
蔵書目録（01/08/23～09/11/20） 
 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 Operative Arthroscopy  THIRD EDITION 図書室 整形外科 04/09/10 

 今日の治療指針 ２００３年版 2003 図書室 図書室 03/01/22 

 失語症訓練のためのドリル集 長い文の理解の改善をめざす（6） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 新 図説泌尿器科学講座 ４ 内分泌疾患 性機能障害 1999 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 頭頸部癌取り扱い規約 2008 病理 研究検査 08/08/13 

 重要血管へのアプロ＾チ 第2版 外科医のための局所解剖アトラス 2003 図書室 胸部血管 06/11/06 

 精神看護学Vol3 セルフケアの拡大に関する技術 （ビデオ） 図書室 看護科 01/10/30 

 新 図説泌尿器科学講座 2 尿路結石症 尿路性器感染 ･炎症疾患 1999 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 新女性医学大系 40 婦人科腫瘍の細胞診 1999 図書室 産婦人科 04/03/04 

 Head and Neck Imaging Fourth Edition Volume One 2003 図書室 放射線科 06/11/01 

 Rockwood and Green's FRACTURES IN ADULTS FIETH EDIITION 図書室 整形外科 04/01/22 

 Rockwood and Green's FRACTURES IN ADULTS Fifth Edition 図書室 整形外科 04/01/22 

 COMPUTED TOMOGRAPHY with MRI CORRELATION Ｖｏｌ ＴＷＯ 図書室 放射線科 02/11/11 

 新OS NOW 28 Useful Surgical Approach ―定型からオリジナルまで 2005 図書室 整形外科 06/11/09 

 INSALL & SCOTT Ｓｕｒｇｅｒｙ of the  Knee Fourth Edution  VOLUME ONE 2006 図書室 整形外科 07/10/30 

 Advances in Spinal Stabilization  vol.16 2003 図書室 脳神経外 03/10/23 

 Haimovici's Vascular Surgery 図書室 胸部血管 01/10/29 

 Rockwood and Wilkins’ FRACTURES IN CHILDREN FIFTH EDITION 図書室 整形外科 04/01/22 

 体外受精 Update 改定3版 2002 図書室 産婦人科 04/09/13 

 ハート先生の心電図教室 part 1 改訂第2版 2005 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/10/12 

 婦人科腫瘍の臨床病理 改定第2版 2004 図書室 産婦人科 05/10/14 

 第34回 日本看護学会論文集 看護教育 2003 図書室 看護科 04/02/10 

 NOTES ON NURSING 原文 看護覚え書 図書室 看護科 01/11/16 

 カラ－アトラス 子宮鏡検査 細胞像 組織像との相関 1997 図書室 産婦人科 01/09/12 

 MMPI 新日本版の標準化研究 1997 図書室 精神科 04/08/26 

 Browsing 整形外科手術 Vol.2 脊椎 2003 図書室 整形外科 05/09/28 

 三訂 精神保健福祉法詳解 2007 図書室 デイケア科 08/08/13 

 日本医薬品集 第２６版 2003 図書室 図書室 02/11/11 

 精神看護学 Vol 4 対人関係能力の強化に関する技術 図書室 看護科 01/10/30 

 早期退院マネジメント 巧みな継続ケアを支える技術･教育システム 2001 図書室 看護科 06/11/02 

 34歳でがんはないよね？ 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 ACLSプロバイダーマニュアル 図書室 04/02/27 

 ACLSマニュアル 心肺蘇生法への新しいアプローチ 図書室 麻酔科 02/10/16 

 AHA心肺蘇生と救急心血管治療のための国際ガイドライン2000 図書室 04/02/27 

 ATLAS OF Pediatric Orthopaedic Surgery Ｆｏｒｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ 2006 図書室 整形外科 07/10/31 

 Atlas Series 超音波編 Vol.9 産婦人科超音波診断アトラス 2004 図書室 産婦人科 05/10/14 

 Audio-Visual Jounal of JUA vol.12.No2 図書室 泌尿器科 06/04/28 

 BLOOD TRANSFUSION 絵でみる輸血 2002 図書室 研究検査 03/10/23 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 BLSヘルスケアプロバイダー 2005 図書室 看護科 05/10/14 

 Browsing 整形外科手術 Vol.1 下肢 2003 図書室 整形外科 05/09/28 

 Browsing 整形外科手術 Vol.3 上肢 2004 図書室 整形外科 05/09/28 

 Browsing 整形外科手術 Vol.4 鏡視下手術、顕微鏡下手術 2004 図書室 整形外科 05/09/28 

 CAFFEY'S PEDIATRC DIAGNOSTIC IMAGING Ｖｏｌ．１ Eleventh Edition 2008 図書室 小児科 08/08/12 

 CAFFEY'S PEDIATRIC DIAGNOSTIC IMAGING Vol.2 Eleventh Edition 2008 図書室 小児科 08/08/12 

 COMPUTED BODY TOMOGRAPHY with MRI CORRELATION Vol ONE 図書室 放射線科 02/11/11 

 C型肝炎といわれた人へ 2005 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 Derma （デルマ） 2006 図書室 形成外科 08/09/22 

 Diagnosis Bone and Joint Disorders Fourth Edition Vol.5 2002 図書室 放射線科 06/11/10 

 Diagnosis of Bone and  Joint Disorders Fourth Edition Vol.2 2002 図書室 放射線科 06/11/10 

 Diagnosis of Bone and Joint Disorders Fourth Edition Vol.1 2002 図書室 放射線科 06/11/10 

 Diagnosis of Bone and Joint Disorders Fourth Edition Vol.3 2002 図書室 放射線科 06/11/10 

 Diagnosis of Bone and Joint Disorders Fourth Edition Vol.4 2002 図書室 放射線科 06/11/10 

 Differential Diagnosis in Pediatric Radiology 1998 図書室 放射線科 01/09/07 

 EBN入門 2000 図書室 栄養科 01/09/07 

 Enizinger and Weiss's SOFTTISSUE TUMORSFourth edition 図書室 整形外科 04/01/22 

 External Fixation of the Pelvis and Extremities 2005 図書室 整形外科 07/10/30 

 GREEN'S OPERATIVE HAND SURGERY FIFTH EDITION Vol．ONE 2005 図書室 整形外科 06/11/10 

 GREEN'S OPERATIVE HAND SURGERY FIFTH EDITION Vol.TWO 2005 図書室 整形外科 06/11/10 

 Ｇｒｅｅｎ’ｓ OPERATIVE HAND SURGERY Fourth Edition 図書室 整形外科 04/01/22 

 Green's OPERATIVE HAND SURGERY Fourth Edition 図書室 整形外科 04/01/22 

 Head and  Neck Imaging Fourth Edition Volume Two 2003 図書室 放射線科 06/11/01 

 Hepatobiliary and Pancreatic Radiology 1998 図書室 放射線科 01/09/07 

 HIP ARTHROPLASTY 2006 図書室 整形外科 06/11/10 

 INSALL &SCOTT Surgery of the Knee Fourth Edition VOLUME TWO 2006 図書室 整形外科 07/10/30 

 Instruction Course Lectures Vol.57 2008 2008 図書室 整形外科 08/08/12 

 Instruction Course Lectures Vol50 2001 図書室 整形外科 01/10/30 

 Instructional Course Lectures vol 51 2002 図書室 整形外科 02/11/11 

 Instructional Course Lectures Vol.53 2004 図書室 整形外科 04/09/10 

 Instructional Course Lectures Vol.54 2004 図書室 整形外科 05/09/28 

 Instructional Course Lectures Vol.55 2006 DVD付き 2005 図書室 整形外科 06/11/10 

 Instructional Course Lectures Vol.58 2009 図書室 整形外科 09/10/21 

 Instructional Course Lectures VOLUME 56 2007 2007 図書室 整形外科 07/10/30 

 Instructional Course Lectures Vol52 （1998-2003） 図書室 整形外科 04/01/22 

 Instructionnal Course Lectures SPINE 2003 図書室 整形外科 05/10/14 

 Interactive HAND 2000 2000 図書室 整形外科 01/09/03 

 Interactive HIP 図書室 整形外科 01/09/03 

 Interactive KNEE 図書室 整形外科 01/10/29 
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 IVRの臨床と被曝防護 4500 図書室 放射線科 05/09/27 

 JAPIC 医療用 医薬品集 2006 2005 図書室 図書室 05/10/26 

 JAPIC医療用医薬品集 2007 2006 図書室 図書室 06/11/02 

 Keyhole Concept Neurosurgery 図書室 脳神経外 01/10/30 

 Logemann 摂食･嚥下障害 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/10/30 

 MGH麻酔の手引き 第5版 2006 図書室 麻酔科 07/10/12 

 MMPIによる心理査定 図書室 精神科 01/08/23 

 MRIの基本 パワーテキスト 第2版 2004 図書室 放射線科 05/09/12 

 Musculoskeletal Cancer Surgery 2001 図書室 整形外科 03/10/23 

 NEUROSURGERY of complex ｔｕｍｏｒｓ ｖａｓｃｕｌａｒ ｌｅｓｉｏｎｓ 1997 図書室 脳神経外 01/09/12 

 Orthooaedic Knowledge Update  Trauma 3 2005 図書室 整形外科 07/10/31 

 Orthopaedic Knowledge Update 2005 図書室 整形外科 06/11/10 

 Ｏｒｔｈｏｐａｅｄｉｃ Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ Ｕｐｄａｔｅ Ｈｉｐ and Knee Reconstruction 3 2006 図書室 整形外科 07/10/31 

 Pathology of Asbestos-Associated Diseases SECOND EDITION 2004 図書室 04/10/14 

 ＰＬＡＳＴＩＣ ＳＵＲＧＥＲＹ 図書室 形成外科 02/11/11 

 PTマニュアル 小児の理学療法 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/09 

 High-Resolution CT of The LUNG Third Edition 2000 図書室 放射線科 01/09/07 

 RUTHERFORD VASCULAR SURGERY 図書室 胸部血管 02/11/11 

 RUTHERFORD VASCULAR SURGERY 図書室 胸部血管 02/11/11 

 ＳＨＯＵＬＤＥＲ ＳＵＲＧＥＲＹ 図書室 整形外科 02/11/11 

 Spinal Instrumentation  Surgical Techniques 図書室 整形外科 08/06/12 

 SURGICAL EXPOSURES IN ORTHOPAEDICS Third Edition 図書室 整形外科 04/09/10 

 THE ELBOW Second Edition 図書室 整形外科 04/09/10 

 The Rationale of of Operative Fracture Care Third Edition 2005 図書室 整形外科 07/12/05 

 Ｔｈｅ Ｓｐｉｎｅ Ｆｉｆｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ Ｖｏｌｕｍｅ 1 2006 図書室 整形外科 07/12/05 

 Ｔｈｅ Ｓｐｉｎｅ Ｆｉｆｔｈ Ｅｄｉｔｉｏｎ Ｖｏｌｕｍｅ ｌｌ 2006 図書室 整形外科 07/12/06 

 Urologic Surgery シリーズ ④ 尿路変向･再建術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ ⑪ 陰茎癌と精巣癌の手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ ⑤ 小児泌尿器科手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ ⑥ 前立腺の手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ ⑦ 男性不妊と陰茎・陰嚢の手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ ⑧ 腎癌および上部尿路癌に対する手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ ⑨ 外傷の手術と救急処置 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ エンドウロロジー ① 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ 尿失禁の手術 ③ 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ⑩ 腎移植と血管外科  2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgery シリーズ② 泌尿器科腹腔鏡手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 Urologic Surgeryシリーズ⑫ 膀胱の手術 2000 図書室 泌尿器科 03/09/17 

 アウトカム･マネジメント 2003 図書室 看護科 06/11/02 
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 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 悪性黒色腫の診断･治療指針 2001 図書室 皮膚科 03/10/17 

 悪性リンパ腫、白血病および関連病変 小児腫瘍組織カラーアトラス第1巻 2002 病理 研究検査 04/08/25 

 新しい介護 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 日本病理剖検輯報 (平成11年剖検例集載) 第42輯 図書室 研究検査 01/11/21 

 安全で確かな与薬 ① 2007 図書室 看護科 07/11/29 

 医学略語辞典 第3版 図書室 図書室 02/02/15 

 医師のための発達障害児・者 診断治療ガイド 2006 図書室 精神科 07/10/19 

 医者からもらった薬が分かる本 2009 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 痛みやしびれがよく分かる本 2006 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 移動補助具 杖･松葉杖･歩行器･車椅子 2000 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/10 

 イラストレィテッド肺癌手術 2003 図書室 胸部血管 05/09/27 

 医療・看護・福祉の現場で役立つ 高齢者アセスメントマニュアル 2006 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/10/17 

 医療の質向上と業務改善に活かす クリニカルパス運用事例集 2002 図書室 看護科 03/12/10 

 医療の質向上と業務改善に活かすクリニカルパス運用事例集 図書室 看護科 04/01/13 

 院内感染症を防ぐための看護 1998 図書室 看護科 04/09/15 

 院内感染対策ガイド 図書室 看護科 01/11/16 

 栄養ケア・マネジメントのリーダーになるために 2005 図書室 栄養科 06/11/01 

 栄養指導･栄養教育 図書室 栄養科 02/11/11 

 栄養指導と患者ケアの実践ヘルスカウンセリング 図書室 栄養科 02/11/11 

 栄養調理六法 2002 栄養科 栄養科 03/10/21 

 栄養緑書 2003 図書室 栄養科 06/11/01 

 エクセルナース ｢在宅｣呼吸ケア編 ⑮｣ 2004 図書室 看護科 05/10/03 

 エクセルナース ｢呼吸器編｣ ② 2004 図書室 看護科 05/10/03 

 絵でみるターミナルケア 2007 図書室 看護科 07/10/30 

 エビデンスに基づいた感染制御 図書室 看護科 02/10/31 

 エビデンスに基づくクリニカルパス これからの医療記録とヴァリアンス分析 2002 図書室 看護科 03/09/25 

 嚥下障害への対応と危機管理 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/10/18 

 嚥下のしくみと]臨床 1999 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/10 

 援助者のためのアルコール･薬物依存症 Q&A 2002 図書室 精神科 03/10/16 

 遠心性筋力トレーニング 2000 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 エンドスコピストとラパロスコピストのための 新消化器内視鏡治療 2002 図書室 内科 03/04/03 

 お母さんに伝えたい子どもの病気ホームケアガイド 第２版 2009 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 おしりスッキリ痔の話 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 おとなの学びを拓く 2002 図書室 看護科 03/12/10 

 おとなの学びを拓く 2002 図書室 看護科 04/01/10 

 オレム看護理論にもとづく看護サービス管理の実際 2005 図書室 看護科 07/11/29 

 オレム看護論 看護実践における基本理念 第4版 2007 図書室 看護科 07/11/29 

 潰瘍性大腸炎・クローン病の食事療法 2007 図書室 栄養科 08/08/13 

 科学的根拠に基づく皮膚悪性腫瘍 診療ガイドライン 第１版 2007 図書室 皮膚科 08/08/13 
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 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 拡大・代替コミュニケ－ション入門 1996 図書室 リハビリﾘﾃ 01/09/07 

 家族と専門医が一緒に作った 小児ぜんそくハンドブック2008 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 勝ち残る医療機関の条件 2003 図書室 看護科 04/09/15 

 合併症妊娠 改定2版 2003 図書室 産婦人科 04/09/13 

 家庭でできるリハビリテーション シリーズ3 いきいきと暮らしましょう 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 家庭でできるリハビリテーション シリーズ4 すすんで外へでかけましょう 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 家庭でできるリハビルテーション シリーズ２ベッドのなかからはじめましょう 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 下歯槽神経麻痺 図書室 歯科 02/11/11 

 カラーアトラス 子宮頸部腫瘍 2009 図書室 産婦人科 09/05/22 

 カルテ用語集 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 カルテを読むための医学用語・略語ミニ辞典 第2版 2006 図書室 07/05/25 

 カレント・メディカル 診断と治療 第43版 日本語版 2004 図書室 研修医 06/11/06 

 変わりゆく外来看護 2001 図書室 看護科 04/09/15 

 がん化学療法 ワークシート 第3版 2009 図書室 看護科 09/10/21 

 がん患者の呼吸困難マネジメント 2004 図書室 看護科 07/10/29 

 がん患者の症状マネジメント 2000 図書室 看護科 05/10/03 

 看護･栄養指導のための 臨床検査 ハンドブック 2000 図書室 栄養科 01/09/12 

 看護・介護のためのキネステティク 2004 図書室 褥瘡対策 05/09/12 

 看護学教育評価論 2000 図書室 看護科 03/12/10 

 看護学教育評価論 200 図書室 看護科 04/01/13 

 看護関係統計資料集 平成13年 図書室 看護科 01/11/28 

 看護関係統計資料集 平成１４年 図書室 看護科 02/11/11 

 看護関係統計資料集 平成15年 2003 図書室 看護科 04/09/15 

 看護関係統計資料集 平成１９年  2008 図書室 看護科 08/02/14 

 第３２回日本看護学会論文集―看護管理 図書室 看護科 02/03/27 

 看護管理学習テキスト ① 看護管理概説 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト 別巻 看護管理基本資料集 2005 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト③ 看護マネジメント論 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト④ 看護における人的資源活用論 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト⑤ 看護情報管理論 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト⑥ 看護経営･経済論 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト⑦ 看護制度･政策論 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト⑧ 看護管理学研究 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護管理学習テキスト② 看護組織論 2004 図書室 看護科 05/09/27 

 看護研究の進め方 論文の書き方 1996 図書室 看護科 06/08/30 

 看護研究のための文献検索ガイド 第4版 2006 図書室 看護科 06/08/30 

 看護行為用語分類 2005 図書室 看護科 06/11/01 

 がん患者さんの心と体の悩み解決ガイド 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 看護事故教訓集 図書室 看護科 02/10/31 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 看護師長の会話術 2005 図書室 看護科 06/11/01 

 看護診断･実践･評価の実際―看護実践の系統的アプローチ 2004 図書室 看護科 06/11/01 

 看護診断ハンドブック 図書室 看護科 01/10/30 

 看護大辞典 2002 図書室 看護科 04/01/10 

 看護における危機理論･危機介入 2008 図書室 看護科 09/04/30 

 看護のための 新医学講座 医療と社会  2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第10巻 微生物と感染症 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第11巻 免疫・アレルギー疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第12巻 精神疾患 2002 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第13巻 痴呆 2000 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第14巻 新生児・小児科疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第15巻 産科疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第16巻 婦人科疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第17巻 老人の医療 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第18巻 運動器疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第１９巻 皮膚科疾患 2001 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第1巻 脳･神経系疾患 2002 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第２０巻 眼科疾患 2001 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２１巻 耳鼻咽喉科疾患 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２２巻 泌尿･生殖器疾患 2001 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２３巻 歯科口腔系疾患 2001 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２４巻 腫瘍の臨床 2001 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２５巻 救急 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２６巻 麻酔科学 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２７巻 リハビリテーション･運動療法 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２８巻 薬物療法 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第２９巻 栄養療法･輸液 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第2巻 呼吸器疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第３０巻 人体の構造と機能 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第３１巻 医学と分子生物学 2003 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第３２巻 医療面接から診断へ 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第３３巻 alternative medicine 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第３４巻 医療人間学 2002 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第３６巻 EBMと臨床研究 2003 図書室 看護科 04/03/05 

 看護のための 新医学講座 第3巻 循環器疾患 2003 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第4巻 消化器疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第5巻 肝･胆･膵疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第6巻 腎疾患と高血圧 2000 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第7巻 代謝疾患･内分泌疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 看護のための 新医学講座 第8巻 糖尿病と合併症 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のための 新医学講座 第9巻 血液･造血器疾患 2001 図書室 看護科 04/03/04 

 看護のためのわかりやすいケーススタディの進め方 2007 図書室 看護科 07/10/04 

 看護場面における感染防止 図書室 看護科 07/11/29 

 看護必要度 第2版 2007 図書室 07/05/25 

 看護法令要覧 平成17年度 2005 図書室 看護科 05/09/27 

 看護理論集 より高度な看護実践のために 増補改訂版 2000 図書室 看護科 01/09/10 

 看護六法 図書室 看護科 01/11/16 

 患者の心に寄り添う聞き方・話し方 2003 図書室 看護科 04/01/10 

 患者の心に寄り添う聞き方・話し方 2003 図書室 看護科 03/12/10 

 感情と看護 図書室 看護科 02/11/11 

 感性を磨く技法 3 セルフケアを援助する 2003 図書室 看護科 06/11/01 

 感染症病理アトラス 図書室 研究検査 01/11/16 

 がん専門看護 知識技術･看護診断･教育ポイント 図書室 看護科 01/11/21 

 肝臓病なんて怖くない 2005 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 がんとこころのケア 2009 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 漢方医学の知識 1997 図書室 精神科 04/08/26 

 顔面骨骨折の治療 1999 図書室 形成外科 01/09/10 

 管理栄養士技術ガイド 2009 栄養科 栄養科 09/10/21 

 緩和医療における精神医学ハンドブック 2001 図書室 精神科 05/09/12 

 緩和ケア 2003 図書室 看護科 04/09/16 

 ギア・チェンジ 緩和医療を学ぶ二十一会 2004 図書室 看護科 07/11/30 

 技師とナースのための消化管内視鏡ハンドブック 第2版 2005 図書室 研究検査 06/11/01 

 基礎作業学実習ガイド 2005 図書室 精神科 06/10/31 

 キネステティク 健康増進と人の動き 2002 図書室 褥瘡対策 05/09/12 

 基本的臨床技能 ヴィジュアルノート OSCEなんてこわくない 2003 図書室 臨床研修 07/10/18 

 急性中毒情報ファイル 第4版 2008 救急セン 救急センタ 09/10/21 

 急変時のアセスメントと看護 2007 図書室 看護科 07/11/29 

 きょう一日を 寺本松野ことば集 図書室 看護科 02/10/31 

 境界性人格障害 2003 図書室 精神科 03/10/16 

 きょうの健康 脳梗塞 2009 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 今日の治療指針 2004 Vol46 2004 図書室 図書室 04/02/10 

 筋・感覚検査法 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 口から食べる 嚥下障害 Q&A 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/09 

 クリティカルシンキング 看護における思考能力の開発 図書室 04/01/10 

 クリティカルシンキング 看護における思考能力の開発 2000 図書室 看護科 03/12/10 

 クリティカルパス活用とバリアンスの実際 2000 図書室 看護科 03/12/10 

 クリティカルパス活用とバリアンスの実際 2000 図書室 看護科 04/01/13 

 クリニカルパス簡易作成機能付き・医療ビジュアルデ－タディスク（CD-ROM) 図書室 クリニカル 02/10/16 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 クリニカルパスの実践 患者ケアの向上をめざして 2000 図書室 看護科 06/11/01 

 車いすトレ－ニングガイド 2000 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/12 

 黒田裕子の看護研究 Step by Step 第2版 2004 図書室 04/09/16 

 ケアの向こう側 図書室 看護科 02/10/31 

 形成外科ADVANCEシリーズII-9 骨延長術 近の進歩 2002 図書室 形成外科 03/10/20 

 形成外科ADVANCEシリーズ II-6 各種局所皮弁による顔面の再建 近の 2002 図書室 形成外科 03/10/20 

 形成外科ADVANCEシリーズ II-7 臀部･会陰部の再建と褥瘡の治療 近 2002 図書室 形成外科 03/10/20 

 形成外科ADVANCEシリーズ II-8 Facial Rejuvenation 近の進歩 2002 図書室 形成外科 03/10/20 

 形成外科ADVANCEシリーズＩＩ-10 熱傷の治療 近の進歩 2003 図書室 形成外科 04/08/18 

 頚動脈エコーマニュアル 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 外科病理学 Ⅰ 第4版 2007 病理 研究検査 07/11/27 

 外科病理学 ＩＩ 第4版 2007 病理 研究検査 07/11/27 

 毛の悩みに応える皮膚科診療 毛髪 前線 2006 図書室 皮膚科 07/10/29 

 元気が出る患者学 2003 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 母子健康･栄養ハンドブック 2000 図書室 栄養科 01/09/10 

 言語聴覚士のための失語症学 2006 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/10/31 

 言語聴覚士のための聴覚障害学 2005 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/10/12 

 検査値早わかりガイド 改定。増補2版 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 現代臨床精神医学 2003 図書室 精神科 03/10/16 

 現場で役立つ 精神保健福祉法 2002 図書室 精神科 03/10/17 

 顕微鏡下手術のための脳神経外科解剖ⅶ－脳深部･頭蓋底病変へのアプロ 図書室 脳神経外 01/11/21 

 口腔ケア Q&A 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/13 

 口腔ケアABC QOL のためのポイント110 1999 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/12 

 口腔病理 カラ－アトラス 図書室 歯科 02/11/11 

 高次機能障害のグループｹﾞｰﾑ集 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 高次機能のブレインイメージング 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 高次脳機能障害 ナーシングガイド 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 高次脳機能障害学 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 甲状腺癌取り扱い規約 病理 研究検査 02/10/30 

 甲状腺癌取り扱い規約  2008 図書室 胸部血管 08/08/13 

 甲状腺癌取り扱い既約 第6版 2007 図書室 胸部血管 07/10/29 

 口唇裂･口蓋裂治療の手引き 改定第２版 2005 図書室 形成外科 05/09/12 

 厚生労働省 策定 日本人の食事摂取基準 (2005年版） 2006 図書室 栄養科 06/11/06 

 光線過敏症 2002 図書室 皮膚科 05/09/09 

 行動療法  2002 図書室 精神科 05/09/26 

 行動療法 3 2003 図書室 精神科 05/09/26 

 更年期外来 診療マネジメント 2002 図書室 産婦人科 03/10/20 

 硬膜外無痛分娩 安全に行うために 改訂2版 2006 図書室 産婦人科 07/11/30 

 高齢者のシーティング 2006 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/10/18 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 高齢者の生活機能評価ガイド 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 呼吸器外科 2000 図書室 胸部血管 03/10/17 

 呼吸器外科手術書 図書室 胸部血管 01/10/29 

 呼吸理学療法のテクニック（ビデオ） 図書室 麻酔科 02/10/16 

 ここがポイント！整形外科疾患の理学療法 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 こころの自然治癒力 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 個性を磨く技法 看護場面の再構成 Ⅰ 2006 図書室 看護科 06/11/06 

 骨格筋の形と触察法 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 骨髄病理アトラス 2004 病理 研究検査 04/08/26 

 骨髄病理アトラス 2004 病理 研究検査 04/08/26 

 子どもの家族への援助 心理療法の実践と応用 図書室 精神科 02/10/31 

 子どもの心に出会うとき 心理療法の背景と技法 図書室 精神科 02/10/31 

 こどもの病気の地図帳 図書室 03/05/08 

 こどものリハビリテ－ション医学 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/10 

 困ったときの糖尿病患者の看護 2001 図書室 看護科 04/09/14 

 コミュニティ心理学ハンドブック 2007 図書室 精神科 08/08/13 

 コルポスコピ－入門と応用 1998 図書室 産婦人科 01/09/10 

 コレステロール･食物繊維早わかり 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 これで安心！ウマクイク！ナースのための研究発表のツボ208 図書室 看護科 06/08/30 

 今日の診療 2001 精神科 精神科 01/08/23 

 今日の治療指針 ２００３年版 2003 ICU ICU 03/01/22 

 今日の治療指針 2005 2005 図書室 図書室 05/02/18 

 今日の治療指針 2005 Vol.47 2005 図書室 図書室 05/10/26 

 今日の治療指針 2006 2006 図書室 図書室 06/05/10 

 今日の治療指針 2007 2007 図書室 07/03/01 

 今日の治療指針 2008 2008 薬剤科 薬剤科 08/08/13 

 今日の治療指針 2008 Vol.50 2008 図書室 図書室 08/01/24 

 今日の治療指針 2008 Vol.50 ICU ICU 08/01/24 

 今日の治療指針 2009 2009 図書室 図書室 09/03/06 

 今日の治療指針 2009 2009 ICU ICU 09/03/06 

 さあさんのかかってキネステティク 改訂版 2005 図書室 褥瘡対策 05/09/12 

 細胞診を学ぶ人のために 第３版 病理 研究検査 02/11/11 

 細胞診を学ぶ人のために 第4版 2005 図書室 研究検査 06/10/31 

 細胞病理診断学 図書室 研究検査 01/11/16 

 作業の科学 vol-2 2000 図書室 精神科 01/08/23 

 作業療法 実践のための6つの理論 2003 図書室 精神科 05/09/26 

 作業療法ケースブック コミュニケーションスキルの磨き方 2007 図書室 精神科 08/08/13 

 ADL作業療法の戦略・戦術・技術 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/11 

 作業療法のとらえかた 2006 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/10/12 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 産科婦人科用語集･用語解説集 改定新版 2005 図書室 産婦人科 05/09/28 

 産婦人科 内視鏡下手術スキルアップ 図書室 産婦人科 02/10/16 

 子宮腫瘍病理アトラス 2007 病理 研究検査 09/10/21 

 子宮体癌取り扱い規約 病理 研究検査 02/10/30 

 自己愛の障害 診断的、臨床的、経験的意義 2003 図書室 精神科 05/09/26 

 事故と安全の心理学 リスクとヒューマンエラー 2007 図書室 精神科 08/08/13 

 思春期外来 図書室 産婦人科 01/09/03 

 自宅で迎える幸せな 期 2005 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 師長･主任の看護目標面接 聴き方・話し方･記録の仕方 2005 図書室 看護科 06/11/06 

 失語症訓練のためのドリル集 意味･音韻面から語想起(名詞）の改善をめざ 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症訓練のためのドリル集 漢字・仮名の改善をめざす（4） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症訓練のためのドリル集 語想起(名詞）の改善をめざす （1） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症訓練のためのドリル集 動作･状態を表す語(動詞･形容詞･形容動詞） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症訓練のためのドリル集 日常コミュニケーションの改善をめざす （9） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症訓練のためのドリル集 文構成の改善をめざす （5） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症訓練のためのドリル集 難しい内容表現の改善をめざす （8） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 失語症のためのドリル集 文作成と難しい語句の改善をめざす （7） 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 実践 退院計画導入ガイド 2003 図書室 看護科 04/09/16 

 実践AEDマニュアル 2005 図書室 看護科 05/10/14 

 実践病理組織細胞診染色法カラ－図鑑（改訂版） 2000 病理 病理科 01/09/07 

 疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD―１０準拠 第３巻 診療情報 診療情報 02/05/17 

 疾病･転倒･寝たきり予防にも役立つメディカルフットケアの技術 2003 図書室 看護科 05/09/27 

 疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10準拠 第３巻 索引表 診療情報 診療情報 02/05/17 

 死のアウエアネス理論と看護 死の認識と終末期ケア 2000 図書室 看護科 01/09/10 

 社会不安障害･パニック障害がわかる本 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 周産期学シンポジウム No.22 2004 図書室 産婦人科 05/09/28 

 周産期救急のコツと落とし穴 2004 図書室 産婦人科 05/10/03 

 重症患者の鎮痛と鎮静 2000 図書室 麻酔科 07/10/19 

 腫瘍鑑別診断アトラス 唾液腺 2006 病理 研究検査 07/11/27 

 循環器病の診断と治療に関するガイドライン （1998-1999） 図書室 06/04/13 

 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（1999-2000） 図書室 06/04/13 

 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2000-2001） 図書室 06/04/13 

 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2001-2002） 図書室 06/04/13 

 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2002-2003） 図書室 06/04/13 

 循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2003-2004） 図書室 06/04/13 

 生涯学習の基礎 2003 図書室 看護科 04/01/10 

 生涯学習の基礎 2003 図書室 看護科 03/12/10 

 消化器疾患 新の治療 2007-2008 2007 図書室 内科 07/05/25 

 小児・思春期 糖尿病管理の手びき 2001 図書室 栄養科 03/10/21 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 小児･思春期の精神障害治療ガイドライン 図書室 精神科 02/11/01 

 小児腫瘍組織カラーアトラス第１巻 悪性リンパ腫、白血病および関連病変 2002 病理 研究検査 08/08/13 

 小児腫瘍組織カラーアトラス第３巻 骨軟部腫瘍 2005 病理 研究検査 08/08/13 

 小児腫瘍組織分類図譜 第４篇 肝臓･胆嚢･膵臓図譜 病理 研究検査 02/11/08 

 小児腫瘍組織分類図譜 第５篇 小児胚細胞腫瘍群腫瘍 病理 研究検査 02/11/08 

 小児腫瘍組織分類図譜 第６編 中枢神経系腫瘍 病理 研究検査 02/10/30 

 小児腫瘍組織分類図譜第3篇 神経芽腫瘍および類縁腫瘍 病理 研究検査 02/11/01 

 小児のセデ－ションハンドブック 図書室 麻酔科 07/10/18 

 症例から学ぶ 婦人科腫瘍学入門 2006 図書室 産婦人科 07/10/30 

 触診解剖アトラス 下肢 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 03/09/25 

 触診解剖アトラス 頸部･体幹･上肢 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/13 

 褥瘡対策のすべてがわかる本 図書室 看護科 04/01/10 

 褥瘡のすべて 2005 図書室 褥瘡対策 05/09/12 

 食のことわざ 春夏秋冬 語りつがれる｢食育｣の宝庫 2007 栄養科 栄養科 08/08/13 

 食の評価 食の実践 認知症と食べる障害 2005 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/11/06 

 職場活性化実践集 2004 図書室 看護科 04/09/14 

 自立支援のための患者ケア技術 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/10/12 

 事例･症例に学ぶ 栄養管理 2004 図書室 栄養科 06/11/06 

 事例に学ぶ医療事故 図書室 看護科 01/10/30 

 新 図説泌尿器科学講座 １ 泌尿器科診断学 1999 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 新 図説泌尿器科学講座 5 小児泌尿器科学 女性泌尿器科学 1999 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 新 図説泌尿器科学講座 6 腎疾患 神経泌尿器科学 老年泌尿器科学 1999 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 新･悪性リンパ腫アトラス 図書室 研究検査 01/11/16 

 新OS NOW  25 基本整形外科手技―検査法，外来，病棟処置法，手術法 2005 図書室 整形外科 06/11/09 

 新OS NOW 26 小児下肢変形に対する手術療法 2005 図書室 整形外科 06/11/09 

 新OS NOW 27 整形外科 新技術―手技のポイントとコツ 2005 図書室 整形外科 06/11/09 

 神経心理学の局所診断と画像診断 1997 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/11/01 

 新血液細胞アトラス－細胞分類の基礎と特殊染色- 2007 病理 研究検査 07/12/21 

 新コルポスコピースタンダードアトラス:日本婦人科腫瘍学会2005 2007 図書室 産婦人科 08/08/13 

 新コルポスコピースタンダードアトラス：日本婦人科腫瘍学会2005 2005 図書室 産婦人科 06/10/31 

 真実を伝える コミュニケーション技術と精神的援助の指針 2006 図書室 看護科 07/11/30 

 新女性医学大系 40 婦人科腫瘍の細胞診 1999 図書室 研究検査 04/08/26 

 新女性医学大系40 婦人科腫瘍の細胞診 1999 病理 研究検査 03/10/23 

 心臓血管病理アトラス 2002 病理 研究検査 03/10/23 

 腎臓病食品交換表 第8版 治療食の基準 2008 栄養科 栄養科 09/10/21 

 腎臓病食品交換表 第8版 治療食の基準 2008 栄養科 栄養科 09/10/21 

 身体障害者手帳診断書作成マニュアル 2000 リハビリ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/11 

 新訂 福祉用具の活用法 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/09 

 心配しないでいいですよ 再発･転移乳がん 改定第２版 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 新版 変わる外来  図書室 看護科 02/10/31 

 新版 防ぐ、治す胃ガンの 新治療 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 心理臨床大事典 改定版 2004 図書室 精神科 04/08/26 

 心理臨床の認知心理学 2002 図書室 精神科 04/08/26 

 膵癌取り扱い規約 第5版 2004 病理 研究検査 04/08/26 

 睡眠時無呼吸症候群がわかる本 2006 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 睡眠障害ガイドブック 治療とケア 2006 図書室 精神科 07/10/19 

 図解 関節･運動器の機能解剖 下肢編 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 図解 関節･運動器の機能解剖 上肢･脊柱編 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 図解 新救急看護 図書室 看護科 02/10/31 

 図解 臨床産婦人科検査法 2002 図書室 産婦人科 03/10/20 

 スキルアップのための 妊婦への服薬指導 2005 図書室 産婦人科 06/11/01 

 すぐに使える骨切り術の技 クラニオフェイシャル サージャリー 2004 図書室 形成外科 07/10/30 

 すぐに役立つ痛みの看護マニュアル 2004 図書室 看護科 06/11/01 

 図説 ARTマニュアル 改訂第2版 2006 図書室 産婦人科 07/10/30 

 図説 股関節の臨床 2004 図書室 整形外科 06/11/07 

 図説 腰椎の臨床 2001 図書室 整形外科 06/11/07 

 図説・ヒトのからだ 第2版 図書室 栄養科 01/10/29 

 図説産婦人科VIEW 37 出生前診断と胎児治療 図書室 産婦人科 02/10/16 

 スタビライゼーション・トレーニング リハビリ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/11 

 スタンダード 病理学 2003 病理 研究検査 03/10/23 

 スタンダード病理学 病理検査のすべて 2002 病理 研究検査 03/10/23 

 ストーマリハビリテーション学 用語集  第2版 2003 図書室 看護科 05/09/27 

 スポ－ツ損傷の予防、治療、リハビリテ－ションのための 新テクニック 2000 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/10 

 生活環境論 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/13 

 成果で魅せるクリニカルパス 2001 図書室 看護科 04/01/10 

 成果で魅せる！クリニカルパス 2001 図書室 看護科 03/12/10 

 整形外科･身障福祉 関連診断書作成マニュアル 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/09 

 整形外科･病理 悪性軟部腫瘍取り扱い規約 第3版 2004 病理 研究検査 04/08/26 

 整形外科･病理 悪性骨腫瘍取り扱い規約 病理 研究検査 02/10/30 

 生殖医療ガイドライン 200７ 2007 図書室 産婦人科 07/12/06 

 精神医学入門 2000 図書室 精神科 01/08/23 

 精神科医療事故の法律知識 2001 図書室 精神科 04/08/26 

 精神科地域ケアの新展開 2004 図書室 精神科 05/09/26 

 精神科デイケアの始め方・進め方 2005 図書室 デイケア科 05/09/12 

 精神看護学 Vol1その人らしさを理解し、意志を尊重する技術 〔ビデオ） 図書室 看護科 01/10/30 

 精神看護学 Vol2  図書室 看護科 01/10/30 

 精神救急ハンドブック 1992 図書室 精神科 03/10/16 

 精神障害者と家族のための生活･医療･福祉制度のすべてQ&A 第6版 2005 図書室 デイケア科 06/10/31 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 精神障害と作業療法 第2版 2005 図書室 デイケア科 05/09/26 

 精神障害に対する作業療法 図書室 精神科 08/08/13 

 精神診断学 1998 図書室 精神科 03/10/16 

 精神分裂病の薬物療法100のQ&A 図書室 デイケア科 01/11/16 

 精神保健福祉法詳解 2002 図書室 精神科 03/10/16 

 性暴力の理解と治療教育 2008 図書室 精神科 08/08/13 

 生理学はおもしろい 図書室 看護科 01/10/30 

 摂食･嚥下機能評価マニュアル 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/31 

 摂食・嚥下障害の患者さんと家族のために 第1巻 総合編 改訂3版 2009 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 09/10/21 

 摂食・嚥下障害の患者さんと家族のために 第2巻 嚥下食編 2008 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 09/10/21 

 摂食・嚥下障害の評価法と食事指導 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 セレクト美容塾･眼瞼 2006 図書室 形成外科 07/11/30 

 先行･失認の評価と治療 第3版 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 03/09/25 

 先端医療シリーズ26 呼吸器外科 呼吸器外科の 新医療 2004 図書室 胸部血管 06/11/09 

 先天性奇形症候群おとび遺伝性疾患データブック 2001 図書室 小児科 03/10/16 

 せん妄の治療指針 2005 図書室 精神科 06/11/01 

 専門医をめざす人の精神医学 第2版 2004 図書室 精神科 05/09/09 

 前立腺の病域の治し方 2004 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 総合病院精神医学マニュアル 1999 図書室 精神科 03/10/16 

 組織病理アトラス 第5版 2005 図書室 研究検査 06/11/07 

 そのまま使えるストーマ・セルフケア実践指導マニュアル 2004 図書室 看護科 05/10/14 

 ターミナルケアの症状緩和マニュアル 1998 図書室 看護科 04/09/14 

 ダーモスコピーハンドブック 2005 図書室 皮膚科 06/11/06 

 第３２回日本看護学会論文集 ―老人看護- 図書室 看護科 02/03/27 

 第32回日本看護学会論文集-看護教育- 図書室 看護科 02/01/31 

 第32回日本看護学会論文集―看護総合- 図書室 看護科 02/01/22 

 第32回日本看護学会論文集―小児看護- 図書室 看護科 02/04/12 

 第32回日本看護学会論文集-成人看護 1- 図書室 看護科 02/02/27 

 第32回日本看護学会論文集―成人看護Ⅱ- 図書室 看護科 02/01/22 

 第32回日本看護学会論文集―地域看護- 図書室 看護科 02/02/15 

 第32回日本看護学会論文集―母性看護- 図書室 看護科 02/04/12 

 第33回日本看護学会論文集 ー地域看護- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー看護管理- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー看護教育- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー看護総合- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー小児看護- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー成人看護Ⅰ- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー成人看護Ⅱ- 図書室 看護科 03/05/08 

 第33回日本看護学会論文集ー母性看護- 図書室 看護科 03/05/08 
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 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 第33回日本看護学会論文集ー老年看護- 図書室 看護科 03/05/08 

 第34回 日本看護学会論文集 看護総合 2003 図書室 看護科 04/02/10 

 第34回 日本看護学会論文集 成人看護 2004 図書室 看護科 04/02/10 

 第34回 日本看護学会論文集 母性看護 2003 図書室 看護科 04/02/10 

 第34回日本看護学会論文集 ―看護管理- 2004 図書室 看護科 04/04/07 

 第３４回日本看護学会論文集 成人看護Ⅰ 2004 図書室 看護科 04/03/18 

 第34回日本看護学会論文集 ―地域看護- 2004 図書室 看護科 04/04/06 

 第３４回日本看護学会論文集―小児看護- 2004 図書室 看護科 04/02/27 

 第３４回日本看護学会論文集―老年看護- 2004 図書室 看護科 04/02/27 

 第35回日本看護学会論文集 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集 ―看護総合- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集 ―成人看護Ⅱ- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―看護管理- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―小児看護- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―精神看護- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―成人看護Ⅰ- 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―地域看護- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―母性看護- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第35回日本看護学会論文集―老年看護- 2004 図書室 看護科 05/06/27 

 第36回日本看護学会論文集 ー老年看護- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー看護管理- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー看護教育- 2006 図書室 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー看護総合- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー小児看護- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー精神看護- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー成人看護Ⅰ- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー成人看護Ⅱ- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー地域看護- 図書室 06/05/12 

 第36回日本看護学会論文集ー母性看護- 2006 図書室 看護科 06/05/12 

 第37回日本看護学会論文集－看護管理- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－看護教育- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－看護総合- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－小児看護- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－精神看護- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－成人看護Ⅰ- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－成人看護ＩＩ- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－地域看護- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－母性看護- 2007 図書室 看護科 07/07/26 

 第37回日本看護学会論文集－老年看護- 2007 図書室 看護科 07/07/26 
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 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 第３８回日本看護学会論文集 －看護教育- 2008 図書室 看護科 08/02/14 

 第38回日本看護学会論文集 －看護総合- 2007 図書室 看護科 08/01/24 

 第38回日本看護学会論文集 －精神看護- 2007 図書室 看護科 08/01/24 

 第38回日本看護学会論文集 －母性看護- 2007 図書室 看護科 08/01/24 

 第３８回日本看護学会論文集 －老年看護- 2008 図書室 看護科 08/03/11 

 第３８回日本看護学会論文集－看護管理- 2008 図書室 看護科 08/06/06 

 第３８回日本看護学会論文集－小児看護- 2008 図書室 看護科 08/03/11 

 第３８回日本看護学会論文集－成人看護 Ⅰ- 2008 図書室 看護科 08/06/06 

 第３８回日本看護学会論文集－成人看護Ⅱ- 2008 図書室 看護科 08/03/11 

 第３８回日本看護学会論文集－地域看護- 2008 図書室 看護科 08/06/06 

 第３９回日本看護学会論文集 看護管理 2009 図書室 看護科 09/04/30 

 第39回日本看護学会論文集 看護教育 2009 図書室 看護科 09/03/06 

 第39回日本看護学会論文集 看護総合 2009 図書室 看護科 09/03/06 

 第３９回日本看護学会論文集 小児看護 2009 図書室 看護科 09/04/30 

 第39回日本看護学会論文集 精神看護 2009 図書室 看護科 09/03/06 

 第３９回日本看護学会論文集 成人看護Ⅰ 2009 図書室 看護科 09/04/30 

 第39回日本看護学会論文集 成人看護Ⅱ 2009 図書室 看護科 09/03/06 

 第３９回日本看護学会論文集 地域看護 2009 図書室 看護科 09/04/30 

 第39回日本看護学会論文集 母性看護 2009 図書室 看護科 09/03/06 

 第３９回日本看護学会論文集 老年看護 2009 図書室 看護科 09/04/30 

 体外受精ガイダンス 2002 図書室 産婦人科 04/09/13 

 胎児診断･管理のABC 改定2版 2002 図書室 産婦人科 04/09/13 

 対症看護 病態生理と看護のテクニック 第3版 1998 図書室 看護科 01/09/10 

 対人関係の基礎知識 2004 図書室 看護科 06/11/02 

 大腸癌取り扱い既約 第7版 2007 病理 研究検査 07/11/27 

 大動脈瘤･大動脈解離の臨床と病理 2004 図書室 胸部血管 07/11/29 

 体表解剖と代償運動 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 食べて治す高血圧 2004 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 誰にでもできる素敵なプレゼンテーション 2003 図書室 看護科 06/08/30 

 チーム医療のための実践POS入門 2003 図書室 栄養科 05/10/14 

 痴呆性老人の機能改善のための援助 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/09 

 注射剤の配合変化 2002 薬剤科 薬剤科 03/09/25 

 治療薬マニュアル 2008 薬剤科 薬剤科 08/08/13 

 治療薬マニュアル 2006 2006 図書室 薬剤科 06/11/01 

 治療薬マニュアル 2009 2009 薬剤科 薬剤科 09/10/21 

 爪 基礎から臨床まで 2005 図書室 皮膚科 05/09/09 

 適切な診療録：精神科 心理療法 編 2005 図書室 精神科 06/11/01 

 できたらいいな手話介護 図書室 看護科 02/09/27 

 手ぎわよい看護研究 2005 図書室 看護科 06/11/06 
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 手作り自助具の工作技術 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/12 

 手にとるようにわかる乳腺 MRI 2004 図書室 放射線科 05/09/12 

 統計解析なんかこわくない データ整理から学会発表まで 図書室 看護科 04/09/15 

 統合失調症 正しい理解と治療法 2006 図書室 デイケア科 06/11/01 

 透析患者の心とケア 1999 図書室 看護科 05/09/27 

 糖尿病 コンプリ－トガイド 2000 図書室 栄養科 01/09/12 

 糖尿病の食事指導マニュアル 1999 図書室 栄養科 01/09/10 

 糖尿病療養指導の手引き 2002 図書室 栄養科 03/10/21 

 トラベルビー 人間対人間の看護 1997 図書室 看護科 08/06/06 

 ナースに必要なストーマリハビリテーションの知識 2000 図書室 看護科 05/09/27 

 ナースによるナースのための がん患者のペインマネジメント 2007 図書室 看護科 07/10/30 

 ナースのための質問紙調査とデータ分析 第2版 2004 図書室 看護科 04/09/16 

 内科学 図書室 ICU 02/10/30 

 内科学用語集 第5版 1998 図書室 06/04/13 

 ナイチンゲール看護論･入門 2007 図書室 看護科 07/11/30 

 内分泌外科標準テキスト 2006 図書室 胸部血管 07/11/30 

 涙がでるほど笑ってラクになる本 2003 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 日本医学会医学用語辞典 英和 第3版 2007 図書室 図書室 08/01/24 

 日本医薬品集 図書室 図書室 01/11/21 

 日本医薬品集 2007 図書室 図書室 07/10/12 

 日本医薬品集 2003 図書室 図書室 04/01/10 

 日本医薬品集 2005 2004 図書室 図書室 05/02/01 

 日本医薬品集 2009 2008 図書室 図書室 08/10/09 

 日本医薬品集 2010年版 2009 図書室 図書室 09/10/21 

 日本看護関係文献集 第２９巻 1996 図書室 看護科 02/10/31 

 日本人の食事摂取基準(2005年版）の活用 2006 図書室 栄養科 06/11/06 

 日本病理剖検輯報 第43輯 図書室 研究検査 03/02/17 

 日本病理剖検輯報 第44輯（平成13年剖検例集載） 2003 図書室 04/03/04 

 日本病理剖検輯報 第45輯 2003 図書室 研究検査 04/09/13 

 ニューイングランド周産期マニュアル 2002 図書室 産婦人科 03/10/20 

 乳癌MRI診断アトラス 2004 図書室 放射線科 05/09/27 

 乳がん術後の運動生活ガイド 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 02/10/16 

 乳腺画像 X線・超音波と病理 診断法 2004 病理 研究検査 05/10/14 

 乳腺超音波診断アトラス 改訂版 2002 病理 研究検査 04/08/25 

 乳線における細胞診および針生検の報告様式ガイドライン 2003 病理 研究検査 08/08/13 

 乳線の組織型診断とその病態 病理 研究検査 07/11/27 

 乳房再建術 スペシャリストの技のすべて 2005 図書室 形成外科 06/10/31 

 乳房超音波診断 ガイドライン 改訂2版 2009 病理 研究検査 09/10/21 

 尿失禁ケアマニュアル 2000 図書室 看護科 06/11/02 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 尿のトラブルがまんしていませんか？ 2005 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 小児腫瘍組織カラーアトラス第２巻 神経芽腫群腫瘍-国際分類INPCによる 2004 病理 研究検査 08/08/13 

 妊娠・授乳女性の薬ハンドブック 図書室 産婦人科 02/10/16 

 認知運動療法入門 臨床実践のためのガイドブック 2006 図書室 精神科 07/10/19 

 認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント 2006 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 06/10/31 

 認知療法 ･西から東へ 2004 図書室 精神科 05/09/26 

 認知療法実践ガイド 基礎から応用まで 2007 図書室 精神科 07/10/19 

 認知療法シリーズ 人格障害の認知療法 2006 図書室 精神科 06/11/01 

 認知療法シリーズ 認知療法 2004 図書室 精神科 06/11/01 

 妊婦･授乳婦とくすり 改定2版 2001 図書室 産婦人科 04/09/13 

 脳死判定ハンドブック 図書室 脳神経外 02/11/01 

 脳神経外科患者の診かた 図書室 脳神経外 02/11/01 

 脳卒中の 新画像診断 －コメデイカルのための 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/14 

 脳卒中のリハビリテーションと在宅ケア 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 08/08/13 

 脳卒中ビジュアルテキスト 2000 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/12 

 脳の肥やしの脳卒中講義 2007 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 08/08/13 

 図説産婦人科VIEIV 34 子宮･卵管･膣の形成手術 妊孕能温存とQOLの向 図書室 産婦人科 01/11/16 

 TIMEの視点による褥瘡ケア 創床環境調整理論に基づくアプローチ 2004 図書室 褥瘡対策 05/09/09 

 ハート先生の心電図教室 part 2 2005 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/10/17 

 肺腫瑠性・限局性病変-生検診断の進めかた・考えかた 図書室 研究検査 01/11/16 

 はじめての看護理論 第2版 2007 図書室 07/11/29 

 はじめての訪問リハビリテーション 2007 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 08/08/13 

 鼻の病気がわかる本 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 図説VIEIV-33 帝王切開術と産科手技 安全な母児管理をめざして 図書室 産婦人科 01/11/16 

 パパはマイナス50点 2005 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 早わかり検査値ノート 2006 図書室 07/05/25 

 バリアフリーの生活環境論 第3版 2005 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/09 

 ハリソン内科学 第２版 全２巻 2006 図書室 研修医 06/11/09 

 ハリソン内科学 第２版 全２巻 2006 図書室 研修医 06/11/09 

 判例に学ぶ看護事故の法的責任 図書室 看護科 02/10/31 

 非腫瘍性骨関節疾患の病理 2003 病理 研究検査 04/08/25 

 左の脳と右の脳 第2版 1997 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 ヒト移植臓器拒絶反応の病理組織診断基準 病理 研究検査 02/11/08 

 ひとと集団･場 2005 図書室 デイケア科 06/10/31 

 泌尿器科･病理 腎盂･尿管癌取り扱い規約 第2版 2003 病理 研究検査 04/08/25 

 泌尿器科･病理 精巣腫瘍取り扱い規約 第３版 2007 病理 研究検査 08/08/13 

 泌尿器科･病理 前立腺癌取り扱い規約 病理 研究検査 02/10/30 

 泌尿器科･病理 副腎腫瘍取り扱い規約 20007 病理 研究検査 08/08/13 

 泌尿器科･病理 膀胱癌取り扱い規約 第3版 2001 病理 研究検査 04/08/26 
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 新 図説泌尿器科学講座 3 泌尿器科腫瘍学 1999 図書室 泌尿器科 03/09/16 

 避妊ガイドブック 図書室 産婦人科 01/11/16 

 皮膚悪性腫瘍取り扱い規約 2003 病理 研究検査 04/08/26 

 皮膚悪性腫瘍取り扱い規約 第1版 2003 図書室 形成外科 05/09/12 

 皮弁･筋皮弁実践マニュアル 2004 図書室 形成外科 04/08/18 

 病院･学校･事業所等の集団給食施設に働く人のための食中毒･感染予防ハ 2007 図書室 栄養科 08/08/13 

 病院患者図書館 2001 図書室 看護科 04/09/14 

 病院サービス患者レポート 2001 図書室 看護科 04/09/14 

 病院防災ガイドブック 災害発生時における病院防災対策のあり方 2001 図書室 看護科 06/11/06 

 病院ボランテア やさしさのこころとかたち 2003 図書室 看護科 04/09/14 

 病期でわかる 指導がわかる 腎不全患者の食事指導ガイド 2005 栄養科 栄養科 08/08/13 

 美容外科手術プラクテイス 1 図書室 形成外科 01/11/16 

 美容外科手術プラクテイス 2 図書室 形成外科 01/11/16 

 病態栄養専門師のための病態栄養ガイドブック 2003 図書室 栄養科 03/10/21 

 病理医にも役立つ法医解剖入門 2003 病理 研究検査 04/08/26 

 病理検査のすべて 2002 病理 研究検査 04/08/25 

 福祉用具総覧 2004 2004 リハビリ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/11/29 

 防ぐ、治す胆のう･胆管の病気 2005 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 腹腔鏡手術スキルアップ・シリーズ 婦人科 １ 基礎編 2006 図書室 産婦人科 08/08/13 

 筆子その愛 2006 図書室 デイケア科 08/10/09 

 ブレインアタック 急性期の脳卒中診療 図書室 脳神経外 02/11/01 

 フロレンス・ナイチンゲール 看護覚え書 2004 図書室 看護科 07/11/30 

 分裂病 1巻 2003 図書室 精神科 05/09/27 

 分裂病者の行動特性 2006 図書室 精神科 06/11/01 

 分裂病症候学 図書室 精神科 02/11/11 

 分裂病を耕す 2001 図書室 精神科 05/09/08 

 米国国立医学図書館分類法 第5版 1994年 日本語版 図書室 図書室 01/11/21 

 米国精神医学会治療ガイドライン コンペンディアム 2006 図書室 精神科 07/12/06 

 平成13年度看護白書 図書室 看護科 01/10/30 

 平成１４年度 看護白書 図書室 看護科 02/10/31 

 平成15年 看護関係統計資料集 2003 図書室 看護科 04/02/10 

 平成１５年版 看護白書 2003 図書室 看護科 04/01/10 

 平成16年 看護関係統計資料集 2005 図書室 看護科 05/10/14 

 平成16年版 看護白書 図書室 看護科 04/09/15 

 平成17年 看護関係統計資料集 2006 図書室 看護科 07/11/29 

 平成17年度 看護白書 2005 図書室 看護科 05/10/03 

 平成18年版 看護白書 2007 図書室 看護科 07/11/28 

 平成18年 看護関係統計資料集 2006 図書室 看護科 07/11/29 

 平成19年版 看護白書 2007 図書室 看護科 07/11/28 
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 平成19年版 看護六法 2007 図書室 看護科 07/11/28 

 平成２０年看護関係統計資料集 2009 図書室 看護科 09/04/30 

 平成２０年度 看護白書 2008 図書室 看護科 08/12/09 

 ベナー看護論 新訳版 初心者から達人へ 2006 図書室 看護科 07/11/29 

 ペプロウ 人間関係の看護論 図書室 看護科 01/10/30 

 ヘルス・フィジカルアセスメント 上巻 図書室 看護科 02/11/11 

 ヘルス・フィジカルアセスメント 下巻 図書室 看護科 02/11/11 

 放射線科エキスパートナーシング 図書室 看護科 02/10/18 

 ボウルビイ 母子関係入門 2002 図書室 精神科 03/10/16 

 ポスタ－発表はチャンスの宝庫！ 2005 図書室 看護科 06/08/30 

 ホスピスハンドブック 2000 図書室 看護科 04/09/15 

 ホルモンの病気がわかる本 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 稀で特異な精神症候群ないし状態像 2004 図書室 精神科 05/09/12 

 慢性頭痛の診療ガイドライン 2006 図書室 06/04/13 

 マンモグラフィ診断の進め方とポイント 第2版 2005 図書室 放射線科 05/09/27 

 見えにくい、見づらい目の病気がわかる本 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/10 

 右半球損傷 認知とコミュニケーションの障害 2007 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 08/08/13 

 麦の郷 福祉のまちづくりに挑む人びと 2007 図書室 デイケア科 08/08/13 

 メイヨ･クリニック 骨盤外科手術マニュアル 2002 図書室 産婦人科 03/10/20 

 メタボリックシンドロームのことがよく分かる本 2007 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 メディカル管理栄養士のためのステップアップマニュアル 2004 図書室 栄養科 05/10/14 

 メディカル管理栄養士必携 図書室 栄養科 02/11/11 

 目でみる 胎盤病理 2004 図書室 産婦人科 05/10/03 

 眼でみるベッドサイドの病態生理 血管病のとらえかた 1999 図書室 胸部血管 05/09/12 

 メンタルケア 図書室 看護科 04/09/15 

 毛髪疾患の 新治療 基礎と臨床(植毛） 2004 図書室 形成外科 05/09/12 

 目標管理導入成功の方策 2004 図書室 看護科 04/09/16 

 物語 ひとのからだ わかりやすい解剖組織学 2004 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 薬剤識別コード事典 18年改訂版 2006 図書室 薬剤科 06/11/06 

 薬剤識別コード事典 平成２０年改訂版 2008 薬剤科 薬剤科 08/08/13 

 薬剤識別コード事典 平成21年改訂版 2009 薬剤科 薬剤科 09/10/21 

 薬物依存の理解と援助 ｢故意に自分の健康を害する｣症候群 2005 図書室 精神科 07/10/19 

 やさしいマイクロサージャリー 2006 図書室 形成外科 07/10/30 

 やさしくわかる創傷・褥瘡ケアと栄養管理のポイント 2001 図書室 栄養科 03/10/21 

 輸血学 改定第3版 2004 図書室 研究検査 05/09/12 

 ユニバーサルデザイン－モノ・コト・まちづくり- 2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/27 

 陽性･陰性症状評価尺度(PANSS)マニュアル 1991 図書室 精神科 05/09/12 

 腰痛、肩こり、手足のしびれ 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 腰痛を防ぐらくらく動作介助マニュアル 2002 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 03/09/25 

 19 



 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 よく生きよく笑いよき死と出会う 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 よくわかる 子どものための形成外科 2005 図書室 形成外科 06/10/31 

 よくわかる 摂食・ 嚥下のしくみ 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/12 

 卵巣腫瘍病理アトラス 2004 病理 研究検査 05/10/14 

 理学療法Mook 呼吸理学療法 図書室 麻酔科 02/10/16 

 理学療法チェックﾘｽﾄ 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/08/18 

 理学療法評価 そのクリニカルアプロ－チ 2001 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 01/09/10 

 リハビリテーションMook 高次脳機能障害とリハビリテーション 2003 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 04/01/13 

 リハビリテーションMook 内部障害のリハビリテーション 2006 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 07/11/29 

 リハビリテーション機器の工夫とアイデア  2004 図書室 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ 05/09/12 

 リプロダクティブヘルス 2002 図書室 産婦人科 03/10/20 

 臨床･病理 原発性肝癌取り扱い規約 病理 研究検査 02/10/30 

 臨床・病理 原発性肝癌取り扱い規約 （第5版補訂版） 2009 病理 研究検査 09/10/21 

 臨床･病理 食道癌取り扱い規約 2008 病理 研究検査 08/08/13 

 臨床･病理 乳癌取り扱い規約 第15版 2004 病理 研究検査 05/10/03 

 臨床・病理 乳癌取り扱い規約 第16版 2008 病理 研究検査 09/10/21 

 臨床･病理 肺癌取り扱い規約 改定 第6版 2003 病理 研究検査 05/10/03 

 臨床医･初期研修医のための病理検査室利用ガイド 2004 病理 病理科 05/09/27 

 臨床栄養ディクショナリー 改定３版 2008 栄養科 栄養科 08/08/13 

 臨床検査法提要 病理 研究検査 01/10/30 

 臨床検査法提要 改訂第32版 2005 病理 研究検査 06/11/01 

 臨床指導医養成必携マニュアル 2006 図書室 研修医 07/12/03 

 臨床心エコー図学 第3版 2009 臨床検査 臨床検査 09/10/21 

 臨床染色体診断法 病理 研究検査 02/11/11 

 臨床で直面する倫理的諸問題 図書室 看護科 02/10/31 

 臨床発達心臓病学 改定3版 2005 図書室 小児科 08/08/12 

 臨床泌尿器科のコツと落とし穴 ①検査･診断法、薬物療法 図書室 泌尿器科 01/10/30 

 臨床泌尿器科のコツと落とし穴 ③ 手術療法Part2 図書室 泌尿器科 01/10/30 

 臨床泌尿器科ノコツと落とし穴② 手術療法 Part1 図書室 泌尿器科 01/10/30 

 臨床泌尿器科のコツと落とし穴④ 非観血的治療法、内視鏡手術 図書室 泌尿器科 01/10/30 

 臨床麻酔学全書 (上巻） 2002 図書室 麻酔科 03/10/17 

 臨床麻酔学全書(下巻） 2002 図書室 麻酔科 03/10/20 

 レイニンガ－ 看護論 文化ケアの多様性と普遍性 図書室 看護科 01/10/30 

 ロールシャッハ・テストワークブック 第5版 2005 図書室 精神科 05/09/08 

 ロールシャッハ形態水準表 包括システムのわが国への適用 2004 図書室 精神科 05/09/09 

 ロールシャッハの解釈 2002 図書室 精神科 03/10/16 

 ロ－ルシャッハ検査法 図書室 精神科 03/10/17 

 我が国の精神保健福祉 14年度版 2002 図書室 デイケア科 04/08/26 

 我が国の精神保健福祉 平成１３年度版 図書室 デイケア科 02/11/11 
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 01/08/23 ～ 09/11/20 
 図書名 発行年 配架先 購入希望 受入日 
 我が国の精神保健福祉 平成１８年度版 2006 図書室 デイケア科 08/08/13 

 わかりやすい 糖尿病テキスト 改定3版 2008 さんぽ図 さんぽ図 09/07/14 

 私たちの看護管理実践 2003 図書室 看護科 04/09/15 

 ワトソン看護論 人間科学とヒューマンケア 2007 図書室 看護科 09/04/30 

 笑いは心と脳の処方せん 2006 さんぽ図 さんぽ図 09/07/09 

 受入冊数: 784 冊 
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