新規受入図書（2月分）

＜医学書＞ ＊配架場所：新刊コーナー
書名

著者名

出版者

請求記号

1

別冊・医学のあゆみ 病態栄養学UPDATE

清野 裕

医歯薬出版

M8.58||I.83

2

別冊・医学のあゆみ
いま臨床医が知っておくべき高血圧のすべて

檜垣 實男

医歯薬出版

M3.25||I.83

3

Lange textbookシリーズ ギャノング生理学

Ganong William F.

丸善出版

M1.3||G19||'17

4

臨床薬理学 第4版

日本臨床薬理学会

医学書院

M1.57||N77||'17

5

ヒューマンボディ からだがわかる解剖生理学

Herlihy Barbara

エルゼビア・ジャパン

M1.31||H53

6

カラー図解人体発生学講義ノート 第2版

塩田 浩平

金芳堂

M1.2||Sh77||'18

7

カラールービン病理学 臨床医学への基盤 改訂版

Rubin Raphael

西村書店

M1.6||R81

8

病気がみえる v. 7 脳・神経

医療情報科学研究所

Medic Media

M2||Me14||7 '17

9

Simple step series 公衆衛生

高橋 茂樹

海馬書房

M8||Ta33

島田 悠一

日本医事新報社

M0.7||Sh36

前嶋 明人

日本医事新報社

M4.93||Ma28

戸村 道夫

羊土社

460.75||To.62

深川 雅史

医学書院

M4.93||F71

柏原 直樹

日本医事新報社

M4.93||Ki.67||'17

15 小児腎臓病学 改訂第2版 第4版

日本小児腎臓病学会

診断と治療社

M3.935||N77||'17

16 日常診療に役立つ小児感染症マニュアル

日本小児感染症学会

東京医学社

M3.938||N77||'17

成瀬 光栄

診断と治療社

M3.25||N54

18 こどものリハビリテーション医学 発達支援と療育 第3版

伊藤 利之

医学書院

M3.936||I.89

19 高次脳機能障害の理解と診察

平山 和美

中外医学社

M3.73||H69

20 TNM悪性腫瘍の分類 第8版

Brierley James D.

金原出版

M1.65||So.12||'17

21 皮膚病理組織診断学入門 改訂第3版

斎田 俊明

南江堂

M4.81||Sa17||'17

22 臨床脈管学

日本脈管学会

日本医学出版

M3.24||Ki.53

23 イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頸部外科 改訂第2版

村上 泰

東京医学社

M6.5||I.27||'17

24 今日の治療薬 解説と便覧 2018年版(第40版)

浦部 晶夫

南江堂

M9.1||Mi.77||'18

25 今日の治療指針 私はこう治療している 2018年版(Vol.60)

福井 次矢

医学書院

M2.205||I.23||'18

ナースのための小児・新生児の外科疾患完全マスターガイド
26 術前術後のケアがわかる!病態・治療がわかる!
家族に説明できる! オールカラー

田口 智章

メディカ出版

M2.925||Ta19

27 受傷期のケアから社会復帰への支援まで、写真と動画で体験!

吉川 孝子

インターメディカ

M2.926||Y89

28 看護学のための多変量解析入門

中山 和弘

医学書院

M2.9019||N45

29 女性の健康と看護 新母性看護学テキスト

立岡 弓子

サイオ出版

M2.924||Ta94

30 複数疾患をもつ患者の"実践"看護過程

山勢 博彰

学研メディカル秀潤社

M2.914||Y43

31 フィジカルアセスメント完全ガイド 第3版

藤崎 郁

学研メディカル秀潤社

M2.911||F66

平澤 美恵子

インターメディカ

M2.924||H67

33 見てできる臨床ケア図鑑 周産期ビジュアルナーシング

畑田 みゆき

学研メディカル秀潤社

M2.923||H41

34 図解看護・医学事典 第8版

『図解看護・医学事典』編集委員会

医学書院

M2.903||Z6

10 海外医学留学のすべて 改題改訂2版
レジデントのための腎臓教室
ベストティーチャーに教わる全14章
実験医学 別冊 ラボ必携 フローサイトメトリーQ&A
12
正しいデータを出すための100箇条
11

13 レジデントのための腎臓病診療マニュアル 第3版
14

17

New専門医を目指すケース・メソッド・アプローチ
腎臓疾患 第3版

診断と治療社 内分泌シリーズ
内分泌性高血圧診療マニュアル 改訂第2版

DVD BOOK 写真でわかる整形外科看護アドバンス

32

DVD BOOK 写真でわかる母性看護技術アドバンス
褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解しよう!

書名

著者名

35 がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン 2017年版

日本緩和医療学会
緩和医療ガイドライン作成委員会

36 サルコペニア診療ガイドライン 2017年版

出版者

請求記号

金原出版

M3.4||N77||'17

サルコペニア診療ガイドライン作成委員会 国立長寿医療研究センター

日本サルコペニア・フレイル学会

M3.185||Sa69

37 肺癌診療ガイドライン IV期非小細胞肺癌薬物療法 2017年版

日本肺癌学会

金原出版

M3.385||N77

38 頭頸部癌診療ガイドライン 2018年版

日本頭頸部癌学会

金原出版

M4.62||N77||'17

39 自己炎症性疾患診療ガイドライン 2017

日本小児リウマチ学会

診断と治療社

M3.931||N77

40 成人スチル病診療ガイドライン 2017年版

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業
自己免疫疾患に関する調査研究班

診断と治療社

M3.6||Ko.83

山田 典子

明石書店

M8.9||Y19

42 医療六法 平成30年版

中央法規出版

中央法規出版

M8.12||Ko.83||'18

43 SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第6版

石村 貞夫

東京図書

M8.059||I.78

厚生労働省

日経印刷

M8.1||Ko.83||'17

臺 有桂

メディカ出版

M2.993||D14

南 裕子

日本看護協会出版会

M2.907||Mi.37

島袋 林秀

総合医学社

M3.92||Sh35

48 ナーシング・サプリ 自学自習用 イメージできる病態生理学

ナーシング・サプリ編集委員会

メディカ出版

M1.6||N55

49 看護白書 平成29年版

日本看護協会

日本看護協会出版会

M2.9||N77||'17

50 黒田裕子の看護研究step by step 第5版

黒田 裕子

医学書院

M2.907||Ku72||'17

河口 てる子

メディカ出版

M2.917||Ka92

榊 明彦

中央法規出版

M2.927||Sa31

山口 瑞穂子

サイオ出版

M2.907||Y24

高橋 良斉

中央法規出版

M2.927||Ta33

41

臨床法医学入門
コメディカルにも役立つ虐待・性犯罪・薬物対応の基礎知識

厚生労働白書
平成29年版 社会保障と経済成長
ナーシング・グラフィカ 在宅看護論
45
2 在宅療養を支える技術
44

46 看護における研究 第2版
47

5つのkeywordsでスッキリわかる!小児の急変対応
あわてないために必要な見方と考え方

熟練看護師のプロの技見せます!慢性看護の患者教育
患者の行動変容につながる「看護の教育的関わりモデル」
精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks
52
アディクション・パーソナリティ障害の看護ケア
51

53 ステップアップ基礎看護技術ノート
54

精神科ナースのアセスメント&プランニングbooks
うつ病・双極性障害の看護ケア

55 はじめの一歩の病態・疾患学 病態生理から治療までわかる

林洋

56 ヴァージニア・ヘンダーソン語る、語る。 論考集・来日の記録

Henderson Virginia

日本看護協会出版会

M2.904||H52

57 DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル

American Psychiatric Association

医学書院

M3.72||A44

医学教育振興財団

医学教育振興財団

M0.7||I.23||'17

上原記念生命科学財団

上原記念生命科学財団

M0.4||U36||31

58

英国大学医学部における臨床実習のための短期留学
平成28年度

59 上原記念生命科学財団研究報告集 vol.31(2017)

羊土社

M2.907||H48

＜レファレンス資料＞ ＊配架場所:： 1Ｆ参考図書コーナー
書名
60 医育機関名簿 2017-'18(54版)

著者名

羊土社

出版者

羊土社

請求記号

M0.77||C62||'17

＜国試関連図書＞ ＊配架場所：2階エレベータ横
書名
61
62
63
64
65

看護師国家試験対策出題傾向がみえる精神看護学
短期集中!完全制覇! 2018年
看護師国家試験対策出題傾向がみえる必修問題
短期集中!完全制覇! 2018年
看護師国家試験対策出題傾向がみえる小児看護学
短期集中!完全制覇! 2018年
看護師国家試験対策出題傾向がみえる成人看護学
短期集中!完全制覇! 2018年上
看護師国家試験対策出題傾向がみえる成人看護学
短期集中!完全制覇! 2018年下

著者名

出版者

請求記号

松浦 純平

PILAR PRESS

M2.907||Ta33

新谷 奈苗

PILAR PRESS

M2.907||Ta33

芝田 ゆかり

PILAR PRESS

M2.907||Ta33

松浦 純平

PILAR PRESS

M2.907||Ta33||1

松浦 純平

PILAR PRESS

M2.907||Ta33||2

書名
看護師国家試験対策出題傾向がみえる在宅看護論
短期集中!完全制覇! 2018年
看護師国家試験対策出題傾向がみえる基礎看護学
67
短期集中!完全制覇! 2018年

著者名

出版者

請求記号

松浦 純平

PILAR PRESS

M2.907||Ta33

中馬 成子

PILAR PRESS

M2.907||Ta33

68 看護師国試ラピッドスタディ 2018

法橋 尚宏

EDITEX

M2.907||H81||'17

69 看護師国家試験必修問題ファイナルチェック360問 2018年

Nursing Canvas看護師国試対策室

学研メディカル秀潤社

M2.907||N99

66

