
ブックハンティング図書リスト(分館）

出版者 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 新潮社 天国からのラブレター (新潮文庫:も-32- 本村洋, 弥生著 289.1||Mo 309001519

2
東京大学出版
会

女性の就業と家族のゆくえ : 格差社会の
なかの変容

岩間暁子著 361.63||Iw 309001521

3 ポプラ社 ワーキングプア : 日本を蝕 (むしば) む病
NHKスペシャル「ワー
キングプア」取材班編

361.85||Wa 309001531

4 ポプラ社 ワーキングプア : 解決への道
NHKスペシャル『ワー
キングプア』取材班編

361.85||Wa 309001532

5 医学書院
質的研究のための現象学入門 : 対人支
援の「意味」をわかりたい人へ

佐久川肇編著/植田
嘉好子, 山本玲菜著

361.9||Sa 309001302

6
日本能率協会
マネジメントセ
ンター

図解アンケート調査と統計解析がわかる
本 : アンケート調査の企画・実査・集計か
ら統計解析の基本と多変量解析の実務
まで (実務入門シリーズ)

酒井隆著 361.9||Sa 309001559

7
大阪ボランティ
ア協会

福祉小六法 2009
大阪ボランティア協会
編集

369.12||Fu||'09 309001404

8 ミネルヴァ書房
ミネルヴァ社会福祉六法 2009 : 平成21
年版

ミネルヴァ書房編集
部編

369.12||Mi||'09 309001410

9 ミネルヴァ書房
よくわかる社会福祉と法 (やわらかアカデ
ミズム・「わかる」シリーズ)

西村健一郎, 品田充
儀編著

369.12||Ni 309001535

10 日総研出版
居宅ケアプラン記載事例集 : ICF対応 改
訂4版

篠田道子, 名古屋市
高齢者療養サービス
事業団執筆

369.261||Ky 309001355

11 金原出版
実践的医療ソーシャルワーク論 : 保健医
療サービスを学ぶ 改訂第2版

村上須賀子, 大垣京
子編集

369.92||Ji 309001362

12 勁草書房
ソーシャルワーカーのための病院実習ガ
イドブック

村上須賀子[ほか]編
著

369.92||So 309001350

13 医学評論社
社会福祉を学ぶ : トピックで読みとく社会
のしくみ

斎藤嘉孝著/福祉教
育カレッジ編集

369||Sa 309001406

14 三輪書店 ぼくは、ADHD! : 自分を操縦する方法
ベン・ポリス著/山本
俊至訳

378.8||Po 309001373

15 文光堂
統計分析のここが知りたい : 保健・看護・
心理・教育系研究のまとめ方

石井秀宗著 417||Is 309001295

16 共立出版 薬学系のための統計学のススメ
石村貞夫, 小松浩一
郎, 劉晨著

417||Is 309001382

17 羊土社
細胞培養入門ノート (無敵のバイオテクニ
カルシリーズ:11 ; 特別編)

井出利憲著 463.7||Id 309001388

18 講談社 読んで楽しむからだの化学 : 生化学
佐藤博保著/吉田朊
子イラスト

464||Sa 309001314

19 朝日新聞出版 言葉で治療する 鎌田實著 490.14||Ka 309001514

20 飛鳥新社
死ぬ作法死ぬ技術 (家族で読めるfamily
book series:015. A study of living生き方
研究編)

飛鳥新社編集部編 490.15||Ka||15 309001569

21 日本医学出版 よい医師になる! : 医の倫理・シリーズ講 濃沼信夫編集 490.15||Yo 309001586

22 羊土社
マウスカラーアトラスと写真で見る脳実験
マニュアル

黒川衛編集 490.75||Ma 309001387

23 学習研究社 図説東洋医学 基礎編 490.9||Ya 309001516

24 医学書院
頭部/神経解剖 (プロメテウス : 解剖学ア
トラス)

Michael Schünke, Erik
Schulte, Udo
Schumacher [著]/五
十嵐由里子 [ほか]

491.1||To 309001385

25 シーエムシー iPS細胞の産業的応用技術 (CMC books) 山中伸弥監修 491.11||Ip 309001552
26 三輪書店 臨床のための神経形態学入門 後藤昇 [ほか] 著 491.17||Ri 309001583
27 新星出版社 からだのしくみ (カラー版徹底図解) 水野嘉夫監修 491.3||Ka 309001526

28 羊土社
シグナル伝達 : 集中マスター (バイオ研
究マスターシリーズ)

山本雅, 仙波憲太郎
編集

491.31||Sh 309001386
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29 建帛社 生化学 : 人体の構造と機能 (Nブックス)
林淳三監修/木元幸
一, 後藤潔編著/倉沢
新一 [ほか] 共著

491.4||Se 309001321

30 じほう 患者の訴え・症状からわかる薬の副作用 大津史子, 浜六郎編 491.5||Ot 309001566

31 講談社
超図解薬はなぜ効くか : 医師・看護師・薬
剤師へ 新版 (学術メディカル)

田中正敏著 491.5||Ta 309001380

32 西村書店 カラー臨床微生物学チャート&アトラス
トニー・ハート, ポー
ル・シアーズ著/中込

491.7||Ha 309001577

33 シナジー 医科プロバイオティクス学 古賀泰裕編集 491.7||Ik 309001338
34 金芳堂 ウイルスってなに? 今西二郎著 491.77||Im 309001544
35 羊土社 サイトカイン・増殖因子 : 用語ライブラリー 菅村和夫 [ほか] 編 491.8||Sa 309001389
36 金原出版 読んで上達!病気がわかる検査値ガイド 斉藤嘉禎, 岡本英子 492.1||Sa 309001416

37 同人社
スクリーニング : 健診、その発端から展望
まで

アンジェラ・ラッフル,
ミュアー・グレイ[著]/
福井次矢, 近藤達也,
高原亮治監訳

492.1||Su 309001587

38
医学教育出版
社

ゼッタイわかる心電図・心エコー図の読み
方 第3版

一色高明, 杉村洋一
著

492.123||Is 309001572

39 文光堂
あなたが心電図を読めない本当の理由
(わけ) [正]

村川裕二著 492.123||Mu||1 309001560

40 文光堂
あなたが心電図を読めない本当の理由
(わけ) 続

村川裕二著 492.123||Mu||2 309001562

41
エルゼビア・
ジャパン

実践静脈栄養と経腸栄養 応用編
島田慈彦 [ほか] 編
著

492.26||Ji||2 309001332

42 文光堂
経腸栄養食品「剤」便覧 : 合理的な選び
方の指針 2009

日本栄養士会編 492.26||Ke 309001331

43 羊土社
輸液療法の進め方ノート : 体液管理の基
本から手技・処方までのポイントがわかる
実践マニュアル 改訂版

杉田学編集 492.26||Yu 309001541

44 医歯薬出版 マイナーエマージェンシー
Philip Buttaravoli著/
大滝純司監訳/斎藤
裕之編集

492.29||Bu 309001524

45 羊土社
救急医療パーフェクトマニュアル : あらゆ
る角度から救急医療をマスターするため
の完全実用ガイド 改訂版

森脇龍太郎, 輿水健
治編集

492.29||Ky 309001540

46 文光堂
レジデントのための救急診療完全マス
ターガイド : チャートでわかる、救急外来
での徴候別対応のエッセンス

石川清, 横江正道編
集

492.29||Re 309001563

47 学習研究社 写真と動画でわかる一次救命処置
大阪ライフサポート協
会編集

492.29||Sh 309001517

48 学習研究社 写真と動画でわかる二次救命処置 小林正直編集 492.29||Sh 309001518

49
日経BP社/日
経BP出版セン
ター (発売)

日経DIクイズ : 朋薬指導・実践篇 11
日経ドラッグインフォ
メーション編

492.3||Ni||11 309001419

50
日経BP社/日
経BP出版セン
ター (発売)

「薬歴スキルアップ」虎の巻 : POS薬歴が
すぐ書ける 専門疾患篇 (日経DI薬局虎の
巻シリーズ:4)

日経ドラッグインフォ
メーション編

492.3||Ni||4-専
門

309001415

51 羊土社 ステロイド薬の選び方・使い方ハンドブッ 山本一彦編集 492.3||Su 309001538
52 じほう 薬効別朋薬指導マニュアル 第6版 田中良子, 木村健編 492.3||Ya 309001568

53 羊土社
抗菌薬について内心疑問に思っているこ
とQ&A

大曲貴夫編集 492.31||Ko 309001383

54 羊土社
抗菌薬について内心疑問に思っているこ
とQ&A

大曲貴夫編集 492.31||Ko 309001421

55
協和企画(発
売)

抗菌薬使用のガイドライン
日本感染症学会, 日
本化学療法学会編

492.31||Ko 309001573
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56 メディカ出版 ケアリング : 看護婦・女性・倫理
ヘルガ・クーゼ著/竹
内徹, 村上弥生監訳

492.9||Ke 309001582

57 照林社 ケアに使える画像の見かた 第1版 久志本成樹編著 492.9||Ku 309001553

58 医学書院
マーガレット・ニューマン変容を生みだす
ナースの寄り添い : 看護が創りだすちが
い

マーガレット・ニューマ
ン著/ニューマン理
論・研究・実践研究会

492.9||Ne 309001292

59 医学書院 看護における理論構築の方法

Lorraine Olszewski
Walker, Kay Coalson
Avant [著]/中木高夫,
川崎修一訳

492.901||Ka 309001304

60 日総研出版
中範囲理論入門 : 看護を理解する、人間
を理解するための : 事例を通してやさしく
学ぶ 第2版

佐藤栄子編著 492.901||Sa 309001305

61 日総研出版
やさしく学ぶ看護理論 : ケースを通して
改訂3版

黒田裕子編著 492.901||Ya 309001545

62 総合医学社
全科に必要な栄養管理Q&A : 初歩的な
知識からNSTの実際まで 改訂版 (ナーシ
ングケアQ&A:20. Nursing care Q&A)

東口高志編集 492.905||Ze 309001327

63
エルゼビア・
ジャパン

バーンズ&グローブ看護研究入門 : 実施・
評価・活用

ナンシー・バーンズ,
スーザン・K.グローブ
著/黒田裕子, 中木高
夫, 小田正枝, 逸見功

492.907||Bu 309001306

64 医学書院
質的研究の実践と評価のためのサブスト
ラクション

北素子, 谷津裕子著 492.907||Ki 309001301

65 へるす出版
ケア技術のエビデンス : 実践へのフィード
バックで活かす

深井喜代子監修 492.911||Ke 309001308

66 学研
Photo & Movie臨床看護技術パーフェクト
ナビ : 写真でコツを理解する! 動画で手順
がわかる!

猪又克子, 清水芳監
修

492.911||Ph 309001307

67
日経BP社/日
経BP出版セン
ター(発売)

病院勤務医の技術 : ホスピタリスト養成
講座

シルビア・C.マッキー
ン,エドリエンヌ・L.ベ
ネット,ラクシミ・K.ハラ
シャマニ編/福井次矢

492||By 309001431

68 Medic Media 免疫・膠原病・感染症 (病気がみえる:v. 医療情報科学研究所 492||By||6 309001585

69 羊土社
ICUでの病態管理と急変時に役立つQ&A
改訂第2版

三宅康史編集 492||Ic 309001539

70 日総研出版 患者と作る医学の教科書

ヘルスケア関連団体
ネットワーキングの会,
『患者と作る医学の教
科書』プロジェクトチー
ム編著

492||Ka 309001546

71 じほう 薬剤師が知っておきたい臨床知識 改訂3 三浦崇則, 石原友恵 492||Ya 309001567

72 診断と治療社
メタボリックシンドロームディクショナリー :
健診・保健指導のための知っておきたい
キーワード

大野誠, 津下一代, 蒲
池桂子編

493.12||Me 309001313

73
メディカルトリ
ビューン/金芳
堂(発売)

バーンスタイン医師の糖尿病の解決 : 正
常血糖値を得るための完全ガイド 第2版

リチャード・K.バーンス
タイン著/太田喜義訳

493.123||Be 309001300

74
日本医事新報
社

2210万人への糖尿病指導 能登谷洋子編著 493.123||No 309001299

75 中外医学社 エビデンスを活かす糖尿病療養指導 坂根直樹編著 493.123||Sa 309001298

76 朝倉書店 最新糖尿病学 : 基礎と臨床
垂井清一郎, 門脇孝,
花房俊昭編集

493.123||Sa 309001309

77 中山書店 糖尿病物語 垂井清一郎著 493.123||Ta 309001294
78 中外医学社 糖尿病診療ルールブック 寺内康夫編著 493.123||Te 309001296
79 文光堂 糖尿病学用語集 第2版 日本糖尿病学会編 493.123||To 309001293
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80 文光堂
糖尿病食事療法のための食品交換表 :
献立例とその応用 活用編

日本糖尿病学会編 493.123||To 309001333

81 保健同人社
糖尿病の人のおいしいレシピブック (やさ
しい食事療法)

493.123||To 309001342

82 文光堂
生活習慣病 (メタボリックシンドローム)
(NSTのための臨床栄養ブックレット:3. 疾
患・病態別栄養管理の実際)

山東勤弥, 保木昌徳,
雨海照祥編/柏木厚
典 [ほか] 執筆

493.125||Ns||3 309001316

83 保健同人社
食物アレルギーの子の食卓 (美味しい・
ヘルシー・クッキング:11)

向山徳子, 吉村かつ
子監修

493.14||Sh 309001339

84 同文書院
いわゆる健康食品・サプリメントによる健
康被害症例集

小澤明総編集/田中
平三 [ほか] 編集

493.15||Iw 309001348

85 ナップ
高齢者のための生活関連体力強化法 :
介護予防のために使える具体的プログラ

Patricia A. Brill著/田
中喜代次, 奥野純子

493.185||Br 309001361

86 文光堂 ガイドラインに学ぶ循環器診療エッセンス 増山理編 493.2||Ga 309001561

87 杏林書院
ケ-ススタディ運動療法 : 高血圧・高脂血
症・糖尿病に有益な運動

坂本静男編著 493.2||Ke 309001334

88 中山書店 最新循環器診療マニュアル 友池仁暢総編集 493.2||Sa 309001529

89 西村書店 フレイザー呼吸器病学エッセンス
フレイザー [ほか] 編
著 : 清水英治, 藤田
次郎監訳

493.3||Fr 309001578

90 文光堂
臨床に直結する消化管疾患治療のエビ
デンス : ベッドサイドですぐに役立つリファ
レンスブック

上村直実, 菅野健太
郎編集/小早川雅男
編集協力

493.4||Ri 309001337

91 羊土社
消化器内科研修チェックノート : 書き込み
式で研修到達目標が確実に身につく!

柴田実編集 493.4||Sh 309001537

92
メジカルビュー
社

講義録消化器学
上西紀夫 [ほか] 編
集

493.4||Sh 309001542

93 单江堂 消化器疾患最新の治療 2009-2010 岡博 [ほか] 編
493.4||Sh||'09-
'10

309001335

94 弘文堂
安心レシピでいただきます! : 潰瘍性大腸
炎・クローン病の人のためのおいしいレシ

斎藤恵子著 493.46||Sa 309001341

95 文光堂
臨床に直結する肝・胆・膵疾患治療のエ
ビデンス : ベッドサイドですぐに役立つリ
ファレンスブック

跡見裕, 上村直実, 白
鳥敬子, 正木尚彦編
集

493.47||Ri 309001336

96 中外医学社 Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌 金澤康徳 [ほか] 編 493.49||An||'09 309001297

97
医薬ジャーナ
ル社

嚥下障害Q&A
吉田哲二責任編集/
伊藤裕之 [ほか] 編

493.73||En 309001405

98 中央法規出版 口から食べる : 嚥下障害Q&A 第3版 藤島一郎著 493.73||Fu 309001356

99 医歯薬出版
病院・施設のための嚥下食ピラミッドによ
る咀嚼・嚥下困難者レシピ100

栢下淳編著 493.73||Ka 309001345

100
メジカルビュー
社

グリオーマ : その最新知見 (NS NOW:5) 寺本明担当編集委員 493.73||Ns||5 309001384

101 中央法規出版
失語症の人と話そう : 失語症の理解と豊
かなコミュニケーションのために 改訂

言語障害者の社会参
加を支援するパート
ナーの会・和音編集

493.73||Sh 309001554

102 日本評論社 パーキンソン病ファミリーブック 森秀生著 493.74||Mo 309001370

103 中山書店
てんかん症候群 : 乳幼児・小児・青年期
のてんかん学

Joseph Roger [ほか]
編集/Pierre Thomas,
Edouard Hirschビデオ
編集/井上有史監訳

493.74||Te 309001528

104 永井書店
よくわかるうつ病のすべて : 早期発見か
ら治療まで 改訂第2版

鹿島晴雄, 宮岡等編
集

493.764||Yo 309001558

105
日本医師会/メ
ジカルビュー
社(発売)

医療従事者のための新型インフルエンザ
A(H1N1)対策実践ガイド

飯沼雅朗ほか編, 日
本医師会監修

493.87||Ir 309001430
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106 総合医学社
新型インフルエンザ患者対応Q&A : 臨床
現場からの質問に答える!

新型インフルエンザ
臨床研究会著

493.87||Sh 309001429

107
医学教育出版
社

エビデンスに基づく小児科 総合診療編 浦島充佳著 493.92||Eb 309001570

108
医学教育出版
社

エビデンスに基づく小児科 専門診療編 浦島充佳著 493.92||Eb 309001571

109 文光堂 目でみる小児救急 (Visual Series) 五十嵐隆編集 493.92||Me 309001564
110 診断と治療社 食物アレルギー (小児アレルギーシリー 海老澤元宏編集 493.931||Sh 309001328

111 中山書店
子ども虐待と関連する精神障害 (子ども
の心の診療シリーズ:5)

本間博彰, 小野善郎
編集

493.937||Ko||5 309001372

112 中山書店
子どもの精神病性障害 : 統合失調症と双
極性障害を中心に (子どもの心の診療シ
リーズ:8)

齊藤万比古総編集/
松本英夫, 飯田順三
責任編集

493.937||Ko||8 309001371

113 東京医学社 新生児診療マニュアル 第4版補訂
神奈川県立こども医
療センター [編]/猪谷
泰史 [ほか] 編集

493.95||Sh 309001575

114
医学教育出版
社

循環器疾患 第2版 (新・病態生理できっ
た内科学:1)

できった編集委員会
編著

493||Sh||1 309001428

115
医薬ジャーナ
ル社

腫瘍マーカーハンドブック 改訂版 石井勝編 494.5||Sh 309001536

116 永井書店 最新泌尿器科診療指針
村井勝, 塚本泰司, 小
川修編集

494.92||Sa 309001557

117 永井書店
新泌尿器科手術手技図譜 : カラーアトラ
ス

高井計弘, 亀山周二
著/阿曽佳郎監修

494.92||Ta 309001556

118 東京医学社 腹膜透析入門 : これで安心!PDライフ 窪田実, 平松信編集 494.93||Fu 309001349

119
日本メディカル
センター

透析患者の検査値の読み方 改訂第2版
深川雅史 [ほか] 編
集

494.93||To 309001576

120 へるす出版
消化器外科専門医であるために必要な
標準手術手技アトラス (消化器外科:v.25
no.7 通巻307号)

494||Sh 309001512

121 金原出版 更年期医療ガイドブック 日本更年期医学会編 495.13||Ko 309001525

122 单山堂 スキルアップのための妊婦への朋薬指導
田中憲一, 佐藤博編
著/高桑好一, 田村正
毅, 増田寛樹執筆

495.6||Su 309001376

123 医歯薬出版
歯科衛生士のためのペリオドンタルメディ
シン : 全身の健康と歯周病とのかかわり
(デンタルハイジーン:別冊)

沼部幸博, 和泉雄一
編著

497.2||De||別 309001392

124 砂書房
新妊婦・授乳婦の歯科治療と薬物療法 :
安心で安全な処置・処方のために

藤井彰, 秋元芳明著 497.2||Fu 309001395

125
デンタルダイヤ
モンド社

患者説明ポケットブック述前述後 今井洋著 497.2||Im 309001367

126
デンタルダイヤ
モンド社

歯科衛生士さんのための口腔内撮影術 :
デジカメ

丸茂義二監著 497.2||Ma 309001398

127
デンタルダイヤ
モンド社

慢性全身疾患50ガイダンス : 歯科治療の
安全往来

佐藤田鶴子編 497.2||Ma 309001403

128
クインテッセン
ス出版

1時間で読めて30年使える歯科臨床の7
つのツボ : 100選

上田秀朗著 497.2||Ue 309001547

129 学建書院
高齢者・有病者のための歯科診療 : さま
ざまな合併症をもつ患者さんを前にどう

山崎博嗣著 497.2||Ya 309001408

130
デンタルダイヤ
モンド社

有病者歯科ポケットブック全身疾患VS歯
科治療

和気裕之 [ほか] 編
集委員

497.2||Yu 309001366

131 医歯薬出版
Complete Worksトータルスケーリングテク
ニック

加藤久子著 497.26||Ka 309001352

132
デンタルダイヤ
モンド社

口腔の病態を診る 長谷川博雅監修 497.3||Ko 309001574
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133
クインテッセン
ス出版

無歯顎補綴に強くなる本 上 寺西邦彦著 497.56||Te||1 309001548

134
クインテッセン
ス出版

無歯顎補綴に強くなる本 下 寺西邦彦著 497.56||Te||2 309001549

135
デンタルダイヤ
モンド社

歯科衛生士さんのためのシャープニング
: 誰でもできる新田式シャープニング法

新田浩, 茂木美保監
著

497.8||Ni 309001400

136 永末書店
介護予防の現場で役立つ口腔機能向上
事例集

秋房住郎, 高野ひろ
み編著

497.9||Ak 309001391

137 ヒョ-ロン
8020地域歯科保健活動の現場から : 保
健所, 市町村保健センタ-, 歯科医師会,
住民とともに8020を実現するために

石井拓男, 安井利一
編

497.9||Ha 309001358

138
デンタルダイヤ
モンド社

歯科衛生士臨床ポケットブックASUNARO
蓮井義則, 三木千津
編著

497.9||Ha 309001364

139
デンタルダイヤ
モンド社

歯科衛生士臨床ポケットブックASUNARO
蓮井義則, 三木千津
編著

497.9||Ha 309001365

140 学建書院
歯ブラシ事典 : 使い方から介護用品まで
なんでもわかる 第5版

松田裕子, 近藤いさ
を, 波多江道子編集/
麻賀多美代 [ほか]

497.9||Ha 309001396

141 学建書院
いまからはじめる口腔ケア : 中高年から
のしあわせライフ

鴨井久一, 宮田隆編
集/安保徹 [ほか] 執

497.9||Im 309001402

142 創元社
口腔ケア : らくらく実践法 : ケアと口腔リ
ハビリで元気になる (今すぐ役立つ介護
シリーズ:3)

日本訪問歯科協会監
修

497.9||Im||3 309001369

143
ヒョーロン・パ
ブリッシャーズ

医療連携による在宅歯科医療 : 新しい医
療提供体制に歯科はどう関わるか (日本
歯科評論:別冊2008)

箱崎守男, 石井拓男,
角町正勝編著

497.9||Ir 309001351

144
厚生科学研究
所

介護予防プラクティス : 口腔ケア摂食・嚥
下リハNST (高齢者ケアシリーズ:6)

阪口英夫, 糸田昌隆
編

497.9||Ka 309001394

145 医歯薬出版
口腔保健推進ハンドブック : 地域を支え
るオーラルヘルスプロモーション

深井穫博 [ほか] 編 497.9||Ko 309001397

146
クインテッセン
ス出版

"食育"は歯科医療を変える : 食を変えれ
ば、う蝕もペリオも治る

丸森英史, 武内博朗
編著

497.9||Ma 309001407

147
クインテッセン
ス出版

目的別PMTCとオーラルケア : バイオフィ
ルム制御とオーラルケアの到達点 (クイ
ント・ブックレットシリーズ)

武内博朗編/内山茂
[ほか] 著

497.9||Mo 309001360

148
デンタルダイヤ
モンド社

歯科衛生士さんのための症例でみるオー
ダーメードのPMTC

村上充, 村上恵子監
著

497.9||Mu 309001399

149
デンタルダイヤ
モンド社

歯科衛生士ポケットブックOSARAI
蓮井義則, 尾崎和美
編著

497.9||Sh 309001363

150 医学情報社
歯科衛生士国家試験 : スピードチェック
2010

国試対策システム研
究会編集

497.9||Sh 309001368

151 医歯薬出版 柴田浩美の高齢者の口腔ケアを考える 柴田浩美著 497.9||Sh 309001401
152 医歯薬出版 Basicグレーシーキュレットテクニック 立澤敦子著 497.9||Ta 309001353

153 学建書院
わかりやすいフッ素の応用とひろめかた :
21世紀の健康づくりとむし歯予防

境脩 [ほか] 編集 497.9||Wa 309001357

154
産労総合研究
所出版部経営
書院

口腔ケア・摂食・嚥下障害入門 : 口腔機
能向上と介護予防 : 食べる機能を回復す
る口腔ケアと食べる楽しみ : 要介護者の
支援に役立つ

山川治著 497.9||Ya 309001409

155
クインテッセン
ス出版

長期メインテナンスに挑もう! : 15症例から
学ぶ、その根拠とコミュニケーションのポ
イント (別冊歯科衛生士)

月星光博, 稲垣幸司,
内藤徹編集/安生朝
子 [ほか] 執筆

497||Ch 309001393

156
クインテッセン
ス出版

咬合に強くなる本 上 普光江洋著 497||Fu||1 309001550

157
クインテッセン
ス出版

咬合に強くなる本 下 普光江洋著 497||Fu||2 309001551
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158 医歯薬出版 歯科衛生士のための障害者歯科 第3版
緒方克也監修/足立
三枝子 [ほか] 著

497||Sh 309001354

159 医歯薬出版
スペシャルニーズデンティストリー : 障害
者歯科

日本障害者歯科学会
編集

497||Su 309001390

160
クインテッセン
ス出版

The悩める歯科衛生士 : 私の悩みを聞い
てください! 判断力・診査編

荒井和美 [ほか] 執
筆/安生朝子 [ほか]
アドバイス執筆/歯科
衛生士編集部編

497||Th 309001359

161 PHP研究所
「医療崩壊」のウソとホント : 国民が知らさ
れていない現場の真実

本田宏著 498.021||Ho 309001530

162
へるす出版事
業部

医療を支える女たちの力 (へるす出版新
書:013)

橋口佐紀子著 498.04||Ha 309001581

163
へるす出版事
業部

「本物(プロ)」の医療者とはなにか : 映画
『ディア・ドクター』が教えるもの (へるす出
版新書:008)

太田祥一編著 498.04||Ot 309001580

164 講談社
英語で読む21世紀の健康 : Health for all
: Towards the 21st century

阿部祚子, 正木美知
子著

498.07||Ab 309001315

165 Medic Media
栄養士・管理栄養士のためのなぜ?どうし
て? : for dietitian & registered dietitian 2 :
企業編 (なぜ?どうして?)

医療情報科学研究所
編集

498.14||Ei||2 309001318

166 講談社
基礎栄養学・人体の構造と機能及び疾病
の成り立ち 第2版 (管理栄養士国家試験
対策シリーズ. 新これであなたも管理栄養

498.14||Ka||1 309001323

167 メディカ出版 管理栄養士国家試験 : 問題と詳解 2010 小野章史編 498.14||Ka||'10 309001317

168 講談社
公衆栄養学・社会・環境と健康 第2版 (管
理栄養士国家試験対策シリーズ. 新これ
であなたも管理栄養士:4)

498.14||Ka||4 309001310

169 医学書院
看護師の臨床の「知」 : 看護職生涯発達
学の視点から

佐藤紀子著 498.14||Sa 309001303

170
新興医学出版
社

サプリメント・健康食品HANDBOOK : 科
学的根拠から適正使用がわかる本 : 必

蒲原聖可著 498.53||Ka 309001381

171 建帛社
食品衛生学実験 (Nブックス. 実験シリー
ズ)

後藤政幸編著/上田
龍太郎 [ほか] 共著

498.54||Sh 309001326

172 講談社 栄養学の歴史
ウォルター・グラット
ザー著/水上茂樹訳

498.55||Gr 309001343

173 メディカ出版
管理栄養士国家試験合格レシピ : 頻出
問題を解いて覚える 改訂2版

山本みどり, 佐々木公
子編著

498.55||Ka 309001324

174 建帛社
基礎栄養学実験 (Nブックス. 実験シリー
ズ)

木元幸一, 鈴木和春
編著/阿左美章治 [ほ
か] 共著

498.55||Ki 309001325

175 中央法規出版 効果のみえる栄養指導の方法と実際 井上正子編著 498.55||Ko 309001347
176 医薬経済社 カフェイン : もうドーピングなどとはいわせ 岡希太郎著 498.55||Ok 309001378

177 講談社
好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見
直そう (好きになるシリーズ)

麻見直美, 塚原典子
著

498.55||Om 309001319

178 杏林書院
栄養と運動 (身体運動・栄養・健康の生
命科学Q&A)

伏木亨, 跡見順子, 大
野秀樹編

498.55||Sh 309001312

179 講談社 はじめての栄養英語
清水雅子著/講談社
サイエンティフィク編

498.55||Sh 309001320

180 メディカ出版
栄養アセスメント&ケアプラン : ワークブッ
ク形式で症例別にレッスン! (Nutrition
Care:2009年秋季増刊)

山中英治編 498.58||Ei 309001565

181 医歯薬出版
腎臓病食品交換表による三連カードでら
くらく選べる腎臓病・透析の献立

中尾俊之編 498.58||Ji 309001329

182 医薬経済社 コーヒーの処方箋 岡希太郎著 498.583||Ok 309001377

183 中山書店
さぁ、はじめよう!NST : 事例でわかる栄養
療法の進め方

磯崎泰介監修 498.583||Sa 309001330
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184 医歯薬出版 臨床調理 第4版
玉川和子, 口羽章子,
木地明子著

498.583||Ta 309001346

185 学建書院
絵っと驚く、コツ伝授おいしいQ食レシピ
154

菅野広一著/甲斐正
範絵

498.59||Ka 309001344

186 じほう 薬剤師のための感染制御標準テキスト 神谷晃, 尾家重治編 498.6||Ya 309001414

187 中山書店 産業精神保健マニュアル
日本産業精神保健学
会編集

498.8||Sa 309001527

188 中央法規出版
効果的な面接技術と事業展開から学ぶ
保健指導 (行動変容につなげる保健指導
スキルアップBook)

金川克子監修/宮崎
美砂子編集

498.81||Ko 309001555

189 医学評論社
みるみる公衆衛生 : 社会保障制度と生活
者の健康 2010 (看護国試シリーズ)

テコム編集委員会編 498||Mi 309001311

190 薬事日報社
ドラッグストアQ&A : 薬・健康食品・化粧
品・ベビー・生活用品の情報BOOK

大西憲明 [ほか] 監
修

499.04||Do 309001379

191 羊土社
薬局調剤の基本 : 処方せん受付から調
剤, 鑑査, 朋薬指導まで (ビジュアル薬剤
師実務シリーズ:1)

上村直樹, 下平秀夫
編

499.07||Bi||1 309001422

192 羊土社
薬局管理の基本 : 医薬品管理・情報の活
用から地域における役割まで (ビジュアル
薬剤師実務シリーズ:2)

上村直樹, 下平秀夫
編

499.07||Bi||2 309001423

193 羊土社
病院調剤と医薬品管理の基本 : 調剤の
流れ, 院内製剤から医薬品情報の活用ま
で (ビジュアル薬剤師実務シリーズ:3)

阿部宏子, 伊藤由紀
編

499.07||Bi||3 309001424

194 羊土社

病棟業務の基本 : 薬剤管理指導, 薬学的
ケアからリスクマネジメント, チーム医療に
おける役割まで (ビジュアル薬剤師実務
シリーズ:4)

阿部宏子, 伊藤由紀
編

499.07||Bi||4 309001425

195 診断と治療社
薬剤師のための患者応対技術の実践法
: 会話で学ぼう!

岡村祐聡著 499.09||Ok 309001427

196 医薬経済社
勝ち組MRになるための条件 : MR受難の
時代はMBA式実践術を身につけよ

瀬川融著 499.09||Se 309001375

197 医薬経済社
Balance of Power : 攻防の中の均衡 :
ジェネリックVS.先発企業

渡辺敏一著 499.09||Wa 309001374

198 じほう
OTC薬販売の実践問題集 : 64のケース
で考える 2

堀美智子監修 : 医薬
情報研究所編集 : エ
ス・アイ・シー編集

499.1||Ot||2 309001420

199 じほう
実践処方例とその解説 : 処方の読み方と
考え方 : コアカリキュラム対応

井尻好雄 [ほか] 編
集

499.2||Ji 309001426

200 单山堂

処方せん鑑査疑義照会実践トレーニング
[1] (Rp. : the journal of recipe : レシピ:第
3巻2004年4月臨時増刊号, 第4巻2005年
7月臨時増刊号, 第5巻2006年8月臨時増
刊号, 第8巻2009年9月臨時増刊号)

澤田康文著 499.6||Sa||'04 309001411

201 单山堂

処方せん鑑査疑義照会実践トレーニング
2 (Rp. : the journal of recipe : レシピ:第3
巻2004年4月臨時増刊号, 第4巻2005年7
月臨時増刊号, 第5巻2006年8月臨時増
刊号, 第8巻2009年9月臨時増刊号)

澤田康文著 499.6||Sa||'05 309001412

202 单山堂

処方せん鑑査疑義照会実践トレーニング
3 (Rp. : the journal of recipe : レシピ:第3
巻2004年4月臨時増刊号, 第4巻2005年7
月臨時増刊号, 第5巻2006年8月臨時増
刊号, 第8巻2009年9月臨時増刊号)

澤田康文著 499.6||Sa||'06 309001413

203
日経BP社/日
経BP出版セン
ター (発売)

「処方せんチェック」虎の巻 : その薬を出
す前に 改訂版 上 (日経DI薬局虎の巻シ
リーズ:2)

日経ドラッグインフォ
メーション編

499.6||Sh||1 309001417
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204
日経BP社/日
経BP出版セン
ター (発売)

「処方せんチェック」虎の巻 : その薬を出
す前に 改訂版 下 (日経DI薬局虎の巻シ
リーズ:2)

日経ドラッグインフォ
メーション編

499.6||Sh||2 309001418

205 医歯薬出版 コツと科学の調理事典 第3版 河野友美著 596||Ko 309001340
206 金芳堂 動物由来感染症マニュアル 河野公一 [ほか] 編 649.5||Do 309001543
207 窓社 死の灰 : 人間写真集 細江英公著 748||Ho 309001584

208 講談社
食べて勝つスポーツ栄養の基礎知識 : コ
ンビニ・外食大活用

齊藤愼一編 780.19||Ta 309001322

209 朝日新聞社 悪人 吉田修一著 913.6||Yo 309001513
210 朝日新聞出版 冤罪 : ある日、私は犯人にされた 菅家利和著 916||Su 309001515

211 西村書店 秘密の花園 : 新装版
バーネット著/グラハ
ム・ラスト絵/野沢佳

933.7||Bu 309001579

212 中央公論新社 グレート・ギャツビー 愛蔵版
スコット・フィッツジェラ
ルド著/村上春樹訳

933.7||Fi 309001520

213 文藝春秋 冷蔵庫のうえの人生
アリス・カイパース著/
八木明子訳

933.7||Ku 309001523

214
日本放送出版
協会

モリー先生との火曜日 普及版
ミッチ・アルボム著/別
宮貞徳訳

936||Al 309001522

215
フジテレビ出版
/扶桑社 (発

みじかい命を抱きしめて : this is my life :
with Ashley, a girl living up with progeria

ロリー・ヘギ著/[板倉
克子訳]

936||He 309001533

216
フジテレビ出版
/扶桑社 (発

アシュリー : all about Ashley アシュリー・ヘギ著 936||He 309001534
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