
平成31年度継続注文リスト 2019年3月

No. 書名 責任表示 出版者
予定定価

(本体価格)
配本形態

発行時期
(目安)

平成31年度(2019年度)
購入予定巻号

1 看護六法 看護行政研究会編 新日本法規出版 3,800 年刊 3月 平成31年版

2 知的財産権六法 角田政芳編 三省堂 2,800 年刊 3月 2019 平成31年版

3 六法全書 山下友信ほか編 有斐閣 12,500 年刊 3月 平成31年版

4 看護法令要覧 勝又浜子ほか編 日本看護協会出版会 4,200 年刊 3月 平成31年版

5 母子保健の主なる統計 （財）母子衛生研究会 母子保健事業団 1,800 年刊 3月 平成30年(2018)

6 科学技術研究調査報告 総務庁統計局編 日本統計協会 4,000 年刊 3月 平成30年

7 看護関係統計資料集 日本看護協会出版会編 日本看護協会出版会 2,600 年刊 3月 平成30年

8 文部科学統計要覧
文部科学省生涯学習政策局
調査企画課 [編]

日経印刷 850 年刊 3月 平成31年版

9 社会福祉小六法 ミネルヴァ書房編集部編 ミネルヴァ書房 1,600 年刊 4月 2019  平成31年版

10 学校保健統計（学校保健統計調査報告書）
文部省大臣官房調査統計企
画課 [編]

日経印刷 2,400 年刊 4月 平成30年度

11 社会保障統計年報
総理府社会保障制度審議会
事務局編

社会保険法規研究会 4,500 年刊 5月 平成31年版

12 白書の白書 木本書店・編集部編 木本書店 3,800 年刊 5月 2019年版

13 科学技術白書 文部科学省編 日経印刷 1,852 年刊 6月 平成31年版



14 子供・若者白書 内閣府編 日経印刷 2,200 年刊 7月 平成31年版

15 文部科学白書 文部科学省編 財務省印刷局 1,950 年刊 7月 平成30年度

16 高齢社会白書 内閣府編 印刷通販 2,000 年刊 7月 平成31年版

17 介護保険六法 中央法規出版 5,800 年刊 8月 平成31年版

18 図書館年鑑
日本図書館協会図書館年鑑
編集委員会編

日本図書館協会 17,000 年刊 7月 2019

19 障害者白書 内閣府編 勝美印刷 2,600 年刊 7月 平成31年版

20 自殺対策白書 内閣府編 日経印刷 3,300 年刊 7月 平成31年版

21 障害者総合支援六法 中央法規出版 6,800 年刊 7月 平成31年版

22 子ども白書 日本子どもを守る会編 本の泉社 2,000 年刊 8月 2019

23 保育白書
全国保育団体連絡会・保育
研究所編集

ちいさいなかま社(ひとな
る書房発売)

2,500 年刊 8月 2019年版

24 JAPIC医療用医薬品集 日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター 13,000 年刊 8月 2020

25 医療白書 ヘルスケア総合政策研究所 日本医療企画 4,500 年刊 8月 2019年度版

26 発達障害白書 日本精神薄弱者福祉連盟編 明石書店 3,000 年刊 9月 2020年版

27 過労死等防止対策白書 厚生労働省編 正陽文庫 4,500 年刊 10月 平成31年版

28 原子力年鑑 日本原子力産業協会【監修】 日刊工業新聞社 15,000 年刊 10月 2020



29 精神保健医療福祉白書
精神保健医療福祉白書編集
委員会編集

中央法規出版 2,600 年刊 10月 2019/2020

30 東京都教育例規集 東京都教育庁総務部 ぎょうせい 6,200 隔年刊 9月 平成31年版

31 関東病院情報 医事日報 24,000 年刊 9月 2019年版(第38版)

32 看護白書 日本看護協会編 日本看護協会出版会 3,200 年刊 10月 平成31年版

33 模範六法 模範六法編修委員会編 三省堂 5,400 年刊 11月 2020　平成32年版

34 社会福祉六法 社会福祉法規研究会 新日本法規出版 6,000 年刊 11月 2020年版

35 現代用語の基礎知識 自由国民社編 自由国民社 2,750 年刊 11月 2020

36 全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会編 第一法規出版 4,000 年刊 11月 平成31年版

37 日本統計年鑑 総務庁統計局編
日本統計協会/毎日新聞
社

15,000 年刊 11月 第69回(平成32年)

38 学校基本調査報告書 : 高等教育機関 文部科学省編 日経印刷 4,080 年刊 12月 平成31年度

39
学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学
校・各種学校編

文部科学省編 日経印刷 6,520 年刊 12月 平成31年度

40 少子高齢社会総合統計年報 三冬社編集部編集 三冬社 14,800 年刊 12月 2020年版

41 都政六法 学陽書房編集部編 学陽書房 6,400 年刊 12月 平成32年版

42 JIS総目録 日本規格協会編集 日本規格協会 5,900 年刊 1月 2020

43 今日の治療指針 : 私はこう治療している 福井次矢/高木誠　総編集 医学書院 19,000 年刊 1月 2020年版(Vol.62)



44 文部科学法令要覧 文部科学法令研究会監修 ぎょうせい 5,800 年刊 1月 平成32年版

45 朝日キーワード 朝日新聞出版 朝日新聞出版 1,200 年刊 1月 2021

46 統計でみる日本 日本統計協会編 日本統計協会 2,200 年刊 1月 2020

47 児童福祉六法 中央法規出版 6,200 年刊 1月 平成32年版

48 社会福祉の動向
社会福祉の動向編集委員会
編

中央法規出版 2,500 年刊 2月 2020

49 日本子ども資料年鑑
恩賜財団母子愛育会日本子
ども家庭総合研究所編

KTC中央出版 10,000 年刊 2月 2020

50 医療六法 中央法規出版 6,400 年刊 2月 平成32年版

51 食品成分表 香川明夫監修 女子栄養大学出版部 1,400 年刊 2月 2020

52 社会生活統計指標 : 都道府県の指標 総務庁統計局編 日本統計協会 8,000 年刊 2月 2020

53 統計でみる都道府県のすがた 総務省統計局編 日本統計協会 2,600 年刊 2月 2020

54 助成財団：研究者のための助成金応募ガイド 助成財団センター 東京官書普及株式会社 2,500 年刊 3月 2020

55 厚生労働白書 厚生労働省編 日経印刷 3,150 年刊 10月
当館所蔵最新刊は

平成29年版

56 アイソトープ法令集　Ⅰ～Ⅲ 健康保険組合連合会編 東洋経済新報社 3,200 不定期刊
巻号によっ
て異なる

刊行された場合は
最新版を納品希望



図書等一括購入（9月分）発注リスト   発注予定日：2019.9.1

No. 書誌情報 予定巻号
定価

（本体価格）
冊数 ISBN

1
看護師国試必修問題でるとこ最短check! / 医学書院看護出版部編. -- 2020年版. -- 医
学書院, 2019.

2020 1,200 1 9784260039246

2
トラウマのことがわかる本 : 生きづらさを軽くするためにできること / 白川美也子監修. --
講談社, 2019. -- (健康ライブラリー : イラスト版).

1,400 1 9784065161890

3
自殺対策の認知療法 : エビデンスと症例に基づく臨床実践 / エイミー・ウェンツェル, グレ
ゴリー・K・ブラウン, アーロン・T・ベック共著 ; 中川敦夫, 耕野敏樹共訳. -- 岩崎学術出版
社, 2019. -- (認知療法シリーズ).

7,000 1 9784753311514

4
学校保健 : チームとしての学校で取り組むヘルスプロモーション / 徳山美智子 [ほか] 編
著 ; 朝倉隆司 [ほか] 著. -- 新版. -- 東山書房, 2019. -- (養護教諭必携シリーズ).

2,600 1 9784827815702

5
特定行為実践 / 北村聖, 宮本千津子, 大西淳子編著. -- メディカルレビュー社, 2019. --
(看護師特定行為研修共通科目テキストブック).

3,500 1 9784779221491

6
なるほど看護技術 : 実習の"想定外"を乗り切る / 齊藤茂子編著. -- メヂカルフレンド社,
2019.

2,200 1 9784839216450

7
日常性の再構築をはかるクリティカルケア看護 : 基礎から臨床応用まで / 古賀雄二, 深谷
智惠子編集. -- 中央法規出版, 2019.

4,800 1 9784805859100

8
認知行動療法やさしくはじめから : パニック症・社交不安症・恐怖症患者さんのための /
稲田泰之, 楠無我著. -- じほう, 2019.

2,000 1 9784840751957

9
脳を刺激する!認知症予防おりがみ / 小林一夫著 ; 佐古田三郎監修. -- PHP研究所,
2019.

1,300 1 9784569844619

10
試薬 ; 1961 - 2019 2: K8550-K9906. -- 日本規格協会, 1961. -- (JISハンドブック / 日本
規格協会編 ; 13, 48, 48-1, 48-2).

2019 1:
K8001-K8549

16,600 1 9784542187467

11
試薬 ; 1961 - 2019 2: K8550-K9906. -- 日本規格協会, 1961. -- (JISハンドブック / 日本
規格協会編 ; 13, 48, 48-1, 48-2).

2019 2:
K8550-K9906

13,700 1 9784542187474



No. 書誌情報 予定巻号
定価

（本体価格）
冊数 ISBN

12
公式TOEIC Listening & Reading問題集 / Educational Testing Service著 ; 1 - 5. -- 国際
ビジネスコミュニケーション協会, 2016.

5 3,000 1 9784906033577

13
ひめは今日も旅に出る : ALSと一緒に / 長久啓太編著 ; そねともこ著. -- 日本機関紙出
版センター, 2019.

1,300 1 9784889009729

14 最期まで自宅で過ごせる死に方のトリセツ / 井尾和雄著. -- けやき出版, 2019. 1,500 1 9784877515959

15
うつと発達障害 : 最新医学からの検証 / 岩波明著. -- 青春出版社, 2019. -- (青春新書
intelligence ; PI-573).

880 1 9784413045735

16
12人のクライエントが教えてくれる作業療法をするうえで大切なこと / 齋藤佑樹著. -- 三
輪書店, 2019.

2,000 1 9784895906609

17
急性症状・外傷の初期対応 : 看護師の判断が患者を救う!! / 増山純二編集. -- メヂカル
フレンド社, 2019.

2,800 1 9784839216443

18
問題がみるみる解決する実践!看護フレームワーク思考Basic20+活用事例 : 思考を“可視
化"して成果をあげる! / 川口雅裕編著 ; 高須久美子編著. -- メディカ出版, 2019.

2,800 1 9784840467896

19
睡眠障害の対応と治療ガイドライン / 睡眠障害の診断・治療ガイドライン研究会, 内山真
編集. -- 第3版. -- じほう, 2019.

2,800 1 9784840752015

20
透析患者の管理 : 知りたいこと。知るべきこと。 / 中西健監修 ; 倉賀野隆裕編集. -- 東京
医学社, 2019.

4,500 1 9784885637063

21 基礎OT学. -- 医歯薬出版, 2019. -- (PT/OT国家試験必修ポイント). 2020 5,000 1 9784263216477

22 障害別OT治療学. -- 医歯薬出版, 2019. -- (PT/OT国家試験必修ポイント). 2020 6,000 1 9784263216484

23
コミュニティ臨床論 : ケア実践と課題解決ネットワークの生成 / 大下由美著. -- 九州大学
出版会, 2019.

3,800 1 9784798502595



No. 書誌情報 予定巻号
定価

（本体価格）
冊数 ISBN

24
「助けて」が言えない : SOSを出さない人に支援者は何ができるか / 松本俊彦編. -- 日本
評論社, 2019.

1,600 1 9784535563797

25 精神医療のゆらぎとひらめき / 横田泉著. -- 日本評論社, 2019. 2,100 1 9784535984806

26
虐待・トラウマを受けた乳幼児の心理療法 : 発達と愛着の回復をめざして / ジョイ・D.オソ
フスキー, フィリップ・T.ステプカ, ルーシー・S.キング著 ; 小室愛枝訳. -- 日本評論社, 2019.

2,400 1 9784535563681

27 大辞林. -- 第四版. -- 三省堂, 2019. 9,000 1 9784385139067

28
英語スタイルブック : ライティングの表記ルール辞典 : スペリング・記号・句読点の正しい
使い方 / 石井隆之著 = English Stylebook. -- クロスメディア・ランゲージ, 2019.

2,180 1 9784295403197

29
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. -- 日本看護協
会出版会, 2019. -- ([認知症plus]シリーズ).

2,800 1 9784818021969

30
ポートフォリオで未来の教育 : 次世代の教育者・指導者のテキスト. -- 日本看護協会出版
会, 2019.

2,300 1 9784818021990

31
最新 創傷管理・スキンケア用品の 上手な選び方・使い方. -- 第4版. -- 日本看護協会出
版会, 2019.

3,000 1 9784818021983

32
すぐできる!リハビリテーション統計 : データのみかたから検定・多変量解析まで / 山本澄
子, 谷浩明監修 ; 勝平純司, 下井俊典, 窪田聡著. -- 改訂第2版. -- 南江堂, 2019.

3,400 1 9784524246410

33
人体の構造と機能 : 実習に役立つ!国家試験に使える! : 中項目別に総まとめ-イラストで
わかりやすく解説- : でる!でた!過去問題解説付124問 / 中村裕美編著. -- PILAR PRESS,
2019.

3,000 1 9784861942167

34
安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと / 安藤泰至著. -- 岩波書店, 2019. -- (岩
波ブックレット ; No. 1006).

520 1 9784002710068

35 内的対象喪失 : 見えない悲しみをみつめて / 矢吹弘子著. -- 新興医学出版社, 2019. 2,500 1 9784880025919



No. 書誌情報 予定巻号
定価

（本体価格）
冊数 ISBN

36 かむ・飲み込むが難しい人のごはん : 決定版 / 藤谷順子監修. -- 講談社, 2019. 1,700 1 9784065165478

37
がんから始まる生き方 / 養老孟司, 柏木博, 中川恵一著. -- NHK出版, 2019. -- (NHK出
版新書 ; 591).

900 1 9784140885918

38 ひとりひとりの福祉用具 : 福祉用具支援概論 / 市川洌筆. -- 日本工業出版, 2019. 3,500 1 9784819031127

39
できる研究者の科研費・学振申請書 : 採択される技術とコツ / 科研費.com著. -- 講談社,
2019.

2,400 1 9784065165980

40 患者(医療)安全. -- 医療科学社, 2019. -- (核医学安全基礎読本 ; 1). 7,000 1 9784860031060

41
ナイチンゲール看護論・入門 : 『看護覚え書』を現代の視点で読む / 金井一薫著. -- 新
版. -- 現代社, 2019. -- (現代社白鳳選書 ; 48).

1,700 1 9784874741863

42 重症患者のアセスメントとベストプラクティス / 道又元裕編著. -- 日総研出版, 2019. 3,000 1 9784776018889

43
感染症/アレルギー/膠原病 / 竹末芳生 [ほか] 編集. -- 南江堂, 2019. -- (看護学テキス
トnice . 病態・治療論 ; 10).

2,200 1 9784524237517

44
認知行動療法を用いた精神看護実習ガイド : 基本から講義・実習,施設・地域をつなぐ /
齋藤嘉宏編. -- 看護の科学社, 2019.

2,400 1 9784878041136

45
精神科訪問看護のいろは : 「よき隣人」から「仲間」へ / 横山恵子, 藤田茂治, 安保寛明編.
-- 精神看護出版, 2019.

2,000 1 9784862940643

46
本気で生活習慣病を改善するための行動変容アプローチ : 病気を診ずして病人を診よ /
横山啓太郎編 ; 浦島充佳[ほか著]. -- クリニコ出版, 2019.

2,980 1 9784991092718

47
エビデンスに基づいた胆道癌診療ガイドライン / 日本肝胆膵外科学会胆道癌診療ガイド
ライン作成委員会編. -- 改訂第3版. -- 医学図書出版, 2019.

3,500 1 9784865173239



No. 書誌情報 予定巻号
定価

（本体価格）
冊数 ISBN

48 オープンダイアローグがひらく精神医療 / 斎藤環著. -- 日本評論社, 2019. 2,000 1 9784535984653

49
せん妄の臨床 : リアルワールド・プラクティス / 和田健著. -- ポケット版 改訂. -- 新興医
学出版社, 2019.

4,200 1 9784880025865

50 OT評価ポケット手帳 / 濱口豊太編集 ; 鈴木誠編集. -- ヒューマン・プレス, 2019. 2,700 1 9784908933219

51
血液透析処方ロジック : 至適透析を理解する / 上野智敏著 ; 乳原善文監修. -- 中外医
学社, 2019.

2,800 1 9784498224506

52 一度死んだ僕の、車いす世界一周 : No Rain,No Rainbow / 三代達也著. -- 光文社, 2019. 1,500 1 9784334951078

53
人生100年時代の地域ケアシステム : 三鷹市の地域ケア実践の検証を通して / 清成忠男
監修 ; 市川一宏編集代表. -- 三鷹ネットワーク大学推進機構, 2019.

1,500 1 9784893901514

54
患者と医師と薬とのヒポクラテス的出会い / [中井久夫著]. -- みすず書房, 2019. -- (中井
久夫集 ; 11).

3,600 1 9784622085812

55
やめられない人々 : 性依存症者、最後の「駆け込み寺」リポート / 榎本稔著. -- 現代書林,
2019.

1,400 1 9784774517872

56
事例でわかる思春期・おとなの自閉スペクトラム症 : 当事者・家族の自己理解ガイド / 大
島郁葉著 ; 鈴木香苗著 ; 大島郁葉編. -- 金剛出版, 2019.

2,800 1 9784772417082

57
自分でできる境界性パーソナリティ障害<BPD>克服法 : 毎日の苦悩に対処する実践練習
53 / ブレイズ・アギーレ著 ; ジリアン・ゲイレン著 ; 荒井秀樹監訳 ; 黒澤麻美訳. -- 星和書
店, 2019.

1,800 1 9784791110216

58
なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 : イラスト版 / 田島治監修. -- 講談社, 2019. -
- (健康ライブラリー).

1,400 1 9784065161883

59 この顔と生きるということ / 岩井建樹著. -- 朝日新聞出版, 2019. 1,400 1 9784022516220



No. 書誌情報 予定巻号
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（本体価格）
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60 産まなくても、産めなくても / 甘糟りり子 [著]. -- 講談社, 2019. -- (講談社文庫 ; あ98-4). 640 1 9784065164976

61 身体障害認定基準及び認定要領 : 解釈と運用. -- 新訂第5版. -- 中央法規出版, 2019. 5,800 1 9784805858011

62
ナラティブ・メディスンの原理と実践 / リタ・シャロン [ほか] 著 ; 斎藤清二, 栗原幸江, 齋藤
章太郎訳. -- 北大路書房, 2019.

6,000 1 9784762830709

63
理学療法エビデンス大事典 : 現場で使える実践ガイド / ダイアン・V.ジュエル著 ; 森山英
樹総監訳 ; 山田英司監訳 ; 田中亮監訳 ; 一色史章監訳 ; 松葉潤治監訳 ; 鈴木修平監訳
; 長谷川真人監訳. -- 西村書店, 2019.

6,500 1 9784890134960

64
肩関節疾患の評価と施術アプローチ : ジェフ・マリーのオーストラリアン徒手療法 : 90秒
ルールで効果を確かめる / ジェフ・マリー著 ; 森田あずさ訳. -- 三輪書店, 2019.

4,000 1 9784895906579

65
摂食障害から回復するための8つの秘訣ワークブック / キャロリン・コスティン著 ; グエン・
シューベルト・グラブ著 ; 安田真佐枝訳. -- 星和書店, 2019.

2,600 1 9784791110230

66
新生児蘇生法の20の秘訣 : Dr.Rinshuが紐解く超講義 / 島袋林秀著. -- メディカ出版,
2019.

4,500 1 9784840469111

67
イラストでよくわかるがん治療とサポーティブケア / 阿南節子 [ほか] 編著. -- 第2版. --
じほう, 2019.

2,500 1 9784840752152

68 慢性腎臓病・透析&糖尿病の運動サポート / 富野康日己編著. -- 法研, 2019. 1,800 1 9784865136210

69
これでわかる網羅的手法による着床前診断のすべて : 最新技術から遺伝カウンセリング,
フォローアップまで / 倉橋浩樹編集. -- 診断と治療社, 2019.

3,800 1 9784787823816

70
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告より / 健康・栄養情報研究
会編 ; 平成17年 - 平成29年. -- 第一出版, 2008.

平成29年 3,700 1 9784804114002

71
クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説 / 医療情報科学研究所
編集 ; 2009共通問題 - 2020共通問題. -- メディックメディア, 2008.

2020共通問題 4,500 1 9784896327724



No. 書誌情報 予定巻号
定価

（本体価格）
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72
脳科学者の母が、認知症になる : 記憶を失うと、その人は“その人"でなくなるのか? / 恩
蔵絢子著. -- 河出書房新社, 2018.

1,650 1 9784309027357

73 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック / 児島将康著. -- 第2版. -- 羊土社, 2019. 3,600 1 9784758120975

74
新生理学 / 竹内昭博著. -- 改訂第7版 フルカラー新装版. -- 日本医事新報社, 2019. --
(Qシリーズ).

3,200 1 9784784911714

75 がん生物学イラストレイテッド. -- 第2版. -- 羊土社, 2019. 6,800 1 9784758120968

76
CPX・運動療法ハンドブック : 心臓リハビリテーションのリアルワールド / 安達仁編著. --
改訂4版. -- 中外医学社, 2019.

6,200 1 9784498067172

77 血液透析の理論と実際 / 富野康日己編著. -- 中外医学社, 2019. 4,800 1 9784498224483

78
これから始めるスポーツエコー : Ultrasound in the treatment of athletes / 後藤英之編集.
-- メジカルビュー社, 2019.

6,500 1 9784758318716

79 エビデンスに基づくアトピー性皮膚炎治療 : あたらしい潮流. -- 中山書店, 2019. 8,000 1 9784521747767

80 現場で使う!!熱中症ポケットマニュアル / 三宅康史編著. -- 中外医学社, 2019. 2,000 1 9784498166103

81
すぐに使える!fMRIデータの脳活動・機能的結合性の解析 : SPM,SnPM,CONNを使いこな
す / 菊池吉晃編著. -- 医歯薬出版, 2019.

4,800 2 9784263266014

82
リハビリテーション医学・医療用語集 / 日本リハビリテーション医学会編. -- 第8版. -- 文
光堂, 2019.

2,700 1 9784830627408

83
スポーツ障害予防と治療のための体幹モーターコントロール / 金岡恒治編著. -- 中外医
学社, 2019.

4,600 1 9784498073166
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84 がん化学療法レジメン管理マニュアル. -- 第3版. -- 医学書院, 2019. 4,000 1 9784260038379

85
Q&Aで学ぶ : リンパ浮腫の診療. -- 医歯薬出版, 2019. -- (JASCCがん支持医療ガイドシ
リーズ).

2,300 1 9784263731918

86
直前 母性看護実習プレブック : 看護過程の思考プロセス. -- 第2版. -- 医歯薬出版,
2019.

3,400 1 9784263237274

87
なぜ「援助者」は燃え尽きてしまうのか : バーンアウトを跳ねのけるリーディング・サプリ /
數川悟著. -- 南山堂, 2019.

1,800 1 9784525431815

88
看護理論 : 看護理論21の理解と実践への応用 / 筒井真優美編集. -- 改訂第3版. -- 南
江堂, 2019. -- (看護学テキストnice).

2,300 1 9784524249480

89
体験学習の展開 / 高橋平徳, 内藤知佐子編集. -- 医学書院, 2019. -- (看護教育実践シ
リーズ / 中井俊樹編集 ; 5).

2,400 1 9784260039208

90
MR撮像のポジショニングとテクニック : フルカラーCGで学ぶ / 杉森博行著. -- メジカル
ビュー社, 2019.

5,500 1 9784758319348

91
核医学 / 福士政広編集. -- 改訂第2版. -- メジカルビュー社, 2019. -- (診療放射線技師
スリム・ベーシック).

4,700 2 9784758319195

92
肩関節理学療法マネジメント : 機能障害の原因を探るための臨床思考を紐解く / 村木孝
行監修 ; 甲斐義浩編集. -- メジカルビュー社, 2019.

5,500 1 9784758319096

93 教科書にはない敏腕PTのテクニック : 臨床実践 体幹の理学療法. -- 文光堂, 2019. 4,500 1 9784830645778

94
認知症をもつ人への作業療法アプローチ : 視点・プロセス・理論 / 小川真寛, 西田征治,
内田達二編集. -- 改訂第2版. -- メジカルビュー社, 2019.

4,500 1 9784758319447

95
症例検討で身につける脳卒中の理学療法 : エキスパートPTによる20症例の臨床推論と効
果的なリハプログラム / 玉木彰監修 ; 諸橋勇編集. -- 羊土社, 2019.

4,500 1 9784758102421
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96
PASS NOTE : 看護師国試 / チャレンジテスト看護師国試対策室編 ; 第102回 - 2020年
度. -- 学研メディカル秀潤社, 2012.

2020年度 2,100 1 9784780913552

97
Monthly Book Medical Rehabilitation(メディカルリハビリテーション) 239 : 実践!上肢投球障
害に対するリハビリテーション. -- 全日本病院出版会, 2019.

2,500 1 9784865194418

98
看護師国試これだけ覚える一般問題 / 小木曽加奈子監修 ; '20年版. -- 成美堂出版,
2019.

'20年版 1,000 1 9784415229348

99
看護師国試これだけ覚える必修問題 / 小木曽加奈子監修 ; '20年版. -- 成美堂出版,
2019.

'20年版 1,000 1 9784415229331

100
出題傾向がみえる在宅看護論 : 中項目にみた要点と解説付過去問題集 / 豊島泰子編著
; 多次淳一郎著 ; 2020年. -- PILAR PRESS, 2019.

2020年 1,800 1 9784861942341

101
感染症最新の治療 / 藤田次郎, 竹末芳生, 舘田一博編集 ; 2016-2018, 2019-2021. -- 南
江堂, 2016.

2019-2021 8,000 1 9784524245550

102
眼科疾患最新の治療 / 大橋裕一, 白神史雄編 ; 2013-2015, 2016-2018, 2019-2021. --
南江堂, 2013.

2019-2021 9,500 1 9784524245475

103
臨床事例で学ぶコミュニケーションエラーの“心理学的"対処法 : 看護師・医療従事者のだ
れもが陥るワナを解く / 日本医療マネジメント学会監修 ; 坂本すが監修 ; 松尾太加志編
著 ; 末永由理編著. -- メディカ出版, 2019. -- (医療安全BOOKS ; 8).

2,500 1 9784840469128

104
院内エリア&部門別“はじめてさん"の感染対策レクチャーブック : 平常時とアウトブレイク
時の対応ができる! / 坂木晴世編著. -- メディカ出版, 2019.

4,000 1 9784840466929

105
医師・ナースのためのNPPVまるごと事典 : どんなとき、どう使う?非侵襲的呼吸管理のす
べてがわかる / 石原英樹編著 ; 竹川幸恵編著. -- メディカ出版, 2019.

5,000 1 9784840467612

106
乳幼児・小児服薬介助ハンドブック : 全国こども病院の与薬・服薬説明事例にもとづく / 日
本小児総合医療施設協議会(JACHRI)編. -- 第2版. -- じほう, 2019.

3,600 1 9784840752145

107 ICU看護クイックノート / 湘南鎌倉総合病院集中治療部編著. -- 照林社, 2019. 1,500 1 9784796524698
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108 認知行動療法事典. -- 丸善出版, 2019. 20,000 1 9784621303825
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