012 

ix,303;B5,978-4-260-01443-4 [心療内科] 

 

M375.8/A1/[21121] 

認知症診療の実践テクニック：患者・家族にどう向き合

うか（精神科臨床エキスパート）/ 編集：朝田 隆 

東京：医学書院,2011 

xiv,181;B5,978-4-260-01422-9 [心療内科] 

 

M376/O5/DVD[21124] 

認知行動療法トレーニングブック ：短時間の外来診療編

（DVD付）/ 訳：大野 裕 / [著]：Jesse H. Wright  etal 

東京：医学書院,2011 

xxvii,387;A5,978-4-260-01233-1 [心療内科] 



M376.3/N1/[21120] 

抗精神病薬完全マスター（精神科臨床エキスパート）/ 編

集：中村 純 

東京：医学書院,2012 

xv,220;B5,978-4-260-01487-8 [心療内科] 

 

M376.4/N5/[21122] 

多様化したうつ病をどう診るか（精神科臨床エキスパー

ト）/ 編集：野村総一郎 

東京：医学書院,2011 

xii,180;B5,978-4-260-01423-6 [心療内科] 

 

感染症．伝染病学［Ｍ３８］ 

 

M38/M4/(4)[20942] 

Hospital epidemiology and infection control（4thed）

/ Editor：C. Glen Mayhall 

Philadelphia：Lippincott Williams & Wilkins,2012 

xxiv, 1576;A4,978-1-60831-300-6 [感染症科] 

 

M38/N2/1[20921] 

感染症専門医テキスト（第 1 部解説編）/ 編：日本感染

症学会 

東京：南江堂,2012 

xxviii,1201;B5,978-4-524-25337-1 [呼吸器内科] 

 

M38/M1/1-(7)[20943] 

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and 

practice of infectious diseases 1（7th ed）/ Editor：

Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Raphael Dolin 

Philadelphia：Churchill Livingstone/Elsevier,2010 

xl,1-1904, xcvii;A4,978-0-4430-6839-3 [感染症科] 

 

M38/M1/2-(7)[20944] 

Mandell, Douglas, and Bennett's principles and 

practice of infectious diseases 1（7th ed）/ Editor： 

Gerald L. Mandell, John E. Bennett, Raphael Dolin 

Philadelphia：Churchill Livingstone/Elsevier,2010 

xl, 1905-4028, xcvii;A4,978-0-4430-6839-3 [感染症科] 

 

M389/N2/(2)[21213] 

結核診療ガイドライン（改訂第 2 版）/ 編：日本結核病

学会 

東京：南江堂,2012 

viii,126;B5,978-4-524-26859-7 [図書室] 

 

小児科学［Ｍ３９～Ｍ３９９］ 
 

M391/A1/[21260] 

リハビリテーションのための発達科学入門：身体をもっ

た心の発達 / 著：浅野大喜 

東京：協同医書,2012 

ix,116;A5,978-4-7639-1066-0 [図書室] 

 

M391/S3/(3)[20984] 

Stocker & Dehner's Pediatric Pathology (3rded)/ 

Edited by：J. Thomas Stocker,etal 

Philadelphia：Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams &Wilkins,2011 

xiii,1298;A4,978-0-7817-6669-2 [病理診断科部] 

 

M392/I2/[21186] 

ハリエットレーンハンドブック：ジョンズ・ホプキンズ

病院小児科レジデントマニュアル / 監訳:五十嵐 隆, 

松石豊次郎, ほか / [編]：ジェイソン ロバートソン、

ニコル シルコフスキー 

東京： MEDSI,2007 

xviii, 942;A5,978-4-89592-471-9 [研修医用図書] 

 

M392/I2/[21200] 

外来小児科初診の心得 21か条（総合診療ブックス）/ 監

修：五十嵐正絋 / 編集：絹巻 宏、熊谷直樹 

東京：医学書院,2009 

viii, 229;A5,978-4-260-11918-4 [研修医用図書] 

 

臨床医学：外科学［Ｍ４～Ｍ４９］ 
 

診断．治療．手術一般［Ｍ４２］ 

 

M42/O5/1[21172] 

外科研修医 Q&Avol.1 : 消化管編 / 編：大井田尚継 

東京：医歯薬出版,2011 

225;A5,978-4-263-73139-0 [研修医用図書] 

 

M42/O5/2[21173] 

外科研修医 Q&Avol.2 : 肝・胆・膵・脾・甲状腺・乳腺編

/ 編：大井田尚継 

東京：医歯薬出版,2011 

233;A5,978-4-263-73140-6 [研修医用図書] 

 

M424/T3/[20957] 

麻酔科医がよく使う薬の副作用 / 編：津崎晃一 

東京：克誠堂出版,2011 

vii,229;B5,978-4-7719-0380-7 [薬剤部] 

 

M428/T5/[20912] 

ロボット手術マニュアル:da Vinci 手術を始めるときに

読む本/編：鳥取大学医学部附属病院低侵襲外科センター 

東京：メジカルビュー社,2012 

205;B5,978-4-7583-1218-9 [第一泌尿器科] 

 

損傷．外傷［Ｍ４３］ 

 

M43/Y3/[21159] 

トップナイフ：外傷手術の技・腕・巧み / 訳：行岡哲男

/ [著]：Asher Hirshberg , Kenneth L.Mattox 

東京：医学書院,2010 

viii,251;A5,978-4-260-00309-4 [研修医用図書] 



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/N2/[20924] 

新臨床腫瘍学：がん薬物療法専門医のために（改訂第 2

版）/ 編集：日本臨床腫瘍学会 

東京：南江堂,2009 

xiv, 921;B5,978-4-524-26038-6 [呼吸器内科] 

 

M45/T1/[20968] 

イラストでよくわかるがん治療とサポーティブケア / 

監修：田口哲也 / 編著：阿南節子 ほか 

東京：じほう,2012 

93;B5,978-4-8407-4326-6 [薬剤部] 

 

M45/U3/[21123] 

精神腫瘍学 / 編集：内富庸介、小川朝生 

東京：医学書院,2011 

20,413;B5,978-4-260-01379-6 [心療内科] 

 

化学療法［Ｍ４５３］ 

 

M453/N2/'11[20872] 

がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン 

2011年版 / 編集：日本緩和医療学会緩和医療ガイドライ

ン作成委員会 

東京：金原出版,2011 

ix, 98;B5,978-4-307-10157-8 [研修医用図書] 

 

M453/N2/'11[20882] 

がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン / 

編集：日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員 会 

東京：金原出版,2012 

x,122;B5,978-4-307-10156-1 [研修医用図書] 

 

M453/S1/'11-'12[20926] 

EBM がん化学療法・分子標的治療法 2011-2012 / 監修：

西條長宏 / 編集：大津 敦 ほか 

東京：中外医学社,2010 

vii,647;B5,978-4-498-02246-1 [呼吸器内科] 

 

脳外科．神経外科［Ｍ４６２．７］ 
 

M462.7/I2/[20891] 

神経内視鏡手術アトラス / 編集：石原正一郎 ほか 

東京：医学書院,2008 

x,211;30,978-4-260-00149-6 [脳神経外科] 

 

M462.7/J1/[20892] 

Core techniques in operative neurosurgery (Expert 

Consult) / Edited by：Rahul Jandial etal 

Philadelphia：Elsevier/Saunders,2011 

xxvii,704;29,978-1-4377-0907-0 [脳神経外科] 

 

M462.7/H1/1-(4)[20948] 

脳神経外科臨床マニュアル 1 巻（改訂第 4 版）/ 編：端 

和夫 

東京：シュプリンガー・ジャパン,2012 

xviii,1-559;5,978-4-621-06241-8 [経救急部] 

 

M462.7/4/1[20947] 

小児脳神経外科手術：安全な手術のコツを伝授（NS NOW ; 

11) / 編集委員：寺本 明、新井 一、塩川芳昭 ほか 

東京：メジカルビュー社,2010 

161;A4,978-4-7583-0918-9 [神経救急部] 

 

M462.7/H1/2-(4)[20949] 

脳神経外科臨床マニュアル 2巻（改訂第 4版）/ 編：端和夫 

東京：シュプリンガー・ジャパン,2012 

xviii,563-1200;B5,978-4-621-06235-7 [神経救急部] 

 

M462.7/H1/3-(4)[20950] 

脳神経外科臨床マニュアル 3巻（改訂第 4版）/ 編：端和夫 

東京：シュプリンガー・ジャパン,2012 

xviii,1203-1723;B5,978-4-621-06239-5 [神経救急部] 

 

M462.7/I2/DVD[20894] 

クリッピング・バイパス・CEAの論理と技術：脳血管外科

の学び方・教え方 / 著：石川達哉 

吹田：メディカ出版,2011 

iii, 173;B5,978-4-8404-3652-6 [脳神経外科] 

 

M462.7/K5/DVD[20895] 

「超」入門脳神経外科術中モニタリング：医師・検査技

師・MEが使える：会話形式で役割がわかる / 監修：児玉

南海雄 / 著：佐々木達也、鈴木恭一、板倉 毅 

吹田：メディカ出版,2011 

viii, 187;A4,978-4-8404-3711-0 [脳神経外科] 

 

腹部外科［Ｍ４６５］ 
 

M465.5/M1/(2)[21152] 

胃外科の要点と盲点 第 2 版（Knack & pitfalls）/ 監

修: 幕内雅敏 / 編集：荒井邦佳 

東京：文光堂,2012 

xiii,400;B5,978-4-8306-2326-4 [研修医用図書] 

 

M465.7/M1/(2)[21153] 

肝臓外科の要点と盲点 第 2版（Knack & pitfalls),Knack 

& pitfalls / 監修：幕内雅敏 

東京：文光堂,2009 

xv,454;B5,978-4-8306-2321-9 [研修医用図書] 

 

M465.8/H2/[21171] 

どうする!?痔疾患：外来で役立つ診療の実際 / 編著：平

田雅彦 

大阪：永井書店,2010 

118,iii;B5,978-4-8159-1858-3 [研修医用図書] 



整形外科学［Ｍ４７～Ｍ４７９］ 
 

M47/S2/[20971] 

軟部腫瘍（腫瘍病理鑑別診断アトラス）/ 監修：腫瘍病

理鑑別診断アトラス刊行委員会/編集協力：日本病理学会 

東京：文光堂,2011 

267;B5,978-4-8306-2233-5 [病理診断科部] 

 

M47/N2/(2)[20881] 

軟部腫瘍診療ガイドライン CD-ROM 付（軟部腫瘍診断ガ

イドライン改訂第 2版） / 監修：日本整形外科学会 / 編

集：日本整形外科学会診療ガイドライン委員会軟部腫瘍

診療ガイドライン策定委員会 

東京：南江堂,2012 

xiii, 117;B5,978-4-524-26941-9 [研修医用図書] 

 

M470.8/O5/10[20914] 

脊椎・脊髄（最新整形外科学大系 ；10 ）/ 総編集：越

智隆弘 / 専門編集：戸山芳昭 

東京：中山書店,2008 

xiii, 496;A4,978-4-521-72271-9 [整形外科] 

 

M470.8/O5/11[20915] 

頚椎・胸椎（最新整形外科学大系 ；11 ）/ 総編集：越

智隆弘 / 専門編集：戸山芳昭 

東京：中山書店,2007 

xi, 486;A4,978-4-521-72281-8 [整形外科] 

 

M470.8/O5/12[20916] 

胸腰椎・腰椎・仙椎（最新整形外科学大系 ；12）/ 総編

集：越智隆弘 / 専門編集：戸山芳昭 他 

東京：中山書店,2006 

xi, 463;A4,978-4-521-72291-7 [整形外科] 

 

M470.8/O5/13[20917] 

肩関節・肩甲帯（最新整形外科学大系 ；13 ）/ 総編集：

越智隆弘 / 専門編集：糸満盛憲 、高岸憲二 ほか 

東京：中山書店,2006 

x, 450;A4,978-4-521-72301-3 [整形外科] 

 

M470.8/O5/14[20918] 

上腕・肘関節・前腕（最新整形外科学大系 ；14 ）/ 総

編集：越智隆弘 / 専門編集：高岸憲二、三浪明男 

東京：中山書店,2008 

ix, 359;A4,978-4-521-72311-2 [整形外科] 

 

整形外科学：診断．矯正．義手．義肢［Ｍ４７２］ 

 

M472/I2/[21150] 

整形外科手術の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls）

/ 監修・編集：岩本幸英 

東京：文光堂,2011 

xii,381;B5,978-4-8306-2769-9 [研修医用図書] 

 

M472/A1/(2)[20929] 

運動療法のための機能解剖学的触診技術：上肢（改訂第 2

版）/ 監修：青木隆明 / 執筆：林典 雄 

東京：メジカルビュー社,2012 

xiv,359;B5,978-4-7583-1136-6 [リハビリテーション科] 

 

M472/S3/1-(3)[20991] 

Magnetic resonance imaging in orthopaedics and sports 

medicine 1 (3rd ed) / Editor: David W. Stoller ; with 

28 contributors 

Philadelphia：Lippincott Williams & Wilkins,2007 

xiii,1-1130,56;A4,978-0-7817-7357-7 [放射線科] 

 

M472/S3/2-(3)[20992] 

Magnetic resonance imaging in orthopaedics and sports 

medicine 2(3rd ed) / Editor: David W. Stoller ; with 

28 contributors 

Philadelphia：Lippincott Williams & Wilkins,2007 

xiii,1131-2161,56;A4,978-0-7817-7357-7 [放射線科] 

 

M472/I2/DVD[20928] 

入谷式足底板：基礎編（運動と医学の出版社の臨床家シ

リーズ) / 著：入谷 誠 

川崎:運動と医学の出版社,2011 

151;B5,978-4-904862-02-5 [リハビリテーション科] 

 

M474/I2/[21151] 

骨折治療の要点と盲点（整形外科 knack & pitfalls）/

監修：岩本幸英/編集：松下 隆 

東京：文光堂,2009 

xii,354;B5,978-4-8306-2762-0 [研修医用図書] 

 

リハビリテーション［Ｍ４７8］ 

 

M478/J2/[21242] 

整形外科リハビリテーション：カラー写真でわかるリハ

の根拠と手技のコツ (ビジュアル実践リハ) / 監修：神

野哲也 / 編集：相澤純也、中丸宏二 

東京：羊土社,2012 

492;B5,978-4-7581-0787-7 [図書室] 

 

皮膚科学［Ｍ４８～Ｍ４８９］ 
 

M48/N2/[20889] 

皮膚外科学 / 監修：日本皮膚外科学会 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

623;B5,978-4-7809-0811-4 [皮膚科] 

 

M481/M1/[20986] 

Diagnostic Atlas of Melanocytic Pathology / Editor：

Phillip H. McKee , Eduardo Calonje 

[Edinburgh]：Mosby Elsevier,2009 

xi,306;A4,978-0-323-04813-2 [病理診断科部] 

 



M481/M2/[20977] 

1冊でわかる皮膚病理（皮膚科サブスペシャリティ－シリ

－ズ）/ 常任編集：宮地良樹、清水 宏 

東京：文光堂,2010 

viii, 536;B5,978-4-8306-3454-3 [病理診断科部] 

 

M482/D4/[21201] 

内科で出会う見ためで探す皮膚疾患アトラス / 編：出光

俊郎 

東京：羊土社,2012 

244;B5,978-4-7581-1722-7 [研修医用図書] 

 

皮膚科学：皮膚腫瘍［Ｍ４８５］ 

 

M485/A1/[20890] 

皮膚軟部腫瘍アトラス / 著：安齋眞一、木村鉄宣、ほか 

東京：秀潤社,2009 

271;B5,978-4-87962-379-9 [皮膚科] 

 

M485/S2/1[20974] 

角化細胞性腫瘍, 付属器系腫瘍と皮膚特有の間葉系腫瘍

（腫瘍病理鑑別診断アトラス；皮膚腫瘍 1）/ 監修：腫瘍

病理鑑別診断アトラス刊行委員会 

東京：文光堂,2010 

310;B5,978-4-8306-2228-1 [病理診断科部] 

 

M485/S2/2[20975] 

メラノサイト系腫瘍とリンパ・組織球・造血系腫瘍（腫

瘍病理鑑別診断アトラス；皮膚腫瘍 2）/ 監修：腫瘍病理

鑑別診断アトラス刊行委員会 

東京：文光堂,2010 

329;B5,978-4-8306-2229-8 [病理診断科部] 

 

泌尿器科学［Ｍ４９～Ｍ４９９］ 
 

泌尿器科学：腎［Ｍ４９３］ 

 

M493/M5/[21177] 

レジデントのための血液透析患者マネジメント / 著：門

川俊明 

東京：医学書院,2011 

ix, 187;A5,978-4-260-01387-1 [研修医用図書] 

 

M493/I2/(6)[21191] 

腎臓内科レジデントマニュアル（改訂第 6 版）/ 編著：

今井円裕 

東京：診断と治療社,2012 

xx, 680;B6,978-4-7878-1927-7 [研修医用図書] 

 

M493/K5/2[21195] 

腎臓病診療に自信がつく本 : Basic and update(「ジェ

ネラリスト・マスターズ」シリーズ; 2 / 著：小松康宏 

東京：カイ書林,2011 

viii, 304;A5,978-4-904865-01-9 [研修医用図書] 

泌尿器科学：男性性器の疾患［Ｍ４９６］ 

 

M496/N2/(2)[20879] 

前立腺癌診療ガイドライン 2012年版（2版）/ 編集：日

本泌尿器科学会 

東京：金原出版,2012 

225;B5,978-4-307-43050-0 [研修医用図書] 

 

M496/O5/DVD[20913] 

前立腺がんに対するロボット手術：連続写真と動画で学

ぶ手技のコツと落とし穴（動画 DVD付）/ 著：大堀 理、

秦野 直 

東京：ベクトル・コア,2010 

viii, 158;A4,978-4-906714-03-2 [第一泌尿器科] 

 

婦人科学［Ｍ５～Ｍ５４９］ 

 

M52/A1/(6)[21187] 

産婦人科ベッドサイドマニュアル（第 6 版）/ 編集：青

野敏博、苛原稔 

東京：医学書院,2012 

xviii, 567;B6,978-4-260-01064-1 [研修医用図書] 

 

婦人科手術［Ｍ５２４］ 

 

M524.08/H2/1[20902] 

開腹・閉腹と付属器手術：基本手技の完全マスター (OGS 

NOW；1) / 担当編集委員：平松祐司 

東京：メジカルビュー社,2012 

157;A4,978-4-7583-1200-4 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/10[20911] 

産科大出血：危機的出血への対応と確実な止血戦略(OGS 

NOW；10) / 担当編集委員：竹田 省 

東京：メジカルビュー社,2012 

173;A4,978-4-7583-1209-7 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/2[20903] 

腹式単純子宮全摘術：必須術式の完全マスター (OGS 

NOW；2) / 担当編集委員：小西郁生 

東京：メジカルビュー社,2010 

169;A4,978-4-7583-1201-1 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/3[20904] 

帝王切開術：基本と応用まるごとマスター (OGS NOW；3) 

/ 担当編集委員：竹田 省 

東京：メジカルビュー社,2011 

157;A4,978-4-7583-1202-8 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/4[20905] 

産科手術：必須術式の完全マスター (OGS NOW；4) / 担

当編集委員：櫻木範明 

東京：メジカルビュー社,2012 

137;A4,978-4-7583-1203-5 [産婦人科] 



M524.08/H2/5[20906] 

子宮頸癌・外陰癌の手術：理論と実際 (OGS NOW；5) / 担

当編集委員：櫻木範明 

東京：メジカルビュー社,2012 

157;A4,978-4-7583-1204-2 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/6[20907] 

子宮体癌・卵巣癌の手術：基本術式と腫瘍進展に応じた

戦略 (OGS NOW；6) / 担当編集委員：小西郁生 

東京：メジカルビュー社,2011 

181;A4,978-4-7583-1205-9 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/7[20908] 

子宮奇形・腟欠損・外陰異常・性別適合の手術：病態理

解と術式まるごとマスター(OGS NOW；7) / 担当編集委

員：竹 田 省 

東京：メジカルビュー社,2011 

193;A4,978-4-7583-1206-6 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/8[20909] 

骨盤臓器脱の手術：正しい診断と適切な術式の選択 (OGS 

NOW；8) / 担当編集委員：平松祐司 

東京：メジカルビュー社,2011 

185;A4,978-4-7583-1207-3 [産婦人科] 

 

M524.08/H2/9[20910] 

前置胎盤・前置癒着胎盤の手術：入念な準備で危機に対

処(OGS NOW；9) / 担当編集委員：小西郁生 

東京：メジカルビュー社,2012 

153;A4,978-4-7583-1208-0 [産婦人科] 

 

女性性器の疾患：子宮．卵巣．卵管［Ｍ５４３］ 

 

M543/N2/(2)[20873] 

子宮頸癌治療ガイドライン 2011年版（2版）/ 編：日本

婦人科腫瘍学会 / 後援: 日本産科婦人科学会, 日本産

婦人科医会, 婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構 

東京：金原出版,2011 

179:B5,978-4-307-30109-1 [研修医用図書] 

 

M543/N2/(3)[20876] 

絨毛性疾患取扱い規約(3版) / 編集：日本産科婦人科学

会、日本病理学会 

東京：金原出版,2011 

xiii, 111;B5,978-4-307-30108-4 [研修医用図書] 

 

M543/N2/(3)[20874] 

子宮体癌取扱い規約(3版) / 編集：日本産婦人科学会、

日本病理学会、日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会 

東京：金原出版,2012 

xi, 97;B5,978-4-307-30111-4 [研修医用図書] 

 

M543/N2/(3)[20875] 

子宮頸癌取扱い規約（3版） / 編集：日本産科婦人科学

会、日本病理学会、日本医学放射線学会、日本放射線腫

瘍学会 

東京：金原出版,2012 

xiii, 94;B5,978-4-307-30110-7 [研修医用図書] 

 

女性性器の疾患：乳腺．乳房［Ｍ５４６］ 

 

M546/S2/[20972] 

乳癌（腫瘍病理鑑別診断アトラス）/ 監修：腫瘍病理鑑

別診断アトラス刊行委員会 / 編集協力：日本病理学会 

東京：文光堂,2011 

270;B5,978-4-8306-2226-7 [病理診断科部] 

 

M546/N2/(3)[21211] 

マンモグラフィガイドライン（第 3 版）/ 編集：日本医

学放射線学会、日本放射線技術学会 

東京：医学書院,2011 

vii,97;A4,978-4-260-01204-1 [図書室] 

 

M546/N2/1-'11[21209] 

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 1：治療編 

2011年版 / 編：日本乳癌学会 

東京：金原出版,2011 

32, 365;B5,978-4-307-20291-6 [図書室] 

 

M546/N2/2-'11[21210] 

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 2：疫学・診

断編 2011年版 / 編：日本乳癌学会 

東京：金原出版,2011 

14, 226;B5,978-4-307-20292-3 [図書室] 

 

産科学［Ｍ５５～Ｍ５９］ 

 

M55/N2/'11[20888] 

産婦人科診療ガイドライン：産科編 2011 / 編集・監修：

日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会 

東京：日本産科婦人科学会,2012 

339;A4,978-4-9901963-5-6 [産婦人科] 

 

M552/W3/(2)[20989] 

Diagnostic Imaging: Obstetrics（2nded）/ Editor：Paula 

J. Woodward , Anne Kennedy , Janice L.B.Byrne , etal 

Salt Lake City, Utah：Amirsys,2011 

1v.(various pagings);A4,978-1-931884-82-2[放射線科] 

 

M59/H2/[21252] 

写真でわかる助産技術 : 妊産婦の主体性を大切にした

ケア、安全で母子に優しい助産のわざ（写真でわかるシ

リーズ）/ 監修: 平沢美惠子、村上睦子 

東京：インターメディカ,2012 

155;B5,978-4-89996-294-6 [図書室] 

 

 

 



耳鼻咽喉科学［Ｍ６５～Ｍ６６９］ 

 

M65/N5/7[20935] 

補聴器と人工内耳（CLIENT21：２１世紀耳鼻咽喉科領域

の臨床；No．7）/ 総編集：野村恭也、小松崎篤、本庄 巌 

東京：中山書店,2001 

xv, 399;B5,978-4-521-59161-2 [リハビリテーション科] 

 

耳科学．聴器疾患［Ｍ６６］ 

 

M661/M1/(3)[20886] 

Schuknecht's Pathology of the Ear（3rd）/ Editors：

Saumil N.Merchant Mer chant, Joseph B. Nadol Jr. 

Shelton,Conn： People's Medical Publishing House. 

House-USA,2010 

xx,942;32,978-1-60795-030-1 [耳鼻咽喉科] 

 

咽頭．喉頭．口腔［Ｍ６８］ 

 

M68/N2/(2)[20877] 

嚥下障害診療ガイドライン：耳鼻咽喉科外来における対

応 2012年版（2版）嚥下内視鏡検査・嚥下造影検査の実

際 動画 DVD付 / 編集：日本耳鼻咽喉科学会 

東京：金原出版,2012 

62;B5,978-4-307-37105-6 [研修医用図書] 

 

歯科学 ［Ｍ７～Ｍ７９］ 

 

歯の疾患・診断・検査・治療［Ｍ７２］ 

 

M72/F3/[21002] 

象牙質知覚過敏症：目からウロコのパーフェクト治療ガ

イド / 編集：冨士谷盛興、千田 彰 

東京：医歯薬出版,2012 

53;A4,978-4-263-46109-9 [歯科口腔外科] 

 

M72/Y1/[21000] 

有病者の対応チェアサイドSOSブック：歯科衛生士必携 ! 

/ 著：山近重生、中川達哉、中川洋一 

東京：クインテッセンス出版,2010 

99;A4,978-4-7812-0158-0 [歯科口腔外科] 

 

歯科外科学．口腔外科［Ｍ７３］ 

 

M73/B1/[20939] 

Current Therapy In Oral and Maxillofacial Surgery / 

Edited by：Shahrokh C. Bagheri , R. Bryan Bell, etal 

St. Louis, Miss：Elsevier Saunders,2012 

xviii,1114;A4,978-1-4160-2527-6 [形成外科] 

 

M73/M1/[20936] 

Atlas of oral and extraoral bone harvesting / Edited 

by：Robert E. Marx , Mark R. Stevens 

Chicago ; Tokyo：Quintessence,2010 

viii,157;A4,978-0-86715-482-5 [形成外科] 

 

M730.3/N2/[20994] 

口腔顎顔面外科学専門用語集 / 編：日本口腔外科学会 

東京：医歯薬出版,2011 

xi, 302;B5,978-4-263-45648-4 [歯科口腔外科] 

 

口腔衛生．歯の衛生［Ｍ７９］ 

 

M79/K2/DVD[21005] 

オーラルマネジメントの実務：口腔ケアの新常識（DVD

ブック）/ 編著：岸本裕充 

名古屋：日総研出版,2010 

157;B5,978-4-7760-1485-0 [歯科口腔外科] 

 

衛生学．公衆衛生［Ｍ８～Ｍ８４９］ 
 

M8/I2/(2)[20871] 

医療情報システム入門 （改訂新版）/ 編：保健医療福祉

情報システム工業会 JAHIS 

東京：社会保険研究所,2011 

281;B5,978-4-7894-1892-8 [医療情報管理課] 

 

M812/M1/[21030] 

ソーリー・ワークス!：医療紛争をなくすための共感の表

明・情報開示・謝罪プログラム / 監訳：前田正一 / [著]：

ダグ・ヴォイチェサック,ジェームズ・W・サクストン ほか 

東京：医学書院,2011 

xxiii,190;A5,978-4-260-01493-9 [看護部] 

 

M812/ /(9)[20960] 

麻薬・向精神薬・覚せい剤管理ハンドブック（第 9版）/ 

記載なし 

東京：じほう,2011 

xxiii, 1536;A5,978-4-8407-4236-8 [薬剤部] 

 

医療関係職員の資格・任務［Ｍ８１４］ 

 

M814/M2/[21285] 

医療接遇スーパーバイザー実践読本 / 著：三好章樹 

名古屋：日総研出版,2012 

228;A5,978-4-7760-1624-3 [寄贈：購読特典] 

 

M814/M2/CD[21286] 

医療接遇スーパーバイザー実践読本(CD-ROM) / 著：三好

章樹 

名古屋：日総研出版,2012 

73分;A5,978-4-7760-1625-0 [寄贈：購読特典] 

 

M816/ /(30)[20884] 

近畿病院情報 2012年版（第 30版）/ 記載なし 

東京：医事日報,2012 

896;B5,978-4-900364-80-6 [医療社会事業部] 

 



個人衛生・健康法．禁煙．禁酒［Ｍ８３］ 

 

M832/N3/[21004] 

禁煙あなたのお口と全身の健康 / 著：沼部幸博 

東京：クインテッセンス出版,2012 

87;B5,978-4-7812-0242-6 [歯科口腔外科] 

 

食品．栄養［Ｍ８５～Ｍ８５９］ 

 

M858/S2/[21204] 

治療に活かす!栄養療法はじめの一歩 / 著：清水健一郎 

東京：羊土社,2011 

286;A5,978-4-7581-0892-8 [研修医用図書] 

 

M86/K5/(2)[20966] 

病院感染対策ガイドライン（改訂版）/ 編集：国公立大

学附属病院感染策協議会 

東京：じほう,2012 

viii, 243;B5,978-4-8407-4329-7 [薬剤部] 

 

M86/N2/(3)[20959] 

薬剤師のための感染制御マニュアル（第 3 版）/ 監修：

日本病院薬剤師会 

東京：薬事日報社,2011 

v,415;A4,978-4-8408-1194-1 [薬剤部] 

 

M86/Y1/3[21169] 

CDC最新ガイドラインエッセンス集 3 / 訳･編：矢野邦夫 

吹田：メディカ出版,2008 

210;B5,978-4-8404-2504-9 [研修医用図書] 

 

M889/I2/[20863] 

東日本大震災石巻災害医療の全記録 : 「最大被災地」を

医療崩壊から救った医師の 7 ヵ月(ブルーバックス ; 

B-1758) / 著： 石井 正 

東京：講談社,2012 

270;B6,978-4-06-257758-8 [寄贈] 

 

薬学［Ｍ９～Ｍ９９９］ 

 

M909.1/D5/(2)[20964] 

よくわかる改正薬事法：カラー図解 医療機器編（改訂

版）/ 編：ドーモ 

東京：薬事日報社,2009 

214;B5,978-4-8408-1108-8 [薬剤部] 

 

M909.1/Ａ1/(22)[20963] 

薬事法・薬剤師法・毒物及び劇物取締法解説（第 22 版）

/ 著：青柳健太郎、翁 健、鰍澤照夫、木村豊彦 ほか 

東京：薬事日報社,2012 

16,1028;A5,978-4-8408-1199-6 [薬剤部] 

 

M909.1/N2/'11[2095] 

医薬品安全管理責任者必携（2011）/ 監修：日本病院薬

剤師会 

東京：薬事日報社,2011 

vi,72;A4,978-4-8408-1180-4 [薬剤部] 

 

M91/I2/'12[20952] 

医薬品識別ハンドブック：医療用 2012 年版（鑑別報告

書ができる CD-ROM付）/ 編：医薬情報研究所 

東京：じほう,2011 

676;B5,978-4-8407-4204-7 [薬剤部] 

 

M94/N5/(3)[20961] 

改正 GCP治験ハンドブック（改訂 3版）/ 編：野口隆志 

東京：薬事日報社,2012 

11,834;A5,978-4-8408-1196-5 [薬剤部] 

 

M96/N1/[20955] 

薬学生・薬剤師のための調剤と服薬指導ガイド / 編著：

中村房子 

東京：学研メディカル秀潤社,2011 

vi, 208;B5,978-4-7809-1040-7 [薬剤部] 

 

M96/N2/(13)[20953] 

調剤指針（第 13改訂）/ 編：日本薬剤師会 

東京：薬事日報社,2012 

x,20,500;B5,978-4-8408-1193-4 [薬剤部]

☆★☆★☆★☆  未着図書  ☆★☆★☆★☆  

Imaging in Percutaneous Musculoskeletal Interventions  

New York ：Springer,2012 [放射線科] 

 

Spencer’s Pathology of the Lung / Editor : Philip 

Hasleton etal 

England : Cambrige University Press,2012 [病理部] 

 

日本版 WAIS-Ⅲの解釈事例と臨床研究/編：藤田和弘ほか 

東京：日本文化科学社,2011[心療内科] 

 

精神疾患・高齢者の精神障害の理解と看護/ 監修：坂田三允 

東京：中央法規,2012 [図書室] 

日本看護技術学会誌 11巻/編：日本看護技術学会編集委員会 

東京：日本看護協会,2012 [図書室] 

 

日本看護科学会誌 32巻/編：日本看護科学会和文誌編集委員

会 

東京：日本看護科学会,2012 [図書室] 

 

今日の治療薬 2013：解説と便覧 （第 35版） 

東京：南江堂,2013（薬剤部） 

 

治療薬マニュアル 2013 

東京：医学書院,2013（薬剤部） 


