
平成29年4月1日現在

蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136037 あ 足利赤十字病院 平成24年度 病院年報　2012 498.16 足利赤十字病院

0000136327 あ Annal Review  循環器 2004 矢崎義雄∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136326 あ Annal Review 血液  1994 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136325 あ Annal Review 血液  1998 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136324 あ Annal Review 血液  1999 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136323 あ Annal Review 血液  2000 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136322 あ Annal Review 血液  2001 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136321 あ Annal Review 血液 1987 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136320 あ Annal Review 血液 1988 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136319 あ Annal Review 血液 1989 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136318 あ Annal Review 血液 1990 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136317 あ Annal Review 血液 1991 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136316 あ Annal Review 血液 1992 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136315 あ Annal Review 血液 1993 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136314 あ Annal Review 血液 1995 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136313 あ Annal Review 血液 1996 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136312 あ Annal Review 血液 1997 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136311 あ Annal Review 血液 2002 高久史麿∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136310 あ Annal Review 血液 2003 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136309 あ Annal Review 血液 2004 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.17 中外医学社

0000136308 あ Annal Review 血液 2005 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136307 あ Annal Review 血液 2006 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136306 あ Annal Review 血液 2007 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136305 あ Annal Review 血液 2008 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136304 あ Annal Review 血液 2009 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136303 あ Annal Review 血液 2010 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136302 あ Annal Review 血液 2011 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136301 あ Annal Review 血液 2012 高久史麿∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136300 あ Annal Review 呼吸器  1998 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136299 あ Annal Review 呼吸器  1999 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136298 あ Annal Review 呼吸器  2000 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136297 あ Annal Review 呼吸器  2001 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136296 あ Annal Review 呼吸器 1986 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136295 あ Annal Review 呼吸器 1987 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136294 あ Annal Review 呼吸器 1988 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136293 あ Annal Review 呼吸器 1989 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136292 あ Annal Review 呼吸器 1990 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136291 あ Annal Review 呼吸器 1991 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136290 あ Annal Review 呼吸器 1992 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

専 門 書　一 覧 表

あ　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136289 あ Annal Review 呼吸器 1993 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136288 あ Annal Review 呼吸器 1994 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136287 あ Annal Review 呼吸器 1995 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136286 あ Annal Review 呼吸器 1996 太田保世∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136285 あ Annal Review 呼吸器 1997 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136284 あ Annal Review 呼吸器 2002 工藤 翔二〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136283 あ Annal Review 呼吸器 2003 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136282 あ Annal Review 呼吸器 2004 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136281 あ Annal Review 呼吸器 2005 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136280 あ Annal Review 呼吸器 2006 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136279 あ Annal Review 呼吸器 2007 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136278 あ Annal Review 呼吸器 2008 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136277 あ Annal Review 呼吸器 2010 永井厚志∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136276 あ Annal Review 呼吸器 2011 永井厚志∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136275 あ Annal Review 呼吸器 2012 永井厚志∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136274 あ Annal Review 循環器  1998 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136273 あ Annal Review 循環器  1999 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136272 あ Annal Review 循環器  2000 杉下靖郎∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136271 あ Annal Review 循環器  2001 杉下靖郎∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136270 あ Annal Review 循環器 1986 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136269 あ Annal Review 循環器 1987 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136268 あ Annal Review 循環器 1988 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136267 あ Annal Review 循環器 1989 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136266 あ Annal Review 循環器 1990 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136265 あ Annal Review 循環器 1991 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136264 あ Annal Review 循環器 1992 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136263 あ Annal Review 循環器 1993 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136262 あ Annal Review 循環器 1994 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136261 あ Annal Review 循環器 1995 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136260 あ Annal Review 循環器 1996 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136259 あ Annal Review 循環器 1997 杉本恒明∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136258 あ Annal Review 循環器 2002 杉下靖郎∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136257 あ Annal Review 循環器 2003 杉下靖郎∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136256 あ Annal Review 循環器 2005 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136255 あ Annal Review 循環器 2006 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136254 あ Annal Review 循環器 2007 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136253 あ Annal Review 循環器 2008 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136252 あ Annal Review 循環器 2009 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136251 あ Annal Review 循環器 2010 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136250 あ Annal Review 循環器 2011 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136249 あ Annal Review 循環器 2012 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136248 あ Annal Review 消化器  1998 戸田剛太郎〔ほか〕編集 493.4 中外医学社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136247 あ Annal Review 消化器  1999 戸田剛太郎〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136246 あ Annal Review 消化器  2000 戸田剛太郎〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136245 あ Annal Review 消化器  2001 戸田剛太郎〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136244 あ Annal Review 消化器 1986 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136243 あ Annal Review 消化器 1987 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136242 あ Annal Review 消化器 1988 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136241 あ Annal Review 消化器 1989 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136240 あ Annal Review 消化器 1990 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136239 あ Annal Review 消化器 1991 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136238 あ Annal Review 消化器 1992 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136237 あ Annal Review 消化器 1993 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136236 あ Annal Review 消化器 1994 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136235 あ Annal Review 消化器 1995 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136234 あ Annal Review 消化器 1996 岡   博∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136233 あ Annal Review 消化器 1997 戸田剛太郎∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136232 あ Annal Review 消化器 2002 戸田剛太郎∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136231 あ Annal Review 消化器 2003 戸田剛太郎∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136230 あ Annal Review 消化器 2004 戸田剛太郎∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136229 あ Annal Review 消化器 2005 林　紀夫∥〔ほか〕編集∥著 493.2 中外医学社

0000136228 あ Annal Review 消化器 2006 林　紀夫∥〔ほか〕編集∥著 493.2 中外医学社

0000136227 あ Annal Review 消化器 2007 林　紀夫∥〔ほか〕編集∥著 493.2 中外医学社

0000136226 あ Annal Review 消化器 2008 林　紀夫∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136225 あ Annal Review 消化器 2009 林　紀夫∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136224 あ Annal Review 消化器 2010 林 紀夫∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136223 あ Annal Review 消化器 2011 林 紀夫∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136222 あ Annal Review 消化器 2012 林 紀夫∥〔ほか〕編集 493.4 中外医学社

0000136221 あ Annal Review 神経  1998 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136220 あ Annal Review 神経  1999 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136219 あ Annal Review 神経  2000 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136218 あ Annal Review 神経  2001 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136217 あ Annal Review 神経 1989 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136216 あ Annal Review 神経 1990 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136215 あ Annal Review 神経 1991 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136214 あ Annal Review 神経 1992 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136213 あ Annal Review 神経 1993 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136212 あ Annal Review 神経 1994 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136211 あ Annal Review 神経 1995 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136210 あ Annal Review 神経 1996 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136209 あ Annal Review 神経 1997 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136208 あ Annal Review 神経 2002 柳沢信夫∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136207 あ Annal Review 神経 2003 後藤文男∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136206 あ Annal Review 神経 2004
柳文男∥〔ほか〕編集 柳澤
信夫 編集

493.7 中外医学社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136205 あ Annal Review 神経 2005 柳澤 信夫∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136204 あ Annal Review 神経 2006 柳澤 信夫∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136203 あ Annal Review 神経 2007 柳澤信夫∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136202 あ Annal Review 神経 2008 柳澤信夫∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136201 あ Annal Review 神経 2009 柳澤信夫∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136200 あ Annal Review 神経 2010 鈴木則宏∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136199 あ Annal Review 神経 2011 鈴木則宏∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136198 あ Annal Review 神経 2012 鈴木則宏∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136197 あ Annal Review 腎臓  1998 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136196 あ Annal Review 腎臓  1999 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136195 あ Annal Review 腎臓  2000 長澤俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136194 あ Annal Review 腎臓  2001 長澤俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136193 あ Annal Review 腎臓 1987 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136192 あ Annal Review 腎臓 1988 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136191 あ Annal Review 腎臓 1989 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136190 あ Annal Review 腎臓 1990 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136189 あ Annal Review 腎臓 1991 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136188 あ Annal Review 腎臓 1993 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136187 あ Annal Review 腎臓 1994 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136186 あ Annal Review 腎臓 1995 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136185 あ Annal Review 腎臓 1996 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136184 あ Annal Review 腎臓 1997 長沢俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136183 あ Annal Review 腎臓 2002 伊藤克己∥〔ほか〕編集 493.3 中外医学社

0000136182 あ Annal Review 腎臓 2003 長澤俊彦∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136181 あ Annal Review 腎臓 2004 伊藤克己∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136180 あ Annal Review 腎臓 2005 御手洗哲也∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136179 あ Annal Review 腎臓 2006 御手洗哲也∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136178 あ Annal Review 腎臓 2007 御手洗哲也∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136177 あ Annal Review 腎臓 2008 御手洗哲也∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136176 あ Annal Review 腎臓 2009 御手洗哲也∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136175 あ Annal Review 腎臓 2010 御手洗哲也∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136174 あ Annal Review 腎臓 2011 富野康日巳∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136173 あ Annal Review 腎臓 2012 富野康日巳∥〔ほか〕編集 494.93 中外医学社

0000136171 あ Annal Review 糖尿病　代謝　内分泌 2008 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136172 あ Annal Review 糖尿病　代謝　内分泌 2008 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136170 あ Annal Review 糖尿病・代謝・内分泌 2006 金沢康徳∥〔ほか〕編集∥著 493.2 中外医学社

0000136169 あ Annal Review 糖尿病・代謝・内分泌 2007 金沢康徳∥〔ほか〕編集∥著 493.2 中外医学社

0000136167 あ Annal Review 糖尿病･代謝･内分泌 2009 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136168 あ Annal Review 糖尿病･代謝･内分泌 2009 工藤翔二∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136166 あ Annal Review 糖尿病･代謝･内分泌 2011 寺内康夫∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136165 あ Annal Review 糖尿病･代謝･内分泌 2012 寺内康夫∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136164 あ Annal Review 内分泌，代謝  1998 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136163 あ Annal Review 内分泌，代謝  1999 金沢康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136162 あ Annal Review 内分泌，代謝  2000 金沢康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136161 あ Annal Review 内分泌，代謝  2001 金沢康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136160 あ Annal Review 内分泌，代謝  2003 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136159 あ Annal Review 内分泌，代謝 1986 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136158 あ Annal Review 内分泌，代謝 1987 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136157 あ Annal Review 内分泌，代謝 1988 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136156 あ Annal Review 内分泌，代謝 1989 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136155 あ Annal Review 内分泌，代謝 1990 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136154 あ Annal Review 内分泌，代謝 1991 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136153 あ Annal Review 内分泌，代謝 1992 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136152 あ Annal Review 内分泌，代謝 1993 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136151 あ Annal Review 内分泌，代謝 1994 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136150 あ Annal Review 内分泌，代謝 1995 岡   博∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136149 あ Annal Review 内分泌，代謝 1996 金澤康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136148 あ Annal Review 内分泌，代謝 2002 金沢康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136147 あ Annal Review 内分泌，代謝 2004 金沢康徳∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000136145 あ Annal Review 免疫  1998 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136143 あ Annal Review 免疫  1999 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136144 あ Annal Review 免疫  1999 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136142 あ Annal Review 免疫  2001 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136141 あ Annal Review 免疫 1989 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136140 あ Annal Review 免疫 1990 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136139 あ Annal Review 免疫 1991 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136138 あ Annal Review 免疫 1992 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136137 あ Annal Review 免疫 1993 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136136 あ Annal Review 免疫 1994 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136135 あ Annal Review 免疫 1995 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136134 あ Annal Review 免疫 1996 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136133 あ Annal Review 免疫 1997 菊地浩吉∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136132 あ Annal Review 免疫 2002 奥村　康∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136131 あ Annal Review 免疫 2003 奥村　康∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136130 あ Annal Review 免疫 2004 奥村　康∥〔ほか〕編集 491.8 中外医学社

0000136129 あ Annal Review 免疫 2005 奥村　康∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136128 あ Annal Review 免疫 2006 奥村　康∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136127 あ Annal Review 免疫 2007 奥村　康∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136126 あ Annal Review 免疫 2008 奥村　康∥〔ほか〕編集 493.2 中外医学社

0000136040 あ ANNUAL REPORT 2013 CANCER CANCER 498.16 山形大学

0000144612 あ Annual Review 血液　2014 鈴木／則宏∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000144582 あ Annual Review 呼吸器　2014 永井厚志∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000144636 あ Annual Review 循環器　2014 山口   徹∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000144605 あ Annual Review 消化器　2014 林 紀夫∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000144629 あ Annual Review 神経　2014 鈴木則宏∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000144643 あ Annual Review 腎臓　2014 鈴木／則宏∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136125 あ Annual Review 糖尿病･代謝･内分泌 2010 寺内康夫∥〔ほか〕編集 493.12 中外医学社

0000144599 あ Annual Review 糖尿病・代謝・内分泌　2014 寺内康夫∥〔ほか〕編集 493.7 中外医学社

0000136124 あ ICD･9･CM 1999 手術及び処置の分類 －内容例示表－
社団法人 日本病院会通信
教育委員会

498 株式会社 じほう

0000136123 あ ICD･9･CM 2003 手術及び処置の分類 －内容例示表－
社団法人 日本病院会通信
教育委員会

498 株式会社 じほう

0000136122 あ ICD-10 精神および行動の障害   臨床記述と診断ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 触 道男 376 医学書院

0000136120 あ ICD-10 精神および行動の障害   臨床記述と診断ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 改訂版 触 道男 376 医学書院

0000136121 あ ICD-10 精神および行動の障害   臨床記述と診断ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 改訂版 触 道男 376 医学書院

0000136119 あ ICD10対応電子ｶﾙﾃ用 標準病名集
日経BP社 日本病理学会∥
編

494.96 日経BP社

0000136118 あ ICDｺ-ﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞ 鳥羽克子 499.07 じほう

0000136116 あ ICU･CCUの専門看護 百瀬達也 492.916 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000136117 あ ICU･CCUの専門看護 百瀬達也 492.916 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000136115 あ ICU･CCU看護  医学篇 佐藤光男∥〔ほか〕編 492.9 日本看護協会出版会

0000136114 あ ICU･CCU看護  看護篇 藤枝知子∥〔ほか〕編 492.9 日本看護協会出版会

0000136113 あ ICUｴｷｽﾊﾟｰﾄ 救急看護のすべて 窪田   忍∥編 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000136112 あ ICUﾌﾞｯｸ    The ICU BOOK  Third Edition Paul L.Marino 494.24 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000136111 あ ICU重症患者の看護と治療 天羽敬祐∥著 492 金芳堂

0000136110 あ IDATENのﾌﾟﾛが答えるそこが知りたがった感染症 岩田健太郎 499.05 南江堂

0000136109 あ IgA腎症の基礎と臨床 第30回記念 酒井　紀 494.8 IgA腎症研究会

0000136108 あ IVRにおける放射線障害の回避
日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会 川井 弘
光

494.5 日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会

0000136107 あ RCAの基礎知識と活用事例 飯田修平 198.163 日本規格協会

0000136106 あ RCA実践ﾏﾆｭｱﾙ 石川雅彦 198.163 医学書院

0000136105 あ
ＲＩによる検査法・超音波検査法・ＣＴ・水力学的検査法・生検と細胞診  第2巻 B 新
臨

494.9 金原出版

0000136104 あ ｱｳﾄﾚｯﾄ最前線 ここまできた生活革命 山岡敬始∥著 673.7 時事通信社

0000136103 あ あきらめない看護 看護婦たちのひたむき実践記録 仲田喜代子∥編 492.9 同時代社

0000143189 あ あざのレーザー治療 平山　峻∥著 493.14 克誠堂出版

0000136101 あ ｱｾｽﾒﾝﾄ 2 看護過程へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 492.9 学研

0000136102 あ ｱｾｽﾒﾝﾄ 2 看護過程へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 492.9 学研

0000136100 あ ｱｾｽﾒﾝﾄ 第1巻 看護過程へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 492.9 学研

0000136099 あ あたらしい皮膚科学 清水　宏 492 中山書店

0000136098 あ ｱｯﾃｨﾗ王が教える究極のﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
ｳｪｽ･ﾛﾊﾞｰﾂ∥著 山本七平
∥訳

336.3 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

0000136097 あ ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎ﾃｷｽﾄ 正しい知識と治療、生活指導 西岡 清∥著 493.94 南江堂

0000136096 あ ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝと看護の人間科学  第3巻 講座　看護の人間科学 492.9 垣内出版

0000136043 あ ｱﾄﾗｽ 泌尿器科手術書 百瀬 俊郎 494.93 金原出版

0000143264 あ ｱﾄﾗｽさくま　小児咽頭所見 佐久間孝久 496.5 丸善

0000136095 あ ｱﾄﾗｽ対応血液病学ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 12例 吉田彌太郎 492.17 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000136044 あ ｱﾄﾗｽ尿路変向術 垣添 忠生 494.9 南江堂

0000136094 あ ｱﾄﾗｽ婦人科手術書 上巻 三林隆吉  監修 495.24 金原出版

0000136045 あ あなたのﾌﾟﾚｾﾝ誰も聞いてませんよ! ｼﾝﾌﾟﾙに伝える魔法のﾃｸﾆｯｸ 渡部 欣忍 492.9163 南江堂

0000136093 あ あなたの家族が病気になったときに読む本 福井次矢 492.9 講談社

0000136046 あ あなたの患者になりたい　患者の視点で語る医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
佐伯晴子 野田雄三∥訳 竹
内吉夫∥訳

361.4 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136092 あ あなたの患者になりたい　患者の視点で語る医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 佐伯晴子∥訳 361.4 医学書院

0000136091 あ あなたの場合は？ 看護職の社会経済福祉
国際看護婦協会∥編 加藤
道子∥訳

498.14 日本看護協会出版会

0000136090 あ ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟｰﾄ　平成17年度 498.16 京都大学医学部付属病院

0000136089 あ ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟｰﾄ　平成18年度 498.16 京都大学医学部付属病院

0000136047 あ あの時を忘れない　2011.3.11.14:46 498.16 日本赤十字社

0000136088 あ ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞに見る ﾌﾟﾗｲﾏﾘﾅｰｼﾝｸﾞと看護教育 492.907 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000136087 あ ｱﾒﾘｶ政治経済ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 鹿島平和研究所∥編 302.53 時事通信社

0000136086 あ ｱﾓﾛｲﾄﾞｰｼｽ診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2010 山田正仁 496.5 厚生労働省研究費補助金

0000136085 あ ｱﾙｺｰﾙ中毒
N･ｹｯｾﾙ∥著 H･ｳｫｰﾙﾄﾝ∥
著 山上竜太郎∥訳

493.156 金剛出版

0000049900 あ ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患　2b　物理的原因による疾患 ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚疾患　放射線障害 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000136084 あ 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、白血病および関連病変 日本病理学会∥編 493.46 金原出版

0000136083 あ 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫の病態と臨床 木村ｷﾖｼﾞ 493.17 日本評論社

0000136048 あ 旭川赤十字病院 創立100周年記念誌 498.16 旭川赤十字病印

0000136082 あ 旭川赤十字病院医学雑誌 498.16 旭川赤十字病院

0000136081 あ
旭川赤十字病院医学雑誌　2007 Vol.21 移植後再発例に対する再移植として同種
骨髄非破

498.16 旭川赤十字病院

0000136080 あ
旭川赤十字病院医学雑誌 2011 Vol.25 腹膜導入時の｢患者情報ｼｰﾄ｣の作成と評
価

498.16 旭川赤十字病院

0000136079 あ 旭川赤十字病院医学雑誌 2012 Vol.26 眼窩吹き抜け骨折の検討 498.16 旭川赤十字病院

0000136049 あ 旭川赤十字病院医学雑誌 2012 Vol.27 腹水胸水浮腫を伴う非代償肝硬変症例 498.16 旭川赤十字病院

0000136078 あ 旭川赤十字病院救命救急ｾﾝﾀｰ 30周年 記念誌 498.16 旭川赤十字病院

0000136077 あ 旭中央病院医報 第34巻 平成24年 498.16 旭中央病院

0000136076 あ 旭中央病院医報 第35巻 平成25年 498.16 旭中央病院

0000136050 あ 旭中央病院医報 第36巻 平成26年 498.16 旭中央病院

0000136075 あ 安全な手術への道 494.2 金原出版株式会社

0000136074 あ 安曇野赤十字病院医報 2005 Vol.14 ﾊﾟｷｽﾀﾝ北部地震災害救護活動 498.16 安曇野赤十字病院

0000136073 あ 安曇野赤十字病院医報 2006 Vol.15 小児急性腎盂腎炎の臨床経験 498.16 安曇野赤十字病院

0000136072 あ
安曇野赤十字病院医報 2007 Vol.16 血液透析患者におけるalprostadil注射剤、投
与方法

498.16 安曇野赤十字病院

0000136051 あ
安曇野赤十字病院医報 2012 Vol.21 慢性期脳卒中患者の上肢に対するﾐﾗｰｾﾗﾋﾟｰ
が歩容の

498.16 安曇野赤十字病院

0000136052 あ 秋田赤十字病院　創立百周年記念誌 492.9 秋田赤十字病院

0000148542 あ 秋田赤十字病院　年報　平成27年度　26号 492.9 秋田赤十字病院

0000136070 あ 新しい医療と看護方式 PPCの理念と実際 岩佐 潔 492.985 医学書院

0000136069 あ 新しい介護 大田仁史 492.9 講談社

0000136068 あ 新しい看護管理の技法と展開ｼｽﾃﾑ思考からﾏﾄﾘｯｸｽ思考へ
北尾誠英∥編 看護管理事
例研究会∥著

492.9 医学書院

0000136053 あ 新しい眼光学の基礎 西信 元嗣 496.2 金原出版

0000136067 あ 新しい救急活動の実際 鈴木又七朗 492.916 医学書院

0000136066 あ 新しい治療法としての 行動医学 日野原重明 492.1 医学書院

0000136064 あ 新しい放射線看護の実際 山下久雄∥〔ほか〕執筆 492.9169 医学書院

0000136065 あ 新しい放射線看護の実際 山下久雄∥〔ほか〕執筆 492.9 医学書院

0000136063 あ 新しい輸血の時代 成分輸血のすすめ 田中正好∥著 492.26 日本赤十字社血液事業学会

0000136062 あ 青い地平線 もっと自分が幸せになるために 高橋穏世∥著 498.04 日本看護協会出版会

0000136061 あ 赤穂市民病院誌 2008年3月 第9号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院

0000136060 あ 赤穂市民病院誌 2009年3月 第10号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院

0000136059 あ 赤穂市民病院誌 2011年3月 第12号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136058 あ 赤穂市民病院誌 2012年3月 第13号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院

0000136054 あ 赤穂市民病院誌 2014年3月 第15号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院

0000136055 あ 赤穂市民病院誌 2015年3月 第16号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院

0000136039 あ 足のはたらきと子どもの成長 近藤四郎∥著 493.91 築地書館

0000136038 あ 足利赤十字病院 平成23年度 病院年報 498.16 足利赤十字病院

0000136056 あ 足利赤十字病院 平成25年度 病院年報　2013 498.16 足利赤十字病院

0000136057 あ 足利赤十字病院 平成26年度 病院年報　2014 498.16 足利赤十字病院

0000136071 い
遺伝子と内科疾患．代謝異常．内分秘疾患．免疫．ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患．骨疾患  '84‐C
新

鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000136344 い EBMのためのPubMed,Impact Factor 田中良子 499.07 中外医学社

0000136345 い EBM神経疾患の治療 岡本幸司 494.627 中外医学社

0000136328 い ERでの非典型症状にだまされない! 救急疾患の目利き術
寺沢 秀一 島田 慈彦 次 食
費 島田

491.79 羊土社

0000136346 い IC（ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ) 自己決定を支える看護 寺本 松野∥〔ほか〕著 492.9 日本看護協会出版会

0000144360 い JAPANESE RED CROSS ISHINOMAKI HOSPITAL 石巻赤十字　80周年記念 498.16

0000136360 い いざというとき役立つ　小児診療のｺﾂ 492 羊土社

0000136361 い いまさら聞けない腹部ｴｺｰの基礎 CD-ROMで超音波講習会を再現 492 学研ﾒﾃﾞｨｶﾙ秀潤社

0000136362 い ｲﾗｽﾄによるお母さんへの病気の説明と小児の診療  解説編 大塚親哉∥編集 493.9 南山堂

0000136363 い ｲﾗｽﾄによるお母さんへの病気の説明と小児の診療  解説編 大塚親哉∥編集 493.9 南山堂

0000143530 い ｲﾗｽﾄめまいの検査　改訂第2版 日本めまい平衡医学会 496.5 診断と治療社

0000136364 い ｲﾗｽﾄ眼科手術ｼﾘｰｽﾞ1 白内障 岩倉 雅登 496.2 金原出版

0000143509 い ｲﾗｽﾄ手術手技のｺﾂ　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　咽喉頭頸部編 村上　泰 496.5 東京医学社

0000143578 い ｲﾗｽﾄ手術手技のｺﾂ　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　目・耳編 村上　泰 496.5 東京医学社

0000136365 い ｲﾗｽﾄ編 ｲﾗｽﾄによるお母さんへの病気の説明と小児の診療 大塚親哉∥編集 493.9 南山堂

0000136366 い ｲﾗｽﾄ編 ｲﾗｽﾄによるお母さんへの病気の説明と小児の診療 大塚親哉∥編集 493.9 南山堂

0000136329 い ｲﾝ･ｻﾞ･ﾃｸﾆｯｸ  医療現場ですぐに役立つｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ 竹本　毅  島田慈彦 491.79 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000144483 い ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 2016　33　2月号付録　ｱｲﾃｨｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 492.4 医療科学社

0000144476 い ｲﾝﾅｰﾋﾞｼﾞｮﾝ 2016　358号　付録　RSNA 2015 ハイライト 492.4 医療科学社

0000136330 い 伊勢赤十字病院年報 平成22年度 498.16 伊勢赤十字病院

0000136331 い 伊勢赤十字病院年報 平成23年度 498.16 伊勢赤十字病院

0000136332 い 伊勢赤十字病院年報 平成24年度 498.16 伊勢赤十字病院

0000136333 い 伊勢赤十字病院年報 平成25年度 498.16 伊勢赤十字病院

0000145510 い 伊勢赤十字病院年報 平成26年度 498.16 伊勢赤十字病院

0000136367 い 意味づけ経験知でわかる病態生理看護過程 市川幾恵 492.926 日総研

0000136368 い 意味づけ経験知でわかる病態生理看護過程 市川幾恵 492.926 日総研

0000136369 い 異常値の出るﾒｶﾆｽﾞﾑ 第5版 河合　忠 494.9 医学書院

0000136370 い 異体同心 498.16 富士屋

0000136371 い 胃･十二指腸の外科Ⅰ 木本誠二∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000136372 い 胃･十二指腸の外科Ⅱ 木本誠二∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000136334 い 胃と腸ｱﾄﾗｽ1 上部消化管 第2版 八尾 恒良 493.4 医学書院

0000136335 い 胃と腸ｱﾄﾗｽ2 下部消化管 第2版 八尾 恒良 493.4 医学書院

0000146937 い 胃拡大内視鏡ﾃｸﾆｯｸ 498.17 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000136373 い 胃癌治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 日本胃癌学会 499.05 金原出版

0000136374 い 胃癌取扱い規約 胃癌研究会∥編 494.655 金原出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136375 い 胃癌取扱い規約 胃癌研究会∥編 494.655 金原出版

0000136376 い 胃癌取扱い規約 日本胃癌学会∥編 493.46 金原出版

0000136377 い 胃癌取扱い規約　第14版　2010年3月 日本胃癌研究会∥編 494.655 金原出版

0000136378 い
遺伝性疾患の遺伝子解析．消化管疾患．呼吸器疾患．内分泌疾患．代謝異常．血
液・造血

鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000136379 い 遺伝性疾患への対応 その知識と実際 大倉興司∥著 491.69 講談社

0000136380 い 遺伝相談の実際
Peter S Haeper∥〔著〕 松井
一郎∥〔ほか〕訳

491.69 医学書院

0000136381 い 医の限界
ｽﾁｭﾜｰﾄ G.ｳｵﾙﾌ∥編集 小
林富美栄∥訳

490.4 日本看護協会出版会

0000136382 い 医化学実験法講座  第2巻A  代謝および酵素 491.4 中山書店

0000136383 い 医化学実験法講座  第2巻B  代謝および酵素 491.4 中山書店

0000136384 い 医化学実験法講座  第3巻A  臨床化学 491.4 中山書店

0000136385 い 医化学実験法講座 第1巻A  生体構成成分 491.4 中山書店

0000136386 い 医化学実験法講座 第1巻B  生体構成成分 491.4 中山書店

0000136387 い 医化学実験法講座 第3巻B  臨床化学 491.4 中山書店

0000136388 い 医化学実験法講座 第5巻 A  遺伝生化学 491.4 中山書店

0000136389 い 医化学実験法講座 第5巻 B  遺伝生化学 491.4 中山書店

0000136390 い 医科学大事典  Suppl.1  人体器官の構造と機能 490.33 講談社

0000136391 い 医科学大事典  索引 〔武見太郎∥編集主幹〕 490.33 講談社

0000136392 い 医科学大事典 Suppl.2  最新の医療情報　1986 490.33 講談社

0000136393 い 医科学大事典 Suppl.3  最新の医療情報 490.33 講談社

0000136394 い 医科学大事典 Suppl.4  最新の医科学用語 490.33 講談社

0000136395 い 医科学大事典 Suppl.5  最新の治療情報　1988 490.33 講談社

0000136396 い 医科学大事典 Suppl.7  最新の治療薬 岡  博∥責任編集 490.33 講談社

0000136397 い 医科学大事典1 あ～ありベ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136398 い 医科学大事典10  がんめ～きゆうし 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136399 い 医科学大事典11  きゆうす～きんせいは 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136400 い 医科学大事典12  きんせいぼ～けいそう 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136401 い 医科学大事典13  けいぞく～けつせいた 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136402 い 医科学大事典14  けつせいて～こうがんへ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136403 い 医科学大事典15  こうがんほ～こうてんか 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136404 い 医科学大事典16  こうでんぐ～こつなんか 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136405 い 医科学大事典17  こつなんこ～さいぼうう 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136406 い 医科学大事典18  さいぼうが～しかく 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136407 い 医科学大事典19  じかけ～ししようつ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136408 い 医科学大事典2 ありゆ～いじようの 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136409 い 医科学大事典20  しじようぶ～じやんぐ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136410 い 医科学大事典21  しやんと～しようかがく 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136411 い 医科学大事典22  しようかかん～しようほ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136412 い 医科学大事典23  しようま～じんが 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136413 い 医科学大事典24  しんき～しんしんい 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136414 い 医科学大事典25  しんしんし～しんり 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136415 い 医科学大事典26  じんる～せいかんけ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136416 い 医科学大事典27 せいかんざ～せきずいこ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136417 い 医科学大事典28 せきずいさ～ぜんていは 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136418 い 医科学大事典29 ぜんていろ～そくも 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136419 い 医科学大事典3 いじようふ～いんとう 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136420 い 医科学大事典30 ぞくり～たしし 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136421 い 医科学大事典31 たしな～ちつす 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136422 い 医科学大事典32 ちつそ～ちりようた 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136423 い 医科学大事典33 ちりようよ～でんきよ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136424 い 医科学大事典34 でんきり～とくていか 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136425 い 医科学大事典35 とくていし～にじせいし 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136426 い 医科学大事典36  にじせいと～ねつたいせ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136427 い 医科学大事典37  ねつたいね～はいじゆ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136428 い 医科学大事典38  はいしよ～ぱらふい 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136429 い 医科学大事典39  はらふお～ひとく 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136430 い 医科学大事典4 いんとうい～えごい 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136431 い 医科学大事典40  ひとこ～びん 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136432 い 医科学大事典41  ふ～ふつき 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136433 い 医科学大事典42  ふつく～べたと 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136434 い 医科学大事典43  べたに～ほうしやか 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136435 い 医科学大事典44  ほうしやじ～ほるもんじ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136436 い 医科学大事典45  ほるもんだ～みゆ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136437 い 医科学大事典46  みよ～めんえきち 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136438 い 医科学大事典47  めんえきて～ゆに 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136439 い 医科学大事典48  ゆび～りぐ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136440 い 医科学大事典49  りけ～るいしし 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136441 い 医科学大事典5  えこう～おうぞ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136442 い 医科学大事典50  るいしぼ～わ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136443 い 医科学大事典6  おうた～かくがた 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136444 い 医科学大事典7  かくかん～かめい 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136445 い 医科学大事典8  かめん～かんさ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136446 い 医科学大事典9  がんざい～かんみ 武見太郎∥編集主幹 490.33 講談社

0000136447 い 医科診療報酬　点数早引きﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ  平成22年度4月版 498.163 産労総合研究所

0000136448 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136449 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136450 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136451 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136452 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136453 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000145176 い 医科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136454 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136455 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136456 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136457 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所
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0000136458 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136459 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136460 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136461 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136462 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136463 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136464 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136465 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136466 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136467 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136468 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136469 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136470 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136471 い 医科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000136336 い 医科点数表の解釈 平成26年4月版 498.16 社会保険研究所

0000146807 い 医科点数表の解釈 平成28年4月版 福崎　恒 498.16 社会保険研究所

0000136472 い 医科点数表算定とQ&A 平成22年版 角家孝之 498.16 社会保険研究所

0000136473 い 医科点数表算定とQ&A　平成25年版 角家孝之 498.16 社会保険研究所

0000136474 い 医学・生物学研究者のために 実用ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 青木宏之 他編 548.295 金原出版

0000136475 い 医学英和大辞典 加藤勝治∥編 490.33 南山堂

0000136476 い 医学英和大辞典 加藤勝治∥編 490.33 南山堂

0000136477 い 医学概論  専門基礎1 系統看護学講座 492.9 医学書院

0000136478 い 医学情報誌 医心 2014. 5-6 No.42 492 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ医心

0000136337 い 医学情報誌 医心 2014. 7-8 No.43 492 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ医心

0000136479 い 医学中央雑誌  累積版 vol.301~360(1  小児科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136480 い 医学中央雑誌  累積版 vol.301~360(1  小児科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136481 い 医学中央雑誌  累積版 vol.301~360(1  生理学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136482 い 医学中央雑誌  累積版 vol.301~360(1  精神医学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136483 い 医学中央雑誌 14‐〔2〕 累積版 整形外科学・形成外科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136484 い 医学中央雑誌 収載誌目録　2014 490.31 医学中央雑誌刊行会

0000136338 い 医学中央雑誌 収載誌目録　2015 490.31 医学中央雑誌刊行会

0000136485 い 医学中央雑誌 累積版   21‐〔1〕  歯学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 497 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136486 い 医学中央雑誌 累積版   21‐〔2〕  歯学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136487 い 医学中央雑誌 累積版  13‐〔4〕  外科学・麻酔学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.5 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136488 い 医学中央雑誌 累積版  13‐〔5〕  外科学・麻酔学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.5 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136489 い 医学中央雑誌 累積版  4‐〔2〕  薬学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.5 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136490 い 医学中央雑誌 累積版  4‐〔3〕  薬学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.5 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136491 い 医学中央雑誌 累積版  5‐〔2〕 解剖学・病理解剖学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136492 い 医学中央雑誌 累積版  5‐〔2〕 解剖学・病理解剖学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136493 い 医学中央雑誌 累積版  vol.301~360(1  外科学・麻酔学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136494 い 医学中央雑誌 累積版  vol.301~360(1  外科学・麻酔学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136495 い 医学中央雑誌 累積版  vol.301~360(1  外科学・麻酔学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ
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0000136496 い 医学中央雑誌 累積版  vol.301~360(1  外科学・麻酔学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136497 い 医学中央雑誌 累積版 18‐〔2〕  皮膚科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136498 い 医学中央雑誌 累積版 19  泌尿器科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136499 い 医学中央雑誌 累積版 23 獣医学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136500 い 医学中央雑誌 累積版 7‐〔3〕  衛生学・疫学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136501 い 医学中央雑誌 累積版 7‐〔4〕  衛生学・疫学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136502 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1   耳鼻咽喉科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136503 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1   東洋医学・医史学・社会医学・法医学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136504 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  整形外科学・形成外科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136505 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  生化学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136506 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  生化学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136507 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  皮膚科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136508 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  放射線学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136509 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  放射線学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136510 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  薬学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136511 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1  薬理学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136512 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1 産婦人科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136513 い 医学中央雑誌 累積版 vol.301~360(1 産婦人科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136514 い 医学中央雑誌 累積版15 眼科学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136515 い 医学中央雑誌 累積版22  看護学･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.5 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136516 い 医学中央雑誌 累積版6  実験腫瘍学・血清学・免疫学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136517 い 医学中央雑誌 累積版8  微生物学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136518 い 医学中央雑誌累積版 vol.301~360(1  衛生学・疫学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136519 い 医学中央雑誌累積版 vol.301~360(1  衛生学・疫学 日外ｱｿｼｴｰﾂ∥編集 490.31 日外ｱｿｼｴｰﾂ

0000136520 い 医学用語ｼｿｰﾗｽ 50音順ｷｰﾜ-ﾄﾞﾘｽﾄ　第7版 2011 492.9 医学中央雑誌刊行会

0000136521 い 医学用語ｼｿｰﾗｽ ｶﾃｺﾞﾘｰ別ｷｰﾜ-ﾄﾞﾘｽﾄ　第7版 2011 492.9 医学中央雑誌刊行会

0000136522 い 医学論文と図表の書き方 真島英信 493 文光堂

0000136523 い 医師・看護婦・歯科医師・薬剤師・医療技術者のためのｱﾒﾘｶ医学留学の手引 大石 実∥著 490.7 医学書院

0000148214 い 医師と看護師の連携強化への提唱 安藤秀雄 498.16 経営書院

0000136524 い 医師のための新しい医療機器 大橋正光 364 科学新聞社

0000136525 い 医師のための保険診療入門 2003 社会保険診療研究会 364 じほう

0000136526 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136527 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136528 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136529 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136530 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136531 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136532 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136533 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136534 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136535 い 医師看護師の有事行動ﾏﾆｭｱﾙ 井上忠男∥著 492.9493 東信堂

0000136536 い 医師看護職のための結核病学 1基礎知識 青木正和 499.07 結核予防会
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0000136537 い 医師看護職のための結核病学 2感染発病の診断 青木正和 499.07 結核予防会

0000136538 い 医師看護職のための結核病学 3治療１ 青木正和 499.07 結核予防会

0000136539 い 医師看護職のための結核病学 3治療2 青木正和 499.07 結核予防会

0000136540 い 医師看護職のための結核病学 4治療2 青木正和 499.07 結核予防会

0000136541 い 医師看護職のための結核病学 5結核病学 青木正和 499.07 結核予防会

0000136542 い 医師看護職のための結核病学 6結核病学  肺外結核症・非結核性抗酸菌症 青木正和 499.07 結核予防会

0000136543 い 医歯薬出版図書目録 看護介護福祉 2004 医書総合出版 014.1 医歯薬出版

0000136544 い 医事関連法の完全知識 2010年度版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000136545 い 医事関連法の完全知識 2012年度版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000136339 い 医事関連法の完全知識 2014年度版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000136340 い 医事関連法の完全知識 2015年度版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000146371 い 医事関連法の完全知識 2016年度版 福永篤志 498.163 医学通信社

0000136546 い 医事紛争解決の手引 宮沢俊夫∥編著 498.12 新日本法規出版

0000149204 い 医事法の知識 498.163 医学書院

0000136547 い 医療・福祉のﾏﾝﾊﾟﾜｰ 川上 武∥編著 498.14 勁草書房

0000136548 い 医療ｺﾝﾌﾘｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 和田仁孝 198.163 Signe

0000136549 い 医療ｺﾝﾌﾘｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 和田仁孝 492.907 Signe

0000136550 い 医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ医師とｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
R.C.ｷｬﾎﾞｯﾄ∥著 森野郁子
∥訳

369.9 岩崎学術出版社

0000148658 い 医療と安全管理総集版　全国85紙の新聞記事から医療の「今」を読み解く 498.16 ニホン・ﾐｯｸ

0000136551 い 医療と医学教育の革新のための新しいｼｽﾃﾑPOS 日野原重明 492.912 医学書院

0000136552 い 医療と健康ｲﾗｽﾄ集 CD-ROM 株式会社 ｴﾑ･ﾋﾞｰ･ｼｰ

0000136553 い 医療と消費税Q&A 医業税制研究会∥編集 498.16 ぎょうせい

0000136554 い 医療における人間関係 490 医学書院

0000136555 い 医療に必ず役立つ iPhone/iPad 井内 裕之 491.1 羊土社

0000136556 い 医療のしくみを知る  その3 看護管理 492.9 日本看護協会出版会

0000136557 い 医療の現場におけるこんな時のｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 白井幸子 492.921 医学書院

0000136558 い 医療ﾏﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ 和田仁孝 498.163 Signe

0000136559 い 医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学会福井県地方会 第5回 492.9 公立丹南病院

0000136341 い 医療安全を身につけるために　医療安全研修 DVD 498.163 京都府保険医協会

0000136560 い 医療過誤・労働法の手引き 看護業務と法律 高田利広 492.915 医歯薬出版

0000136561 い 医療現場のｸﾚｰﾏｰ撃退法 深澤直之 492.907 東京法令出版

0000136562 い 医療現場の暴力と攻撃性に向き合う 池田明子 496.2 医学書院

0000136563 い 医療施設の環境汚染と対策 高橋日出彦 364 南江堂

0000136564 い 医療施設等施設･整備整備費補助金の概要 平成11年版 492.9 医療関係施設対策研究会

0000136565 い 医療事故 山内桂子 492.915 朝日新聞社

0000136566 い 医療事故と司法判断 日本病理学会∥編 494.96 判例ﾀｲﾑｽﾞ社

0000136567 い 医療事故初期対応 前田正一 198.163 医学書院

0000143752 い 医療事故調査制度に対応した具体的手順　院内事故調査の手引き 498.16

0000136568 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136569 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136570 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136571 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ
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0000136572 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136573 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136574 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136575 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136576 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136577 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136578 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136579 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136580 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136581 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136582 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136583 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136584 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136585 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136586 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136587 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136588 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136589 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136590 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136591 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136592 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136593 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136594 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136595 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136596 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136597 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136598 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136599 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136600 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136601 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136602 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136603 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136604 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136605 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136606 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136607 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136608 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136609 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136610 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136611 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136612 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136613 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136614 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136615 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136616 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136617 い 医療従事者のためのﾓﾝｽﾀｰﾍﾟｲｼｪﾝﾄ対策ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ JA徳島厚生連 492.911 ﾒﾀ･ﾌﾞﾚｰﾝ

0000136618 い 医療情報学 1 498.14 日本医療情報学会

0000136619 い 医療情報学 2 498.14 日本医療情報学会

0000136620 い 医療情報学 2000 Vol.20 No.4 498.14 日本医療情報学会

0000136621 い 医療情報学 3 498.14 日本医療情報学会

0000136622 い 医療情報収集のためのGoogle活用ｶﾞｲﾄﾞ 村瀬澄夫 491.1 中山書店

0000136623 い 医療政策六法  平成16年度 医療法制研究会 498.12 中央法規出版

0000136624 い 医療接遇ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ実践読本 三好章樹 492.911 日総研

0000136625 い 医療訴訟のそこが知りたい 日経ﾒﾃﾞｨｶﾙ 198.163 日経BP社

0000136626 い 医療相談の手引き 公的に保障される療養費 児島美都子∥編 369.9 日本看護協会出版会

0000136627 い 医療相談の手引き 公的に保障される療養費 児島美都子∥編 369.9 日本看護協会出版会

0000136628 い 医療廃棄物 田中 勝 519.7 中央法規

0000136629 い 医療秘書教育全協力誌 498.14 医療秘書教育全国協議会

0000136630 い 医療秘書教育全協力誌  2009 Vol.9 No.1 498.14 医療秘書教育全国協議会

0000136631 い 医療用医薬品集　2009 島田慈彦 491.79 じほう

0000136632 い 医療用医薬品集　2009 島田慈彦 491.79 じほう

0000136633 い 育児の原点 寺脇 保 493.93 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000136634 い 育児不安をこえる 子育ての輪 池亀卯女 493.98 ﾕｯｸ舎

0000136635 い 一般外来における精神症状のみかた 浜田 晋∥著 493.7 医学書院

0000136636 い 一般病棟・外来におけるﾌｫｰｶｽﾁｬｰﾃｨﾝｸﾞの実際 川上千英子∥編著 492.9 日総研出版

0000136637 い 院内がん登録 2011 498.163 埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ

0000145411 い 院内がん登録 2013 498.16 埼玉医科大学国際医療ｾﾝﾀｰ

0000136638 い 院内感染 富家恵海子∥著 916 河出書房新社

0000136639 い 院内感染対策ﾏﾆｭｱﾙ 院内感染対策研究会∥編集 498.6 南江堂

0000136640 い 院内看護研究会誌 第52･53回 492.9 山田赤十字病院看護部

0000136641 い 院内看護研究発表会誌  2010年度 第64回 492.9 山田赤十字病院

0000136642 い 院内看護研究発表会誌 第62回 492.9 山田赤十字病院看護部

0000136643 い 院内教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの立案･実施･評価 舟島なをみ 492.926 医学書院

0000136644 い 家で死ぬ 柳原病院における在宅老人看護の10年 大沼和加子∥著 369.26 勁草書房

0000136645 い 岩田健太郎のｽｰﾊﾟｰ指導術 岩田 健太郎 492.907 羊土社

0000136646 い 岩波教育小辞典 五十嵐   顕∥〔ほか〕編 370.33 岩波書店

0000136647 い 岩波現代用字辞典 岩波書店辞典編集部∥編 816.07 岩波書店

0000136648 い 岩波哲学小辞典 103.3 岩波書店

0000136649 い 今これだけは知っておきたい　注射薬配合変化Q&A 東海林　徹 499.05 じほう

0000136650 い 最新介護福祉全書12 医学一般・公衆衛生 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000136651 い 生命（ｲﾉﾁ）のはじまりを教えて 子供達の愛と性・産婦人科医のﾚﾎﾟｰﾄ 宮越洋二∥著 367.9 あいわ出版

0000136652 い 石巻赤十字病院誌  1999 第8号 498.16 石巻赤十字病院

0000136653 い 石巻赤十字病院誌  2007 Vol.11 記録に残すことが大事なのです 498.16 石巻赤十字病院

0000136654 い 石巻赤十字病院誌  2008 Vol.12 なぜ？に気づくこと 498.16 石巻赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136342 い 石巻赤十字病院誌 2013 Vol.17 病院誌 第17号 発刊に寄せて 498.16 石巻赤十字病院

0000143936 い 石巻赤十字病院誌 2014 Vol.18 病院誌 第18号 発刊によせて 498.16 石巻赤十字病院

0000148306 い 石巻赤十字病院年報　2015　19 498.16 石巻赤十字病院

0000136655 い 石巻赤十字病院年報　平成17年度 498.16 石巻赤十字病院

0000136656 い 石巻赤十字病院年報　平成24年度 498.16 石巻赤十字病院

0000136343 い 石巻赤十字病院年報　平成25年度 498.16 石巻赤十字病院

0000144124 い 石巻赤十字病院年報　平成26年度 498.16 石巻赤十字病院

0000136657 い 痛みのｹｱ ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸの経験から 佐藤ﾖｼ子∥共著 492.9 真興交易医書出版部

0000136658 い 痛みをもつ患者の看護 Margo McCaffery 492.9 医学書院

0000147880 い 飯山赤十字病院年報　第5巻　平成27年 飯山赤十字 498.16 飯山赤十字

0000136659 う ｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾉｰﾄ 結核  基礎知識 青木正和 493.89 財団法人  結核予防会

0000136660 う ｳｲﾙｽ感染症の検査・診断ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 田代眞人 494.8 羊土社

0000136661 う うつぶせ寝とあおむけ寝 戸苅  創 493.95 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000136662 う 運動器疾患の予防と治療 491.1 長寿科学振興財団

0000136663 う 運動器疾患の予防と治療 491.1 長寿科学振興財団

0000136664 う 運動器疾患ﾍﾞｽﾄ ﾅｰｼﾝｸﾞ 491.1 ﾒﾃﾞｨｶﾙ出版事業部

0000136665 う 動画でわかる白内障手術 ﾋﾞｯｾﾝ宮島弘子 496.2 中山書店

0000136666 う 美しい老年期 杉村春三∥〔著〕 367.7 婦人之友社

0000136667 う 有珠山噴火における保健医療活動 492.907 日本赤十字社

0000136668 う 有珠山噴火における保健医療活動 494.5 日本赤十字社

0000136669 う 舂く刻 老人心理の模索 阿部初枝∥著 369.26 日本看護協会出版会

0000136670 う 舂く刻 老人心理の模索 阿部初枝∥著 369.26 日本看護協会出版会

0000136671 え AIDS 歯科における診断と予防
C.E.Barr∥原著 古賀敏比古
∥〔ほか〕訳

497.2 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

0000136672 え AIDS．神経疾患．循環器疾患．肝疾患．胆道疾患．膵疾患．腎・尿路疾患．筋・骨・ 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000136673 え AIDS対策最前線 下巻 小松敏昭 498.6 ｼｰｴﾑｼｰ

0000136674 え AIDS対策最前線 上巻 小松敏昭 498.6 ｼｰｴﾑｼｰ

0000136675 え HIV/AIDSｶｳｾﾘﾝｸの実際 事例から実践のための基礎知識まで 稲垣 稔∥編著 498.6 東京法規出版

0000136676 え ME入門講座 第１巻  生体現象の測定法1 大島正光 他編 492.8 金原出版

0000136677 え ME入門講座 第2巻  生体に対する刺激と治療2 大島正光 他編 492.8 金原出版

0000136678 え ME入門講座 第3巻  医学と電子計算機3 大島正光 他編 492.8 金原出版

0000136679 え ME入門講座 第4巻  人工臓器とME4 大島正光 他編 492.8 金原出版

0000136684 え ME入門講座 第5巻  生体とｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ5 大島正光 他編 492.8 金原出版

0000136685 え ME入門講座 第6巻  医学へのME機器の応用6 大島正光 他編 492.8 金原出版

0000136686 え NICUﾏﾆｭｱﾙ 新生児医療連絡会∥編 493.95 金原出版

0000136687 え NST完全ｶﾞｲﾄﾞ　栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ 東口高志 492.9 照林社

0000136680 え SBAR 報告･連絡のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ﾂｰﾙ 498.163 東京海上日動ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ

0000136681 え SPSSで学ぶ医療系　多変量ﾃﾞｰﾀ解析 対馬 栄輝 496.2 東京図書

0000136688 え SPSSとAmosによる心理･調査ﾃﾞｰﾀ解析 492.9 東京図書

0000136682 え SPSSによる医学･歯学･薬学のための統計解析 石村 貞夫 496.2 東京図書

0000136689 え SPSS完全活用法ﾃﾞｰﾀの入力と加工 492.9 東京図書

0000136690 え X線電子写真 ＜KIP方式＞  基礎と臨床 中村仁信 編 492.43 蟹書房

0000136691 え ｴｲｽﾞ HIV母子感染予防のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
厚生省ＨＩＶ母子感染予防対
策検討会∥〔著

493.11 同文書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136692 え ｴｲｽﾞ、その実像 ｴｲｽﾞ予防財団∥監訳 498.6 笹川記念保健協力財団

0000136693 え ｴｲｽﾞと闘った少年の記録
ﾗｲｱﾝ＝ﾎﾜｲﾄ∥著 ｱﾝ＝ﾏﾘｰ
＝ｶﾆﾝｶﾞﾑ∥著 加藤耕一∥
訳

936 ﾎﾟﾌﾟﾗ社

0000136694 え ｴｲｽﾞの臨床から 竹内輝江∥著 492.9311 日本看護協会出版会

0000136695 え ｴｲｽﾞ患者の看護
東京大学医科学研究所附属
病院看護部∥編

492.9311 日本看護協会出版会

0000136696 え ｴｲｽﾞ対策 理解と実践のすべて ｴｲｽﾞ対策研究会∥編 498.6 東京法規出版

0000136697 え ｴｲｽﾞ対策関係法令通知集 ｴｲｽﾞ対策必携 平成10年版 498.6 ｴｲｽﾞ予防財団

0000136698 え ｴｲｽﾞ対策関係法令通知集 ｴｲｽﾞ対策必携　平成4年版 498.6 ｴｲｽﾞ予防財団

0000136699 え ｴｸｽﾛｰﾙ基本神経病理学 村山繁雄 493.7 西村書店

0000143691 え ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ　血液形態学 阿南健一 496.5 近代出版

0000136683 え ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づいた抗菌役適正使用ﾏﾆｭｱﾙ 改訂2版 矢野 邦夫 499.05 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000136700 え ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づくｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ 鳥羽克子 499.07 医学書院

0000136701 え 栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ NSTのための栄養ｱｾｽﾒﾝﾄの実際 富永真琴 499.05 じほう

0000136702 え 衛生試験法・注解 日本薬学会∥編 498.15 金原出版

0000136703 え 延命の医学から生命を与えるｹｱへ 日野原重明∥著 490.15 医学書院

0000136704 え 絵でみる原子力ｴﾈﾙｷﾞｰのひみつ 林 喬雄 539 日刊工業新聞社

0000136705 え 絵でみる原子力のはなし 林 喬雄 539 日刊工業新聞社

0000136706 え 絵でみる水・電解質
ｷﾝｾﾞｲ ｽﾐｽ∥著 和田孝雄∥
訳

491.4 医学書院

0000143608 え 嚥下障害　診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　耳鼻咽喉科外来における対応　2012年版 日本耳鼻咽喉科学会 496.5 金原出版株式会社

0000144056 え 嚥下調整食　学会分類2013に基づく　市販食品300 藤島一郎 496.5 医歯薬出版株式会社

0000136721 お OCTｱﾄﾗｽ 吉村長久 496.2 医学書院

0000136722 お OPTIM Report 2011 地域での実践 緩和ｹｱ普及のための地域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ報告書 492.9 厚生労働科学研究費補助金

0000136723 お おいしい透析食メニュー 小野慶治∥〔ほか〕共著 494.93 南江堂

0000136724 お ｵｰﾙｶﾗｰ ﾀﾞｲｴｯﾄ のための外食ｶﾛﾘｰ BOOK 女性版 鈴木吉彦 493.12 主婦の友社

0000136725 お ｵｰﾙｶﾗｰ肥満解消のための外食ｶﾛﾘｰ BOOK 男性編 塩澤和子 492 主婦の友社

0000136726 お ｵﾋﾟｵｲﾄﾞによるがん疼痛緩和
国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病
院薬剤部

499.05 ｴﾙｾﾞﾋﾞｱｼﾞｬﾊﾟﾝ

0000136727 お ｵﾍﾟﾅｰｽのための毎日使える解剖図 ｶﾗｰｲﾗｽﾄﾌﾞｯｸ 小西敏郎 492.911 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000136728 お ｵﾚﾑ看護論 看護実践における基本概念
ﾄﾞﾛｾｱ E.ｵﾚﾑ∥著 小野寺杜
紀∥訳

492.9 医学書院

0000136729 お 応用 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ  Statviewによる統計解析 榎 日出夫 021.49 金原出版

0000136730 お 欧州新地図を読む 秋野  豊∥著 312.3 時事通信社

0000136731 お 岡山赤十字病院医学雑誌　2006 Vol.17 ﾚｰｳｴﾝﾌｯｸの顕微鏡 498.16 岡山赤十字病院

0000136732 お
岡山赤十字病院医学雑誌　2007 No.18 当院における10個以上のﾘﾝﾊﾟ節転移を有
する

498.16 岡山赤十字病院

0000136733 お 岡山赤十字病院医学雑誌　2008 No.19 悪性神経腫瘍の治療 498.16 岡山赤十字病院

0000136734 お 岡山赤十字病院医学雑誌　2012 No.23 救急における研修医のための画像診断 498.16 岡山赤十字病院

0000136735 お 岡山赤十字病院医学雑誌　2013 No.24 緩和ｹｱ病棟新設にあたって 498.16 岡山赤十字病院

0000136713 お 岡山赤十字病院医学雑誌　2014 No.25 IVRｾﾝﾀ-新設について 498.16 岡山赤十字病院

0000144414 お 岡山赤十字病院医学雑誌　2015 No.26 無菌病室新設について 498.16 岡山赤十字病院

0000136736 お 沖縄赤十字病院医学雑誌
沖縄赤十字病院医学雑誌刊
行委員会

498.16 沖縄赤十字病院

0000136737 お 沖縄赤十字病院医学雑誌 1999 Vol.10 No.1
沖縄赤十字病院医学雑誌刊
行委員会

498.16 沖縄赤十字病院

0000136738 お 沖縄赤十字病院医学雑誌 2002 Vol.13 No.1
沖縄赤十字病院医学雑誌刊
行委員会

498.16 沖縄赤十字病院

0000136739 お
沖縄赤十字病院医学雑誌 2006 Vol.14 No.1 当院回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟における
脳神経疾

沖縄赤十字病院医学雑誌刊
行委員会

498.16 沖縄赤十字病院

0000136740 お
沖縄赤十字病院医学雑誌 2006 Vol.16 No.1 沖縄赤十字病院が参加する県ﾍﾘ添乗
事業につ

沖縄赤十字病院医学雑誌刊
行委員会

498.16 沖縄赤十字病院

0000136714 お
沖縄赤十字病院医学雑誌 2013 Vol.20 No.1 維持血液透析患者に対し長期型ﾊﾞｽ
ｷｭｰﾗｰｶﾃｰﾃ

沖縄赤十字病院医学雑誌刊
行委員会

498.16 沖縄赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136741 お 終りなき現代史の課題  死と不死のｼﾝﾎﾞﾙ体験
ﾛﾊﾞｰﾄ･J･ﾘﾌﾄﾝ∥著 小野泰
博∥訳

141 誠信書房

0000136742 お 折々放談 豊田三郎∥著 913.6 福井新聞社

0000136743 お 大阪済生会中津病院年報 1998 第9巻 第1号 198.16 大阪済生会中津病院

0000136744 お 大阪済生会中津病院年報 1998 第9巻 第2号 198.16 大阪済生会中津病院

0000136745 お 大阪赤十字病院 病院年報　平成24年度 498.16 大阪赤十字病院

0000136746 お 大阪赤十字病院 病院年報　平成25年度 498.16 大阪赤十字病院

0000136715 お 大阪赤十字病院 病院年報　平成26年 498.16 大阪赤十字病院

0000143929 お 大阪赤十字病院 病院年報　平成27年 498.16 大阪赤十字病院

0000147972 お 大阪赤十字病院 病院年報　平成28年 498.16 大阪赤十字病院

0000136747 お 大阪赤十字病院業績集 平成14年 498.16 大阪赤十字病院医歯薬学研究会

0000136748 お 大阪府済生会中津病院年報 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136749 お 大阪府済生会中津病院年報 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136750 お 大阪府済生会中津病院年報 2007 Vol.18 No.1 病院の沿革 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136751 お 大阪府済生会中津病院年報 2007 Vol.18 No.2 解離性同一障害の一例 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136752 お
大阪府済生会中津病院年報 2008 Vol.19 No.2 若年者増殖糖尿病網膜症の硝子体
手術成績

498.16 大阪府済生会中津病院

0000136753 お 大阪府済生会中津病院年報 2009 Vol.20 No.1 病院の沿革 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136754 お
大阪府済生会中津病院年報 2009 Vol.20 No.2 退行期うつ病認知症遅発緊張病と
の鑑別が

498.16 大阪府済生会中津病院

0000136755 お 大阪府済生会中津病院年報 2010 Vol.21 No.1 病院の沿革 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136756 お
大阪府済生会中津病院年報 2010 Vol.21 No.2 済生会中津病院におけるｺﾝｻﾙﾃｰ
ｼｮﾝ･ﾘｴｿﾞﾝ

498.16 大阪府済生会中津病院

0000136757 お 大阪府済生会中津病院年報 2011 Vol.22 No.1 病院の沿革 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136758 お 大阪府済生会中津病院年報 2011 Vol.22 No.2 医療経済学から見たﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136759 お 大阪府済生会中津病院年報 2012 Vol.23 No.1 巻頭言 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136760 お
大阪府済生会中津病院年報 2012 Vol.23 No.2 長軸心機能を用いた心機能評価の
新しい展

498.16 大阪府済生会中津病院

0000136716 お 大阪府済生会中津病院年報 2013 Vol.24 No.1 済生会の理念 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136717 お
大阪府済生会中津病院年報 2013 Vol.24 No.2 人工股関節術後感染に対する二期
的手術の

498.16 大阪府済生会中津病院

0000136718 お 大阪府済生会中津病院年報 2014 Vol.25 No.1 病院の概要 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136719 お 大阪府済生会中津病院年報 2014 Vol.25 No.2. ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病型の脳血流SPECT像 498.16 大阪府済生会中津病院

0000147125 お 大阪府済生会中津病院年報 2016 Vol.26 No.1 498.16 大阪府済生会中津病院

0000148221 お 大阪府済生会中津病院年報 2016 Vol.26 No.2 498.16 大阪府済生会中津病院

0000136761 お 大阪府済生会野江病院年報 498.16 大阪府済生会野江病院

0000136762 お 大阪府立病院医学雑誌  1999 第21巻 第1号 498.16 大阪府立病院

0000136763 お 大人になった障害児 長期予後の追跡から 小林提樹∥編著 369.49 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000136764 お 大津赤十字病院 2012年度 病院年報 498.16 大津赤十字病院

0000136720 お 大津赤十字病院 2013年度 病院年報 498.16 大津赤十字病院

0000144193 お 大津赤十字病院 2015年度 病院年報 498.16 大津赤十字病院

0000148177 お 大津赤十字病院 2015年度 病院年報 498.16 大津赤十字病院

0000136765 お 病院年報  2011年度 498.16 大津赤十字病院

0000005432 か 〈ｼﾘｰｽﾞ〉患者・家族の心理と看護ｹｱ2  病児の心理と看護 492.9 中央法規出版

0000119603 か Element版 完全病理学　各論 藤田保健衛生大学 491.6 学際企画

0000047692 か ｶｯﾌﾟﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 気づきと人間関係の心理学
S.ﾐﾗｰ∥〔ほか〕著 野田雄三
∥訳

361.4 現代社

0000101431 か ｶﾗｰｱﾄﾗｽ Dermoscopy 斉藤俊明 494.8 金原出版

か　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000064286 か ｶﾗｰｱﾄﾗｽ 口腔粘膜疾患 William R.Tyldesley 497.2 医歯薬出版株式会社

0000064309 か ｶﾗｰｱﾄﾗｽ 歯・歯周組織の疾患と治療 長谷川 明 497.2 学建書院

0000064934 か ｶﾗｰｱﾄﾗｽ 泌尿器
John A.Gosling∥〔ほか著〕
河辺香月∥〔ほか〕共訳

491.153 丸善

0000134453 か ｶﾗｰｱﾄﾗｽ 膝･足の外科 越智光夫 494.8 金原出版

0000120128 か ｶﾗｰで学ぶ解剖生理学 ｹﾞｰﾘｰ A ﾃｨﾎﾞﾄﾞｰ 492.926 医学書院

0000125024 か ｶﾗｰ写真とDVD動画であなたもｱｾｽﾒﾝﾄ名人! 糖尿病ﾌｯﾄｹｱ 完全ﾏｽﾀｰ 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000042673 か からだの働きと病気 鈴木秀郎∥著 491 医学書院

0000100137 か ｶﾗﾝ組織病理学ｱﾄﾗｽ 東京医科歯科大学医学部 495.08 医学書院

9500113913 か がん･放射線療法2010 大西　洋 490.31 篠原出版

9500113920 か がん･放射線療法2010別冊  代表的照射野とCT上のﾀｰｹﾞｯﾄ 大西　洋 490.31 篠原出版

0000118668 か かんたん口腔ｹｱ 浦出雅裕 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000006057 か がんの「いたみ」克服の知恵 藤田達士∥編著 494.5 真興交易医書出版部

0000130936 か がんのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ﾏﾆｭｱﾙ 周術期から緩和ｹｱまで 辻　哲也 494.78 医学書院

0000046558 か がんの看護 森田昌子 492.926 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000144544 か がんの在宅　ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ 全国訪問看護事業境界 ﾆﾎﾝｶﾝｺﾞ

0000084093 か がんの統計'01 垣添忠生 498.163 がん研究振興財団

9500113869 か がんの統計'10 嘉山孝正 498.163 がん研究振興財団

9500117591 か がんの統計'12 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

9500117614 か がんの統計'12 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

9500117638 か がんの統計'12 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

0000135719 か がんの統計'13 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

0000135726 か がんの統計'13 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

0000135733 か がんの統計'13 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

0000142090 か がんの統計'14 高山昭三 498.163 がん研究振興財団

0000042789 か ｶﾞﾝを診療して四十五年 ある病院長のひととき 二本皎∥著 490.4 誠之書房

0000102407 か がん医療の質に挑む DPC時代のﾁｬﾚﾝｼﾞ 494.2 日本医学出版

0000102414 か がん医療の質に挑む DPC時代のﾁｬﾚﾝｼﾞ 494.2 日本医学出版

0000102421 か がん医療の質に挑む DPC時代のﾁｬﾚﾝｼﾞ 494.2 日本医学出版

0000120142 か がん化学療法 08-09 園木孝志 492.926 日総研

0000133302 か がん化学療法ﾜｰｸｼｰﾄ 大石了三 499.05 じほう

0000047197 か がん患者の看護 ROSEMARY BOUCHARD 492.926 医学書院

0000069427 か がん患者の看護 板垣昭代∥編集 492.945 中央法規出版

0000124966 か がん患者の在宅療養ｻﾎﾟｰﾄﾌﾞｯｸ 濱口恵子 492.9 日本看護協会出版会

0000005388 か がん患者の周術期管理 すぐに役立つ腫瘍学と麻酔の手引き
William S.Howland∥〔ほ 花
岡一雄 平石禎子∥共訳

494.5 真興交易医書出版部

0000047555 か がん患者へのﾁｰﾑ ｱﾌﾟﾛｰﾁ ﾃｨﾌｧﾆｰ Robret Tiffany 492.926 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000118705 か がん看護ﾏﾆｭｱﾙ 岡崎伸生 492.9 学習研究社

0000046046 か がん看護基準
国立がんｾﾝﾀｰ中央病院看
護部∥編

492.945 医学書院

0000127639 か がん看護実践力向上研修　研修のまとめ 492.9 福井県看護協会

0000127721 か がん看護実践力向上研修　研修のまとめ 492.9 福井県看護協会

0000097611 か がん治療のあゆみ 2005 第25回 一般研究助成 佐治重豊 498.16 がん集学的治療研究財団

0000106337 か がん治療のあゆみ 2006 第26回 一般研究助成 493.89 財団法人 がん集学的研究財団

0000100526 か がん治療のあゆみ 2007 第27回 一般研究助成 佐治重豊 498.16 がん集学的治療研究財団
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9500109992 か がん治療のあゆみ 2008 第28回 一般研究助成 493.89 財団法人 がん集学的研究財団

0000042727 か ｶﾞﾝ病棟の記録 ﾅｰｽ [看護婦] ﾍﾟｷﾞｰ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 492.926 時事通信社

0000134903 か がん臨床研究推進事業研究報告集 499.05
財団法人　がん集学的治療研究財
団

0000128636 か がん臨床研究成果発表会（研究者向け）抄録集 499.05 日本対がん協会

0000142465 か がん疼痛の薬物療法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 細川 豊史 494.2 金原出版

0000045803 か 医化学実験法講座 第7巻  癌 491.4 中山書店

0000041607 か 家族計画と避妊 石浜淳美∥著 498.2 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000004572 か 家族心理学年報1  家族臨床心理の展望 日本家族心理学研究会∥編 367.3 金子書房

0000004589 か 家族心理学年報2  心の健康と家族 日本家族心理学研究会∥編 367.3 金子書房

0000004671 か 家族心理学年報3  家族ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの実際 日本家族心理学研究会∥編 367.3 金子書房

0000004664 か 家族心理学年報4  ﾗｲﾌｻｲｸﾙと家族の危機 日本家族心理学研究会∥編 367.3 金子書房

0000004657 か 家族心理学年報5  親教育と家族心理学 日本家族心理学会∥編集 367.3 金子書房

0000043298 か 家族心理学年報7  思春期・青年期問題と家族 日本家族心理学会∥編集 367.3 金子書房

0000143301 か 科学的根拠に基づく口腔癌　診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　2013年版 日本口腔腫瘍学会 496.5 金原出版株式会社

0000126298 か 科学的根拠に基づく膵癌診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 日本膵臓学会 499.05 金原出版

0000149105 か 画像診断のためのﾘﾝﾊﾟ節　ｶﾗｰｱﾄﾚｽ 汲田 伸一郎 491.7 金原出版株式会社

0000118941 か 介護を支える知識と技術 日野原重明 492.9 中央法規

9500117683 か 介護保険･医療保険 訪問看護業務の手引　平成24年4月版 島田慈彦 492.926 社会保険研究所

0000048095 か 介護保険関係法令実務便覧 364.4 第一法規出版

0000068109 か 介護保険法の実務
介護保険実務研究会 安全
衛生部

369.12 新日本法規出版

0000001939 か 介護保険法の実務
介護保険実務研究会 安全
衛生部

369.12 新日本法規出版

0000133180 か 介護報酬の解釈1 単位数表編　平成24年4月版 492.983 社会保険研究所

0000133173 か 介護報酬の解釈2 指定基準編　平成24年4月版 492.983 社会保険研究所

0000127691 か 会員名簿 平成17年度 492.9 福井県看護協会

0000143547 か 解剖学ｱﾄﾗｽ　原著第10版 平田幸男 496.5 文光堂

0000059350 か 解剖生理学 491.1 金原出版

0000086998 か 回生病院医学雑誌 回生病院

0000082723 か 改訂 感染対策ICT実践ﾏﾆｭｱﾙ 大久保 憲 303.0 ｲﾝﾀ-ﾒﾃﾞｨｶ

0000068017 か 海上医学研究 No.36 498.16 財団法人 船員保険会

0000140041 か 開学四十周年記念誌 498.16 滋賀医科大学

0000141390 か 開講30周年記念誌 2014年 498.16 福井大学医学部医学科

0000102025 か 開設10周年記念誌 498.16 福井大学医学部看護学科

0000142601 か 外国人への麻酔説明ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 石埼 恵二 494.24 真興交易医書出版部

0000041805 か 外傷患者看護の実際 機械・器具の使用法と看護手順のすべて
札幌医科大学災害外傷部看
護室∥編集

492.94 へるす出版

0000146463 か 外傷初期看護ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　改訂第3版 499.093 へるす出版

9500112572 か 外傷初期診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 横田順一朗 492.4 へるす出版

9500117430 か 外食のｶﾛﾘｰｶﾞｲﾄﾞ 香川芳子 490.6 女子栄養大学出版部

0000144575 か 外保連試案　2016　手術・処置・生体検査・麻酔試案 外科系学会保険委員会連合 496.5 医学通信社

0000145589 か 外保連試案2016 手術･処置･生体検査･麻酔試案 医学通信社 491.79 外科系学会社会保険委員会連合

0000047715 か 外来看護の新しい発想と取り組み 看護記録・患者ｻｰﾋﾞｽ患者指導の実際例30
日本総合研究所教育事業ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ∥編

492.9 日総研出版

0000128469 か
外来看護機能のあり方：外来における看護相談機能拡充・確立に向けたﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
作成

492.9 日本看護協会

0000036566 か 核医学 安河内  浩∥著 492.4 医学書院
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0000037372 か 核医学診断ﾏﾆｭｱﾙ  ｲﾝﾋﾞﾎﾞ編 492.4 ﾃｸﾉ

0000037174 か 核医学大系1  核医学の基礎 492.4 実業公報社

0000037266 か 核医学大系10  臨床核医学 動態解析法／消化管・肝臓 492.4 実業公報社

0000037273 か 核医学大系11  核医学－管理と法規制 492.4 実業公報社

0000037280 か 核医学大系12  核医学図鑑 492.4 実業公報社

0000037297 か 核医学大系13 放射性医薬品・核医学機器便覧 492.4 実業公報社

0000037181 か 核医学大系2 放射性医薬品 492.4 実業公報社

0000037198 か 核医学大系3 核医学ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ診断法 492.4 実業公報社

0000037204 か 核医学大系4 核医学機能診断法 492.4 実業公報社

0000037211 か 核医学大系5 核医学ｲﾝﾋﾞﾄﾛ検査法 492.4 実業公報社

0000037228 か 核医学大系6 臨床核医学 中枢神経系/呼吸器系 492.4 実業公報社

0000037235 か 核医学大系7 臨床核医学 心・血管系/腎・泌尿・生殖器系 492.4 実業公報社

0000037242 か 核医学大系8 臨床核医学 血液・網内系/腫瘍 492.4 実業公報社

0000037259 か 核医学大系9 臨床核医学 骨・関節系/内分泌系 492.4 実業公報社

0000125659 か 角川類語新辞典 490.33 角川学芸出版

0000042574 か 角膜疾患の臨床 内田幸男 496.32 金原出版株式会社

0000067522 か 学研漢和大字典 藤堂明保∥編 813 学研

0000005609 か 学校保健臨床医学双書16  みみ・はな・のど 本庄 巌 編 496.5 東山書房

0000045032 か 学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ集録 第16回国際看護婦協会4年毎大会 492.9 日本看護協会出版会

0000045049 か 学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ集録 第16回国際看護婦協会4年毎大会 492.9 日本看護協会出版会

0000045056 か 学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ集録 第16回国際看護婦協会4年毎大会 492.9 日本看護協会出版会

0000045926 か 学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ集録抄録 第16回国際看護婦協会4年毎大会 492.9 日本看護協会

0000045933 か 学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ集録抄録 第16回国際看護婦協会4年毎大会 492.9 日本看護協会

0000047432 か 学術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ集録抄録 第16回国際看護婦協会4年毎大会 492.9 日本看護協会

0000064514 か 学術用語集 歯学編
文部省∥〔編〕 日本歯科医
学会∥〔編〕

497.033 日本歯科医学会

0000142526 か 学生研究者のための Power Point ｽﾗｲﾄﾞ ﾃﾞｻﾞｲﾝ 宮野 公樹 492 Kagaku-Dojin

0000064620 か 顎・口腔外科手術叢書1  顎の炎症の手術 佐藤伊吉 497.3 金原出版

0000064279 か 顎の疾患図鑑
J.J.Pindborg, E.Hiorting-
hansen

497 医学書院

0000064293 か 顎関節機能異常と咬合治療 497 医歯薬出版株式会社

0000064217 か 顎関節症の基礎と臨床 高橋 庄二郎 柴田 考典 497 日本歯科評論社

0000064637 か 顎関節造影法 0 492.4 書林

0000064255 か 顎機能異常の診断と治療 藍  稔∥著 497 医歯薬出版

0000087254 か 葛飾赤十字病院創立50周年記念誌 葛飾赤十字病院

0000064330 か 噛む子供のからだを育てﾊﾞﾗﾝｽ能力をたかめる 491.342

0000004060 か 冠動脈外科の最前線 松田  暉∥責任編集 494.643 中山書店

0000119849 か 完全病理学各論 第10巻　皮膚疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119818 か 完全病理学各論 第11巻　骨軟部疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119825 か 完全病理学各論 第12巻　眼球･耳疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119757 か 完全病理学各論 第1巻  血液疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119740 か 完全病理学各論 第2巻　産婦人科疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119832 か 完全病理学各論 第3巻　消化管疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119801 か 完全病理学各論 第4巻　肝胆膵疾患 向井万起男 491.6 学際企画
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0000119795 か 完全病理学各論 第5巻　呼吸器疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119788 か 完全病理学各論 第6巻　循環器疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119764 か 完全病理学各論 第7巻  腎･泌尿器･男性疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119771 か 完全病理学各論 第8巻　神経･筋疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000119856 か 完全病理学各論 第9巻　内分泌･代謝･乳腺疾患 向井万起男 491.6 学際企画

0000059411 か 患者ｱｾｽﾒﾝﾄ
Jean Robinson∥〔編〕 井部
俊子∥〔ほか〕訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

9500117829 か 患者さんから浴びせられる眼科疾患100の質問 坪田一男 496.2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社

0000101066 か 患者さんとその家族のための　糖尿病治療の手引き 492 日本糖尿病協会 南江堂

0000051415 か 患者との非言語的ｺﾐｮﾆｹｰｼｮﾝ 人間的ふれあいを求めて
ﾏﾘｵﾝ･N･ﾌﾞﾛﾝﾃﾞｨｽ∥著 ﾊﾞｰ
ﾊﾞﾗ･E･ｼｬｸｿﾝ∥著

492.9 医学書院

0000004008 か 患者と家族のためのﾏﾆｭｱﾙ  Part1 ﾎｰﾑｹｱ
D.K.Zastocki∥〔編〕 斎藤豊
和∥監訳

598.4 医歯薬出版

0000043144 か 患者と家族の手引 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 493.7 医学書院

0000043168 か 患者と心かよわすために ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの視点 吉田   哲∥著 492.9 看護の科学社

0000126519 か 患者の安全を守る組織作り 492.9 赤十字医療施設看護部長

0000034333 か 患者を事故から守るために 手術室での看護の基本 一柳邦男 492.916 医学書院

0000042512 か 患者を全人的に世話するために 患者ｹｱの問題点と新しい方向 Esther Lucile Brown 492.9 医学書院

0000056441 か 患者学 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 阿部正和 492.9 日本評論社

0000042345 か 患者行動の変容
Michael D.LeBow∥著 大久
保幸郎∥訳

492.9 医歯薬出版

0000046923 か 患者自立への援助 都留伸子∥編集 492.9 医学書院

0000034364 か 患者中心の看護のための ﾁｰﾑ･ﾅｰｼﾝｸﾞ 都留伸子 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000127059 か 患者必携 がんになったら手にとるｶﾞｲﾄﾞ 国立がん研究ｾﾝﾀｰ 492.9 学研

0000118842 か 感性を育てる看護教育とﾆｭｰｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 藤岡完治 492.9 医学書院

0000123723 か 感染症999の謎 岩田健太郎 499.05 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000068550 か 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 498.12 中央法規出版

0000142533 か 感染症ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ 本郷 偉元 492.907 ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｻｲｴﾝｽ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000111621 か 感染症ﾏﾆｭｱﾙ 北原光男 493 医学書院

9500110134 か 感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引きとその解説 492.926 財団法人　結核予防会

0000120036 か 感染防止と看護ｹｱ3  感染管理 第2版 櫻林郁之介 492.926 中山書店

0000003582 か 環境破壊の構図を読む 地球再生への道 福岡克也∥著 519 時事通信社

0000036672 か 環境放射能  第2版 M.ｱｲｾﾞﾝﾊﾞｯﾄ 431.59 産業図書

0000118958 か 看護ｻｰﾋﾞｽ管理 中西睦子 492.9 医学書院

0000005548 か 看護ｻｰﾋﾞｽ管理
ﾍﾚﾝ･M･ﾄﾞﾉﾊﾞﾝ∥著 尾田葉
子∥〔ほか〕訳

492.9 日本看護協会出版会

0000042987 か 看護ｻｰﾋﾞｽ管理
ﾍﾚﾝ･M･ﾄﾞﾉﾊﾞﾝ∥著 尾田葉
子∥〔ほか〕訳

492.9 日本看護協会出版会

0000043632 か 看護しつつ生きるとは、なに 真壁伍郎∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000122146 か 看護ｽｷﾙｼﾘｰｽﾞ 呼吸器ｹｱの実際 VHS 376 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

0000043656 か 看護で使うｱﾒﾘｶことば 理論用語の周辺 中西睦子∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042215 か 看護における学びと人間関係 鈴木康平∥著 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000128407 か 看護のあゆみ 492.9 福井医科大学医学部附属病院

0000046800 か 看護のためのPOS F.Ross Woolley 他 492.912 医学書院

0000004886 か 看護のための精神医学 患者への新しい接近法 JOAN J.KYES 492.9 医学書院

0000005098 か 看護のための臨床遺伝学 491.69 医学書院

0000044189 か 看護のための臨床医学大系 追補 1  総論・総索引 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044172 か 看護のための臨床医学大系1  総論・総索引 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000044233 か 看護のための臨床医学大系10  腎・尿路系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044240 か 看護のための臨床医学大系11  代謝・内分泌系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044257 か 看護のための臨床医学大系12  血液系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044264 か 看護のための臨床医学大系１3  感染・免疫系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044288 か 看護のための臨床医学大系15  新生児 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044295 か 看護のための臨床医学大系16  精神医学 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044301 か 看護のための臨床医学大系17  臨床検査・臨床薬理 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044318 か 看護のための臨床医学大系18  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044325 か 看護のための臨床医学大系19  救急医学 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000034180 か 看護のための臨床医学大系2  呼吸器系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044332 か 看護のための臨床医学大系20  ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱ 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044196 か 看護のための臨床医学大系3  循環器系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044202 か 看護のための臨床医学大系6 母性系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000044219 か 看護のための臨床医学大系7  小児 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000047326 か 看護のための臨床薬理 橘 敏也 491.5 日本看護協会出版会

0000042246 か 看護のなかの出会い “他者の皮膚の内側に入っていく”ための一助として 菊地多嘉子∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000042048 か 看護の安全性と法的責任 第10集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000034562 か 看護の安全性と法的責任 第11集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042031 か 看護の安全性と法的責任 第12集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042024 か 看護の安全性と法的責任 第1集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000043649 か 看護の安全性と法的責任 第1集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042017 か 看護の安全性と法的責任 第2集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042093 か 看護の安全性と法的責任 第2集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042000 か 看護の安全性と法的責任 第3集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042116 か 看護の安全性と法的責任 第3集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000041997 か 看護の安全性と法的責任 第4集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042109 か 看護の安全性と法的責任 第4集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000041973 か 看護の安全性と法的責任 第5集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000041980 か 看護の安全性と法的責任 第5集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000041966 か 看護の安全性と法的責任 第6集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042086 か 看護の安全性と法的責任 第6集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042079 か 看護の安全性と法的責任 第7集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042062 か 看護の安全性と法的責任 第8集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000042055 か 看護の安全性と法的責任 第9集 高田利広∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000046343 か 看護の技術 永井敏枝 492.911 医学書院

0000124980 か 看護の教育学序説　痛底する臨床性 杉山喜代子 492.9 ゆみる出版

0000042635 か 看護の研究 外口玉子∥〔ほか〕訳 492.9 現代社

0000042642 か 看護の研究 林  滋子∥〔ほか〕訳 492.9 現代社

0000042703 か 看護の研究 林  滋子∥〔ほか〕訳 492.9 現代社

0000047791 か 看護の原理と実際 別巻  付録・総索引
Glays Nite∥〔著〕 荒井蝶子
∥〔ほか〕監訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000047753 か 看護の原理と実際1 保健医療と看護
Glays Nite∥〔著〕 荒井蝶子
∥〔ほか〕監訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000044882 か 看護の原理と実際2  観察・評価と看護婦の役割
Glays Nite∥〔著〕 荒井蝶子
∥〔ほか〕監訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000044899 か 看護の原理と実際3  基本的ﾆｰﾄﾞと援助
Glays Nite∥〔著〕 荒井蝶子
∥〔ほか〕監訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000044905 か 看護の原理と実際5  症候と看護
Glays Nite∥〔著〕 荒井蝶子
∥〔ほか〕監訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000057240 か 看護の自立2 川島みどり∥著 498.14 勁草書房

0000043939 か 看護の定義と概念 林 滋子∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000005418 か 看護の灯 高くかかげて  金子回録集 金子 光 492.901 医学書院

0000042697 か 看護の本質 稲田八重子∥〔ほか〕訳 492.9 現代社

0000047654 か 看護は観察ではじまる2  成人（精神障害者含む）．老人編 492.9 学研

0000059404 か 看護ﾓﾃﾞﾙ その解説と応用
J・P・ﾘｰﾙ∥編 ｶﾘｽﾀ・ﾛｲ∥
編

492.9 日本看護協会出版会

9500114316 か 看護を語ることの意味 川嶋みどり 492.907 看護の科学社

0000130684 か 看護を語ることの意味 ﾅﾗﾃｨﾌﾞに生きて 川嶋みどり 492.911 看護の科学者

0000042598 か 看護援助の現象学 高崎絹子∥著 492.9 医学書院

0000118989 か 看護課程ﾏﾆｭｱﾙ 日野原重明 492.9 学研

0000118866 か 看護課程学習ｶﾞｲﾄﾞ 齋藤悦子 492.9 学研

0000005050 か 看護過程 馬場一雄∥〔ほか〕編集主幹 492.9 金原出版

0000047364 か 看護過程にそった看護実践ﾏﾆｭｱﾙ Dolores F.Saxton∥〔ほか 492.9 医学書院

0000041423 か 看護過程へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 第4巻  調査と研究 看護過程における方法論的ｱﾌﾟﾛｰﾁ 492.9 学研

0000041447 か 看護過程へのｱﾌﾟﾛｰﾁ3  計画・実践・評価 生きた看護能力を高めるために 492.9 学研

0000041454 か 看護過程へのｱﾌﾟﾛｰﾁ3  計画・実践・評価 生きた看護能力を高めるために 492.9 学研

0000005913 か 看護過程を臨床に生かそう 鎌田美智子 492.914 看護の科学社

0000119009 か 看護介護のための在宅ｹｱの援助技術 阿蘇洋子 492.9 廣川書店

0000034234 か 看護学と看護術 二つの看護覚え書き ﾐｭﾘｴﾙ･ｽｷｰﾄ 492.9 日本看護協会出版会

0000043793 か 看護学生のための  ｹｰｽ･ｽﾀﾃﾞｨの手引き 根津  進  編集 492.907 日総研

0000034081 か 看護学生のためのﾄﾚｰﾆﾝｸﾞで学ぶ論理学入門 根津  進 492.901 日総研

0000042321 か 看護学生指導 徳永 清 492.907 医学書院

0000041140 か 看護学大系1  看護とは 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040068 か 看護学大系1  看護の基礎 492.9

0000041133 か 看護学大系13  老人の看護 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041126 か 看護学大系2  看護とは 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040075 か 看護学大系2  臨床看護総論 492.9

0000041102 か 看護学大系3  看護と人間 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041119 か 看護学大系5  看護と人間 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041089 か 看護学大系6  看護の方法 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041096 か 看護学大系7  看護の方法 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041324 か 看護学大系9  看護の方法 井上幸子∥〔ほか〕編集 492.9 日本看護協会出版会

0000003612 か 看護学大辞典 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000003858 か 看護学大辞典 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000040099 か 看護学大辞典 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041386 か 看護管理 その1 看護管理とは何か 492.9 日本看護協会出版会

0000041379 か 看護管理 その2 看護管理の実際 492.9 日本看護協会出版会

0000139342 か 看護管理に活かすﾍﾞﾝﾁﾏｰｷﾝｸﾞ 看護ｻｰﾋﾞｽの質改善のために 492.983 中山書店

0000046152 か 看護管理者のためのﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ入門 大塚 進 492.983 医学書院

0000045216 か 看護関係統計資料集　平成4年 498.14 日本看護協会出版会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000045209 か 看護関係統計資料集　平成7年 498.14 日本看護協会出版会

9500112138 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500112145 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500112152 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500112169 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500112176 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

0000133326 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成24年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117454 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成24年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117461 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成24年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117478 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成24年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117485 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成24年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117492 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成24年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

0000139755 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成26年10月版 島田 慈彦 次 食費 島田 491.79 社会保険研究所

0000139762 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成26年10月版 島田 慈彦 次 食費 島田 491.79 社会保険研究所

0000139779 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成26年10月版 島田 慈彦 次 食費 島田 491.79 社会保険研究所

0000139786 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成26年10月版 島田 慈彦 次 食費 島田 491.79 社会保険研究所

0000139793 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成26年10月版 島田 慈彦 次 食費 島田 491.79 社会保険研究所

0000147682 か 看護関連施設基準食事療養等の実際 平成28年10月版 社会保険研究所 491.7 島田 慈彦 次 食費 島田

0000005708 か 看護基準の作成とケアの評価 ﾅｰｼﾝｸﾞ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄ 492.9 医学書院

0000134422 か 看護記録および診療情報の取扱いに関する指針
高木永子∥訳 小野幸子∥
訳

492.1 日本看護協会出版会

0000134439 か 看護記録および診療情報の取扱いに関する指針
高木永子∥訳 小野幸子∥
訳

492.1 日本看護協会出版会

0000045391 か 看護記録の刷新をめざしてPOSの基礎と実践 日野原重明 492.92 医学書院

0000045520 か 看護技術SPT 2  診療の援助 石原幸子∥著 492.9 医学書院

0000138529 か 看護技術がみえる2 臨床看護技術 佐藤 久美 492.911 ﾒﾃﾞｨｸﾒﾃﾞｨｱ

0000004015 か 看護技術ﾁｪｯｸ 指導ﾏﾆｭｱﾙ 寺島敏子 編集 492.907 日総研

0000046107 か 看護技術の安楽性 川島みどり 編 492.911 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000046534 か 看護技術の科学的実証 氏家幸子∥著 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000142571 か 看護技術ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ  第3版 竹尾 恵子 492.9 学研

0000047647 か 看護技術文献総索引
看護技術文献総索引編集委
員会∥編

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000147736 か 看護教育　認知症高齢者の看護　ﾊﾟｰｿﾝ・ｾﾝﾀｰﾄﾞ・ｹｱ　の視点 鈴木 みずえ   491.7 医学映像教育ｾﾝﾀｰ

0000102117 か 看護教育　百年のあゆみ 498.16 山田赤十字看護専門学校

0000102131 か 看護教育80年の歩み 498.16 石巻赤十字看護専門学校同窓会

0000045254 か 看護教育における行動目標と評価 ﾄﾞﾛｼｰE.ﾗｲﾘｰ 492.907 医学書院

0000042482 か 看護教育における評価
Lorraine P.Sachs∥講演  近
藤潤子∥監訳

492.9 医学書院

0000044059 か 看護教育の目的と方法 KATHLEEN K.GUINERE 492.907 医学書院

0000034371 か 看護教育制度ｾﾞﾐﾅｰﾙ記録 第2回 日本看護協会 編 492.907 日本看護協会出版

0000108874 か 看護教育百年のあゆみ 山田赤十字看護専門学校 498.1 山田赤十字看護専門学校

0000046091 か 看護教育方法学 河端春雄∥著 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000004961 か 看護業務のｼｽﾃﾑ化をめざして 坂部長正∥〔ほか〕執筆 492.9 医学書院

0000130653 か 看護形態機能学 菱沼典子 492.911 日本看護協会出版会

0000034395 か 看護経営学 看護部門改造計画のすすめ 松下博宣∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000047333 か 看護計画の系統的ｱﾌﾟﾛｰﾁ MARLENE G.MAYERS 492.915 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000046893 か 看護研究 ｹｱの場で行なうための方法論
ﾄﾞﾅ･ﾃﾞｨｱ-∥著 小島通代∥
〔ほか〕訳

492.9 日本看護協会出版会

0000128353 か 看護研究 平成12年度 第28回 492.9 豊科赤十字病院看護部

0000043540 か 看護研究Q&A 90問90答 根津  進∥著 492.9 日総研出版

0000034289 か 看護研究の方法とまとめ方 はじめて研究を志す人のために 土屋健三郎∥著者代表 492.9 医学書院

0000004176 か 看護研究誌 第25号 492.907 日本赤十字社

0000127868 か 看護研究集録　第8号 492.9 富山赤十字病院看護部

0000128346 か 看護研究集録 平成12年度 492.9 富山市赤十字病院看護部

0000127820 か 看護研究集録 平成16年度 第4号 492.9 金沢赤十字病院看護部

0000128087 か 看護研究集録　平成17年度 第20号 492.9 長野赤十字病院看護部

0000127783 か 看護研究集録　平成18･19年度 第34号 492.9 安曇野赤十字病院看護部

0000128063 か 看護研究集録　平成18年度 第9号 492.9 長野赤十字病院看護部

0000128445 か 看護研究集録　平成19年度 492.9 飯山赤十字病院  看護部

0000127998 か 看護研究集録　平成19年度 第22号 492.9 長野赤十字病院看護部

0000127882 か 看護研究集録　平成20年度 492.9 飯山赤十字病院  看護部

0000128001 か 看護研究集録　平成20年度 第23号 492.9 長野赤十字病院看護部

0000127554 か 看護研究集録　平成21年度 第24号 492.9 長野赤十字病院看護部

0000137126 か 看護研究集録　平成25年度 第28号 492.9 長野赤十字病院看護部

0000128155 か 看護研究集録集 平成11年度 492.9 長岡赤十字病院看護部

0000128490 か 看護研究集録集 平成15年度 第3号 492.9 金沢赤十字病院看護部

0000128414 か 看護研究集録集 平成21年度 492.9 飯山赤十字病院  看護部

0000128148 か 看護研究集録集 平成9～10年度 492.9 長岡赤十字病院看護部

0000127103 か 看護研究抄録 平成22年度 492.9 飯山赤十字病院  看護部

0000045063 か 看護研究用語事典
ﾍﾞｾﾙ･ｱﾝ･ﾊﾟﾜｰｽﾞ∥著 ﾄｰﾏ
ｽ･R･ﾅｯﾌﾟ∥著 内海  滉∥監
訳

492.9 医学書院

0000128018 か 看護研究論文集　第1期生 2009 第1号 492.9 福井医療短期大学看護学科

0000127851 か 看護研究論文集　平成16年度 492.9 福井県立大学看護福祉学部

0000127875 か 看護研究論文集　平成20年度 492.9 福井県立大学看護福祉学部

9500114347 か 看護現場学への招待 陣田泰子 492.907 医学書院

0000004626 か 看護現任教育 早川かつ 492.907 医学書院

0000100199 か 看護師のための摂食嚥下ｱｾｽﾒﾝﾄ ﾏﾆｭｱﾙ 492.907 日総研

0000127561 か 看護師の実践能力の向上に関する検討会　報告書 492.9 日本赤十字社事業局看護部

9500114330 か 看護師の臨床の「知」 佐藤紀子 492.907 医学書院

0000127127 か 看護師金田和子と日赤救護班 492.9 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

9500114248 か 看護師長･主任のために成果のみえる病棟目標の立て方 原   玲子 492.907 日本看護協会出版会

0000130691 か 看護師長ﾅﾋﾞ 人と組織が成長するﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 看護　編集部 492.911 日本看護協会出版会

0000149150 か 看護事故の舞台裏　事例から徹底的に学ぼう 長野展久 491.7 医学書院

0000088664 か 看護事故教訓集 加藤良夫 492.915 日本看護協会出版会

0000047319 か 看護事故事例研究ﾉｰﾄ 498.12 日本看護協会出版会

0000046855 か 看護事故防止のために 安全な看護業務のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 浅井登美彦 492.915 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000120135 か 看護実践・教育のための測定用具ﾌｧｲﾙ 舟島なをみ 492.926 医学書院

0000042420 か 看護実践における基本概念 ｵﾚﾑ 看護論 Dorother E.Orem 492.901 医学書院

9500114286 か 看護実践の倫理 第3版 492.907 日本看護協会出版会

0000034685 か 看護手順
聖路加国際病院看護手順委
員会 編

492.914 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000005067 か 看護情報のｼｽﾃﾑ化 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ導入の考え方と実際 宇都由美子∥著 492.9 医学書院

0000127707 か 看護職への道　講習会・1日看護体験まとめ 492.9 福井県　福井県看護協会

0000042543 か 看護職員の院内教育の実際 細貝怜子 編著 498.14 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000127110 か 看護職員資質向上推進事業　研修報告書 平成13年度 492.9 福井県福祉環境部医務薬務課

0000126694 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県　福井県看護協会

0000127738 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県看護協会

0000127776 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県看護協会

0000126670 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県福祉環境部医務薬務課

0000126717 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県福祉環境部医務薬務課

0000127752 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県福祉環境部医務薬務課

0000127769 か 看護職員資質向上推進事業研修報告書 492.9 福井県福祉環境部医務薬務課

0000034661 か 看護診断 その過程と実践への応用
Marjory Gordon∥著 野島良
子∥監訳

492.9 医歯薬出版

0000046992 か 看護診断 その過程と実践への応用
Marjory Gordon∥著 野島良
子∥監訳

492.9 医歯薬出版

0000005364 か 看護診断・看護分類・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ化 看護の次なる進歩 照林社編集部∥編 492.9 照林社

0000045506 か 看護診断ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷｬｼｰ ER.ｶﾞｾﾞｯﾀ∥〔ほか〕著
中木高夫∥監訳

492.9 医学書院

0000045612 か 看護診断ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
ｷｬｼｰ ER.ｶﾞｾﾞｯﾀ∥〔ほか〕著
中木高夫∥監訳

492.9 医学書院

0000005562 か 看護診断と病態の関連図  上巻
東京厚生年金看護専門学校
∥編

492.9 日総研出版

0000005579 か 看護診断と病態の関連図 下巻
東京厚生年金看護専門学校
∥編

492.9 日総研出版

0000043014 か 看護診断にもとづく看護記録ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
T.M.ﾏｰﾚﾘ∥著 高木永子∥
訳

492.1 医学書院

0000047609 か 看護診断にもとづく老人看護学1  老人看護学の基礎
ﾒｱﾘｰ A.ﾏﾃｿﾝ∥著 ｴﾚｱﾉｰﾙ
S.ﾏｺｰﾈﾙ∥著

492.9318 医学書院

0000041690 か 看護診断にもとづく老人看護学2  身体的変化とｹｱ
ﾒｱﾘｰ A.ﾏﾃｿﾝ∥著 ｴﾚｱﾉｰﾙ
S.ﾏｺｰﾈﾙ∥著

492.9318 医学書院

0000041706 か 看護診断にもとづく老人看護学3  身体的変化の看護診断
ﾒｱﾘｰ A.ﾏﾃｿﾝ∥著 ｴﾚｱﾉｰﾙ
S.ﾏｺｰﾈﾙ∥著

492.9318 医学書院

0000041713 か 看護診断にもとづく老人看護学4  心理社会的変化とｹｱ
ﾒｱﾘｰ A.ﾏﾃｿﾝ∥著 ｴﾚｱﾉｰﾙ
S.ﾏｺｰﾈﾙ∥著

492.9318 医学書院

0000039390 か 看護診断に基づく標準看護計画1  内科 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041676 か 看護診断に基づく標準看護計画10  眼科・耳鼻咽喉科・歯科 眼疾患患者の看護 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041638 か 看護診断に基づく標準看護計画11  精神科 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000039406 か 看護診断に基づく標準看護計画12  産科・婦人科 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041652 か 看護診断に基づく標準看護計画4  外科 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041645 か 看護診断に基づく標準看護計画9  皮膚科・形成外科 皮膚疾患患者の看護 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000046183 か 看護診断のための患者ｱｾｽﾒﾝﾄ
Glarla M.Francis∥著新道幸
恵∥〔ほか〕訳

492.9 医歯薬出版

0000043397 か 看護診断ﾏﾆｭｱﾙ
Marjory Gordon∥著 野島良
子∥監訳

492.9 へるす出版

0000043502 か 看護診断ﾏﾆｭｱﾙ
Marjory Gordon∥著 野島良
子∥監訳

492.9 へるす出版

0000043519 か 看護診断ﾏﾆｭｱﾙ
Marjory Gordon∥著 野島良
子∥監訳

492.9 へるす出版

0000004565 か 看護人間工学 看護の環境改善のために 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000045414 か 看護生理学 生理学よりみた基礎看護 阿部正和∥著 491.3 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041225 か 看護卒後研修ｾﾐﾅ-4  消化器系 492.9 へるす出版

0000041218 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ10 眼 皮膚・感覚器 492.9 へるす出版

0000033954 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ11  皮膚．感覚器．耳鼻咽喉 492.9 へるす出版

0000047142 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ12  産科婦人科 492.9 へるす出版

0000004787 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ2  呼吸器系 492.9 へるす出版

0000041195 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ7  泌尿生殖器系 492.9 へるす出版

0000041201 か 看護卒後研修セミナー8  運動器 492.9 へるす出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000072885 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ8  運動器 山本  真 429.9 へるす出版

0000041188 か 看護卒後研修ｾﾐﾅｰ9  皮膚 492.9 へるす出版

0000032384 か 看護大系1 内科Ⅰ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032445 か 看護大系11 小児Ⅱ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032452 か 看護大系13 ICUⅠ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032469 か 看護大系14 ICUⅡ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000040013 か 看護大系15 血液浄化療法室 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000040020 か 看護大系16 情報器科 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000040044 か 看護大系17 検査 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000040037 か 看護大系18 中央滅菌材料室 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032391 か 看護大系2 内科Ⅱ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000040051 か 看護大系20 神経科 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032407 か 看護大系3 内科Ⅲ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032414 か 看護大系5 外科 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032421 か 看護大系6 手術室 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000032438 か 看護大系7 母性Ⅰ 492.9 ﾃｸﾉ出版

0000132350 か 看護白書　看護がつなぐささえる在宅療養 平成23年度 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000132367 か 看護白書　災害時における看護の力･組織の力 平成24年度 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000005852 か 看護白書 平成10年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

9500114279 か 看護白書 平成21年度 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000004763 か 看護白書　平成3年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041331 か 看護白書　平成5年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041522 か 看護白書　平成63年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041539 か 看護白書　平成63年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041348 か 看護白書　平成6年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041546 か 看護白書　平成6年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041355 か 看護白書　平成8年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041515 か 看護白書　平成元年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000041553 か 看護白書　平成元年版 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000119061 か 看護必要度 第3版　看護ｻｰﾋﾞｽの新たな評価基準 岩澤和子 492.9 日本看護協会出版会

0000120463 か 看護必要度 第3版　看護ｻｰﾋﾞｽの新たな評価基準 岩澤和子 492.9 日本看護協会出版会

0000132411 か 看護必要度 第4版 2012年度増補版　看護ｻｰﾋﾞｽの新たな評価基準 岩澤和子 492.9 日本看護協会出版会

0000132428 か 看護必要度 第4版 2012年度増補版　看護ｻｰﾋﾞｽの新たな評価基準 岩澤和子 492.9 日本看護協会出版会

0000139397 か 看護必要度 第5版 岩澤　和子 492.9 日本看護協会出版会

0000139427 か 看護必要度 第5版 岩澤　和子 492.9 日本看護協会出版会

0000045438 か 看護婦・患者・家族の心理的ｹｱのためにICU看護のﾋｭｰﾏﾝ･ｱﾌﾟﾛｰﾁ 492.916 日本看護協会出版会

0000042338 か 看護婦のｼﾞﾚﾝﾏ 業務における倫理上の諸問題
ICN∥編 ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･L･ﾃｲﾄ∥編
集責任 小玉香津子∥訳

498.14 日本看護協会出版会

0000046954 か 看護婦のための検査手順 奥山鈴子∥編 492.9 日総研出版

0000046169 か 看護婦のための心身医学 池見酉次郎 編 492.9014 医学書院

0000042901 か 看護婦のための入門医療経営 川淵孝一∥著 498.16 日総研出版

0000042260 か 看護婦現代史 富岡次郎 492.9 医学書院

0000047548 か 看護婦国家試験問題集 492.9079 現代社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000101967 か 看護婦養成史料稿 498.16 日本赤十字社

0000127943 か 看護婦養成史料稿 498.16 日本赤十字社

9500114620 か 看護法令要覧 平成23年版 門脇豊子∥〔ほか〕編 498.12 日本看護協会出版会

0000003902 か 看護法令要覧　平成7年版 門脇豊子∥〔ほか〕編 498.12 日本看護協会出版会

0000034272 か 看護面接の理論 松野かおる 松野かおる 訳 492.9 医学書院

0000042192 か 看護薬理学 安達寿夫 491.5 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000059701 か 看護理論
Imogena M.King∥〔著〕 杉森
みど里∥訳

492.9 医学書院

0000004824 か 看護理論と看護過程
ｶﾞｰﾄﾙｰﾄﾞ ﾄﾚｽ∥著 横尾京
子∥〔ほか〕監訳

492.9 医学書院

0000034050 か 看護理論と看護過程
ｶﾞｰﾄﾙｰﾄﾞ ﾄﾚｽ∥著 横尾京
子∥〔ほか〕監訳

492.9 医学書院

0000042734 か 看護理論の理解のために その分析，適用，評価
Barbara J. Steven∥〔著 中
西睦子∥訳 雨宮悦子∥訳

492.9 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000048064 か 看護理論家とその業績
Ann　Marriner-Tomey∥〔都
留伸子∥監訳〕

492.9 医学書院

0000004145 か 看護臨床における話す・聴く ｹｱを実らせるﾎﾟｲﾝﾄとその実際 上野  矗∥著 492.9 医学書院

0000120180 か 看護六法　平成21年度版 看護行政研究会 498 新日本法規

0000130677 か 看護六法　平成24年度版 看護行政研究会 498 新日本法規

0000142830 か 看護六法　平成27年度版 看護行政研究会 498 新日本法規

0000003896 か 看護六法　平成9年版 498.12 新日本法規出版

0000004831 か 看護論 野島良子∥著 492.9 へるす出版

0000046862 か 看護論文の書き方 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000136075 か 管理栄養士･栄養士のための困りごと相談ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 早野貴文 498.58 新日本法規

0000004732 か 管理者革命 336.49 日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｾﾝﾀｰ

9500117348 か 簡単!食品ｶﾛﾘｰ早わかりBOOK 吉田美香 493.12 主婦の友社

0000126243 か 緩和医療における服薬指導Q&A 片山志郎 江藤 隆史 499.05 医療ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000146418 か 緩和医療学 日本緩和医療学会 491.7 南江堂

0000047678 か 肝・胆・膵　超音波診断の実際
福田守道∥共著 内田六郎
∥共著

493.47 金原出版

0000123716 か 肝炎ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ活用のための抗菌薬のかしこい使い方 渡辺　彰 499.05 ﾒﾃﾞｨｶﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000047661 か 肝疾患ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 亀田治男∥責任編集 492.9347 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000005692 か 肝臓とともに より豊かに健やかに進め治療学 織田敏次∥編著 493.47 ｳｨﾙｽ肝炎研究財団

0000087124 か 関西電力病院医学雑誌 関西電力病院

0000140072 か 関西電力病院医学雑誌 2014 Vol.45 遺伝子組換え甲状腺刺激ﾎﾙﾓﾝ 492.9 関西電力病院

0000042536 か 癌の告知 ある臨床医の報告 大鐘稔彦∥著 494.5 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000005081 か 癌患者の症状のｺﾝﾄﾛｰﾙ
武田文和∥編集 石垣靖子
∥編集

494.5 医学書院

0000123198 か 癌疼痛治療におけるﾓﾙﾋﾈの使い方 平賀一陽 499.05 ﾐｸｽ

0000148351 か 眼の事典 朝倉書店 朝倉書店

0000124256 か 眼科ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝｺｰｽ14 ﾄﾗﾍﾞｸﾚｸﾄﾐｰ完全ﾏｽﾀｰ 谷原秀信 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000125055 か 眼科ｴｷｽﾊﾟｰﾄ ﾅｰｼﾝｸﾞ 492.9 南江堂

0000120487 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ16 眼内炎症診療のこれから 岡田ｱﾅﾍﾞﾙあやめ 496.2 文光堂

0000120364 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ17 みんなの硝子体手術 田野保雄 496.2 文光堂

0000120371 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ18 前眼部ｱﾄﾗｽ 田野保雄 496.2 文光堂

0000120388 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ19 眼科部手術と処置 大鹿哲郎 496.2 文光堂

0000120401 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ20 小児眼科診療 樋口哲夫 496.2 文光堂

0000120449 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ21 眼底画像所見を読み解く 田野保雄 496.2 文光堂

0000120500 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ22 抗加齢眼科学 田野保雄 496.2 文光堂



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000120395 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ23 眼科薬物治療 A to Z 田野保雄 496.2 文光堂

0000120418 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ24 見た目が大事　眼腫瘍 後藤　浩 496.2 文光堂

0000120425 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ25 眼のﾊﾞｲｵ ﾒﾄﾘｰ 大鹿哲郎 496.2 文光堂

0000124263 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ25 眼のﾊﾞｲｵﾒﾄﾘｰ 田野保雄 496.2 文光堂

0000120432 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ26 眼科ﾚｰｻﾞｰ治療 田野保雄 496.2 文光堂

0000124287 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ26 眼科ﾚｰｻﾞｰ治療 田野保雄 496.2 文光堂

0000124317 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ28 眼感染症の謎を解く 田野保雄 496.2 文光堂

0000124270 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ29 これでいいのだ斜視診察 田野保雄 496.2 文光堂

0000124324 か 眼科ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ30 理に適った網膜復位術 田野保雄 496.2 文光堂

0000124294 か 眼科医に贈る150の格言 信頼される医師を目指して 丸尾敏夫 496.2 文光堂

9500114705 か 眼科検査のｸﾞﾉｰﾃｨ･ｾｱｳﾄﾝ 山下英俊 496.2 ｼﾅｼｰ

0000148337 か 眼科疾患　最新の治療2016-2018

9500114873 か 眼科手術のﾛｼﾞｯｸ こう考えれば手術は上達する 山本哲也 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000148344 か 眼科診療ｸｵﾘﾌｧｲ

0000120272 か 眼科診療のｺﾂと落とし穴1 手術前眼部 樋口哲夫 496.2 中山書店

0000120289 か 眼科診療のｺﾂと落とし穴2 後眼部眼窩付属器 樋口哲夫 496.2 中山書店

9500114941 か 眼内ﾚﾝｽﾞを科学する ﾋﾞｯｾﾝ宮島弘子 496.2 ﾒﾃﾞｨｶﾙ葵出版

0000143479 か 顔面神経麻痺　診療の手引き　Ｂell麻痺とＨunt症候群 日本顔面神経研究会 496.5 金原出版株式会社

0000125680 か 顔面神経麻痺のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 栢森良二 493.7 医歯薬出版

0000140805 か 帰してはいけない外来患者 前野 哲博 492.911 医学書院

0000133920 か 帰してはいけない外来患者 前野哲博 492.911 医学書院

0000102087 か 輝くいのち 498.16 日本赤十字社熊本健康管理ｾﾝﾀ－

0000043229 か 輝やけ　我が命の日々よ ガンを宣告された精神科医の1000日 西川喜作∥著 494.5 新潮社

0000068598 か 亀田ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ年報業績集 平成10年度 498.16 亀田ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000101899 か 金沢医科大学　総合医学研究書年報  第17巻 2006 498.16 金沢医科大学

0000088022 か 金沢医科大学30年誌 金沢医科大学 金沢医科大学

0000088039 か 金沢医科大学創立30周年記念誌 金沢医科大学 金沢医科大学

9500118673 か 金沢医科大学総合医学研究所 20周年記念誌 498.16 金沢医科大学

0000086769 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 金沢医科大学

9500118116 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2007 Vol.18 研究所概要 498.16 金沢医科大学

9500115832 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2009 Vol.20 研究所概要 498.16 金沢医科大学

9500116006 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2011 Vol.22 研究所概要 498.16 金沢医科大学

9500118970 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2012 Vol.23 研究所概要 498.16 金沢医科大学

0000135771 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2013 Vol.24 研究所概要 498.16 金沢医科大学

0000143943 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2015 Vol.26 研究所概要 498.16 金沢医科大学

0000148467 か 金沢医科大学総合医学研究所年報 2016 Vol.27 研究所概要 金沢医科大学 498.16 金沢医科大学

0000147842 か 金沢医科大学病院 2016 2017　　医療連携のための病院機能情報 金沢医科大学病院 498.16 金沢医科大学

0000086752 か 金沢医科大学報 金沢医科大学

0000087032 か 金沢医科大学報 金沢医科大学

0000086806 か 金沢医科大学報 金沢医学大学

0000088015 か 金沢医科大学報 115 金沢医科大学 金沢医科大学

9500118192 か 金沢医科大学報 2009 No.138 新任教授紹介 498.16 金沢医科大学



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000136341 か 金沢医科大学報 2014 No.157 年頭挨拶 新たな発展に向けて 498.16 金沢医科大学

0000147262 か 金沢医科大学報 2016 No.166 金沢医科大学報 498.16 金沢医科大学

0000147903 か 金沢医科大学報 2016 No.167 金沢医科大学報 498.16 金沢医科大学

0000148276 か 金沢医療センター　年次報告書　研究業績集 金沢医療センター 498.16 金沢医療センター

0000068420 か 金沢市立病院業績集 第2巻（平成9～10年度） 498.16 金沢市立病院

0000068161 か 金沢大学医学部第一外科年報 498.16
金沢大学医学部第一外科教室同門
会

0000140218 か 金沢大学小児科同門会誌 2013/14　Vol.6 498.16 金沢大学小児科同門会誌

0000144094 か 金沢大学小児科同門会誌 2014/15　Vol.7 498.16 金沢大学小児科同門会誌

0000148269 か 金沢大学小児科同門会誌 2015/16　vol8 金沢大学 498.16 金沢大学小児科同門会誌

0000005425 か 軽く軽く舞え べっしょ ちえこ 492.901 日本看護協会出版会

0000059718 か 結核科 呼吸器科 医長の手帖 荒川光男 493.3 丸善

0000034197 か 講義編 解剖生理学 久木野憲司∥共著 491.3 金原出版

0000144339 か 鹿児島赤十字病院90周年記念誌 496.5 鹿児島赤十字

0000118569 か 書きたくなるﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ報告 川村治子 492 医学書院

0000044226 か 情報機能系  9 看護のための臨床医学大系 天羽敬祐∥〔ほか〕編集 492.9 情報開発研究所

0000128025 か 川西赤十字病院 看護研究集録　平成16年度 492.9 川西赤十字病院看護部

0000128056 か 川西赤十字病院 看護研究集録　平成17年度 492.9 川西赤十字病院看護部

0000128452 か 川西赤十字病院 看護研究集録　平成19年度 492.9 川西赤十字病院看護部

0000127905 か 川西赤十字病院 看護研究集録　平成20年度 492.9 川西赤十字病院看護部

0000034128 か 日本看護協会調査研究報告 No.35  看護職員の移動と定着に関する調査研究
日本看護協会調査研究室∥
編

498.14 日本看護協会

0000004909 か 悲しみのとき  赤ちゃんを亡くした両親への援助
ﾄﾞﾅ･ﾎｰﾏﾝ･ﾕｲ∥著  梅津祐
良∥訳

495.7 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000120029 か 標準予防策と感染経路別予防策職業感染対策2 感染管理 第2版 櫻林郁之介 492.926 中山書店

0000045094 か 保健婦･助産婦･看護婦のための看護法令要覧 井上幸子∥〔ほか〕編集 498.12 日本看護協会出版会

0000041683 か 老人医療のｼｽﾃﾑ5
ﾒｱﾘｰ A.ﾏﾃｿﾝ∥著 ｴﾚｱﾉｰﾙ
S.ﾏｺｰﾈﾙ∥著

492.9318 医学書院

0000064200 か 咬合学序説 機能的咬合面形態を求めて 長谷川成男∥著 497.6 医歯薬出版

0000042710 か 喀痰の細胞学的診断 和田 直 他 492.17 金原出版株式会社

0000141819 き Q&Aでわかるがん疼痛緩和ｹｱ 的場 元弘 499.05 じほう

0000125116 き ｷｰﾜｰﾄﾞでｶﾝﾀﾝ理解！　整形外科疾患の病態生理と術前術後ｹｱ 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000045247 き 看護手順  第1編 基本看護手順
聖路加国際病院看護手順委
員会∥編著

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000002110 き 企業内教育の手引き 336.49 東洋経済新報社

0000110105 き 器官別 病態生理と治療薬　EBMに基づく薬物治療のために 第2版 中島光好 499.05 じほう

0000069915 き 器官別にみた病態生理と治療薬 橋本久邦 499.093 じほう

0000127219 き 基礎看護学　ﾅｰｼﾝｸﾞ･ｸﾞﾗﾌｨｶ17 ﾍﾙｽｱｾｽﾒﾝﾄ 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000127202 き 基礎看護学　ﾅｰｼﾝｸﾞ･ｸﾞﾗﾌｨｶ18 基礎看護技術 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000045452 き 基本看護手順 第2編  診療介補手順
聖路加国際病院看護手順委
員会∥編著

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000088138 き 岐阜赤十字病院 診療のご案内 岐阜赤十字病院 岐阜赤十字病院

0000086639 き 岐阜赤十字病院医学雑誌 岐阜赤十字病院

9500118253 き
岐阜赤十字病院医学雑誌 2007 Vol.19 No.1 発症直後に前胸部誘導のST上昇と頻
回のVT･V

498.16 岐阜赤十字病院

9500117966 き 岐阜赤十字病院医学雑誌 2008 Vol.20 No.1 当院内科の甲状腺疾患 498.16 岐阜赤十字病院

0000138765 き 岐阜赤十字病院医学雑誌 2013 Vol.25 No.1 岐阜赤十字病院における甲状腺疾患 498.16 岐阜赤十字病院

0000142083 き
岐阜赤十字病院医学雑誌 2014 Vol.26 No.1 甲状腺疾患患者9例に認めたｱﾙﾄﾞｽﾃ
ﾛﾝ症

498.16 岐阜赤十字病院

0000147408 き
岐阜赤十字病院医学雑誌 2015 Vol.27 No.1 当院における発症時に肝障害を認め
なかった

岐阜赤十字病院 498.16 岐阜赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000145527 き 岐阜赤十字病院年報  平成21年度　追録 岐阜赤十字病院 498.16 岐阜赤十字病院

0000134477 き 岐阜赤十字病院年報 第10号 平成23年度 498.16 岐阜赤十字病院

0000138710 き 岐阜赤十字病院年報 第11号 平成24年度 498.16 岐阜赤十字病院

0000141376 き 岐阜赤十字病院年報 第12号 平成25年度 498.16 岐阜赤十字病院

0000147156 き 岐阜赤十字病院年報 第13号 平成26年度 岐阜赤十字病院 498.16 岐阜赤十字病院

0000148689 き 岐阜大学医学部付属病院　ここがすごい 岐阜大学 498.16 岐阜大学

0000118606 き 気持ちのいい看護 宮子あずさ 492.9 医学書院

0000118613 き 気持ちのいい看護 宮子あずさ 492.9 医学書院

0000118590 き 気持ちのいい看護 柳原清子 492 医学書院

0000042918 き 季節のいたわり 寺本 松野∥〔ほか〕著 914.6 日本看護協会出版会

9500114989 き 記帳･記録のｶﾞｲﾄﾞ 放射性同位元素等取扱事業所のために　2011
原子力安全技術ｾﾝﾀｰ 川井
弘光

494.5 原子力安全技術ｾﾝﾀｰ

0000043359 き 喫煙と大気汚染の医学 和田 直∥編集 498.3 金原出版

0000080408 き 急性期病院のあり方と外来分離 武田正一郎 498.163 （株）じほう

0000041799 き 急性心筋梗塞患者管理の実際 492.9323 へるす出版

0000041829 き 急性心筋梗塞患者管理の実際 492.9323 へるす出版

0000138581 き 急性胆管炎･胆嚢炎診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2013 499.05 医学図書出版

0000041737 き 急性中毒・薬物ｼｮｯｸ患者看護の実際 小川道雄∥著者代表 492.9315 へるす出版

0000041744 き 急性中毒・薬物ｼｮｯｸ患者看護の実際 小川道雄∥著者代表 492.9315 へるす出版

0000067607 き 急性中毒処置の手引 必須272種の化学製品と自然毒情報 日本中毒情報ｾﾝﾀｰ∥編集 493.15 薬業時報社

0000136846 き 急性中毒標準診療ｶﾞｲﾄﾞ 日本中毒学会 499.1 じほう

9500112763 き 急性腹症の早期診断 小関一英 494.2 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000140836 き 急性腹症の早期診断　第2版 小関 一英 492.911 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000142427 き 急性腹症診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2015 平田 公一 492.911 医学書院

0000129077 き 急性膵炎診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2010 第3版 急性膵炎診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 493.11 金原出版

0000125178 き 急変につよくなるﾓﾆﾀｰ心電図 読み方･対応法 491.1 照林社

0000125338 き 急変時のｱｾｽﾒﾝﾄと看護 491.1 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

0000142458 き 救急･当直で必ず役立つ! 骨折の画像診断 　改訂版 福田 国彦 494.2 羊土社

0000044967 き 救急ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 真栄
城優夫∥〔ほか〕訳

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000004848 き 救急外来電話対応ﾏﾆｭｱﾙ 日本看護協会∥編 492.29 日本看護協会出版会

0000041768 き 救急患者ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ･ｹｱの実際 鵜飼  卓∥著者代表 492.9 へるす出版

0000047227 き 救急患者の救命救急処置 492.29 ﾗｲﾌ ｻｲｴﾝｽ ｾﾝﾀｰ

0000041843 き 救急患者の呼吸・循環・体液管理の実際 太田宗夫∥著者代表 492.9 へるす出版

0000043779 き 救急患者の呼吸・循環・体液管理の実際 太田宗夫∥著者代表 492.9 へるす出版

0000044035 き 救急時の看護体制 太田宗夫∥監修 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000140607 き
救急集中治療 2015 27 No.1-2 特集 救急･集中治療医のための心ｴｺ- FOCUSに
基づいた評

492 総合医学社

0000132404 き 救急診療指針  改訂第4版 日本救急医学会 492 へるす出版

0000047623 き 救急蘇生ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 稲田  豊∥編集 492.29 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000005593 き 救急蘇生法と看護 492.916 ﾗｲﾌ ｻｲｴﾝｽ ｾﾝﾀｰ

0000072878 き 救急蘇生法の指針  医師用 日本医師会 492.29 日本医師会

0000133524 き 救急薬物療法ﾜｰｸｼｰﾄ 丹正勝久 499.05 じほう

0000129817 き 救護員生徒　教育資料　明治44年刊行 492.9 日本赤十字社

0000043151 き 救命救急ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
ﾎｰﾙ∥〔ほか編〕 田中経一
∥監訳

492 真興交易（株）医書出版部



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000052429 き 虚血性心疾患と他科合併症をもった患者の看護 ｹｰｽ･ｽﾀﾃﾞｨ ﾊｰﾄﾅｰｼﾝｸﾞ編集部∥編 492.9323 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000088077 き 京大学生新聞 平成14年度版 京大学生新聞会 京大学生新聞会

0000059558 き 京都大学 再生医科学研究所年報　1998 第1巻 京都大学 498.16 京都大学再生医科学研究所

0000147866 き 京都大学医学部付属病院　ﾏﾆｭｱﾙ　ﾚﾎﾟｰﾄ　2016 京都大学 498.16 京都大学医学部

0000140126 き 京都大学外科交流ｾﾝﾀｰ 平成26年度会報誌 京都大学 492.9 京都大学外科交流ｾﾝﾀｰ

0000148245 き 京都大学外科交流ｾﾝﾀｰ 平成28年度会報誌 京都大学 492.9 京都大学外科交流ｾﾝﾀｰ

9500118338 き 京都大学大学院医学研究科 初期診療救急医学分野　2009年度 年報 京都大学 498.16 京都大学大学院医学研究科

9500118642 き
京都大学大学院医学研究科 内科系専攻内科学講座 循環器内科学 年報　平成19
年度

京都大学 498.16 京都大学大学院医学研究科

9500115849 き
京都大学大学院医学研究科 内科系専攻内科学講座 循環器内科学 年報　平成20
年度

京都大学 498.16 京都大学大学院医学研究科

9500118895 き
京都大学大学院医学研究科 内科系専攻内科学講座 循環器内科学 年報　平成21
年度

京都大学 498.16 京都大学大学院医学研究科

9500118840 き
京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 脳神経外科学教室年報　平成23
年度

京都大学 498.16 京都大学大学院医学研究科

0000135498 き
京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 脳神経外科学教室年報　平成25
年度

京都大学 498.16 京都大学大学院医学研究科

0000140430 き
京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 脳神経外科学教室年報　平成26
年度

京都大学 492.9 京都大学大学院医学研究科

0000144230 き
京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 脳神経外科学教室年報　平成27
年度

京都大学 492.9 京都大学大学院医学研究科

0000148443 き
京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 脳神経外科学教室年報　平成28
年度

京都大学 492.9 京都大学大学院医学研究科

0000140249 き 京都大学脳神経外科学教室　創立50周年記念誌 492.9 京都大学脳神経外科

0000086653 き 京都第2赤十字病院医学雑誌 2002 498.16 京都第二赤十字病院

0000086813 き 京都第2赤十字病院創立75周年記念誌 498.16 京都第二赤十字病院

0000147859 き 京都第一赤十字病院のがん診療2016 京都第一赤十字病院 498.16 京都第一赤十字病院

9500118550 き 京都第一赤十字病院年報  平成22年度 498.16 京都第一赤十字病院

9500118178 き 京都第二赤十字病院医学雑誌　2006 Vol.27 ICUにおける鎮静と長期予後 498.16 京都第二赤十字病院

0000101790 き 京都第二赤十字病院医学雑誌　2007年　Vol.28 498.16 京都第二赤十字病院

9500118000 き 京都第二赤十字病院医学雑誌　2008 Vol.29 B細胞系低悪性度腫瘍の治療 498.16 京都第二赤十字病院

9500118291 き 京都第二赤十字病院医学雑誌　2012 Vol.33 膵癌診断の現状 498.16 京都第二赤十字病院

0000136006 き 京都第二赤十字病院医学雑誌 2013 Vol.34 Branch atheromatous disease 498.16 京都第二赤十字病院

0000140409 き
京都第二赤十字病院医学雑誌 2014 Vol.35 京都第二赤十字病院小児科における
川崎病

498.16 京都第二赤十字病院

0000144322 き 京都第二赤十字病院医学雑誌 2015 Vol.36 巻頭言 498.16 京都第二赤十字病院

0000055833 き 矯正診療ｼｽﾃﾑ －歯科医師とｱｼｽﾀﾝﾄのために－ 中島栄一郎 497.6 書林

0000036641 き 胸部CTの読み方 河野通雄∥著 493.3 医学書院

9500114200 き 胸部X線の正常･異常画像を見極める 492 羊土社

0000036504 き 胸部Ｘ線診断ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ10  心臓 492.433 金原出版

9500114187 き 胸部画像診断のここが鑑別ﾎﾟｲﾝﾄ 改訂版 492 羊土社

0000086035 き 凝固異常症の病態把握に関する研究 立浪 忍 498.16 聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学

0000086707 き 業績集 新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ

0000139878 き 業績集 2013 498.16 社会医療法人財団　董仙会

0000142861 き 業績集 2014 498.16 社会医療法人財団　董仙会

0000147064 き 業績集 2015 498.16 社会医療法人財団　董仙会

0000118637 き 桐の華 492.9 日本赤十字社千葉県支部

0000041836 き 緊急手術と術前・術後管理の実際 山本修三∥著者代表 492.9427 へるす出版

0000052597 き 緊急手術看護ﾏﾆｭｱﾙ 小西敏郎∥編集 492.942 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000133166 き 緊急度判定支援ｼｽﾃﾑ 日本救急医学会 492.911 へるす出版

0000135078 き 近視 基礎と臨床 所　敬 496.2 金原出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000047807 き 君と白血病 この１日を貴重な１日に
Lynn S.Baker∥著 細谷亮太
∥訳

493.931 医学書院

0000120265 き 今日から実践!小切開硝子体手術 門之園 一明 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000124300 き 今日の眼疾患治療指針 第2版 田野保雄 496.2 医学書院

0000069526 き 今日の治療指針 私はこう治療している  2000 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000073141 き 今日の治療指針 私はこう治療している  2001 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000077590 き 今日の治療指針 私はこう治療している 2002 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000082297 き 今日の治療指針 私はこう治療している 2003 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000082426 き 今日の治療指針 私はこう治療している 2003 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000082433 き 今日の治療指針 私はこう治療している 2003 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000088671 き 今日の治療指針 私はこう治療している 2004 多賀須幸男∥〔ほか〕総編集 492 医学書院

0000092869 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2005 山口   徹 492 医学書院

0000105767 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2007 山口   徹 492 医学書院

0000100861 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2008 山口   徹 492 医学書院

0000119559 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2009 山口   徹 492 医学書院

0000120678 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2010 山口   徹 492 医学書院

9500114231 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2011 山口   徹 492 医学書院

9500114408 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2011 山口   徹 492 医学書院

0000129961 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2012 山口   徹 492 医学書院

0000134446 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2013 山口   徹 492 医学書院

9500119830 き 今日の治療指針　私はこう治療している　2013 山口   徹 492 医学書院

0000101387 き 今日の治療薬 2008　解説と便覧 水島　裕 492 南江堂

0000101394 き 今日の治療薬 2008　解説と便覧 水島　裕 492 南江堂

0000101400 き 今日の治療薬 2008　解説と便覧 水島　裕 492 南江堂

0000125215 き 今日の治療薬 2010年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000125222 き 今日の治療薬 2010年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000125239 き 今日の治療薬 2010年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000125246 き 今日の治療薬 2010年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000125253 き 今日の治療薬 2010年度版 浦部晶夫 492 南江堂

9500114033 き 今日の治療薬 2011年版 浦部晶夫 492 南江堂

0000133098 き 今日の治療薬 2012年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000133104 き 今日の治療薬 2012年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000133111 き 今日の治療薬 2012年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000133128 き 今日の治療薬 2012年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000133135 き 今日の治療薬 2012年度版 浦部晶夫 492 南江堂

9500115429 き 今日の治療薬 2012年度版 浦部晶夫 492 南江堂

0000136082 き 今日の治療薬 2014　解説と便覧 浦部晶夫 492 南江堂

0000143318 き 今日の耳鼻咽喉科頭頸部外科治療指針　第3版 森山寛 496.5 医学書院

0000133692 き 今日の神経疾患治療指針 第2版 水澤英洋 492 医学書院

0000134651 き 今日の神経疾患治療指針 第2版 水澤英洋 492 医学書院

9500114224 き 今日の診断指針　ﾎﾟｹｯﾄ判 第6版 金澤一郎 492 医学書院

0000082440 き 今日の診断指針 第5版 2003 亀山正邦 総編集 492 医学書院

0000082457 き 今日の診断指針 第5版 2003 亀山正邦 総編集 492 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000069588 き 今日の診療  CD-ROM Vol.9 492 医学書院

9500112817 き 今日の診療ﾌﾟﾚﾐｱﾑ Vol.20 DVD-ROM for windows 492 医学書院

0000045384 き 小児編 救急外来電話対応ﾏﾆｭｱﾙ 日本看護協会∥編 492.29 日本看護協会出版会

0000108973 き 北見赤十字看護専門学校 閉校記念誌 北見赤十字看護専門学校 498.1 北見赤十字看護専門学校

0000088121 き 木沢記念病院年報 2003 第11号 特定医療法人 厚生会 総合記念病院

9500113500 く Quality Indiacator 2010 聖路加交際病院の先端的試み 福井次矢 498.163 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

0000085779 く くらしと地震・地震対策 492.9 日本赤十字社

0000110099 く くらべてわかるｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ ﾍﾞｽﾄﾁｮｲｽ150 地域薬局GE研究会 499.05 薬事日報社

0000046473 く ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱの看護技術
Ardith J. Hamilton∥著 西垣
克∥監訳

492.9 医歯薬出版

0000069441 く ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱを必要とする人の看護 深谷智恵子∥編集 492.9 中央法規出版

0000119948 く ｸﾘﾆｶﾙ ﾊﾟｽ 用語解説集 小西敏郎 499.07 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会

0000119955 く ｸﾘﾆｶﾙ ﾊﾟｽ 用語解説集 小西敏郎 499.07 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会

0000047104 く ｸﾘﾆｶﾙ･ｻｲﾝ 中野 昭一 492.9 ﾒｼﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041287 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ1  看護診断 診断分類の理論的背景と診断名一覧 492.9 医学書院

0000069342 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ10  腎疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041256 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ12  女性生殖器疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041263 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ13  皮膚疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041317 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ15  眼疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041300 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ16  耳鼻咽喉疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041270 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ17  精神疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000056274 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ2  呼吸器疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000069335 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ3  循環器疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000069311 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ4  血液疾患・癌患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041621 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ5  消化器疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000005500 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ7  神経疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000069328 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ7  神経疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041249 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ8  免疫疾患患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000041294 く ｸﾘﾆｶﾙﾅｰｼﾝｸﾞ9  感染症患者の看護診断とｹｱ 492.9 医学書院

0000130998 く ｸﾞﾚｲ解剖学ｱﾄﾗｽ 原書第1版 塩田浩平 491.1 ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ

0000147514 く 九頭竜だより　2016年　33号　福井大学医学部精神医学教室
福井大学医学部精神医学教
室

福井大学

0000147637 く 苦痛緩和のための鎮静に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　2010年版 498.16 金原出版

0000133593 く 苦痛緩和のための鎮痛に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2010年度 日本緩和医療学会 499.05 金原出版

0000108980 く 釧路赤十字看護専門学校 閉校記念誌 釧路赤十字看護専門学校 498.1 釧路赤十字看護専門学校

9500118499 く 釧路赤十字病院 年報　平成23年度 498.16 釧路赤十字病院

0000140454 く 釧路赤十字病院 年報　平成25年度版 498.16 釧路赤十字病院

0000144520 く 釧路赤十字病院 年報　平成26年度版 498.16 釧路赤十字病院

9500118963 く 釧路赤十字病院　平成22年度版 年報 498.16 釧路赤十字病院

0000086967 く 熊本赤十字病院診療部業績集 熊本赤十字病院

0000072953 く 口から食べたい   ﾃﾞﾝﾀﾙﾊｲｼﾞ-ﾝ別冊 医歯薬出版

0000144063 く 口から食べる幸せをサポートする包括的ｽｷﾙ 小山珠美 492.9 医学書院

0000005487 く 車いす 大川嗣雄 他 編 536.84 医学書院

0000068000 く 倉敷中央病院七十五周年記念誌 75周年記念事業委員会 498.16 財団法人 倉敷中央病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000086981 く 倉敷中央病院年報 倉敷中央病院

0000101714 く 倉敷中央病院年報 498.16 倉敷中央病院

0000101868 く 倉敷中央病院年報 498.16 倉敷中央病院

9500118666 く 倉敷中央病院年報 2008 第71巻 がん診療におけるFDG-PET/CTの役割 498.16 倉敷中央病院

9500118857 く
倉敷中央病院年報 2011 第74巻 倉敷中央病院における胃癌大腸癌患者を対象と
した

498.16 倉敷中央病院

0000135047 く 倉敷中央病院年報 2012 第75巻 臨床における遺伝学的検査について 498.16 倉敷中央病院

0000139465 く 倉敷中央病院年報 2013 第76巻 糖尿病性多発神経障害の診断と治療の問題点 498.16 倉敷中央病院

0000142915 く 倉敷中央病院年報 2014 第77巻 救急外来でのｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽの診断における Pitfall 498.16 倉敷中央病院

0000147057 く 倉敷中央病院年報 2015 第78巻 倉敷中央病院 498.16 倉敷中央病院

0000090797 く 草の根からの電子ｶﾙﾃ導入記 姫野信吉 498.16 日経BP

0000137270 く 薬･毒物中毒救急ﾏﾆｭｱﾙ 西　勝英 492.29 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000133265 く 薬の影響を考える 臨床検査値ﾊﾝﾄﾞ ﾌﾞｯｸ 木村　聡 499.05 じほう

0000118767 く 薬の作用副作用と看護へのいかしかた 池田義雄 492.9

0000140942 け 恵寿総合病院医学雑誌  2015 Vol.3 これからの地域包括ｹｱｼｽﾃﾑを考える 498.16 恵寿総合病院

0000043533 け BCG接種－その理論と実際 結核管理技術シリーズ6 徳地清六 493.89 財団法人　結核予防会

0000034074 け ｹｱ･ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ入門 新津ふみ子 492.933 医学書院

0000130738 け ｹｱの根拠 第2版 看護の疑問に答える180のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ 道又元裕 492.911 日本看護協会出版会

0000069281 け ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ実践ｶﾞｲﾄﾞ
ｲｷﾞﾘｽ保健省∥原著 白沢政
和∥〔ほか〕訳・著

369.26 医学書院

0000042239 け ｹｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 老人看護 村田正子 492.929 蒼生書房

0000046206 け ｹｰｽﾚﾎﾟｰﾄのつくり方 田中 恒男 492.912 医学書院

0000004299 け 栄養学  専門基礎4 系統看護学講座 492.9 医学書院

0000112642 け 外科・病理　胆道癌取扱い規約 日本胆道外科学会∥編 493.46 金原出版

0000120456 け 外科・病理　胆道癌取扱い規約 日本胆道外科学会∥編 493.46 金原出版

0000123419 け 外科・病理　胆道癌取扱い規約 日本胆道外科学会∥編 493.46 金原出版

0000067416 け 外科・病理　胆道癌取扱い規約 日本胆道外科研究会∥編 493.47 金原出版

0000047852 け 外科MOOK4 縫合と吻合 494.2 金原出版

0000069557 け 外科学 森  昌造∥〔ほか〕編集 494 へるす出版

0000057554 け 外科系  実践的看護ﾏﾆｭｱﾙ 川島みどり∥編著 492.9 看護の科学社

0000044936 け 外科系ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 田島
知郎∥訳

492.94 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000047135 け 外科的諸問題をもった患者の看護 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000042161 け 外科領域の対症看護 492.92 医学書院

0000072908 け 外科臨床の分子生物学 出月康夫 494.16 中山 書店

0000131001 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131223 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131230 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131247 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131254 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131261 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131278 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131285 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131292 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131308 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社
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0000131315 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131322 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131339 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131346 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000131353 け 外保連試案2012 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000135672 け 外保連試案2014 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000135689 け 外保連試案2014 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000135696 け 外保連試案2014 手術･処置･生体検査･麻酔試案
外科系学会社会保険委員会
連合

499.093 医学通信社

0000004497 け 看護史  別巻9 系統看護学講座 492.9 医学書院

0000043380 け 形成外科の臨床と看護 492.92 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000059046 け 形態学からせまる血液疾患 阿南建一 他 491.322 岡山ﾒﾃﾞｲｯｸ

0000068604 け 恵寿総合病院グル－プ  平成１０年度業績集 498.16 富山赤十字病院

0000134743 け 恵寿総合病院医学雑誌　2013 Vol.2 緑膿菌と薬剤耐性 498.16 恵寿総合病院

0000004251 け 系統看護学講座 基礎3 生物学 492.9 医学書院

0000004268 け 系統看護学講座 基礎5  社会学 492.9 医学書院

0000004381 け 系統看護学講座 専門10  成人看護学 492.9 医学書院

0000004398 け 系統看護学講座 専門13  成人看護学 492.9 医学書院

0000004404 け 系統看護学講座 専門16   小児看護学 492.9 医学書院

0000004411 け 系統看護学講座 専門17  母性看護学 492.9 医学書院

0000004428 け 系統看護学講座 専門18  母性看護学 492.9 医学書院

0000004350 け 系統看護学講座 専門4  成人看護学 492.9 医学書院

0000004367 け 系統看護学講座 専門6  成人看護学 492.9 医学書院

0000004374 け 系統看護学講座 専門8  成人看護学 492.9 医学書院

0000004343 け 系統看護学講座 専門基礎11  精神保健 492.9 医学書院

0000004282 け 系統看護学講座 専門基礎3   生化学 492.9 医学書院

0000004329 け 系統看護学講座 専門基礎5   薬理学 492.9 医学書院

0000004312 け 系統看護学講座 専門基礎9  社会福祉 492.9 医学書院

0000134569 け 系統看護学講座 専門分野Ⅰ 基礎看護技術Ⅱ 基礎看護学3 有田 清子 492.9 医学書院

0000004435 け 系統看護学講座 別巻1  臨床外科看護総論 492.9 医学書院

0000004442 け 系統看護学講座 別巻2  臨床外科看護各論 492.9 医学書院

0000004459 け 系統看護学講座 別巻5 食事療法 492.9 医学書院

0000004473 け 系統看護学講座 別巻7   臨床放射線医学 492.9 医学書院

0000004336 け 系統看護学講座10  関係法規  専門基礎 492.9 医学書院

0000046596 け 系統看護学講座11  成人看護学 492.9 医学書院

0000004305 け 系統看護学講座8 公衆衛生学  専門基礎 492.9 医学書院

0000120067 け 系統別看護師国家試験問題 解答と解説 2010年度版 宮木昌孝 492.907 医学書院

0000120074 け 系統別看護師国家試験問題 解答と解説 2010年度版　覚えておきたい重要事項 宮木昌孝 492.907 医学書院

0000120081 け
系統別看護師国家試験問題 解答と解説 2010年度版　第98回看護師国家試験解
答と解説

宮木昌孝 492.907 医学書院

0000134606 け 経済学習論 中原　淳 498.14 東京大学出版会

0000108508 け 経食道心ｴｺｰ診断ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 木倉睦人 492.4 MEDICAL VIEW

0000107600 け 経食道心ｴｺｰ法 　ﾏｽﾀｰ ｶﾞｲﾄﾞ 木村　満　ほか 492.4 診断と治療社

0000110150 け 経腸栄養剤の種類と選択 井上善文 499.05 ﾌｼﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ出版
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0000041409 け 継続教育 稲田美和∥〔ほか〕執筆 492.9 日本看護協会出版会

0000069076 け 頚髄損傷 自立を支えるｹｱ･ｼｽﾃﾑ 松井和子∥著 493.73 医学書院

0000099837 け 激辛 伊賀流心臓塾 第1巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000099875 け 激辛 伊賀流心臓塾 第2巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000100007 け 激辛 伊賀流心臓塾 第3巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000086523 け 結核でも心配しないで 小林典子 499.07 結核予防会

0000043182 け 結核管理技術ｼﾘｰｽﾞ1 結核菌検査 工藤 祐是 493.89 財団法人　結核予防会

0000043854 け 結核管理技術ｼﾘｰｽﾞ2 結核集団感染 青木正和 493.89 財団法人　結核予防会

0000043861 け 結核管理技術ｼﾘｰｽﾞ3  ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ反応 森 亨 493.89 財団法人　結核予防会

0000043847 け 結核管理技術ｼﾘ-ｽﾞ９  新・結核ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 青木正和 493.89 財団法人　結核予防会

0000047029 け 結核病学  Ⅰ 基礎・臨床編 岩井和郎 編集 493.89 財団法人  結核予防会

0000047043 け 結核病学  Ⅱ 疫学・管理編 島尾忠男 編集 493.89 財団法人  結核予防会

0000047128 け 結核病学  Ⅱ 疫学・管理編（平成５年一部改訂) 島尾忠男 編集 493.89 財団法人  結核予防会

0000094016 け 結核予防法関係法令集 平成17年度 492 財団法人　結核予防会

0000046602 け 血液ｶﾞｽ わかりやすい基礎知識と臨床応用 山林  一∥〔ほか〕編集 492.17 医学書院

0000139267 け 血液事業  2014 37 No.1 第38回日本血液事業学会総会のご案内 492.174 日本血液事業学会

0000141901 け 血液事業  2014 37 No.4 第39回日本血液事業学会総会会告2 492.174 日本血液事業学会

0000110457 け 血液事業の歩み 498.1 日本赤十字社

0000147552 け 血液事業概要　平成27年度

0000049849 け
血液浄化療法．NMRの有用性．神経疾患．内分泌疾患．代謝異常．血液・造血疾
患．筋

鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000147750 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.10　10月号 特集　「事務部門」発の医療機関改革 498.163 医学通信社

0000147941 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.11　11月号 特集　ﾚｾﾌﾟﾄの大学 498.163 医学通信社

0000148146 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.12　12月号 特集　個別指導ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 498.163 医学通信社

0000146685 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.6　6月号 特集　2016年　診療報酬改定の読解術 498.163 医学通信社

0000146968 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.7　7月号 特集　2016年　診療報酬改定の読解術Ⅱ 498.163 医学通信社

0000147163 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.8　8月号 特集　進化する医療機関アメニティ 498.163 医学通信社

0000147613 け 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.9　9月号 特集　医療機能選択の戦略　to 2015 498.163 医学通信社

0000148511 け 月刊 保険診療 2017 Vol.72 No.1　1月号 特集　医療と社会保障を射る三本の矢 498.163 医学通信社

0000148634 け 月刊 保険診療 2017 Vol.72 No.2　2月号 特集　院内会議 498.163 医学通信社

0000148900 け 月刊 保険診療 2017 Vol.72 No.3　3月号 特集　保険外診療のﾘｱﾘｽﾞﾑ 498.163 医学通信社

0000128711 け 検査と適応疾患 平成23年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000129992 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131018 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131025 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131032 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131049 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131056 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131063 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131070 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131087 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131094 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131100 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000131117 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131124 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131131 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131148 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131155 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131162 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131179 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131186 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131193 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131209 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000131216 け 検査と適応疾患 平成24年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000137416 け 検査と適応疾患 平成26年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000137423 け 検査と適応疾患 平成26年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000137416 け 検査と適応疾患 平成26年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000137423 け 検査と適応疾患 平成26年4月版 櫻林郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146098 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146104 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146111 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146128 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146135 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146142 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146159 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146166 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146173 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146180 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000146197 け 検査と適応疾患 平成28年4月版 櫻林 郁之介 495.2 社会保険研究所

0000101363 け 検査値に基づいた栄養指導 足立香代子 492 ﾁｰﾑ医療

0000102247 け 検査病理診断 点数早見表　　平成20年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

0000102254 け 検査病理診断 点数早見表　　平成20年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500112114 け 検査病理診断 点数早見表　　平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500112121 け 検査病理診断 点数早見表　　平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117027 け 検査病理診断 点数早見表　　平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

9500117034 け 検査病理診断 点数早見表　　平成22年4月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

0000127806 け 献血運動推進全国大会記念誌 第43回 498.16 福井県

0000086745 け 研究業績集 富山市立富山市民病院

0000101530 け 研究成果報告集　平成17年度　第8巻 498.16 若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ

0000136707 け 研究報告書 ＨＩＶ感染者発症予防・治療に関する研究班　平成2年度 498.6 厚生省

0000136708 け 研究報告書 ＨＩＶ感染者発症予防・治療に関する研究班　平成3年度 498.6 厚生省

0000136709 け 研究報告書 ＨＩＶ感染者発症予防・治療に関する研究班　平成4年度 498.6 厚生省

0000136710 け 研究報告書 ＨＩＶ感染者発症予防・治療に関する研究班　平成5年度 498.6 厚生省

0000136711 け 研究報告書 ＨＩＶ感染者発症予防・治療に関する研究班　平成6年度 498.6 厚生省

0000136712 け 研究報告書 ＨＩＶ感染者発症予防・治療に関する研究班　平成元年度 498.6 厚生省
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0000045896 け 研究方法論－医化学の領域  第9巻 医化学実験法講座 491.4 中山書店

9500112800 け 研修医当直御法度 寺沢秀一 364 三輪書店

0000088756 け 研修医当直御法度 症例帖 寺沢秀一 364 三輪書店

9500112787 け 研修医当直御法度 症例帖 寺沢秀一 364 三輪書店

0000140737 け 研修医当直御法度 症例帖　第2版 寺沢秀一 492 三輪書店

0000119320 け 研修指導医ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 第2版 福井次矢 492.926 ｲﾝﾀ-ﾒﾃﾞｲｶ

0000140980 け 顕微鏡下眼形成手術 木下　茂 496.2 MEDICAL VIEW

0000012478 け 元気で医こう　　　日刊県民福井掲載 日刊県民福井 福井大学医学部

0000042758 け 元気の出る看護論 宮子あずさ∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000036726 け 原子力と放射能  第4 物理のドレミファ 420.4 黎明書房

0000036689 け 原子力の社会学 田中靖政 539.093 電力新報社

0000036665 け 原子炉工学講座2 放射線防護 石森富太郎 編 539.2 培風館

0000036757 け 原爆 ある被爆医師の証言 武内重五郎∥編 493.19 蒼生書房

0000056212 け 現行日本法規84 社会保険1
法務大臣官房司法法制調査
部

行政学会印刷所

0000069250 け 現場からの現象学 901.5 ｹﾞ 川島書店

0000125314 け 現場で役立つ　小児救急ｱﾄﾗｽ 内山　聖 492.9 西村書店

0000133623 け 現場で役立つ血液腫瘍治療ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ集 直江知樹 499.05 医療ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000130714 け 現代に読み解くﾅｲﾃﾝｹﾞｰﾙ看護覚え書き 南 裕子 492.911 日本看護協会出版会

0000051392 け 現代ﾍｯﾄﾞﾅｰｽ論 看護におけるﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
聖路加国際病院看護教育委
員会∥編

492.9 学研

0000063555 け 現代外科手術学大系  第17巻 性器の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063531 け 現代外科手術学大系 13B  直腸・肛門の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000065733 け 現代外科手術学大系 15B  四肢の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063579 け 現代外科手術学大系 1B 基本的手技 494.2 中山書店

0000063401 け 現代外科手術学大系 2A  血管の手術1 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063418 け 現代外科手術学大系 2B  血管の手術2 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063425 け 現代外科手術学大系 3A  幼小児の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063432 け 現代外科手術学大系 3B   幼小児の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063494 け 現代外科手術学大系 9A  心臓の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063500 け 現代外科手術学大系 9B  心臓の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063517 け 現代外科手術学大系 9C  心臓の手術 494.2 中山書店

0000063548 け 現代外科手術学大系 第15巻A  脊椎・脊髄の手術　四肢の手術1 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063562 け 現代外科手術学大系 第16巻  泌尿器の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063449 け 現代外科手術学大系 第4巻  頭蓋・脳の手術 494.2 中山書店

0000063456 け 現代外科手術学大系 第5巻  顔面の手術 494.2 中山書店

0000063524 け 現代外科手術学大系12  胃・十二指腸の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063463 け 現代外科手術学大系6  頚部の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063470 け 現代外科手術学大系7  胸部の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000063487 け 現代外科手術学大系8  呼吸器の手術 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000042529 け 現代看護の探究者たち 人と思想 492.9 日本看護協会出版会

0000043335 け 現代看護の探究者たち 人と思想 492.9 日本看護協会出版会

0000038461 け 現代産科婦人科学大系  1A  臨床解剖学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038478 け 現代産科婦人科学大系  1B  臨床解剖学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店
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0000038690 け 現代産科婦人科学大系 13A  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038706 け 現代産科婦人科学大系 13B1  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038713 け 現代産科婦人科学大系 13B2  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038720 け 現代産科婦人科学大系 13C1a  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038737 け 現代産科婦人科学大系 13C1b  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038744 け 現代産科婦人科学大系 13C2  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038751 け 現代産科婦人科学大系 13D  手術学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038768 け 現代産科婦人科学大系 13E  薬物療法総論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038775 け 現代産科婦人科学大系 13F  薬物療法各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038782 け 現代産科婦人科学大系 13G  理学療法　放射線療法　食餌療法 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038799 け 現代産科婦人科学大系 14A1a   産科臨床解剖生理学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038805 け 現代産科婦人科学大系 14A1b   産科臨床解剖生理学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038812 け 現代産科婦人科学大系 14A2   産科臨床解剖生理学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038829 け 現代産科婦人科学大系 14B  正常妊娠・分娩・産褥 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038836 け 現代産科婦人科学大系 14C  正常妊娠・分娩・産褥 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038867 け 現代産科婦人科学大系 15A  産科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038874 け 現代産科婦人科学大系 15B1  産科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038881 け 現代産科婦人科学大系 15B2  産科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038898 け 現代産科婦人科学大系 16A  産科臨床指針 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038904 け 現代産科婦人科学大系 16B  産科臨床指針 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038911 け 現代産科婦人科学大系 17A  妊娠異常　妊娠中毒症1 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038928 け 現代産科婦人科学大系 17B  妊娠中毒症2 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000063395 け 現代産科婦人科学大系 1A  手術学各論 浅野献一∥〔ほか〕編集 494.2 中山書店

0000039055 け 現代産科婦人科学大系 20A  新生児学総論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048200 け 現代産科婦人科学大系 20B  新生児学各論 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038485 け 現代産科婦人科学大系 2A  臨床病理学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038492 け 現代産科婦人科学大系 2B  臨床病理学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038522 け 現代産科婦人科学大系 4A   基礎内分泌学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038539 け 現代産科婦人科学大系 4B   基礎内分泌学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038560 け 現代産科婦人科学大系 5B1  実験法とﾃﾞｰﾀ処理 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038577 け 現代産科婦人科学大系 5B2  実験法とﾃﾞｰﾀ処理 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038584 け 現代産科婦人科学大系 5B3  実験法とﾃﾞｰﾀ処理 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000039017 け 現代産科婦人科学大系 8D  子宮癌総論　子宮体癌 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000039024 け 現代産科婦人科学大系 8E  子宮頚癌 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048262 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  76‐A 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048279 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  76‐B 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048286 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  76‐C 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048224 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  77‐A 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048231 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  77‐B 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048248 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  77‐C 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048255 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  77‐D 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048293 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  78‐A 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店
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0000048309 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  78‐B 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048316 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  78‐C 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048323 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  79‐A 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048330 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  79‐B 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048347 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  79‐C 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048354 け 現代産科婦人科学大系 年刊追補  79‐D 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000048217 け 現代産科婦人科学大系 別巻 総索引・総目次 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092760 け 現代産科婦人科学大系10  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038669 け 現代産科婦人科学大系10  婦人科泌尿器系疾患　性病 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092753 け 現代産科婦人科学大系11  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000039048 け 現代産科婦人科学大系12  女性好発疾患 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092678 け 現代産科婦人科学大系12  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092685 け 現代産科婦人科学大系13C2  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092562 け 現代産科婦人科学大系13E  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092661 け 現代産科婦人科学大系13F  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092586 け 現代産科婦人科学大系13G  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092579 け 現代産科婦人科学大系14B  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092722 け 現代産科婦人科学大系14C  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038843 け 現代産科婦人科学大系14D  産科管理・助産・看護 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038850 け 現代産科婦人科学大系14E  母子保健　産科統計 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092739 け 現代産科婦人科学大系15A  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092746 け 現代産科婦人科学大系16A  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092715 け 現代産科婦人科学大系16B  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092494 け 現代産科婦人科学大系17A  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092463 け 現代産科婦人科学大系17B  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038935 け 現代産科婦人科学大系17C  分娩・産褥異常　胎児・胎児付属物異常 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092470 け 現代産科婦人科学大系18  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038959 け 現代産科婦人科学大系19  産科手術学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092487 け 現代産科婦人科学大系19  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092500 け 現代産科婦人科学大系19  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092692 け 現代産科婦人科学大系20A 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092708 け 現代産科婦人科学大系20B 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092593 け 現代産科婦人科学大系2A  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092623 け 現代産科婦人科学大系2B  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038508 け 現代産科婦人科学大系3A  ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ　成長・老化 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038515 け 現代産科婦人科学大系3B  医学と社会 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092524 け 現代産科婦人科学大系4D 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038591 け 現代産科婦人科学大系6A  婦人科症候学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038607 け 現代産科婦人科学大系6B  婦人科症候学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092517 け 現代産科婦人科学大系6B 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038614 け 現代産科婦人科学大系7A  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092654 け 現代産科婦人科学大系7A  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店
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0000038997 け 現代産科婦人科学大系7B  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092555 け 現代産科婦人科学大系7B 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000039000 け 現代産科婦人科学大系7C  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038621 け 現代産科婦人科学大系7D  婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038683 け 現代産科婦人科学大系8A  女性性器の奇形　発育・位置異常　損傷　炎症 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092531 け 現代産科婦人科学大系8A 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092630 け 現代産科婦人科学大系8B 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038638 け 現代産科婦人科学大系8B1  女性性器の肥大・萎縮・腫瘍 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038645 け 現代産科婦人科学大系8B2  女性性器の肥大・萎縮・腫瘍 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000038652 け 現代産科婦人科学大系8C  絨毛性腫瘍 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092647 け 現代産科婦人科学大系8C 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092616 け 現代産科婦人科学大系8D 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092609 け 現代産科婦人科学大系8E 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000039031 け 現代産科婦人科学大系9  不妊症 避妊 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000092777 け 現代産科婦人科学大系9 婦人科診断学 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.08 中山書店

0000064507 け 現代歯科矯正学のｺﾝｾﾝｻｽ
ﾊﾞｰﾄ ﾒﾙｾﾝ∥編 花田晃治∥
訳

497.6 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

0000005890 け 現代心身医学 総合医学への展開 池見酉次郎∥編著 493.09 医歯薬出版

0000056571 け 現代難病事典 いま医療・福祉・教育の現場へ 西谷 裕∥編 493.11 東山書房

0000037891 け 現代病理学大系 10A  病因論 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037907 け 現代病理学大系 11B  循環器 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037914 け 現代病理学大系 12A  消化管 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037921 け 現代病理学大系 13A  消化腺 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037938 け 現代病理学大系 13B  消化腺 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037945 け 現代病理学大系 15B  泌尿器 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037969 け 現代病理学大系 18B  血液･造血器 飯島宗一∥責任編集 491.6 中山書店

0000037976 け 現代病理学大系 19B  皮膚および付属器 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037983 け 現代病理学大系 23A  神経系 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037860 け 現代病理学大系 9A  腫瘍 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037877 け 現代病理学大系 9B  腫瘍 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037884 け 現代病理学大系 9C  腫瘍 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000037853 け 現代病理学大系3  総論 飯島宗一∥〔ほか〕責任編集 491.6 中山書店

0000089159 け 現代物理学大系  癌の疫学 予防･治療･病理各腫瘍群の総括的把握 吉利  和 中山書店

0000111720 け 現代文独作文の実際的研究 尾関　毅 493 三修社

0000056366 け 最新介護福祉全書6  ｹｱ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000069151 け 地域看護学講座4  ｸﾞﾙｰﾌﾟ組織化活動 498 医学書院

0000043786 け 滅菌・消毒ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 新 太喜治∥〔ほか〕共著 491.72 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000046275 け 滅菌・消毒法の実際 ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 古橋正吉∥著 491.72 日本医事新報社

0000100441 け 臨床･病理　原発性肝癌取扱い規約 日本肝癌研究会∥編 493.49 金原出版

0000140799 こ こうすればうまくいく! 臨床研修はじめの一歩 宮内 倫也 492 中外医学社

0000089463 こ こうすればできる研修医基本手技 橋爪 誠 三輪書店

0000056380 こ ｺﾞｰﾄﾞﾝ博士の看護診断
ﾏｰｼﾞｮﾘｰ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ∥著 輪湖
史子∥監訳

492.9 照林社

0000120258 こ ここまできた!　網膜疾患治療 白神史雄 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社
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0000106535 こ ここまでわかってきた最新の生活習慣病健診と対策のすべて 奈良昌治 498.3 ﾗｲﾌ ｻｲｴﾝｽ ｾﾝﾀｰ

0000042833 こ こころは生きている ある看護婦とのｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｾｽに学ぶ 石原文里∥著 146.8 医学書院

0000125093 こ こどもの1型　糖尿病ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｸ 492.9 照林社

9500117263 こ こどもの1型　糖尿病ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｸ
日本小児内分泌学会糖尿病
委員会

492.9 照林社

0000055857 こ こどもの小矯正治療 M.MICHAEL COHEN 497.6 書林

0000043892 こ こどもの発達とヒトの進化 井尻正二∥著 467.5 築地書館

0000143622 こ こどもの皮疹・口内咽頭所見チェックガイド 絹巻　宏 496.5 医学書院

0000108966 こ この道 498.1 福井赤十字看護婦互助会

0000118361 こ この道幾山河 林　塩 492.901 正進社

0000139946 こ ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱ 2010 12 No.7 ﾅｰｽが寄り添うｸﾞﾘｰﾌｹｱ 492.926 日本看護協会出版

0000053051 こ これからの口腔粘膜病変 山本美朗∥編集 496.8 学建書院

9500111025 こ これからの高齢者の栄養管理ｻｰﾋﾞｽ 細谷憲政 490.6 第一出版

0000044066 こ これが腎移植です 太田和夫 494.93 南江堂

0000143554 こ こんなときの対応法がわかる 耳鼻咽喉科手術ガイド 496.5 医学書院

0000059596 こ 河医研研究年報　1998 第48号 498.16 財団法人 河野臨床医学研究所

0000130974 こ 呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ﾏﾆｭｱﾙ 患者教育の考え方と実践 494.78 照林社

0000121972 こ 呼吸器ｹｱの実際 VHS 376 京都科学

0000134552 こ 呼吸器疾患 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ ﾏﾆｭｱﾙ 落合 滋之 493.08 学研

0000047463 こ 呼吸器疾患とその微細構造 493.3 医学書院

0000045469 こ 呼吸器疾患最近の動向 493.3 医学書院

0000059688 こ 呼吸器病学 大島駿作 他編 493.3 金芳堂

0000034449 こ 呼吸療法ﾃｷｽﾄ
日本胸部外科学会・日本胸
部疾患学会・日本

493.3 克誠堂出版

0000148368 こ 五十年の歩み

0000043700 こ 交流分析と心身症 臨床家のための精神分析的療法 杉田峰康∥著 493.72 医歯薬出版

0000047081 こ 交流分析を用いての試み 死と闘う人々に学ぶ 中島美知子 他 492.918 医学書院

9500115931 こ 公益財団法人松原病院 平成23年度 年報 498.16 公益財団法人　松原病院

0000139953 こ 公益財団法人松原病院 平成25年度 年報 498.16 公益財団法人松原病院

0000148108 こ 公費医療難病医療ｶﾞｲﾄﾞ　平成27年7月版 418.16

0000126991 こ 公立若狭高等看護学院　20年のあゆみ 492.9 公立若狭高等看護学院

0000087056 こ 公立豊岡病院紀要 498.16 公立豊岡病院

9500117874 こ 公立豊岡病院紀要 2007 No.19 研究論文 498.16 公立豊岡病院

9500118819 こ 公立豊岡病院紀要 2008 No.20 研究論文 498.16 公立豊岡病院

9500118413 こ 公立豊岡病院紀要 2009 No.21 研究論文 498.16 公立豊岡病院

0000139250 こ 公立豊岡病院紀要 2013 No.25 研究論文 498.16 公立豊岡病院

0000142984 こ 公立豊岡病院紀要 2014 No.26 研究論文 498.16 公立豊岡病院

0000147170 こ 公立豊岡病院紀要 2015 No.27 研究論文 498.16 公立豊岡病院

0000101646 こ 公立豊岡病院紀要　第18号　2007 498.16 公立豊岡病院

0000108799 こ 厚生省20年史 厚生省 498.1 厚生省

0000108768 こ 厚生省50年史 厚生省 498.1 厚生省

0000005715 こ 厚生白書　平成9年版 厚生省∥編 498.1 厚生問題研究会

0000088107 こ 厚生労働科学研究  平成14年度 鴨下  重 厚生労働科

0000130608 こ
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業　中條一西村症候群の疾患
概念

金澤伸雄 498.16 厚生労働科学研究費補助金
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0000130615 こ
厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業　中條一西村症候群の疾患
概念

金澤伸雄 498.16 厚生労働科学研究費補助金

0000126489 こ 厚生労働科学研究補助金　平成14年度 岡谷恵子 492.9 厚生労働科学研究補助金

0000126809 こ 厚生労働科学研究補助金　平成14年度 岡谷恵子 492.9 厚生労働科学研究補助金

0000125321 こ 厚生労働省 「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」報告書 492.9 日本看護協会出版会

0000085984 こ 厚生労働省委託事業 血液凝固異常症全国調査 平成14年度 山田兼雄 498.16 財団法人 ｴｲｽﾞ予防財団

9500116211 こ 厚生労働省研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 498.16 研究代表者 石ｹ坪 良明

0000133685 こ 厚生労働省研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 498.16 研究代表者 石ｹ坪 良明

0000064224 こ 口腔衛生活動ﾏﾆｭｱﾙ ｶﾗｰｱﾄﾗｽ 小西浩二∥〔ほか〕編集 497.9 医歯薬出版

0000064262 こ 口腔外科・病理診断ｱﾄﾗｽ 下野正基∥〔ほか〕編集 497.3 医歯薬出版

0000064613 こ 口腔癌［診断と治療］ 497.3 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000055826 こ 口腔癌と前癌病変 Jens J.Pindborg 497.3 医歯薬出版

0000143561 こ 口腔癌取り扱い規約　2010年1月　第1版 日本口腔腫瘍学会 469.5 金原出版株式会社

0000120852 こ 口腔癌取扱い規約 日本口腔腫瘍学会∥編 495.43 金原出版

0000122696 こ 口腔癌取扱い規約　2010年1月　第1版 日本口腔腫瘍学会∥編 495.43 金原出版

0000064606 こ 口腔症状と全身疾患 成田令博 497 医歯薬出版株式会社

0000064446 こ 口腔病変診断ｱﾄﾗｽ 伊藤秀夫∥〔ほか〕著 497.3 医歯薬出版

0000087186 こ 喉龍会 福井医科大学 耳鼻咽喉科 同門会

0000067683 こ 広辞苑 新村 出∥編 813.1 岩波書店

0000141833 こ 抗悪性腫瘍剤の院内取扱い指針 抗がん薬調製ﾏﾆｭｱﾙ 第3版 遠藤 一司 499.05 じほう

0000111751 こ 抗癌剤の選び方使い方 古江　尚 493 医学書院

0000099905 こ 抗菌薬ｼﾘｰｽﾞDr岩田の感染症ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄ 第1巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000099943 こ 抗菌薬ｼﾘｰｽﾞDr岩田の感染症ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄ 第2巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000140843 こ 抗菌薬の考え方、使い方 岩田 健太郎 492.911 中外医学社

0000130561 こ 抗菌薬感受性検査のために標準法　第22版 M100-S22 Windows版 494.9 日本臨床微生物学会

0000143370 こ 甲状腺癌 坂本穆彦 496.5 文光堂

0000006071 こ 甲状腺癌取扱い規約 甲状腺外科検討会∥編 493.49 金原出版

0000112536 こ 甲状腺癌取扱い規約 甲状腺外科研究会∥編 493.46 金原出版

0000143981 こ 甲状腺癌取扱い規約　第7版 甲状腺外科学会∥編 493.49 金原出版

0000143998 こ 甲状腺癌取扱い規約　第7版 甲状腺外科学会∥編 493.49 金原出版

0000143288 こ 甲状腺結節取り扱い診療　ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　2013 日本甲状腺学会 496.5 南江堂

0000044134 こ 行動科学の視点から 研究とその計画 492.9 日本看護協会出版会

0000101295 こ 行動変化をうながす糖尿病ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ 101のｺﾂ 493.12 医歯薬出版株式会社

0000046466 こ 行動療法と心身症 赤木  稔∥著 493.72 医歯薬出版

0000125208 こ 講義から実習へ 外来病棟における術前看護 491.1 医歯薬出版

0000125185 こ 講義から実習へ 脳神経外科疾患で手術を受ける患者の看護 491.1 照林社

0000118491 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ1 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 内山喜久雄 140 日本文化科学社

0000118507 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ2 行動療法 内山喜久雄 140 日本文化科学社

0000118545 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ3 自立訓練法 佐々木雄二 140 日本文化科学社

0000118514 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ6 ﾌﾟﾚｲ ｾﾗﾋﾟｰ 高野清純 140 日本文化科学社

0000118552 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ7 ｱｰﾄｾﾗﾋﾟｰ 内山喜久雄 140 日本文化科学社

0000118521 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ8 交流分析 杉田峰康 140 日本文化科学社

0000118538 こ 講座ｻｲｺｾﾗﾋﾟｰ9 ﾛｰﾙ ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 台　利夫 140 日本文化科学社
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0000064163 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ 10 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064071 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ1 竹花庄治 497.5 医歯薬出版

0000064170 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ11 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064187 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ12 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064088 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ2 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064095 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ3 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064118 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ4 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064101 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ5 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064125 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ6 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064132 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ7 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064149 こ 講座歯科技工ｱﾄﾗｽ8 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064156 こ 講座歯科技工講座歯科技工ｱﾄﾗｽ9 竹花庄治∥〔ほか〕編集 497.5 医歯薬出版

0000064453 こ 講談社顎口腔外科診断治療大系 内田安信∥〔ほか〕編集 497.3 講談社

0000149099 こ 高エネルギー電子線の線量評価の実際　実務的諸問題を中心に

0000087179 こ 高ｴﾈﾙｷﾞ-医学研究ｾﾝﾀ- 福井医科大学

0000111287 こ 高血圧治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2004
日本高血圧学会 高血圧治
療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 作成委員会

498.3 日本高血圧学会

0000086097 こ 高次神経機能障害の臨床はここまで変わった 宇野　彰 494.72 医学書院

0000138451 こ 高知医療ｾﾝﾀｰ年報　平成23年度 498.16 高知医療ｾﾝﾀｰ年報

0000141918 こ 高知医療ｾﾝﾀｰ年報　平成24年度 498.16 高知医療ｾﾝﾀｰ年報

0000141925 こ 高知医療ｾﾝﾀｰ年報　平成25年度 498.16 高知医療ｾﾝﾀｰ年報

9500119816 こ 高知赤十字病院 年報　平成23年度 498.16 高知赤十字病

0000137997 こ 高知赤十字病院 年報　平成24年度 498.16 高知赤十字病

0000142137 こ 高知赤十字病院 年報　平成25年度 498.16 高知赤十字病院

0000137386 こ 高知赤十字病院医学雑誌 2013 Vol.18 No.1 小児神経症の3例 498.16 高知赤十字病院

0000142021 こ 高知赤十字病院医学雑誌 2014 Vol.19 No.1 転座型腎細胞癌 up to date 498.16 高知赤十字病院

0000147194 こ 高知赤十字病院医学雑誌 2015 Vol.20 No.1 498.16 高知赤十字病院

0000064231 こ 高齢者の義歯補綴 患者の心理とﾃｸﾆｶﾙﾎﾟｲﾝﾄ 榎本貞司 編著 497.5 永末書店

9500117102 こ 高齢者の視覚障害とそのｹｱ 367.9 長寿科学振興財団

9500117119 こ 高齢者の視覚障害とそのｹｱ 367.9 長寿科学振興財団

0000128360 こ 高齢者の特別用語老人ﾎｰﾑへの適応 492.9 福井医科大学医学部

0000067669 こ 高齢者介護用語・手続事典 高齢者介護研究会 編 369 新日本法規出版

0000064316 こ 高齢者歯科医療ﾏﾆｭｱﾙ 497 永末書店

0000048101 こ 高齢者保健福祉事典 369 第一法規出版

9500111667 こ 高齢難聴者のｹｱ 492.92 長寿科学振興財団

0000069267 こ 告知 901.5 ｺ ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ

0000046589 こ 国際ﾅ-ｽの英語・英会話ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ   昭和63年 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000088626 こ 国際疾病分類 腫瘍学 第2版 493.08 厚生労働省官房統計情報部編

0000082549 こ 国際疾病分類 腫瘍学 第3版 493.08 厚生労働省官房統計情報部編

0000001434 こ 国民年金法・厚生年金保険法等改正速報 498.16 新日本法規

9500118352 こ 国立がん研究ｾﾝﾀｰ年報 2011 平成23年度 498.16 国立がん研究ｾﾝﾀｰ

0000135641 こ 国立がん研究ｾﾝﾀｰ年報 2012 平成24年度 498.16 国立がん研究ｾﾝﾀｰ

0000059633 こ 国立金沢病院 臨床研究部年報  1998 498.16 国立金沢病院
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0000111300 こ 骨粗鬆症の予防と治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2006年度版 折茂　肇∥著 498.3 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ出版

0000112529 こ 骨軟部腫瘍 日本病理学会∥編 493.46 金原出版

0000139410 こ 今日の治療指針　私はこう治療している　2014 山口　徹 492 医学書院

0000140928 こ 今日の治療指針　私はこう治療している　2015 山口　徹 492 医学書院

0000146265 こ 今日の治療指針　私はこう治療している　2016 492 医学書院

0000138468 こ 今日の治療薬 2014　解説と便覧 浦部 晶夫 492 南江堂

0000138475 こ 今日の治療薬 2014　解説と便覧 浦部 晶夫 492 南江堂

0000138482 こ 今日の治療薬 2014　解説と便覧 浦部 晶夫 492 南江堂

0000138499 こ 今日の治療薬 2014　解説と便覧 浦部 晶夫 492 南江堂

0000138505 こ 今日の治療薬 2014　解説と便覧 浦部 晶夫 492 南江堂

0000143035 こ 今日の治療薬 2015　解説と便覧 浦部 晶夫 492 南江堂

0000118903 こ 根拠から学ぶ基礎看護技術 江口正信 492.9 医学芸術社

0000118859 こ 根拠がわかる医療禁忌ｾﾙﾌﾁｪｯｸ 富野康日己 492.9 南江堂

0000118880 こ 根拠がわかる症状別看護課程 関口恵子 492.9 南江堂

0000042147 こ 子どものいま 児童・思春期精神病棟の看護
鈴木敦子∥編著 森田秀子
∥編著

492.9393 看護の科学社

0000044141 こ 子どものからだは蝕まれている 正木健雄∥編 493.9 柏樹社

0000043366 こ 子どものしっと心 親と教師はこれをどう導いたらよいか
ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾁﾏﾝ∥著 辰見敏夫
∥訳

371.45 法政大学出版局

0000120227 こ 子どもの看護技術 野中淳子 498 へるす出版

0000043830 こ 子どもの食生活処方箋 母親に知ってほしい成人病予防の食事と生活 大国真彦∥編 498.5 南江堂

0000044011 こ 子どもの精神療法 乳幼児から青年期まで 小倉  清∥編著 493.937 岩崎学術出版社

0000140812 こ 子どもの病気 栄養管理･栄養指導ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 伊藤 喜也 498.58 化学同人

0000109000 こ 小松島赤十字看護専門学校 閉校記念誌 小松島赤十字看護専門学校 498.1 山田赤十字看護専門学校

0000059657 こ 小松島赤十字病院医学雑誌  1999 第4巻 第1号 498.16 小松島赤十字病院

0000088503 こ 小西淳二教授業績集

0000087100 こ 小倉記念病院紀要 小倉記念病院

9500117911 こ
小倉記念病院紀要 平成19年12月 第40巻 第1号 当院での大腿骨転子部骨折に対
する小切

498.16 小倉記念病院

9500117959 こ
小倉記念病院紀要 平成20年12月 第41巻 第1号 進行肝癌に対して拡大外科治療
の適応は

498.16 小倉記念病院

9500118598 こ
小倉記念病院紀要 平成23年12月 第44巻 第1号 薬剤溶出性冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置症
例における

498.16 小倉記念病院

9500115924 こ
小倉記念病院紀要 平成24年12月 第45巻 第1号 ﾚｾﾌﾟﾄ情報2次利用としての原価
計算

498.16 小倉記念病院

0000086776 こ 小林健一教授追悼集 金沢大学医学部第一内科同窓会

0000042994 こ 小六英介の患者にとどく話しことば 小六英介∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000047012 こ 小六英介の患者にとどく話しことば 小六英介∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000043090 こ 心のくすり箱 徳永 進∥著 490.4 岩波書店

0000145572 こ 心をつかむ医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 岸　英光　藤田菜穂子 492.9 同文館出版

0000069434 こ 心を病む人の看護 坂田三允∥編集 492.937 中央法規出版

0000046657 こ 神戸市立中央市民病院 看護部管理運営ｼｽﾃﾑ  Ⅰ看護管理 高橋令子 編 492.9 日本総研出版

0000034463 こ 神戸市立中央市民病院 看護部管理運営ｼｽﾃﾑ  Ⅱ業務手順 高橋令子 編 492.9 日本総研出版

0000047876 こ 神戸市立中央市民病院 看護部管理運営ｼｽﾃﾑ  Ⅲ看護手順 高橋令子 編 492.9 日本総研出版

0000047708 こ 神戸市立中央市民病院 看護部管理運営ｼｽﾃﾑ  Ⅳ-1 看護基準 高橋令子 編 492.9 日本総研出版

0000046664 こ 神戸市立中央市民病院 看護部管理運営ｼｽﾃﾑ  Ⅳ-3 看護基準 高橋令子 編 492.9 日本総研出版

0000046671 こ 神戸市立中央市民病院 看護部管理運営ｼｽﾃﾑ  Ⅳ-4 看護基準 高橋令子 編 492.9 日本総研出版

0000086868 こ 神戸赤十字病院史 神戸赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000102223 さ 30周年記念誌 498.16 愛知県看護協会

9500117799 さ The eyes 堀内二彦 496.2 創英社/三省堂

0000069304 さ 看護研究計画書  作成の基本ｽﾃｯﾌﾟ 492.9 ｶ 日本看護協会

0000127493 さ
再就職を支援する「潜在看護師研修の手引き｣と中途採用者定着促進の取り組み
事例

日本赤十字社事業局看護部 492.9 日本赤十字社

0000125062 さ 最新 全科 ﾄﾞﾚｰﾝ 管理 ﾏﾆｭｱﾙ 492.9 照林社

0000100571 さ 最新・悪性ﾘﾝﾊﾟ腫ｱﾄﾗｽ 菊池昌弘 494.627 文光堂

9500111155 さ 最新･悪性ﾘﾝﾊﾟ腫ｱﾄﾗｽ 菊池昌弘∥〔ほか〕編 494.8 文光堂

0000095167 さ 最新ｱｯﾍﾟ ﾍﾓ ﾍﾙﾆｱ下肢ﾊﾞﾘｯｸｽの手術　改定第2版 494.2 金原出版株式会社

0000003629 さ 最新医学大辞典 後藤   稠∥〔ほか〕編 490.33 医歯薬出版

0000067492 さ 最新医学略語辞典 橋本信也∥〔ほか〕編集 490.33 中央法規出版

0000006149 さ 最新介護福祉全書1  社会福祉概論 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006224 さ 最新介護福祉全書10  家政学概論 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006231 さ 最新介護福祉全書11  栄養・調理 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006255 さ 最新介護福祉全書13  精神保健 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006262 さ 最新介護福祉全書14  介護概論 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006279 さ 最新介護福祉全書15  介護技術 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006286 さ 最新介護福祉全書16  障害形態別介護技術 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006293 さ 最新介護福祉全書17  最新介護福祉全書 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006156 さ 最新介護福祉全書2  老人福祉論 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006163 さ 最新介護福祉全書3  障害者福祉論 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006187 さ 最新介護福祉全書5  社会福祉援助技術 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006200 さ 最新介護福祉全書8  老人の心理と援助 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006217 さ 最新介護福祉全書9  障害者の心理と援助 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000040082 さ 最新基本看護手順
聖路加国際病院看護手順委
員会∥編著

492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000046527 さ 最新救急処置教本 鈴木又七朗 492.29 医学書院

9500110783 さ 最新検査･画像診断事典　2008年版 宮澤幸久 494.9 医学通信社

9500116891 さ 最新検査･画像診断事典　2012-13年版 宮澤幸久 494.9 医学通信社

9500116907 さ 最新検査･画像診断事典　2012-13年版 宮澤幸久 494.9 医学通信社

0000138550 さ 最新検査･画像診断事典　2014-13年版 宮澤幸久 494.9 医学通信社

0000146524 さ 最新検査･画像診断事典　2016-17年版 宮澤幸久 494.9 医学通信社

0000146548 さ 最新検査･画像診断事典　2016-17年版 宮澤幸久 494.9 医学通信社

0000039796 さ 最新内科学大系 特別巻1  正常値・正常画像編 内科臨床ﾘﾌｧﾚﾝｽﾌﾞｯｸ 井村裕夫∥〔ほか〕監修 493.08 中山書店

0000039697 さ 最新内科学大系 特別巻2  疾患編 今井浩三∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039680 さ 最新内科学大系 特別巻3  疾患編 今井浩三∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039772 さ 最新内科学大系10  代謝疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039789 さ 最新内科学大系11  代謝疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039895 さ 最新内科学大系22  免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039901 さ 最新内科学大系23  免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039925 さ 最新内科学大系24  免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039918 さ 最新内科学大系25  免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039864 さ 最新内科学大系26  感染症 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

さ　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000039888 さ 最新内科学大系27  感染症 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039871 さ 最新内科学大系28  感染症 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049313 さ 最新内科学大系29  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049320 さ 最新内科学大系30  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049337 さ 最新内科学大系31  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049344 さ 最新内科学大系32  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049368 さ 最新内科学大系36  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049375 さ 最新内科学大系37  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049382 さ 最新内科学大系38  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049399 さ 最新内科学大系39  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049450 さ 最新内科学大系40  消化管疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049443 さ 最新内科学大系42  消化管疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049436 さ 最新内科学大系43  消化管疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049412 さ 最新内科学大系44  消化管疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049429 さ 最新内科学大系45  消化管疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049405 さ 最新内科学大系46  消化管疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049467 さ 最新内科学大系47  肝・胆道疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049474 さ 最新内科学大系48  肝・胆道疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049481 さ 最新内科学大系49  肝・胆道疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049498 さ 最新内科学大系50  肝・胆道疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049504 さ 最新内科学大系51  肝・胆道疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049511 さ 最新内科学大系52  肝・胆道疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049528 さ 最新内科学大系53  膵疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049535 さ 最新内科学大系54  膵疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049634 さ 最新内科学大系55  腎・泌尿器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049627 さ 最新内科学大系56  腎・泌尿器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049610 さ 最新内科学大系57  腎・泌尿器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049603 さ 最新内科学大系58  腎・泌尿器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049597 さ 最新内科学大系59  腎・泌尿器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000058230 さ 最新内科学大系6  代謝疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049726 さ 最新内科学大系65  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049719 さ 最新内科学大系66  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000052412 さ 最新内科学大系68  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049702 さ 最新内科学大系69  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039741 さ 最新内科学大系7  代謝疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049689 さ 最新内科学大系70  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049672 さ 最新内科学大系71  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049696 さ 最新内科学大系72  神経・筋疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049665 さ 最新内科学大系73  骨・関節疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000069533 さ 最新内科学大系74  骨・関節疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049658 さ 最新内科学大系75  環境性疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049641 さ 最新内科学大系76  環境性疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000049757 さ 最新内科学大系77  関連領域疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049733 さ 最新内科学大系78  関連領域疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049764 さ 最新内科学大系79  関連領域疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039758 さ 最新内科学大系8  代謝疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049740 さ 最新内科学大系80  関連領域疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039765 さ 最新内科学大系9  代謝疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039659 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ10  腎・泌尿器疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039666 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ11  呼吸器疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039673 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ12  神経・筋疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039581 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ3  血液・造血器疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039598 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ4  免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039604 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ5  感染症 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039611 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ6  循環器疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039628 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ7  循環器疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039635 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ8  消化管疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039642 さ 最新内科学大系ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ9  肝・胆・膵疾患 金沢一郎∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000039543 さ 最新内科学大系別巻 総索引 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000088787 さ 最新皮膚科学大系1  皮膚科診断学 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088947 さ 最新皮膚科学大系10  異物沈着症状 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088886 さ 最新皮膚科学大系11  悪性黒色腫 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088909 さ 最新皮膚科学大系12  上皮性腫瘍 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088893 さ 最新皮膚科学大系13  神経系腫瘍間葉系腫瘍 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088923 さ 最新皮膚科学大系14  細菌真菌性疾患 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088916 さ 最新皮膚科学大系15  ｳｲﾙｽ性疾患性感染症 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088855 さ 最新皮膚科学大系16  動物性皮膚症 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088879 さ 最新皮膚科学大系17  附属器口腔粘膜の疾患 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088862 さ 最新皮膚科学大系18  全身疾患と皮膚病変 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088794 さ 最新皮膚科学大系2  皮膚科治療学皮膚科救急 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088800 さ 最新皮膚科学大系3  湿疹 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088817 さ 最新皮膚科学大系4  脈管系の疾患 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088848 さ 最新皮膚科学大系6  水疱症 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088831 さ 最新皮膚科学大系7  角化異常性疾患 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088824 さ 最新皮膚科学大系8  色素異常症 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000088930 さ 最新皮膚科学大系9  非感染症肉芽腫 玉置邦彦 494.8 中山書店

0000041881 さ 最新保健学講座1  人間・環境系の科学 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041959 さ 最新保健学講座10  母子保健論 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041898 さ 最新保健学講座2  保健統計 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041904 さ 最新保健学講座3  疫学 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041874 さ 最新保健学講座4  保健行政 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041911 さ 最新保健学講座5  保健管理論 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041928 さ 最新保健学講座6  社会保障と社会福祉 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041942 さ 最新保健学講座8  公衆衛生看護論 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000041867 さ 最新保健学講座9  成人保健論 498.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041751 さ 災害外傷患者看護の実際 機械・器具の使用法と看護手順のすべて
札幌医科大学災害外傷部看
護室∥編集

492.943 へるす出版

0000052740 さ 災害看護 太田宗夫∥編著 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000124942 さ 在宅ｹｱの'ｷﾎﾝ'100 訪問看護認定看護師 492.9 日本看護協会出版会

0000128476 さ 在宅介護普及のための介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ育成事業報告書 492.9 日本赤十字社

0000118682 さ 在宅看護論 川村佐和子 492.9 日本看護協会出版会

0000118729 さ 在宅看護論Ⅱ 渡辺裕子 492.9 日本看護協会出版会

0000140294 さ 在宅診療報酬Q&A 2014-15年版 栗林 令子 498.163 医学通信社

0000046435 さ 在宅病老人のｹｱ 坂本 弘 編 492.993 日本総研出版

0000082532 さ 財政事情  第110回     福井県 福井県

0000110761 さ 財政事情 第113回 498.16 福井県

0000099264 さ 財政事情 第115回 498.16 福井県

0000136778 さ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2001 Vol.4 研究成果報告 498.16
財団法人  若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝ
ﾀｰ

9500118987 さ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2009 Vol.12 加速器施設と科学機器設備 498.16
財団法人  若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝ
ﾀｰ

9500118628 さ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2010 Vol.13 加速器施設と科学機器設備 498.16
財団法人  若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝ
ﾀｰ

9500118833 さ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2011 Vol.14 加速器施設と科学機器設備 498.16
財団法人  若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝ
ﾀｰ

0000140461 さ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2013 Vol.16 高ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｰﾑ利用研究 498.16 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ

0000148030 さ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2015 Vol.18 498.16 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ

0000113427 さ 財団法人設立50周年記念特集号  同方會會報 494.93 日本赤十字社看護師同方会

0000039062 さ 産科・婦人科臨床ﾏﾆｭｱﾙ 山本稔彦∥著 495 金原出版

0000045322 さ 産科の精神保健 母児安全管理をめざして
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･L･ｺｰｴﾝ∥編著 高橋
三郎∥訳

495.5 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000038232 さ 産科学提要 東條伸平 495.5 金原出版

0000042352 さ 産業看護 問題解決事例演習 北尾誠英∥編著 498.8 日本看護協会出版会

0000048941 さ 産婦人科Ｘ線診断図鑑 鈴木雅洲 492.43 金原出版株式会社

0000044974 さ 産婦人科ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 堀口
文∥〔ほか〕訳

492.955 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000065146 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ1  妊婦管理のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065054 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ10  新生児管理のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065030 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ11  外来処置のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065047 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ12  不妊症診断のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065290 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ13  計画分娩のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065306 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ14  小児婦人科のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065283 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ16  未熟（児）網膜症のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065276 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ17  妊娠合併症(2) 内分泌生理と内分泌疾患のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065269 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ18  妊娠合併症(3 )心疾患のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065252 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ19  妊娠指導のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065139 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ2  ﾎﾙﾓﾝ療法のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065245 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ20  胞状奇胎のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065238 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ21  流産のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000143882 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ22  半陰陽のすべて 鈴木 雅洲 他編 495 南江堂

0000065221 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ23  妊産婦栄養管理のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065214 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ24  産婦人科感染症のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065207 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ25  産褥管理のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000065191 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ26  分娩進行の見方 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065184 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ27  骨盤位分娩 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065177 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ29  〈ｶﾗｰｱﾄﾗｽ〉膣拡大鏡診 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065122 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ3  妊娠合併症(1)  出血と血液疾患のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065160 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ31  臨床細胞診 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065153 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ32  婦人科癌の化学療法 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065375 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ33  妊婦の管理 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065382 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ34  産婦人科医のための東洋医学 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065313 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ35  性医学 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065320 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ36  産婦人科CT診断法 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065337 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ37  中高年婦人の産婦人科 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065344 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ38  ﾎﾙﾓﾝ測定値の読み方 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065368 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ39  多胎妊娠 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065115 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ4  婦人科がん検診のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065351 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ40  ﾊｲﾘｽｸ胎児・新生児の管理 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065405 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ41 産科画像診断 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065412 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ42 婦人科画像診断 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065429 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ43 産婦人科とｳｲﾙｽ感染症 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065399 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ44  〈ｶﾗｰｱﾄﾗｽ〉腹腔鏡－Colposcopy－ 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065108 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ5  受胎調節のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065092 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ6  産婦人科麻酔のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065085 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ7  児頭・骨盤不均衡のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065078 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ8  婦人心身症のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000065061 さ 産婦人科ｼﾘｰｽﾞ9  救急処置のすべて 鈴木雅洲 他編 495 南江堂

0000119528 さ 産婦人科と遺伝 坂元正一 495.5 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048842 さ 産婦人科学書1  生殖医学 495 金原出版

0000119511 さ 産婦人科学書2　周産期医学 杉山陽一 495.5 金原出版

0000039079 さ 産婦人科学書3  婦人科腫瘍学 495 金原出版

9500114019 さ 産婦人科研修ﾉｰﾄ 三橋直樹 492 診断と治療社

0000119535 さ 産婦人科診療上の問題点 五十嵐正雄 495.5 診断と治療社

0000038195 さ 産婦人科超音波診断 友田 豊 編著 492.14 新日本法規

0000049580 さ 新内科学大系 60  呼吸器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049573 さ 新内科学大系 61  呼吸器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049566 さ 新内科学大系 62  呼吸器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049559 さ 新内科学大系 63  呼吸器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049542 さ 新内科学大系 64  呼吸器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049351 さ 新内科学大系35  循環器疾患 井村裕夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000004862 し 「死ぬ瞬間」の誕生 ｷｭｰﾌﾞﾗｰ･ﾛｽの50年 ﾃﾙｸ･ｷﾞﾙ  貴島操子 933 読売新聞社

0000046985 し 「死の医学」への序章 柳田邦男∥著 490.15 新潮社

0000034319 し ＜叢書＞死への準備教育 第1巻  死を教える ｱﾙﾌｫﾝｽ･ﾃﾞｰｹﾝ 492.918 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000041591 し 10代の妊娠と中絶 国際比較 石浜淳美∥著 498.2 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000042826 し CAPDｹｱﾏﾆｭｱﾙ
小中節子∥編著 関西CAPD
看護研究会∥編著

492.9493 ﾒﾃﾞｨｶ出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000004855 し CAPDの臨床 太田和夫∥共編 494.93 南江堂

0000034111 し CAPD入門 太田和夫∥編集 494.93 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000042208 し ＣＣＵと看護 五十嵐正男∥〔ほか〕著 492.9323 医学書院

0000087315 し CIO 今CIOは何をなすべきか SPOｼﾞｬﾊﾟﾝ

9500117393 し CKD診療ｶﾞｲﾄﾞ 2012 日本腎臓学会編 490.6 東京医学社

0000129060 し GIST診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2010年11月改訂 第2版補訂版
一般社団法人日本癌治療学
会

493.11 金原出版

0000136347 し JAPIC医療用医薬品集 2010 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136349 し JAPIC医療用医薬品集 2010 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136348 し JAPIC医療用医薬品集 2010 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136350 し JAPIC医療用医薬品集 2011 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136351 し JAPIC医療用医薬品集 2011 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136352 し JAPIC医療用医薬品集 2012 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136353 し JAPIC医療用医薬品集 2012 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136354 し JAPIC医療用医薬品集 2012 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136355 し JAPIC医療用医薬品集 2013 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136356 し JAPIC医療用医薬品集 2013 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136357 し JAPIC医療用医薬品集 2013 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136358 し JAPIC医療用医薬品集 2014 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000136359 し JAPIC医療用医薬品集 2014 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000139625 し JAPIC医療用医薬品集 2015 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000139618 し JAPIC医療用医薬品集 2015 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000143165 し JAPIC医療用医薬品集 2016 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000143158 し JAPIC医療用医薬品集 2016 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000004701 し JATAﾌﾞｯｸ No.2 結核症の治療 青木正和 493.89 結核予防会

0000069298 し JJNﾌﾞｯｸｽ  症状の起こるﾒｶﾆｽﾞﾑ 490.3 ｼ 医学書院

0000048132 し Ｊｏｕｒｎａｌ Ｃｉｔａｔｉｏｎ Ｒｅｐｏｒｔｓ  1999年度版
株式会社 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社編
集

499.0 協和発酵工業株式会社

0000140850 し ｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄの内科外来ﾏﾆｭｱﾙ 金城 光代 493 医学書院

0000046459 し ｼｽﾃﾑ思考による看護の管理行動
北尾誠英∥編 看護管理事
例研究会∥著

492.9 医学書院

0000045346 し ｼｽﾃﾑ思考による看護の管理行動
北尾誠英∥編 看護管理事
例研究会∥著

492.9 医学書院

0000130745 し ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ医学教育入門 日本医学教育学会教材開発 492.911 篠原出版新社

0000130707 し ｼﾐｭﾚｰﾀを活用した看護技術指導 大滝純司 492.911 日本看護協会出版会

0000118392 し ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ条約論文集 492.901 日本赤十字社

9500118314 し
しょうけん 浜松労災病院学術年報 2006 介護福祉士の腰痛予防に対するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

498.16 浜松労災病院

9500118536 し
しょうけん 浜松労災病院学術年報 2007 Path Sightによる術中迅速組織検査の実
際

498.16 浜松労災病院

9500117898 し しょうけん 浜松労災病院学術年報 2008 糖尿病教育入院患者の心理状態調査 498.16 浜松労災病院

9500118659 し しょうけん 浜松労災病院学術年報 2010 母の日乳がん検診の取組み 498.16 浜松労災病院

9500115948 し
しょうけん 浜松労災病院学術年報 2011 PAMS導入による抗菌薬による抗菌薬適
正使用に

498.16 浜松労災病院

0000041775 し ｼｮｯｸ患者看護の実際 492.9439 へるす出版

0000041850 し ｼｮｯｸ患者看護の実際 492.9439 へるす出版

0000111560 し ｼｮｯｸ最新の知見と治療 豊岡秀訓 493 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000034043 し ｼﾘｰｽﾞ 看護の原点  人間科学としての看護学序説 看護への現象学的ｱﾌﾟﾛｰﾁ 高橋照子 492.901 医学書院

0000043250 し ｼﾘｰｽﾞ現代の病1  学校の病 河野友信∥〔ほか〕編集 492.08 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000046114 し ｼﾘｰｽﾞ現代の病2  家族の病 河野友信∥〔ほか〕編集 492.08 医学書院

0000043243 し ｼﾘｰｽﾞ現代の病3  都市の病 河野友信∥〔ほか〕編集 492.08 医学書院

0000063180 し 育児学  28 新小児医学大系 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000045537 し 共通技術編 実践的看護ﾏﾆｭｱﾙ 川島みどり∥編著 492.9 看護の科学社

0000140089 し 国立がん研究ｾﾝﾀｰ年報 2013 平成25年度 492.9 国立がん研究ｾﾝﾀｰ

0000050487 し 最新内科学大系30A  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050494 し 最新内科学大系30B  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050500 し 最新内科学大系31A  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050517 し 最新内科学大系31B  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000002097 し 仕事の進め方と対人関係 317.3 帝国地方行政学会

0000045421 し 姿勢と動作 493.6 ﾒｼﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000048422 し
子宮位置異常・子宮腟部・子宮奇形・子宮部分切除・子宮腟上部切断・子宮全摘除
の手術

鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000048446 し
子宮外妊娠・卵管不妊症・優性手術・骨盤内膿瘍・卵巣腫瘍・内視鏡による手術・穿
刺法

鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000056779 し 子宮頚癌取扱い規約
日本産科婦人科学会∥〔ほ
か〕編

495.43 金原出版

0000006064 し 子宮頚癌取扱い規約
日本産科婦人科学会∥〔ほ
か〕編

495.43 金原出版

0000126311 し 子宮体がん治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 日本婦人科腫瘍学会 499.05 金原出版

0000112598 し 子宮体癌取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000130899 し 子宮体癌取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000130905 し 子宮体癌取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000130912 し 子宮体癌取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000130929 し 子宮体癌取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000120845 し 子宮内膜症取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

0000122672 し 子宮内膜症取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

0000112635 し 子宮頸部癌取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000068635 し 市立敦賀病院 業績集  （H9年1月－H10年12月） 498.16 市立敦賀病院

0000127349 し 師長主任業務実践 2011 2/1 No.332 新しいﾁｰﾑ医療の展開 492.907 産労総合研究所

0000046398 し 思想を織る 武谷三男∥著 420.4 朝日新聞社

0000045629 し 思想改造の心理 中国における洗脳の研究
ﾛﾊﾞｰﾄ･J･ﾘﾌﾄﾝ∥著 小野泰
博∥訳

145.4 誠信書房

0000128841 し 施設基準等の事務手引 平成10年10月版 島田慈彦 491.79 社会保険研究所

0000004992 し 死にゆく人と何を話すか
ﾛﾊﾞｰﾄ･ﾊﾞｯｸﾏﾝ∥著 上竹正
躬∥訳

490.15 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000005005 し 死に向かって生きる 末期癌患者のｹｱ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
Cicely Saunders∥〔著〕 武
田文和∥訳

494.5 医学書院

0000042796 し 死のｱｳｪｱﾈｽ理論と看護  死の認識と終末期ｹｱ Barney G.Glaser 492.9015 医学書院

0000005449 し 死の看護 Ｒｉｃｈａｒｄ Ｌａｍｅｒｔｏｎ 492.918 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000046510 し 死の中の笑み 徳永 進∥著 490.4 ゆみる出版

0000047616 し 視覚障害者のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ とくに中途障害者の日常生活のために 山田幸男∥編著 496 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000064002 し 歯科からみたAIDS 歯科医院での問題点
Gerdt Knolle∥編 清水正嗣
∥監訳

497 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

0000055956 し 歯科医学大事典
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版

0000064057 し 歯科医学大事典 1 あいえ・かんま
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版

0000064064 し 歯科医学大事典〔6〕  歯科用語総覧＝総索引
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版

0000064040 し 歯科医学大事典2  かんめ・さいち
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版

0000064033 し 歯科医学大事典3  さいは・せつへ
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版

0000064026 し 歯科医学大事典4  せはれ・はりも
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000064019 し 歯科医学大事典5  はると・わんひ
歯科医学大事典編集委員会
∥編集

497.033 医歯薬出版

0000064644 し 歯科医師臨床研修施設ｶﾞｲﾄﾞ（平成11年版） 498.14 歯科医療研修振興財団

0000064651 し 歯科医師臨床研修施設ｶﾞｲﾄﾞ（平成11年版） 498.14 歯科医療研修振興財団

0000055871 し 歯科矯正臨床ｼﾘｰｽﾞ1   反対咬合 497.6 医歯薬出版

0000055888 し 歯科矯正臨床ｼﾘｰｽﾞ2   上顎前突 497.6 医歯薬出版

0000055895 し 歯科矯正臨床ｼﾘｰｽﾞ3   開咬 497.6 医歯薬出版

0000136877 し 歯科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000136884 し 歯科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000145336 し 歯科診療報酬点数表 498.16 社会保険研究所

0000124782 し 歯科点数表の解釈 平成22年4月版 498.16 社会保険研究所

0000124799 し 歯科点数表の解釈 平成22年4月版 498.16 社会保険研究所

0000124805 し 歯科点数表の解釈 平成22年4月版 498.16 社会保険研究所

0000124812 し 歯科点数表の解釈 平成22年4月版 498.16 社会保険研究所

0000131957 し 歯科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000131964 し 歯科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000131995 し 歯科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000132008 し 歯科点数表の解釈 平成24年4月版 498.16 社会保険研究所

0000138796 し 歯科点数表の解釈 平成26年4月版 498.16 社会保険研究所

0000138802 し 歯科点数表の解釈 平成26年4月版 498.16 社会保険研究所

0000138819 し 歯科点数表の解釈 平成26年4月版 498.16 社会保険研究所

0000139021 し 歯科点数表の解釈 平成26年4月版 498.16 社会保険研究所

0000146777 し 歯科点数表の解釈 平成28年4月版 498.16 社会保険研究所

0000064491 し 歯科統計資料集　1991･1992年版
歯科統計資料集編集委員会
∥編集

497.059 口腔保健協会

0000064408 し 歯科隣接医学叢書Ⅰ 糖尿病と歯科治療 阿部正和 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064354 し 歯科隣接医学叢書Ⅱ 心身症と歯科治療 内田 安信 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000063999 し 歯科隣接医学叢書Ⅲ 感染症と歯科治療 池本秀雄 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064378 し 歯科隣接医学叢書Ⅳ 妊産婦と歯科治療 街風喜雄 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064392 し 歯科隣接医学叢書Ⅴ 高血圧と歯科治療 永野志郎 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064415 し 歯科隣接医学叢書Ⅵ 肝臓病と歯科治療 上野 幸久 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064422 し 歯科隣接医学叢書Ⅶ 腎臓病と歯科治療 大野丞二 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064439 し 歯科隣接医学叢書Ⅷ 心臓病と歯科治療 西條 敬 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064385 し 歯科隣接医学叢書Ⅸ 血液疾患と歯科治療 長村重之 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064361 し 歯科隣接医学叢書Ⅹ ｱﾚﾙｷﾞｰと歯科治療 渡辺勝之延 497.2 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000064590 し 歯学研究者名鑑 1992年版 498.14 口腔保健協会

0000055901 し 歯肉治療学 福地芳則 他編 497.2 医歯薬出版

0000087094 し 事業実績報告 ﾊｲ健康です 平成13年度 日本赤十字社熊本健康管理ｾﾝﾀ－

0000101653 し 事業実績報告書　平成17年度 498.16 日本赤十字社熊本健康管理ｾﾝﾀ－

0000139052 し 事業編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000139083 し 事業編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000142274 し 事業編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000142298 し 事業編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000046787 し 事例に学ぶ総合看護 その人のための看護 清水昭美 492.9 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000127165 し 事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門 佐藤栄子 492.9 日総研

0000087278 し 滋賀医科大学医学部 同窓会 会員名簿 平成14年度版 滋賀医科大学医学部

0000148580 し 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ　44巻　平成27年 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ

0000133739 し 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ年報 平成23年度 第40巻 498.16 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ

0000136495 し 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ年報 平成24年度 第41巻 498.16 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ

0000141789 し 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ年報 平成25年度 第42巻 498.16 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ

0000144155 し 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ年報 平成26年度 第43巻 498.16 滋賀県立成人病ｾﾝﾀｰ

0000143516 し 耳鼻咽喉・頭頸部　手術ｱﾄﾗｽ　下巻 小松崎　篤 496.5 医学書院

0000143493 し 耳鼻咽喉・頭頸部　手術ｱﾄﾗｽ　上巻 小松崎篤 496.5 医学書院

0000143523 し 耳鼻咽喉科　頭頸部外科　外来手術の基本ﾃｸﾆｯｸ 森山　寛 496.5 中山書店

0000143592 し 耳鼻咽喉科：頚椎部外科診療のコツと落とし穴　①耳疾患 神崎仁 496.5 中山書店

0000143639 し 耳鼻咽喉科：頚椎部外科診療のコツと落とし穴　②鼻・副鼻腔疾患 神崎　仁 496.5 中山書店

0000143356 し 耳鼻咽喉科・頭頸部外科　ｸﾘﾆｶﾙﾄﾚﾝﾄﾞ 野村恭也 496.5 中山書店

0000143349 し 耳鼻咽喉科・頭頸部外科　ｸﾘﾆｶﾙﾄﾚﾝﾄﾞ 野村恭也 496.5 中山書店

0000143332 し 耳鼻咽喉科・頭頸部外科　ｸﾘﾆｶﾙﾄﾚﾝﾄﾞ 野村恭也 496.5 中山書店

0000143363 し 耳鼻咽喉科・頭頸部外科　ｸﾘﾆｶﾙﾄﾚﾝﾄﾞ 野村恭也 496.5 中山書店

0000143400 し 耳鼻咽喉科・頭頸部外科　急患・急変対応ﾏﾆｭｱﾙ 496.5 医学書院

0000143448 し 耳鼻咽喉科・頭頸部外科診療のｺﾂと落とし穴　3喉頭・咽頭疾患 神埼　仁 496.5 中山書店

0000143486 し 耳鼻咽喉科学用語解説集 日本耳鼻咽喉科学会 496.5 Kinpodo

0000143615 し 耳鼻咽喉科学用語集 日本耳鼻咽喉科学会 496.5 Kinpodo

0000046961 し 自我同一性 ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨとﾗｲﾌ･ｻｲｸﾙ
ｴﾙｸ･H･ｴﾘｸｿﾝ∥著 小此木
啓吾∥訳編

141.93 誠信書房

0000042499 し 自己と対象世界 ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの起源とその展開
E･ｼﾞｪｲｺﾌﾞｿﾝ∥〔著〕 伊藤 洸
∥訳

141.93 岩崎学術出版社

0000046718 し 自己実現への道 交流分析（ＴＡ）の理論と応用
M･ｼﾞｪｲﾑｽ∥著 D･ｼﾞｮﾝｸﾞ
ｳｫｰﾄﾞ∥著 本明 寛∥〔ほ
か〕訳

146.1 社会思想社

0000046794 し 自己理解の心理学 ﾅｰｽとして燃えつきないために 若山隆良∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000111607 し 自治用語事事典 茨木　廣 493 ぎょうせい

0000044158 し 自主管理透析 長期血液透析者のために 万治忠福∥著 494.93 栄光出版社

0000099820 し 自信がつくDr中野のこどものみかた 下巻 493.9 ｹｱﾈｯﾄ

0000099950 し 自信がつくDr中野のこどものみかた 上巻 493.9 ｹｱﾈｯﾄ

0000142472 し 自信がもてる! せん妄診療はじめの一歩 小川 朝生 492.9 羊土社

0000087568 し 自然物の話声が聞こえる 豊田三郎∥著 913.6 中央公論社

0000004602 し 自閉症 その治療教育ｼｽﾃﾑ 小林重雄∥著 378 岩崎学術出版社

0000044004 し 自律訓練法と心身症 池見酉次郎∥監修著 493.72 医歯薬出版

0000045872 し 失語症の言語治療 笹沼澄子∥〔ほか〕著 493.73 医学書院

9500112589 し 疾患を絞り込む･見抜く!　身体所見からの臨床診断 宮城征四郎 492 羊土社

0000034456 し 疾患別看護過程の展開  成人編1 492.9 学研

0000045544 し 疾患別看護過程の展開  成人編2 492.9 学研

0000120906 し 疾病、障害および死因統計分類提要　ICD-10(2003年度版）準拠　第1巻
厚生労働省大臣官房統計情
報部

498 財団法人  厚生統計協会

0000147620 し
疾病、障害および死因統計分類提要　ICD-10(2013年度版）準拠　第1巻　（内容例
示表）

厚生労働省大臣官房統計情
報部

498 財団法人厚生統計協会

0000147576 し 疾病、障害および死因統計分類提要　ICD-10(2013年度版）準拠　第2巻　（総論）
厚生労働省大臣官房統計情
報部

498 財団法人厚生統計協会

0000147583 し 疾病、障害および死因統計分類提要　ICD-10(2013年度版）準拠　第3巻　（索引）
厚生労働省大臣官房統計情
報部

498 財団法人厚生統計協会

0000047906 し 実習評価の手引き 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000047357 し 実証申し送り廃止 兼安久惠∥共著 492.9 日総研出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000133258 し 実践 妊娠と薬  第2版
林　昌洋 島田 慈彦 次 食費
島田

491.79 じほう

0000133517 し 実践!治験事務局 すべきこととできること 井草千鶴 499.05 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾊﾟﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ

0000042567 し 実践のための理論モデル 看護計画のﾌﾟﾛｾｽ F.L.ﾊﾞﾜｰ 492.915 現代社

0000043007 し 実践看護管理 すすめ方と実際‐ﾎﾟｲﾝﾄ9 三宅史郎∥編集 492.9 日総研出版

0000047944 し 実践看護管理 すすめ方と実際‐ﾎﾟｲﾝﾄ9 三宅史郎∥編集 492.9 日総研出版

0000128735 し 実践対応ﾚｾﾌﾟﾄ総点検ﾏﾆｭｱﾙ 2011年4月現在の診療報酬に準拠 498.16 医学通信社

0000034593 し 実践的継続看護論 行動する継続看護 492.91 看護の科学社

0000065726 し 実践訪問口腔ｹｱ 上巻  わかるからできるまで 高江洲 義矩 監修 497.9 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

0000119542 し 実地婦人科手術 遠藤幸三 495.5 金原出版

0000088299 し 実務実習を終えて 北陸大学医学部 平成14年度 北陸大学医学部 北陸大学医学部

0000048866 し 写真でみる　分娩後２時間の母児ｹｱ 島田信宏∥著 495.7 南山堂

0000034425 し 写真でみる各科手術別 手術器械の準備 492.8 医学書院

0000005517 し 写真でみる看護技術 492.911 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000065023 し 写真でみる周産期の母児管理 初診から分娩まで 島田信宏∥著 495.5 南山堂

0000047425 し 写真でみる整形外科看護の実際  Ⅰ手術器械の準備 大塚哲也 492.92 医学書院

0000047630 し 写真でみる整形外科看護の実際  Ⅲ牽引法と装着 大塚哲也 492.92 医学書院

0000047456 し 写真でみる乳児健診の神経学的ﾁｪｯｸ法 前川喜平∥著 493.937 南山堂

0000034647 し 写真でみる泌尿器科看護の実際 492.92 医学書院

0000056427 し 写真でみる泌尿器科看護の実際 492.92 医学書院

0000125154 し 写真でわかる輸血の看護技術 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000120173 し 写真でわかる臨床看護技術 村上美好 492.926 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

0000129428 し 写真で学ぶ日本の癌手術 VOLUME.1 出月康夫 494.2 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

0000129435 し 写真で学ぶ日本の癌手術 VOLUME.2 出月康夫 494.2 ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ

0000124249 し 斜視ｶﾗｰｱﾄﾗｽ K.WWright 496.2 ｼｭﾌﾟﾘﾝｶﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

0000132169 し 斜視と眼球運動異常 丸尾敏夫 496.2 文光堂

0000043199 し 社会科学としての社会調査 島崎 稔∥著 361.9 東京大学出版会

0000137430 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000137447 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000137454 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000137461 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000122740 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000122757 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000122764 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000122771 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000126878 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000130332 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000130356 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000130363 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000133845 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000133883 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000137430 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000137447 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000137454 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

0000137461 し 社会保険診療報酬　薬価点数早見表 498.16 中和印刷

9500114972 し 社団法人 日本内科医学会認定医制度  研修ｶﾘｷｭﾗﾑ2011 492.926 認定医制度審議会

0000004114 し 手術の基本 その10 手術手技研究会 494.2 金原出版株式会社

0000004121 し 手術の基本 その8 手術手技研究会 494.2 金原出版株式会社

0000004138 し 手術の基本 その9 手術手技研究会 494.2 金原出版株式会社

0000048361 し 手術ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ･手術と人員･設備機材・体位・感染の防止法・妊婦に行う外科手術 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000052795 し 手術患者の呼吸管理ﾏﾆｭｱﾙ 看護に役立つ知識・用語をﾎﾟｲﾝﾄ解説 太城力良∥編集 494.22 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000146432 し 手術看護に見る匠の技 土蔵　愛子 491.7 東京医学社

0000005722 し 手術室におけるﾌｫｰｶｽﾁｬｰﾃｨﾝｸﾞの実際 川上千英子∥編著 492.942 日総研出版

0000047173 し 手術室の看護 周手術期看護のすべて
Linda K.Groah∥著 樋口道
雄∥監訳 栗原やま∥監訳

492.942 医歯薬出版

0000045964 し 手術室看護必携
天理よろず相談所病院看護
研究会

492.9163 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000038225 し 受精・着床 飯塚理八∥〔ほか〕編 495.48 学会誌刊行ｾﾝﾀ-

0000038263 し 受精・着床83 飯塚理八∥〔ほか〕編 495.48 学会誌刊行ｾﾝﾀ-

0000046695 し 需要と目標 充実した看護への道 492.9 日本看護協会出版部

0000043823 し 周産期・産婦人科の治療と看護技術 492.92 東京医学社

0000046039 し 周産期・産婦人科の治療と看護技術 492.92 東京医学社

0000048965 し 周産期医療の理論と実践 中田 健∥〔ほか〕編集 495.5 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000142618 し 周産期麻酔 奥富 俊之 494.24 克誠堂出版

0000004183 し 周術期感染の対策 炭山嘉伸∥責任編集 494.22 中山書店

0000147668 し 終末期がん患者の輸液療法に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　2013年版 日本緩和医療学会 491.7 金原出版

0000108751 し 週刊 朝日百科　 日本の歴史6 492.901 朝日新聞社

0000108744 し 週刊 朝日百科　 日本の歴史7 492.901 朝日新聞社

0000045445 し 集中治療ﾏﾆｭｱﾙ 奥秋  晟∥〔ほか〕編集 492 医学書院

0000110440 し 従軍看護婦記録写真集　ほづつのあとに ｱﾝﾘｰﾃﾞｭﾅﾝ教育研究所 498.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000118798 し 重油災害とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 492.901 三国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ本部事務局

0000141468 し 術中神経ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ ﾊﾞｲﾌﾞﾙ 川口昌彦〔ほか〕編集 493.7 羊土社

0000045902 し 循環器 福井次矢∥訳 493.2 医学書院

9500112756 し 循環器治療薬ﾌｧｲﾙ 村川裕二 493.2 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000134590 し 循環器疾患 ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ ﾏﾆｭｱﾙ 落合 滋之 493.08 学研

0000044950 し 循環系ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 村松
準∥監訳

493.2 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000133289 し 処方せんﾁｴｯｸ･ﾋﾔﾘﾊｯﾄ事例解析 第2集 澤田康文 499.05 じほう

0000056755 し 処方医薬品情報事典 社会薬学研究会 499.1 産業調査会

0000101424 し 初心者から研修医のための経食道心ｴｺｰ 野村　実 492.4 真興交易医学出版部

0000034470 し 初心者のためのPOSﾜｰｸﾌﾞｯｸ 山下  徹∥著 498.16 日総研出版

0000004916 し 助産学大系2 助産の基礎理論Ⅰ 495.9 日本看護協会出版会

0000045278 し 助産学大系3 助産の基礎理論Ⅱ 495.9 日本看護協会出版会

0000045285 し 助産学大系4 助産診断学 495.9 日本看護協会出版会

0000045193 し 助産学大系5 助産技術学 495.9 日本看護協会出版会

0000045292 し 助産学大系7 関連諸科学 495.9 日本看護協会出版会

0000043748 し 助産計画のとらえ方と実際 豊島豊子 492.923 医学書院

0000045995 し 助産計画のとらえ方と実際 豊島豊子 492.923 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000046480 し 助産婦業務要覧 小海正勝∥〔ほか〕編集 498.14 日本看護協会出版会

0000042437 し 助産婦業務要覧 青木康子∥〔ほか〕編集 498.14 日本看護協会出版会

0000047050 し 助産婦業務要覧 法令編 小海正勝∥〔ほか〕編集 498.14 日本看護協会出版会

0000005906 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点1
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000034210 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点1
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000042406 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点1
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000042369 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点2
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000042383 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点2
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000046145 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点2
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000004718 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点3
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000005760 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点3
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000042413 し 女性とｽﾄﾚｽ 看護の視点3
ﾀﾞｲｱﾝ K.ｹﾙﾋﾞｸ∥編 小玉香
津子∥〔ほか〕訳

493.49 日本看護協会出版会

0000110129 し 商品別　薬剤情報提供ﾏﾆｭｱﾙ 徳洲会病院薬剤部 499.05 じほう

0000086974 し 将来の看護をみつめて 大阪私立大学看護短期大学

0000046282 し 小公衆衛生学書 村上 宏 498 金芳堂

0000099974 し 小三Ｊ読影法でわかるDr佐藤の胸部写真の楽しみ方 下巻 493.9 ｹｱﾈｯﾄ

0000099936 し 小三Ｊ読影法でわかるDr佐藤の胸部写真の楽しみ方 上巻 493.9 ｹｱﾈｯﾄ

0000004510 し 小児ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 西島
栄治∥訳

492.939 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000044912 し 小児ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 西島
栄治∥訳

492.939 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000043984 し 小児のﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ･ｼﾘｰｽﾞ 小児の先天性代謝異常症 －ﾌｪﾆﾙｹﾄﾝ尿症を中 大浦敏明 編 493.9 医歯薬出版

0000046299 し 小児の対症看護 今村栄一 他 編 492.925 医学書院

9500112701 し 小児の薬の選び方・使い方 横田俊平 493.9 南山堂

0000064347 し 小児の咬合誘導 中田 稔 497.6 ﾃﾞﾝﾀﾙﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

0000066303 し 小児医学　小児のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 493.9 医学書院

0000042505 し 小児感染症診療の実際 493.938 東京医学社

0000118897 し 小児看護における技 筒井真優美 492.9 南江堂

0000045339 し 小児看護ﾏﾆｭｱﾙ ﾄﾛﾝﾄ小児病院看護計画
U.F.Matthews∥〔編〕 片田範
子∥〔ほか〕訳

492.939 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000004633 し 小児看護基準1  業務・書類・保育・処置・検査介助編
神奈川県立こども医療ｾﾝﾀｰ
看護基準委員

492.939 医学書院

0000143462 し 小児急性中耳炎診療ガイドライン　2013年版
日本耳学会　日本小児耳鼻
咽喉科学会　日本

496.5 金原出版株式会社

0000041720 し 小児救急の実際 三川  宏∥著者代表 492.939 へるす出版

0000041812 し 小児救急の実際 三川  宏∥著者代表 492.939 へるす出版

0000128421 し 小児救急医療における看護の現状と今後の課題 492.9 国立病院診療所共同基盤研究

0000046251 し 小児治療ﾏﾆｭｱﾙ John W.Graef,M.D 493.9 医学書院

0000105675 し 小児疾患の診断治療基準　第3版 493.9 東京医学社

0000005876 し 小児腫瘍組織分類図譜 第4篇  肝臓・胆嚢・膵臓腫瘍
日本病理学会小児腫瘍組織
分類委員会∥編集

493.94 金原出版

0000143325 し 小児滲出性中耳炎　診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　2015年版 日本耳科学会 496.5 金原出版株式会社

0000068512 し 小児胚細胞腫瘍群腫瘍  第5篇 小児腫瘍組織分類図譜 日本病理学会∥編 493.94 金原出版

0000089135 し 小腸・大腸の手術 石川義信 W0 現代外科手術学大系

0000064903 し 小泌尿器科学
楠 隆光∥著 園田孝夫∥改
訂

494.9 金原出版

0000003995 し 少子･高齢社会 看護問題検討会報告書 厚生省健康政策局看護課 492.929 第一法規

0000037327 し 消化管Ｘ線読影講座 6-1 癌・潰瘍以外の胃疾患
白壁彦夫∥編集 市川平三
郎∥編集

492.434 金原出版

0000037358 し 消化管X線読影講座 6‐2  十二指腸
白壁彦夫∥編集 市川平三
郎∥編集

492.434 金原出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000037365 し 消化管Ｘ線読影講座 9‐2 消化器疾患の血管造影診断
白壁彦夫∥編集 市川平三
郎∥編集

492.434 金原出版

0000037334 し 消化管Ｘ線読影講座1-1  胃間接Ｘ線写真読影
白壁彦夫∥編集 市川平三
郎∥編集

492.434 金原出版

0000037341 し 消化管Ｘ線読影講座3  胃潰瘍
白壁彦夫∥編集 市川平三
郎∥編集

492.434 金原出版

0000125666 し 消化管の病理と生検診断 中村恭一 493.4 医学書院

0000093811 し 消化管の病理学 藤盛孝博 491.1 医学書院

0000111317 し 消化管内視鏡診断ﾃｷｽﾄ 第2版 493.7 文光堂

0000148405 し 消化器外科学ﾚﾋﾞｭｰ　2007

0000148429 し 消化器外科学ﾚﾋﾞｭｰ　2008

0000148412 し 消化器外科学ﾚﾋﾞｭｰ　2009

0000052788 し 消化器外科手術の合併症とその対策 術前・術中・術後の看護ﾎﾟｲﾝﾄ 平田公一∥編集 492.9465 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000069595 し 消化器癌･乳癌 癌取扱い規約 抜粋 金原出版編集部∥編 494.5 金原出版

0000118996 し 消化器疾患看護ﾏﾆｭｱﾙ1 小林誠一郎 492.9 学研

9500111087 し 消化器病診療 490.6 日本消化器学会

0000128872 し 消防法による消防設備等の定期点検要領規範 武村雪男 493.08 日本防災行政広報協議会

0000099981 し 症候診断Dr生坂の外来塾 492 ｹｱﾈｯﾄ

0000069397 し 症状・苦痛の緩和技術 奥宮暁子∥〔ほか〕編集 492.9 中央法規出版

0000119023 し 症状から見た病態生理学 492.9 照林堂

0000142496 し 症状経過観察に役立つ 脳卒中の画像のみかた 市川 博雄 494.627 医学書院

0000146470 し 症状経過観察に役立つ 脳卒中の画像のみかた 市川 博雄 494.627 医学書院

0000034432 し 症状別・経過別でわかる看護過程 科学的看護実践能力ｱｯﾌﾟ 鎌田美智子∥責任編集 492.9 日総研出版

0000111638 し 症例から学ぶ和漢診療学 寺澤捷年 493 医学書院

0000141840 し 症例で身につくがん疼痛治療薬 山口 重樹 499.05 羊土社

0000126267 し 症例で身につける臨床薬学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 越前宏俊 499.05 羊土社

0000123372 し 症例で身につける臨床薬学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 越前宏俊 499.05 羊土社

0000120760 し 上手な情報検索のための Pub Med 活用 ﾏﾆｭｱﾙ 縣　俊彦 491.1 中山書店

0000043618 し 情報の集め方と利用のしかた 492.9 医学書院

0000041393 し 情報管理 鎮守条子∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000123334 し 錠剤･ｶﾌﾟｾﾙ剤 細砕ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 佐川賢一 499.05 じほう

0000133272 し 錠剤･ｶﾌﾟｾﾙ剤 細砕ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 佐川賢一 499.05 じほう

0000146296 し 植皮術の実際 倉田喜一郎 491.7 中外医学社

0000047067 し 職場のｽﾄﾚｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ｹｰｽに学ぶ実践ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ術
福田俊一∥著 増井昌美∥
著

498.39 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000133012 し 食道ｱｶﾗｼｱ取扱い規約 日本食道学会∥編 493.46 金原出版

0000133043 し 食道ｱｶﾗｼｱ取扱い規約 日本食道学会∥編 493.46 金原出版

9500117287 し 食道癌診断･治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ  2012年4月版 日本食道学会　編 494.644 金原出版株式会社

0000141307 し 食品安全管理のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ 食品安全管理実務研究会 492 新日本法規出版

0000108270 し 心臓超音波ﾃｷｽﾄ 日本超音波検査学会 492.4 医歯薬出版社

0000046190 し 心停止の蘇生 日本蘇生学会∥編訳 492.29 ＨＢＪ出版局

0000131407 し 心肺運動負荷試験の理論と実際 494.78 ｺﾝﾊﾟｽ出版局

0000034654 し 心不全ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 山崎  昇∥責任編集 492.9323 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000042390 し 心理・社会的問題をもつ患者への援助 杉本照子∥編集 369.9 医学書院

0000039468 し 心理ｱｾｽﾒﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 140.7 西村書店

0000057257 し 心理学 宮城音弥∥編 140.33 岩波書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000047289 し 心理学的　社会心理学 中村陽吉∥著 361.4 光生館

0000046053 し 心理的看護の体系論 深津 要 492.9014 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000069625 し 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 吉田   修∥〔ほか〕編集 494.9 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000056434 し 新・医療心理学読本 小此木／啓吾∥編 490.14 日本評論社

0000005883 し 新・看護学読本 日野原重明 492.9 日本評論社

0000052771 し 新・消化器外科手術ﾏﾆｭｱﾙ がん患者への周術期ｹｱ 門田守人∥編集 494.65 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000101448 し 新・皮膚悪性ﾘﾝﾊﾟ腫ｱﾄﾗｽ 瀧川雅浩∥〔ほか〕編 494.8 文光堂

0000067539 し 新英和中辞典 833 研究社

0000063852 し 新外科学体系 19B  心臓の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000146289 し 新外科学体系　29B　形成外科Ⅱ 木本誠二 494 中山書店

0000063913 し 新外科学大系 10A  腫瘍の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063906 し 新外科学大系 10B  腫瘍の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063975 し 新外科学大系 16B  肺・気管・気管支の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063869 し 新外科学大系 19A  心臓の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063845 し 新外科学大系 19C  心臓の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063883 し 新外科学大系 20A  血管・ﾘﾝﾊﾟ系の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063838 し 新外科学大系 23A  小腸・結腸の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063876 し 新外科学大系 24B  直腸・肛門の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063708 し 新外科学大系 30A  小児外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063715 し 新外科学大系 30B  小児外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063692 し 新外科学大系 30C  小児外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063722 し 新外科学大系 30D  小児外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063739 し 新外科学大系 30E  小児外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063746 し 新外科学大系 追補2  肝・胆・膵の外科，外科と分子生物学 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063760 し 新外科学大系 追補3 胸部・血管の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063753 し 新外科学大系 追補4  小児外科，形成外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000066518 し 新外科学大系 別巻  多機能総索引 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063791 し 新外科学大系1  新しい外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063951 し 新外科学大系11  ME･人工臓器 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063944 し 新外科学大系12  臓器移植 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063937 し 新外科学大系13  救急外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063593 し 新外科学大系14  頭頚部の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063982 し 新外科学大系17  胸壁・縦隔・横隔膜の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063784 し 新外科学大系2  外科診断学 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063647 し 新外科学大系22D  胃・十二指腸の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063623 し 新外科学大系26A  肝臓・胆道の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063609 し 新外科学大系26B  肝臓・胆道の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063630 し 新外科学大系26C  肝臓・胆道の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063654 し 新外科学大系26D  肝臓・胆道の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000039475 し 新外科学大系27A   膵臓の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063616 し 新外科学大系27B   膵臓の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063678 し 新外科学大系28  脾臓・後腹膜・副腎の外科 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000063821 し 新外科学大系4  術前・術後管理 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063814 し 新外科学大系5  侵襲とｼｮｯｸ 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063807 し 新外科学大系7  外科栄養 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

0000063920 し 新外科学大系8  損傷・創傷治癒 出月康夫∥〔ほか〕編集 494 中山書店

9500114699 し 新眼科ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ戦略ｶﾞｲﾄﾞ 坪田一男 496.2 診療と治療社

0000059473 し 新雇用革命 荻原  勝∥著 336.42 時事通信社

0000063296 し 新小児医学大系 10A  小児循環器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063302 し 新小児医学大系 10D  小児循環器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062831 し 新小児医学大系 11A  小児消化器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063333 し 新小児医学大系 11B  小児消化器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063326 し 新小児医学大系 11C  小児消化器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063319 し 新小児医学大系 11D  小児消化器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063357 し 新小児医学大系 13A  小児神経学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063371 し 新小児医学大系 13B  小児神経学 小林   登∥〔ほか〕編集 493.9 中山書店

0000062978 し 新小児医学大系 13C  小児神経学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062985 し 新小児医学大系 13D  小児神経学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062992 し 新小児医学大系 13E  小児神経学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063005 し 新小児医学大系 14B  小児精神医学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063012 し 新小児医学大系 16A  小児内分泌学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063029 し 新小児医学大系 16C  小児内分泌学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063036 し 新小児医学大系 16D  小児内分泌学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063043 し 新小児医学大系 16E  小児内分泌学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063050 し 新小児医学大系 17A  小児代謝病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063067 し 新小児医学大系 17B  小児代謝病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063081 し 新小児医学大系 19A  小児感染免疫学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063098 し 新小児医学大系 19B  小児感染免疫学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063111 し 新小児医学大系 20A  小児感染病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063340 し 新小児医学大系 20B  小児感染病学 493.9 中山書店

0000063128 し 新小児医学大系 20C  小児感染病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063135 し 新小児医学大系 20D  小児感染病学 小林   登∥責任編集 493.9 中山書店

0000063142 し 新小児医学大系 22A  小児膠原病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063159 し 新小児医学大系 22B  小児膠原病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063166 し 新小児医学大系 23A  小児血液病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063173 し 新小児医学大系 23B  小児血液病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063197 し 新小児医学大系 24A  小児腫瘍学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063203 し 新小児医学大系 24B  小児腫瘍学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063210 し 新小児医学大系 24C  小児腫瘍学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062848 し 新小児医学大系 25  小児中毒学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062855 し 新小児医学大系 27A  思春期小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062862 し 新小児医学大系 27B  思春期小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062893 し 新小児医学大系 30A  小児放射線医学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062909 し 新小児医学大系 30B  小児放射線医学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000062916 し 新小児医学大系 30C  小児放射線医学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062923 し 新小児医学大系 30D  小児放射線医学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062947 し 新小児医学大系 31A  小児一般外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062930 し 新小児医学大系 31B  小児一般外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062954 し 新小児医学大系 32A  小児脳神経外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062961 し 新小児医学大系 32B  小児脳神経外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062763 し 新小児医学大系 33  小児心臓外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062756 し 新小児医学大系 34B  小児形成外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062787 し 新小児医学大系 35  小児泌尿器外科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062770 し 新小児医学大系 36  小児婦人科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062794 し 新小児医学大系 40A  小児皮膚科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063364 し 新小児医学大系 40B  小児皮膚科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063227 し 新小児医学大系 7A  出生前小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063234 し 新小児医学大系 7B  出生前小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063241 し 新小児医学大系 7C  出生前小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063258 し 新小児医学大系 7D  出生前小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063265 し 新小児医学大系 7E  出生前小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063289 し 新小児医学大系 8B  新生児学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063272 し 新小児医学大系 8C  新生児学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063104 し 新小児医学大系 9B  小児呼吸器病学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000063074 し 新小児医学大系18  小児栄養障害 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062879 し 新小児医学大系26  社会小児医学．小児保健学 小林   登∥〔ほか〕編集代表 493.9 中山書店

0000062886 し 新小児医学大系29  熱帯小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062800 し 新小児医学大系38  小児耳鼻咽喉科学 小林   登∥〔ほか〕編集代表 493.9 中山書店

0000062824 し 新小児医学大系41A 救急小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

0000062817 し 新小児医学大系41B 救急小児科学 小林   登∥〔ほか〕責任編集 493.9 中山書店

9500117362 し 新食品成分表 FOODS  2012 文部科学省科学技術 490.6 東京法令

9500117423 し 新食品成分表 FOODS  2012 文部科学省科学技術 490.6 東京法令

0000067720 し 新寝たきり老人ｾﾞﾛ作戦 ～高齢者の健康と暮らしの安全ﾁｪｯｸ～
厚生省老人保健福祉局老人
保健課 監修

第一法規

0000067737 し 新寝たきり老人ｾﾞﾛ作戦 ～高齢者の健康と暮らしの安全ﾁｪｯｸ～
厚生省老人保健福祉局老人
保健課 監修

第一法規

0000125147 し 新人ﾅｰｽ のための透析導入ﾏﾆｭｱﾙ 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000124997 し 新人ﾅｰｽ 仕事始めの ｼﾅﾘｵ 加藤光宝 492.9 ゆみる出版

0000132459 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132466 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132473 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132480 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132497 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132503 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132510 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132527 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132534 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132541 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000132558 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132565 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132572 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132589 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132596 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132602 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132619 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132626 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132633 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132640 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132657 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132664 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132671 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132688 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132695 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132701 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132718 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132725 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132732 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132749 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132756 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132763 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132770 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132787 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132794 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132800 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132817 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132824 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132831 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132848 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132855 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132862 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132879 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132886 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132893 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132909 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132916 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132923 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132930 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132947 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132954 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132961 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会
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0000132978 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132985 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000132992 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000133005 し 新人看護師　若葉と読む　赤十字の基本原則 川嶋みどり 493.46 赤十字看護研究会

0000127530 し 新人看護職員の離職防止対策教育支援体制について 日本赤十字社事業局看護部 492.9 日本赤十字社

0000056281 し 新図説泌尿器科学講座1  泌尿器科診断学 吉田   修∥〔ほか〕編集 494.9 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000056298 し 新図説泌尿器科学講座3  泌尿器科腫瘍学 吉田   修∥監修 494.9 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000068529 し 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 吉田   修∥監修 494.9 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000082563 し 新世紀のがん治療 493.89 若狭湾ｴﾈﾙｷﾞ-研究センタ-

0000044127 し 新生児・未熟児の扱い方 橋口精範 編 493.9 東京医学社

0000043526 し 新生児の観察法・検査法 493.95 医学書院

0000047487 し 新生児の診察と検査 493.95 東京医学社

0000004978 し 新生児医療と倫理 NICU 1990 夏季増刊号 493.95 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000042468 し 新生児学叢書 Ⅶ 新生児の循環生理と障害 493.95 医学書院

0000042475 し 新生児学叢書 ＸⅡ 未熟児 493.96 医学書院

0000005494 し 新生児呼吸管理のすべて NICU 1994 夏季増刊号 493.95 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000074209 し 新訂版 小児腫瘍組織分類図鑑 第6篇 中枢神経系腫瘍 494.5 金原出版株式会社

0000049788 し
新内科学 追補第3巻  癌　内分泌疾患　代謝異常　結合織疾患　免疫･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
疾患

493.08 中山書店

0000049771 し
新内科学大系  追補2   CTスキャン検査　消化管疾患　肝疾患　胆道疾患　循環器
疾患

鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050432 し 新内科学大系 26A  呼吸器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050449 し 新内科学大系 26B  呼吸器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050456 し 新内科学大系 27  呼吸器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050463 し 新内科学大系 28C  呼吸器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050470 し 新内科学大系 29  呼吸器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050586 し 新内科学大系 37A  泌尿器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050593 し 新内科学大系 37B  泌尿器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049955 し 新内科学大系 56A  筋・骨・関節疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049948 し 新内科学大系 56B  筋・骨・関筋疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049931 し 新内科学大系 57A   結合織疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050166 し 新内科学大系 5A  治療総論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050173 し 新内科学大系 5B  治療総論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049894 し 新内科学大系 60A  中毒 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049818 し 新内科学大系 60B  中毒 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050197 し 新内科学大系 7A  治療総論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050203 し 新内科学大系 7B  治療総論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049795 し 新内科学大系 追補1  国際疾病分類・神経・呼吸器・腎・血液・造血器・感染症 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049870 し 新内科学大系 年刊版 '84‐B  循環器．泌尿器．胆道．血液・造血器．結合織．神経 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049801 し 新内科学大系 別巻  総索引･総目次 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050111 し 新内科学大系1  主要症候 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050241 し 新内科学大系10  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050265 し 新内科学大系12  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050258 し 新内科学大系13  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000050272 し 新内科学大系13  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050289 し 新内科学大系15  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050296 し 新内科学大系16  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050302 し 新内科学大系17A  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050319 し 新内科学大系17B  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050326 し 新内科学大系18A  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050333 し 新内科学大系18B  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050340 し 新内科学大系19A  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050357 し 新内科学大系19B  消化管疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050364 し 新内科学大系20  肝疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050388 し 新内科学大系21  肝疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050395 し 新内科学大系22A  肝疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050401 し 新内科学大系22B  肝疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050418 し 新内科学大系23  肝疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050425 し 新内科学大系24 胆道疾患 解剖・生理　診断法　胆石症　炎症・腫瘍 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050128 し 新内科学大系2A  主要症候 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050135 し 新内科学大系2B  主要症候 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050142 し 新内科学大系3  病因論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050524 し 新内科学大系32  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050531 し 新内科学大系33  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050548 し 新内科学大系34  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050555 し 新内科学大系35A  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050562 し 新内科学大系35B  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050579 し 新内科学大系36  循環器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050609 し 新内科学大系38  泌尿器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050616 し 新内科学大系39  泌尿器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050159 し 新内科学大系4  病因論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050081 し 新内科学大系45  代謝異常 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050074 し 新内科学大系46A  代謝異常 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050067 し 新内科学大系47A  代謝異常 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050050 し 新内科学大系47A  代謝異常 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050043 し 新内科学大系48B  代謝異常 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050036 し 新内科学大系49  血液・造血器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050029 し 新内科学大系50A  血液・造血器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050012 し 新内科学大系50B  血液・造血器疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050005 し 新内科学大系52A  感染症 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049993 し 新内科学大系52B  感染症 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049986 し 新内科学大系53A  感染症 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049979 し 新内科学大系53B  感染症 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049962 し 新内科学大系54  感染症 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049917 し 新内科学大系59A ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000049924 し 新内科学大系59A ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000050180 し 新内科学大系6  治療総論 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050210 し 新内科学大系8A  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050227 し 新内科学大系8B  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000050234 し 新内科学大系9  神経疾患 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000046008 し 新編健康管理ｼﾘｰｽﾞ1  地域の健康管理 498.81 医歯薬出版

0000052528 し 新編誰にもわかるＭＲＩ 読影の基礎から新技術まで 多田信平∥編集 492.1 秀潤社

0000101042 し 新明細書の記載要領 医科・歯科・調剤/DPC  平成20年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000124492 し 新明細書の記載要領 医科・歯科・調剤/DPC  平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000131360 し 新明細書の記載要領 医科・歯科・調剤/DPC  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000138437 し 新明細書の記載要領 医科・歯科・調剤/DPC  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000140935 し 新明細書の記載要領 医科・歯科・調剤/DPC  平成27年4月版 498.163 社会保険研究所

0000146531 し 新明細書の記載要領 医科・歯科・調剤/DPC  平成28年4月版 498.163 社会保険研究所

0000044363 し 新臨床看護学大系1  小児看護学
L.F..ﾎｴｰﾘｰ∥編集 D.L.ｳｫﾝ
∥編集

492.9 医学書院

0000044349 し 新臨床看護学大系1  精神看護学
G.W.ｽﾁｭｱｰﾄ∥編集 S.J..ｻﾝ
ﾃﾞｨｰﾝ∥編集 今井敬子∥
〔ほか〕訳

492.9 医学書院

0000044370 し 新臨床看護学大系2  小児看護学
L.F..ﾎｴｰﾘｰ∥編集 D.L.ｳｫﾝ
∥編集

492.9 医学書院

0000044356 し 新臨床看護学大系2  精神看護学
G.W.ｽﾁｭｱｰﾄ∥編集 S.J..ｻﾝ
ﾃﾞｨｰﾝ∥編集 稲岡文昭∥
〔ほか〕訳

492.9 医学書院

0000044387 し 新臨床看護学大系3  小児看護学
L.F..ﾎｴｰﾘｰ∥編集 D.L.ｳｫﾝ
∥編集

492.9 医学書院

0000044394 し 新臨床看護学大系4  小児看護学
L.F..ﾎｴｰﾘｰ∥編集 D.L.ｳｫﾝ
∥編集

492.9 医学書院

0000049238 し 新臨床泌尿器科全書  第10巻B 人工腎臓・腎移植 494.9 金原出版

0000049184 し 新臨床泌尿器科全書  第8巻A 睾丸機能とその異常 494.9 金原出版

0000049191 し 新臨床泌尿器科全書  第8巻B 睾丸機能とその異常 494.9 金原出版

0000049221 し 新臨床泌尿器科全書 第10巻 A 腎不全・腹膜灌流 494.9 金原出版

0000049061 し 新臨床泌尿器科全書 第1巻  総論および検査法 494.9 金原出版

0000049122 し 新臨床泌尿器科全書 第4巻 B  神経因性膀胱　膀胱頚部閉塞症　尿道狭窄 494.9 金原出版

0000049207 し 新臨床泌尿器科全書 第9巻 A  泌尿器科と高血圧・その他 494.9 金原出版

0000049214 し
新臨床泌尿器科全書 第９巻 B   小児・婦人泌尿器疾患 精神身体医学的泌尿器疾
患

494.9 金原出版

0000112543 し 神経芽腫群腫瘍 日本病理学会∥編 493.46 金原出版

0000044929 し 神経系ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕 大井
静雄∥監訳

492.937 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000046640 し 神経疾患患者の看護計画 杉山ます江 492.915 医学書院

0000086042 し 神経心理学ｺﾚｸｼｮﾝ ﾀｯﾁ 岩村吉晃 494.72 医学書院

0000086073 し 神経心理学ｺﾚｸｼｮﾝ 眼と精神 岩村吉晃 494.72 医学書院

0000086059 し 神経心理学ｺﾚｸｼｮﾝ 記憶の神経心理学 岩村吉晃 山鳥　重 494.72 医学書院

0000086080 し 神経心理学ｺﾚｸｼｮﾝ 高次機能のﾌﾞﾚｲﾝｲﾒ-ｼﾞﾝｸﾞ 山鳥　重 494.72 医学書院

0000086066 し 神経心理学ｺﾚｸｼｮﾝ 表情を解剖する 山鳥　重 494.72 医学書院

0000124362 し 神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のために 494.9 医学書院

0000005401 し 神経内科看護 平山惠造∥〔ほか〕著 492.9373 医学書院

0000043755 し 神経内科看護 平山惠造∥〔ほか〕著 492.9373 医学書院

0000118781 し 神経難病 高橋和郎 492.901 ﾏﾃﾞｨｶ出版

0000068451 し 神鋼病院年報 1998年 第6巻 498.16 神鋼病院

0000140829 し 診断に自信がつく検査値の読み方教えます! 野口 善令 492.911 羊土社

0000136518 し 診断群分類点数表 DPC改正点の解説 平成26年4月版 498.16 社会保険研究所

0000101820 し 診療のご案内　2007年度版 498.16 諏訪赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000147521 し 診療科案内　2016 横浜市立みなと赤十字病院 498.16 日本病院会  学術委員会

0000047302 し 診療情報の管理 岩崎 栄 498.13 医学書院

0000146562 し 診療情報管理　2009年　21　1 491.7 日本診療情報管理学会誌

0000146579 し 診療情報管理　2009年　21　2 491.7 日本診療情報管理学会誌

0000123747 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123754 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123761 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123778 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123785 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123792 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123808 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123815 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123822 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123839 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123846 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123853 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123860 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123877 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123884 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123891 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123907 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123914 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123921 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123938 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123945 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123952 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123969 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123976 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123983 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000123990 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124003 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124010 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124027 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124034 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124041 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124058 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124447 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000124454 し 診療点数早見表　医科　2010年4月版 498.16 医学通信社

0000126861 し 診療点数早見表　医科　2011年4月増補版 498.16 医学通信社

0000128766 し 診療点数早見表　医科　2011年4月増補版 498.16 医学通信社

0000130806 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116457 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

9500116464 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116471 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116488 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116495 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116501 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116518 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116525 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116532 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116549 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116556 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116563 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116570 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116587 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116594 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116600 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116617 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116624 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116631 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116648 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116655 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116662 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116679 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116686 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116693 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116709 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500116716 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

9500117089 し 診療点数早見表　医科　2012年4月版 498.16 医学通信社

0000133852 し 診療点数早見表　医科　2013年4月増補版 498.16 医学通信社

0000133869 し 診療点数早見表　医科　2013年4月増補版 498.16 医学通信社

0000133876 し 診療点数早見表　医科　2013年4月増補版 498.16 医学通信社

0000133890 し 診療点数早見表　医科　2013年4月増補版 498.16 医学通信社

0000137799 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138086 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138093 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138109 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138116 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138123 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138130 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138147 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138154 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138161 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138178 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社
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0000138185 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138192 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138208 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138215 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138222 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138239 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138246 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138253 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138260 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138277 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138284 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138291 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138307 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138314 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138321 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138338 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138345 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138352 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000138369 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000139335 し 診療点数早見表　医科　2014年4月版 498.16 医学通信社

0000141574 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141581 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141598 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141604 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141611 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141628 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141635 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141642 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000141659 し 診療点数早見表　医科　2015年4月増補版 498.16 医学通信社

0000145596 し 診療点数早見表　医科　2016年4.5月合併号 498.16 医学通信社

0000145602 し 診療点数早見表　医科　2016年4月現在の診療報酬点数表 498.16 医学通信社

0000111812 し 診療報酬 Q&A 2007年版 杉本恵申 498.16 医学通信社

0000126847 し 診療報酬 Q&A 2011年版 杉本恵申 498.16 医学通信社

0000133371 し 診療報酬 Q&A 2013年版 杉本恵申 498.16 医学通信社

0000056250 し 診療報酬 その仕組みと看護の評価 岩下清子∥〔ほか〕著 498.16 日本看護協会出版会

0000143042 し 診療報酬Q&A 2015年版 杉本 恵申 498.163 医学通信社

0000114448 し 診療報酬改正点の解説 498.16 社会保険研究所

0000124522 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000124539 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000124546 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000124553 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000130820 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所
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0000132398 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500117133 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500117140 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500117157 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500117164 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000139120 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000139137 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000139144 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000139151 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000139359 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000139366 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000146760 し 診療報酬算定のための施設基準等の事務手引  平成28年4月版 498.163 社会保険研究所

0000140584 し 診療報酬点数表 医学管理の完全解説 2014-15年版 川人　明 498.16 医学通信社

0000122528 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成22年4月版 歯科 498.16 社会保険研究所

9500115344 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115351 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115542 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115559 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115566 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115573 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115580 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115597 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115603 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115610 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115627 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115634 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115641 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115658 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115665 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115672 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115689 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115696 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115702 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115719 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115726 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115733 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500115740 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成24年4月版 歯科 498.16 社会保険研究所

0000136549 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136556 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136563 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136570 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136587 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所
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0000136594 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136600 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136617 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136624 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136631 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136648 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136655 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136662 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136679 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136686 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136693 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136709 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 医科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136525 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 歯科･調剤 498.16 社会保険研究所

0000136532 し 診療報酬点数表 改正点の解説　平成26年4月版 歯科･調剤 498.16 社会保険研究所

9500117041 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2012-13年度版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

9500117058 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2012-13年度版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

9500117065 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2012-13年度版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

9500117072 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2012-13年度版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

0000139212 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2014-15年版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

0000139243 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2014-15年版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

0000146975 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2016-17年版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

0000148085 し 診療報酬点数表　手術術式の完全解説 2016-17年版 寺島裕夫 494.2 医学通信社

0000128919 し 診療放射線の届出と実際 493.08 日本法令

0000082334 し 診療録管理 498.16 日本診療録管理会会誌

0000146609 し 診療録管理　第32回日本診療録管理学会学術大会特集号
Medical Record
Administration

491.7

0000146555 し 診療録管理　第34回　日本診療録管理学会会誌
Medical Record
Administration

491.7 Medical Record Administration

0000004084 し 進行・再発乳癌の対策 その各検査法と治療 妹尾亘明∥編 495.46 篠原出版

9500115962 し 進行性多巣性白質脳症診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2013 山田正仁 498.16
ﾌﾟﾘｵﾝ病及びｳｨﾙｽ感染症に関する
調査研究班

0000045070 し 人格と心理療法 学習・思考・文化の視点
J・ﾀﾞﾗｰﾄﾞ∥〔著〕 河合伊六∥
訳

141.93 誠信書房

0000034623 し 人工呼吸管理の実際 天羽敬祐 編 492.28 医学図書出版

0000127080 し 人工呼吸器装着中の在宅ALS患者の療養支援　訪問看護従事者ﾏﾆｭｱﾙ 492.9 社団法人　日本看護協会

0000064910 し 人工腎臓の実際 太田和夫∥著 494.93 南江堂

0000064927 し 人工腎臓の実際 太田和夫∥著 494.93 南江堂

0000034579 し 人工臓器ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 492.89 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000141031 し 人生が変わるﾒｶﾞﾈ選び 梶田 雅義 496.2 幻冬舎

0000119016 し 人体の構造 小田嶋*郎 491 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000118934 し 人体の構造と機能 林正健二 492.9 医学書院

0000111690 し 人体解剖学 山本敏行 493 共立全書

0000108850 し 人道　その歩み　日本赤十字社百年史 日本赤十字社 498.1 共同通信社

0000047180 し 人道　日赤のてびき 498.1 日赤のてびき実行委員会

0000118460 し 人道の旗のもとに 島津忠承 492.901 講談社

0000141406 し 人道研究ｼﾞｬｰﾅﾙ 2015 Vol.4 赤十字ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ条約 150周年記念 日本赤十字国際人道ｾﾝﾀｰ 498.16 日本赤十字社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000004893 し 人類遺伝学入門 大倉興司∥著 467 医学書院

0000064866 し 腎・尿路のＸ線診断 三矢英輔 494.93 中外医学社

0000064873 し 腎・尿路ﾚﾝﾄｹﾞﾝ図譜 E.Lour 他 494.9 医学書院

0000056410 し 腎・泌尿器 大岩孝誌∥訳 494.9 医学書院

0000064965 し 腎・副腎・尿路疾患のｘ線診断 平松京一  平松慶博 492.4 医学書院

0000064828 し 腎移植 稲生綱政 他著 494.93 協同医書出版

0000146449 し 腎移植　2011　Q&A NPO法人 494.2 東京医学社

0000064842 し 腎移植臨床の実際 園田孝夫 494.93 協同医書出版

0000123341 し 腎機能別薬剤使用ﾏﾆｭｱﾙ 乾　賢一 499.05 じほう

0000068468 し 腎機能別薬剤使用ﾏﾆｭｱﾙ 499.6 薬業時報社

0000049245 し 腎疾患のCT診断 石川 勲∥著 492.4353 南江堂

0000046268 し 腎臓病に負けない生き方
全国腎臓病患者連絡協議会
∥編

494.93 あゆみ出版

0000064835 し 腎臓病学ｴｯｾｲ －若い医学徒のための20章－ Leonard B.Bermam 494.93 南江堂

0000109598 し 腎臓病食事交換表 治療食の基準 第8版 黒川  清 493.12 医歯薬出版株式会社

0000109604 し 腎臓病食事交換表 治療食の基準 第8版 黒川  清 493.12 医歯薬出版株式会社

0000109611 し 腎臓病食事交換表 治療食の基準 第8版 黒川  清 493.12 医歯薬出版株式会社

0000109628 し 腎臓病食事交換表 治療食の基準 第8版 黒川  清 493.12 医歯薬出版株式会社

0000109635 し 腎臓病食事交換表 治療食の基準 第8版 黒川  清 493.12 医歯薬出版株式会社

0000056243 し 腎臓病食品交換表 治療食の基準 平田清文∥〔ほか〕編 494.93 医歯薬出版

0000149006 し 腎臓病食品交換表 治療食の基準　9 中尾　俊之 494.93 医歯薬出版

0000045490 し 腎不全 黒田満彦 494.93 中外医学社

0000087193 し 腎不全治療ﾏﾆｭｱﾙ 日本透析医会

0000067898 し 生涯教育シリーズNo.8 「VHS」 非買品

0000086950 し 静岡県立総合病院医学雑誌 494.5 静岡県立総合病院

0000110167 し
静岡県立総合病院医学雑誌 2006 20 No.1 当院における過去5年間の広汎子宮全
摘出

加藤倫隆　ほか 494.5 静岡県立総合病院

9500110752 し
静岡県立総合病院医学雑誌 2008 21 No.1 1型糖尿病患者におけるｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝ
の効果

高屋和彦　ほか 494.5 静岡県立総合病院

9500111896 し
静岡県立総合病院医学雑誌 2010 21 No.1 2型糖尿病患者における体重管理につ
いて

高屋和彦　ほか 494.5 静岡県立総合病院

0000129824 し
静岡県立総合病院医学雑誌 2011 23 No.1 当院での小児急性中耳炎における画像
診断と最

中川　剛　ほか 494.5 静岡県立総合病院

0000135986 し
静岡県立総合病院医学雑誌 2013 24 No.1 糖尿病と脊髄損傷を背景に中枢性尿崩
症を発症

海野　仁 ほか 494.5 静岡県立総合病院

0000144568 し 静岡県立総合病院医学雑誌 2015 25 No.1 バーチャル小腸内視鏡 海野　仁 ほか 494.5 静岡県立総合病院

0000068291 し 静岡県立総合病院医学雑誌 Vol.14  No.1 494.5 静岡県立総合病院

0000108898 し 静岡赤十字看護専門学校 閉校記念誌 静岡赤十字看護専門学校 498.1 静岡赤十字看護専門学校

9500118345 し 静岡赤十字病院 年報　2011 Vol.37 498.16 静岡赤十字病院

0000082327 し 静岡赤十字病院研究報 498.16 静岡赤十字病院

0000088978 し 静岡赤十字病院研究報  2003 Vol.23 No.1 498.16 静岡県立総合病院

0000093309 し 静岡赤十字病院研究報  2004 Vol.24 No.1 中部胆管癌の切除成績 498.16 静岡赤十字病院

9500109640 し 静岡赤十字病院研究報  2008 Vol.28 No.1 若年性脳卒中の病因の検討 498.16 静岡赤十字病院

0000120883 し 静岡赤十字病院研究報  2010 Vol.29 No.1 胃GISTに対する手術術式の検討 498.16 静岡赤十字病院

9500113937 し
静岡赤十字病院研究報  2010 Vol.30 No.1 自己末梢血幹細胞移植を行った
POEMS症候群

498.16 静岡赤十字病院

9500115795 し
静岡赤十字病院研究報  2011 Vol.31 No.1 当院における高齢者triple negative 乳
癌の検

498.16 静岡赤十字病院

0000133722 し 静岡赤十字病院研究報  2012 Vol.32 No.1 当科に入院したｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ45例の検討 498.16 静岡赤十字病院

0000106474 し 静岡赤十字病院研究報　2006 Vol.26 No.1 関節ﾘｳﾏﾁ 498 静岡赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

9500108117 し 静岡赤十字病院研究報　2007 Vol.27 No.1 ｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽ適用の結果 498 静岡赤十字病院

0000101981 し 静岡赤十字病院年報　平成18年度版　第32号 498.16 静岡赤十字病院

0000135887 し 静岡赤十字病院年報　平成24年度版　第38号 498.16 静岡赤十字病院

0000140324 し 静岡赤十字病院年報　平成25年度版　第39号 498.16 静岡赤十字病院

0000149433 し 静岡赤十字病院年報　平成27年度版　第41号 498.16 静岡赤十字病院

0000138628 し 静脈経腸栄養ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 日本静脈経腸栄養学会 499.05 照林社

0000135016 し 静脈経腸栄養ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 第3版 日本静脈経腸栄養学会 492.4 照林社

0000085830 し 増補 消毒と滅菌のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 小林寛伊 499.07 へるす出版

0000148320 し 知っておきたい眼腫瘍診療 大島浩一 494.2 医学書院

0000080460 し 調剤･ｶﾌﾟｾﾙ剤粉砕ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第3版 島田慈彦 491.79 じほう

0000110693 し 病院年報　市立長浜病院 平成17年度 498.16 市立長浜病院

0000144407 し 病院年報　市立敦賀病院　平成26年度 498.16 市立敦賀病院

0000043595 し 病態と管理の実際 小児・若年者糖尿病 493.123 医歯薬出版

0000128209 し 褥瘡関連項目に関する指針 494.8 日本褥瘡学会

0000126724 し 褥瘡局所治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 492.9 日本褥瘡学会

0000080699 し 褥瘡対策の指針 日本褥瘡学会

0000128032 し 褥瘡予防･管理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 494.8 日本褥瘡学会

0000044530 す 図説 臨床看護医学  周手術期の管理/集中治療 492.9 同朋舎出版

9500112633 す Step Beyond Resident 1  救急診療のｷﾎﾝ編 林　寛之 492 羊土社

9500112602 す Step Beyond Resident 2  救急で必ず出合う疾患編 林　寛之 492 羊土社

9500112619 す Step Beyond Resident 2  救急で必ず出合う疾患編　PART2 林　寛之 492 羊土社

9500112626 す Step Beyond Resident 3  外傷・外科診療のﾂﾎﾞ編 林　寛之 492 羊土社

9500112596 す Step Beyond Resident 5  外傷・外科診療のﾂﾎﾞ編　PART2 林　寛之 492 羊土社

0000142441 す Step Beyond Resident 7 救急診療のｷﾎﾝ編　PART2 林　寛之 492 羊土社

0000120050 す すぐに実践で活かせる周手術期看護の知識とｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 中村美鈴 492.926 日総研

0000111447 す すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 2007年版 498.163 医学通信社

0000100878 す すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 2008年版 498.163 医学通信社

0000124102 す すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 2010年版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000130639 す すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 2012年版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000138383 す すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 2014年版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000141536 す すぐに役立つ公費負担医療の実際知識 2015年版 安藤秀雄 498.163 医学通信社

0000126540 す ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄ推進委員会報告書 492.9 ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄ推進委員会

0000125307 す ｽﾀｯﾌ ﾅｰｽ の離職を防ぐ ﾒﾝﾀﾙ ﾍﾙｽ ｻﾎﾟｰﾄ 術 鈴木安名 492.9 日本看護協会出版会

0000120555 す ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ検査血液学　第2版 日本検査血液学会 492.17 医歯薬出版

9500114194 す ｽﾃｯﾌﾟ ﾋﾞﾖﾝﾄﾞ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ6 救急で必ず出合う疾患編 Part3 492 羊土社

0000046022 す ｽﾄｰﾏ･ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 進藤勝久∥著 494.658 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000064248 す ｽﾌﾟﾘﾝﾄの実際 ﾏｲｵﾄﾞﾝﾃｨｸｽの臨床
国際ﾏｲｵﾄﾞﾝﾃｯｸｽ学会ｱｼﾞｱ
会∥編

497.6 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

0000123679 す ｽﾍﾟｼｬﾙ ﾎﾟﾋﾟｭﾚ-ｼｮﾝへの 抗がん薬用量調節ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 谷川原祐介 499.05 南山堂

0000101691 す ｽﾏﾄﾗ島沖地震津波災害における日本赤十字社の国際救援活動の検証業務 498.16 日本赤十字社

0000120296 す ｽﾘｯﾄ所見で診る角膜疾患 80 木下　茂 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000044523 す 看護の展開 図説 臨床看護医学 492.9 同朋舎出版

0000081924 す 住友病院医学雑誌 498.16 財団法人 住友病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000088725 す 住友病院医学雑誌 2003 Vol.30 松澤佑次 財団法人 住友銀行

0000095907 す 住友病院医学雑誌 2005 Vol.32 重症筋無力症の病型分類 498.16 財団法人 住友病院

0000106092 す 住友病院医学雑誌 2006 Vol.33 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病における精神症状 498.16 財団法人 住友病院

0000113205 す 住友病院医学雑誌 2007 Vol.34 低酸素虚血後脳症の臨床 498.16 財団法人 住友病院

9500109114 す 住友病院医学雑誌 2008 Vol.35 職場不適応症の治療 498.16 財団法人 住友病院

9500111643 す 住友病院医学雑誌 2009 Vol.36 ｱﾃﾞｨﾎﾟﾈｸﾁﾝ発見の歴史と臨床応用への展望 498.16 財団法人 住友病院

9500113746 す 住友病院医学雑誌 2010 Vol.37 ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀ の進化と計測地の読み方 498.16 財団法人 住友病院

9500114965 す 住友病院医学雑誌 2011 Vol.38 原発性肺癌の外科療法 498.16 財団法人 住友病院

9500117744 す 住友病院医学雑誌 2012 Vol.39 わが国における小児気管支喘息管理の現況 498.16 財団法人 住友病院

0000136761 す 住友病院医学雑誌 2013 Vol.40 尿路結石症 498.16 財団法人 住友病院

0000141529 す 住友病院医学雑誌 2014 Vol.41 住友病院糖尿病代謝ｾﾝﾀｰの30年 498.16 財団法人 住友病院

0000044431 す 腎・泌尿器 図説 臨床看護医学 492.9 同朋舎出版

9500119793 す 諏訪赤十字病院雑誌 2012 Vol.7 認知症概説 498.16 諏訪赤十字病院

0000137973 す 諏訪赤十字医学雑誌 2013 Vol.8 低侵襲手術 498.16 諏訪赤十字病院

0000101769 す 諏訪赤十字病院年報　第20巻　平成17年度 498.16 諏訪赤十字病院

0000135061 す 諏訪赤十字病院年報　第26巻　平成23年度 498.16 諏訪赤十字病院

0000140652 す 諏訪赤十字病院年報　第27巻　平成24年度 498.16 諏訪赤十字病院

0000144391 す 諏訪赤十字病院年報　第28巻　平成25～26年度 498.16 諏訪赤十字病院

0000122801 す 図解 Pub Med の つかい方 岩下　愛 491.1 日本医学図書館協会

0000123693 す 図解 よくわかるTDM 基礎から実践まで学べる Lesson125 木村利美 499.05 じほう

0000101370 す 図解　相手の心に届く保健指導のｺﾂ 津下和代 492.92 東京法令出版

0000128889 す 図解による治療材料と保険請求 大谷五良 493.08 社会保険研究所

0000047449 す 図解心電図学 心電図読み方のコツ
Mervin J.Goldman∥著 宮下
英夫∥訳

492.12 金芳堂

0000046350 す 図説 ｽﾎﾟｰﾂ外傷 杉浦保夫 494.7 講談社

0000141093 す 図説 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｱｸｾｽ 作り方と使い方　改訂第2版 太田和夫 494.93 南江堂

0000069854 す 図説 検査と保険請求のすべて 三上  晃 498.16 株式会社 医材研

0000069847 す 図説 処置・手術と保険請求のすべて 三上  晃 498.16 株式会社 医材研

0000069878 す 図説 特定保険医療材料と保険請求のすべて 上巻 三上  晃 498.16 株式会社 医材研

9500116358 す 図説 特定保険医療材料と保険請求のすべて 上巻 三上  晃 498.16 保険医療材料研究会

0000069861 す 図説 特定保険医療材料と保険請求のすべて 下巻 三上  晃 498.16 株式会社 医材研

9500116365 す 図説 特定保険医療材料と保険請求のすべて 下巻 三上  晃 498.16 保険医療材料研究会

0000044455 す 図説 臨床看護医学   感染 免疫ｱﾚﾙｷﾞｰ 492.9 同朋舎出版

0000059480 す 図説 臨床看護医学  眼･耳鼻咽喉 492.9 同朋舎出版

0000044509 す 図説 臨床看護医学  救急医療 492.9 同朋舎出版

0000044424 す 図説 臨床看護医学  血液・造血器 492.9 同朋舎出版

0000044400 す 図説 臨床看護医学  循環器 492.9 同朋舎出版

0000044479 す 図説 臨床看護医学  小児 492.9 同朋舎出版

0000044417 す 図説 臨床看護医学  消化器 492.9 同朋舎出版

0000044516 す 図説 臨床看護医学  人工臓器と臓器移植 492.9 同朋舎出版

0000044462 す 図説 臨床看護医学  整形外科/皮膚 492.9 同朋舎出版

0000044493 す 図説 臨床看護医学  精神医学 492.9 同朋舎出版

0000044448 す 図説 臨床看護医学  代謝/内分泌 492.9 同朋舎出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000045308 す 図説 臨床看護医学 総索引 492.9 同朋舎出版

0000044547 す 図説 臨床看護医学 母性/婦人科 492.9 同朋舎出版

0000048484 す 図説 臨床産婦人科講座 第１巻  分娩と胎児仮死 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048491 す 図説 臨床産婦人科講座 第2巻  ﾎﾙﾓﾝの使い方 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048507 す 図説 臨床産婦人科講座 第4巻  ﾊｲﾘｽｸ妊娠 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048514 す 図説 臨床産婦人科講座 第4巻  新生児と輸液と酸素療法 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048521 す 図説 臨床産婦人科講座 第5巻  産婦人科と免疫 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048538 す 図説 臨床産婦人科講座 第6巻  手術をめぐる問題点 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048545 す 図説 臨床産婦人科講座 第7巻  絨毛性腫瘍 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000038386 す 図説 臨床産婦人科講座 第8巻  子宮頚癌・体癌 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048552 す 図説 臨床産婦人科講座 第9巻  出生前診断 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048569 す 図説 臨床産婦人科講座 第10巻  不妊 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048576 す 図説 臨床産婦人科講座 第11巻  妊産婦とｼｮｯｸ 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048583 す 図説 臨床産婦人科講座 第12巻  安全分娩誘導のﾀｲﾐﾝｸﾞ 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048590 す 図説臨床産婦人科講座 第14巻  超音波診断法 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048606 す 図説 臨床産婦人科講座 第15巻  性分化の基礎と臨床 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048613 す 図説 臨床産婦人科講座 第16巻 ﾊｲﾘｽｸｲﾝﾌｧﾝﾄ 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048620 す 図説 臨床産婦人科講座 第17巻  放射線診断 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048637 す 図説 臨床産婦人科講座 第18巻  内分泌機能検査法 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048644 す 図説 臨床産婦人科講座  第19巻  産婦人科と血液学 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048651 す 図説 臨床産婦人科講座 第20巻  難産 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048668 す 図説 臨床産婦人科講座 第21巻  産婦人科と感染症 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048675 す 図説 臨床産婦人科講座 第22巻  乳房と乳腺 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048682 す 図説 臨床産婦人科講座 第23巻  産婦人科と救急医療 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048699 す 図説 臨床産婦人科講座 第25巻  産婦人科と麻酔 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048705 す 図説 臨床産婦人科講座 第26巻  産婦人科と栄養 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048712 す 図説 臨床産婦人科講座 第27巻  小児産婦人科学 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048729 す 図説 臨床産婦人科講座 第28巻  診察の安全と対策 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048736 す 図説 臨床産婦人科講座 第29巻  機能保存と形成の手術 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048743 す 図説 臨床産婦人科講座 第30巻  老年婦人科学 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048750 す 図説 臨床産婦人科講座 第31巻  胎児の代謝と内分泌 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048767 す 図説 臨床産婦人科講座 第32巻  家族計画と避妊 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048774 す 図説 臨床産婦人科講座 第34巻  晩期妊娠中毒症 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048781 す 図説 臨床産婦人科講座 第35巻  手術合併症と後遺症 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048798 す 図説 臨床産婦人科講座 第36巻  治療法の基礎 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048804 す 図説 臨床産婦人科講座 第37巻  妊娠と合併症 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048811 す 図説 臨床産婦人科講座 第39巻  母性・妊孕現象の生理 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000048828 す 図説 臨床産婦人科講座 第40巻  婦人科症候学と鑑別診断 495 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000052726 す 図説・集中治療における感染症の知識 千代孝夫∥編集 493.8 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000047531 す 図説救急処置 492.29 新思潮社

0000055918 す 図説歯学生理学 497.1 学建書院

0000047586 す 図説手術器械のすべて3  消毒法と材料  消化器，呼吸器，心臓・血管，脳神経 古橋正吉∥著 492.8 医歯薬出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000047760 す 図説手術器械のすべて3  消毒法と材料  消化器，呼吸器，心臓・血管，脳神経 古橋正吉∥著 492.8 医歯薬出版

0000047784 す 図説手術器械のすべて4  消化器，呼吸器，心臓・血管，脳神経，小児外科 古橋正吉∥著 492.8 医歯薬出版

0000064996 す 図説泌尿器科外来診療 岡 直友 494.92 金原出版

0000041508 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽﾞ4  成人外科 492.9 学研

0000004534 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽ6  成人皮膚科・泌尿器科 492.9 学研

0000041485 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽ6  成人皮膚科・泌尿器科 492.9 学研

0000046619 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽﾞ7  成人眼科・耳鼻咽喉科・口腔外科・放射線科 492.9 学研

0000041478 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽﾞ8  成人特殊看護・専門看護 492.9 学研

0000041430 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽﾞ10  小児外科 492.9 学研

0000041492 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽﾞ11 母性（含婦人科） 492.9 学研

0000042123 す 図説臨床看護ｼﾘｰｽﾞ12   臨床看護行動の科学 492.9 学研

0000100588 す 睡眠学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本睡眠学会 494.627 朝倉書店

9500113982 す 全ての診療科で役立つ皮膚診療のｺﾂ 492 羊土社

0000044486 す 老年病 図説 臨床看護医学 492.9 同朋舎出版

0000112475 す 膵癌取扱い規約 日本膵臓学会∥編 493.46 金原出版

0000081993 す 膵癌取扱い規約 2002年4月
日本膵癌学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

0000120531 す 膵癌取扱い規約 2009年7月
日本膵癌学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

0000122689 す 膵癌取扱い規約 2009年7月
日本膵癌学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

0000123396 す 膵癌取扱い規約 2009年7月
日本膵癌学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

0000139489 す 膵癌取扱い規約 2013年8月 第6版補訂版
日本膵臓学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

0000040136 せ 7～9歳 性 生理から心理まで
ｸﾘｽﾁｱｰﾇ･ﾍﾞﾙﾄﾞｩ∥〔ほか〕
原著 大沢寛三∥訳

491.35 朝日ｿﾉﾗﾏ

0000040129 せ 10～13歳 性 生理から心理まで
ｼﾞｬﾝ･ｺｱﾝ∥〔ほか〕原著 大
沢寛三∥訳

491.35 朝日ｿﾉﾗﾏ

0000040112 せ 14～16歳 性 生理から心理まで
ｼﾞｬｸﾘｰﾇ･ｶｰﾝ=ﾅﾀﾝ∥〔ほ
か〕原 大友徳明∥訳

491.35 朝日ｿﾉﾗﾏ

0000045230 せ 17～18歳 性 生理から心理まで
ｼﾞﾙﾍﾞｰﾙ･ﾄﾙｼﾞｭﾏﾝ∥〔ほか〕
原著  権 寧∥訳

491.35 朝日ｿﾉﾗﾏ

0000082396 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 勝山市 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000082419 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 大野市 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000082389 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 丹生郡 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000082402 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 敦賀市 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000080705 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 福井市 2002 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000129138 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 福井市1 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000129121 せ ｾﾞｲﾘﾝ住宅地図 福井市2 290.144 ｾﾞｲﾘﾝ北陸

0000043106 せ ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ 看護過程からのｱﾌﾟﾛｰﾁ
Susan G,.Poorman∥〔編著〕
川野雅資∥監訳

492.9 医学書院

0000041584 せ ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ入門 石浜淳美∥著 491.35 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000003599 せ ｾﾙﾌ･ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ 海外での安全対策 小林大二∥著 336.4 時事通信社

0000082914 せ 世界に広がる赤十字 492.9 日本赤十字社

0000118804 せ 世界の赤十字社、赤新月社 492.9 日本赤十字社

0000085762 せ 世界災害報告 492.9 日本赤十字社

0000087131 せ 世界災害報告 日本赤十字社

0000082891 せ 世界災害報告 阿部篤子∥編集 492.9 日本赤十字社

0000086561 せ 世界災害報告 2000年版 492.9 日本赤十字社

0000086547 せ 世界災害報告 2001年版 492.9 日本赤十字社

0000087148 せ 世界年鑑2001 共同通信社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000004152 せ 世話をする人々への指針 がん患者の心 RUTH D.ABRAMS 492.926 医学書院

0000042802 せ 性の臨床 患者の性的問題の理解とｹｱのために 河野友信∥著 491.35 医学書院

0000003988 せ 性を知る ﾍﾙｽｹｱの立場から ﾅﾝｼｰF ｳｯｽﾞ 491.35 日本看護協会出版会

0000003834 せ 性科学大事典
Ｊ．ﾏﾈｰ∥編集H.ﾑｻﾌ∥編集
広井正彦∥〔ほか〕監訳

491.35 西村書店

0000046572 せ 成人衛生 西川 他 編 498 医学書院

0000146494 せ 成人看護学　急性期看護Ⅱ　救急看護　改訂第2版 491.7 南江堂

0000142410 せ 成人看護学 成人看護学概論 改訂第2版 林 直子 492.9 南江堂

0000047975 せ 成人看護技術1  共通・日常生活援助技術編 492.9 中央法規出版

0000048002 せ 成人看護技術2  治療・ﾘﾊﾋﾞﾘに伴う援助技術編 492.9 中央法規出版

0000046633 せ 成人看護技術3  緊急時の援助技術編 492.9 中央法規出版

0000088572 せ 政治団体の収支報告書の要旨  平成14年 福井県報 364 福井県選挙管理委員会

0000143905 せ 整形外科・病理　悪性骨腫瘍取り扱い規約　第4版 日本整形外科学会 493.46 金原出版

0000143912 せ 整形外科・病理　悪性骨腫瘍取り扱い規約　第4版 日本整形外科学会 493.46 金原出版

0000112567 せ 整形外科・病理　悪性骨腫瘍取扱い規約 日本整形外科学会∥編 493.46 金原出版

0000070096 せ 整形外科・病理　悪性骨腫瘍取扱い規約
日本整形外科学会骨・軟部
腫瘍委員会∥編

494.5 金原出版

0000112505 せ 整形外科・病理　悪性軟部腫瘍取扱い規約 日本整形外科学会∥編 493.46 金原出版

0000069021 せ 整形外科MOOK1 関節ﾘｳﾏﾁ 493.6 金原出版社

0000096089 せ 整形外科医が知っておきたい統計学 小柳貴弘 494.7 医学書院

9061706258 せ 整形外科医のための保険診療基礎知識　医業類以行為関連Q&A 494.9 社団法人 日本整形外科学会

0000046947 せ 整形外科看護のﾎﾟｲﾝﾄ 新藤伸子 492.9 医学書院

0000119672 せ 整形外科手術のための解剖学 腰野富久 494.3 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000059398 せ 生と死の心理 ﾕﾝｸﾞ心理学と心身症 河野博臣∥〔著〕 146 創元社

0000034227 せ 生の選択 水平の世界・垂直の世界 日野原重明∥著 490.4 日本YMCA同盟出版部

0000111584 せ 生化学 江上不二夫 493 岩波全書

0000069380 せ 生活の再構築を必要とする人の看護1 奥宮暁子∥編集 492.9 中央法規出版

0000069359 せ 生活の再構築を必要とする人の看護2 奥宮暁子∥編集 492.9 中央法規出版

0000118644 せ 生活の場から看護を考える 中島紀恵子 492.9 医学書院

0000056267 せ 生活の場から看護を考える 看護概念の転換への提起 中島紀恵子∥著 492.9 医学書院

0000034487 せ 生活技術としてのﾅｰｼﾝｸﾞ･ｽｷﾙを考える 看護するこころ・看護する技・看護する 492.9 学研

0000069373 せ 生活調整を必要とする人の看護1 奥宮暁子∥編集 492.9 中央法規出版

0000069366 せ 生活調整を必要とする人の看護2 奥宮暁子∥編集 492.9 中央法規出版

0000038287 せ 生殖機能の組織学 哺乳動物の比較組織学 菅原七郎∥〔ほか〕編集 491.35 理工学社

0000111546 せ 生体膜と細胞活動 J.B ﾌｨﾈｱﾝ 493 培風館

0000111683 せ 生物物理化学1 EA ﾄﾞｰｽﾞ 493 共立全書

0000111492 せ 生物物理化学2 EA ﾄﾞｰｽﾞ 493 共立全書

0000046213 せ 生命・保健・医療 21世紀への提言 日野原重明∥〔ほか〕著 490.4 日本看護協会出版会

0000111508 せ 生命科学の基礎 中束美明 493 培風館

0000111553 せ 生命科学の基礎 中束美明 493 培風館

0000111645 せ 生理学痛論1 鈴木泰三 493 共立全書

0000111737 せ 生理学痛論2 鈴木泰三 493 共立全書

0000111744 せ 生理学痛論3 鈴木泰三 493 共立全書

9500113999 せ 精神科で薬が分かる本 姫井昭雄 492 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000047159 せ 精神障害者のための看護 生活臨床の考え方と実際
〔Joan Bur∥著〕 〔Una
V.Budge∥著〕 福崎 哲∥監
訳

492.937 医歯薬出版

0000087346 せ 聖隷浜松病院 開設40周年記念誌 聖隷浜松病院

0000128759 せ 請求漏れ&査定減ｾﾞﾛ対策 完全ｼｬｯﾄｱｳﾄ技術&ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 630  2011年度版 498.16 医学通信社

0000069106 せ 脊髄損傷患者のｹｱ 大谷 清∥著 角谷ﾖｼ子∥著 492.9466 医学書院

0000126960 せ 赤十字･赤新月運動における看護の力 492.9 日本赤十字看護大学

0000139106 せ 赤十字のしくみと活動 平成26年度版 498.16 日本赤十字社

0000110532 せ 赤十字の源泉を求めて 498.1 日本赤十字社

0000127233 せ 赤十字医療施設看護管理資料 492.9 日本赤十字社事業局看護部

0000148764 せ 赤十字医療施設看護管理資料 492.9 日本赤十字社事業局看護部

0000126564 せ 赤十字医療施設看護部長会総会 0 492.9 日本赤十字社

0000126588 せ 赤十字医療施設看護部長会総会 492.9 日本赤十字社

0000126625 せ 赤十字医療施設看護部長会総会 492.9 日本赤十字社

0000126632 せ 赤十字医療施設看護部長会総会 492.9 日本赤十字社

0000126649 せ 赤十字医療施設看護部長会総会 492.9 日本赤十字社

0000126748 せ 赤十字医療施設看護部長会総会 492.9 日本赤十字社

0000148849 せ 赤十字医療施設経営の資料　平成10年度 492.9 日本赤十字社

0000148818 せ 赤十字医療施設経営の資料　平成9年度 492.9 日本赤十字社

0000148825 せ 赤十字医療施設経営の資料　平成9年度 492.9 日本赤十字社

0000148788 せ 赤十字医療施設経営概要　平成10年度版 492.9 日本赤十字社

0000148856 せ 赤十字医療施設経営概要　平成13年度統計 492.9 日本赤十字社

0000148795 せ 赤十字医療施設経営概要　平成15年度版 492.9 日本赤十字社

0000148832 せ 赤十字医療施設経営概要　平成19年度統計 492.9 日本赤十字社

0000148863 せ 赤十字医療施設経営概要　平成21年度統計 492.9 日本赤十字社

0000148870 せ 赤十字医療施設経営概要　平成9年度版 492.9 日本赤十字社

0000112338 せ 赤十字科目ﾃｷｽﾄ 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社看護師研究ｾﾝﾀｰ

0000126601 せ 赤十字看護教育資料 492.9 日本赤十字社 事業局　看護部

0000101578 せ 赤十字健康管理事業研究会 第11回 498.16 日本赤十字社熊本健康管理ｾﾝﾀ－

0000139847 せ 赤十字健康管理事業研究会誌 2014.09 492 日本赤十字社

0000110488 せ 赤十字巡礼 498.1 日本赤十字社

0000126533 せ 赤十字病院のあり方検討会報告書 492.9 赤十字病院のあり方検討会

0000147200 せ 赤穂市民病院誌 2016年3月 第17号 病院の沿革 498.16 赤穂市民病院

0000036573 せ 接写と顕微鏡写真 竹村嘉夫∥著 746.4 共立出版

0000118385 せ 摂食障害 切池信夫 492.901 医学書院

0000141017 せ 絶望からはじまる患者力 岩倉 雅登 496.2 春秋社

0000064323 せ 舌痛症へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 496.8 書林

0000101707 せ 仙台赤十字病院医学雑誌 498.16 仙台赤十字病院

0000059589 せ 仙台赤十字病院医学雑誌  1999 第8巻 第1号 498.16 仙台赤十字病院

0000087384 せ 仙台赤十字病院医学雑誌 2003 Vol.2 No.1 498.16 仙台赤十字病院

9500117997 せ 仙台赤十字病院医学雑誌 2008 Vol.17 No.1 年の漢字に思うこと 498.16 仙台赤十字病院

9500115863 せ 仙台赤十字病院医学雑誌 2009 Vol.18 No.1 日赤災害救護斑の行方 498.16 仙台赤十字病院

0000142014 せ 仙台赤十字病院医学雑誌 2015 Vol.24 No.1 病床機能報告と地域医療構想の策定 498.16 仙台赤十字病院

0000147187 せ
仙台赤十字病院医学雑誌 2016 Vol.25 No.1 宮城県および東北地方における血液
供給量

498.16 仙台赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000086905 せ 仙台赤十字病院診療のご案内 498.16 仙台赤十字病院

0000139298 せ 仙台赤十字病院年報　 April 2013 March 2014 498.16 仙台赤十字病院

0000142359 せ 仙台赤十字病院年報　 April 2014 March 2015 498.16 仙台赤十字病院

0000120234 せ 先進病院の実例に学ぶ看護職のための院内教育 永田昭二 498 医学芸術社

0000036795 せ 先天異常の臨床とCT 森 惟明∥著 493.94 にゅーろん社

0000005753 せ 専門医が語る輸血の知識 関口定美∥共著 492.26 ｵｰﾑ社

0000145350 せ 専門医のための眼科診療ｸｵﾘﾌｧｲ　角膜内皮障害　to the Rescue 大橋祐一 中山書店

0000034401 せ 専門職化への視点 看護の新しい潮流 Norma L.Chaska 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000146753 せ 前眼部画像診断　AtoZ 前田直之 メディカルビュー

0000120012 せ 全科に必要な栄養管理Q&A 東口高志 492.926 総合医学社

0000137478 せ 全科実例による社会保険 歯科診療 歯科保険医療研究会∥編 498.16 医歯薬出版

0000043267 せ 全科実例による社会保険 歯科診療 歯科保険医療研究会∥編 498.16 医歯薬出版

9500114682 せ 全科実例による社会保険 歯科診療 歯科保険医療研究会∥編 498.16 医歯薬出版

0000137478 せ 全科実例による社会保険 歯科診療 歯科保険医療研究会∥編 498.16 医歯薬出版

0000130325 せ 全科実例による社会保険 歯科診療 歯科保険研究会∥編 498.16 医歯薬出版

0000069755 せ 全科実例による社会保険 歯科診療 歯科保険研究会 498.16 医歯薬出版

0000119696 せ 全国7ﾌﾞﾛｯｸ 院内がん登録実務者研修会 499.05 日本対がん協会

0000146586 せ 全国がん罹患ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ集計 491.7
独立行政法人　国立がん研究セン
ター

0000146630 せ 全国がん罹患ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ集計 491.7
独立行政法人　国立がん研究セン
ター

0000146647 せ 全国がん罹患ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ集計 491.7
独立行政法人　国立がん研究セン
ター

0000146654 せ 全国がん罹患ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ集計 491.7
独立行政法人　国立がん研究セン
ター

0000146616 せ 全国がん罹患ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ集計　2003-2005年 491.7
独立行政法人　国立がん研究セン
ター

0000088213 せ 全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会機関誌 2003 10 2 2
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
棟連絡協議会

498.16
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会

0000088596 せ 全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会機関誌 2004
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
棟連絡協議会

498.16
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会

0000093460 せ
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会機関誌 2005 Vol.4 No.1 何ができるか回
復ﾘﾊ

全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
棟連絡協議会

498.16
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会

0000094917 せ
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会機関誌 2005 Vol.4 No.3 時間外活動でﾁｰ
ﾑ力

全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
棟連絡協議会

498.16
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会

0000099363 せ 全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡協議会機関誌 2006 Vol.5 No.2 診療報酬改定
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病
棟連絡協議会

498.16
全国回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟連絡
協議会

0000088152 せ 全国赤十字大会 体験発表報告 平成15年度 日本赤十字社 日本赤十字社

0000088145 せ 全国赤十字大会 特別講演報告 平成15年度 日本赤十字社 日本赤十字社

0000126502 せ 全国赤十字病院看護部長会議 492.9 日本赤十字社

0000126618 せ 全国赤十字病院看護部長会議 492.9 日本赤十字社

0000082587 せ 全国病院名鑑 369.26 厚生問題研究会

0000082570 せ 全国病院名鑑 CD-ROM 369.26 厚生問題研究会

0000126526 せ 全国保健師･助産師･看護師職能集会報告 492.9 日本看護協会

0000085748 せ 全国保険者番号簿 平成15年6月版 0 364.4 （株）ｻﾝﾗｲｽﾞ

0000039956 せ 全国老人福祉施設要覧 平成10年度版 369.26 財団法人 長寿社会開発ｾﾝﾀ-

0000144087 せ 年報　第19巻 医療法人　仙養会

0000049290 せ 臨床腎臓病学ｾﾐﾅｰ(4)  全身疾患に伴う腎病変 武内重五郎∥編 494.93 南江堂

0000129145 せ 絨毛性疾患取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000129152 せ 絨毛性疾患取扱い規約 日本産科婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000124072 せ 絨毛性疾患取扱い規約　1995年改訂第2版 日本産科婦人科学会∥編 494.655 金原出版

0000132176 そ ｿｰﾘｰ･ﾜｰｸｽ! 前田正一 496.2 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000043922 そ その基礎的理論と方法 人間活動における人間関係 492.9 日本看護協会出版会

0000004923 そ その原因と予防 病院内感染 福見秀雄 493.8 医学書院

0000130646 そ その先の看護を変える気づき 柳田　邦夫 492.911 医学書院

0000002103 そ その歩み 児童手当
財団法人 日本児童手当協
会

366.45
株式会社 国際児童福祉文化研究
会

0000042666 そ その法的側面 看護業務 井上幸子 492.915 日本看護協会出版会

0000110501 そ ｿﾙﾌｪﾘｰﾉの記念 J ｱﾝﾘｰﾃﾞｭﾅﾝ 498.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000110556 そ ｿﾙﾌｪﾘｰﾉの記念 J ｱﾝﾘｰﾃﾞｭﾅﾝ 498.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000045377 そ ｿﾙﾌｪﾘｰﾉの記念
Ｊ．ｱﾝﾘｰﾃﾞｭﾅﾝ∥著 寺家村
博∥訳

369.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000088640 そ 組織事故 塩見 弘 492.915 日科技連

0000145565 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 492.9 日総研

0000142311 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142663 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142670 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142687 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142694 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142700 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142717 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142724 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142731 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142748 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142755 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142762 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142779 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142786 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142793 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142809 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142816 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000142823 そ 訴訟ﾄﾗﾌﾞﾙに強い ｶﾙﾃ看護記録の書き方 長谷部 圭司 198.163 日総研

0000003636 そ 訴訟事例に学ぶ医療事故と責任 鹿内清三∥著 498.12 第一法規出版

0000128513 そ 創立20周年記念式典 492.9 福井県ｱｲﾊﾞﾝｸ

0000102148 そ 創立30年のあゆみ 498.16 日本病院会共済会

0000102056 そ 創立50周年記念誌 498.16 大森赤十字病院

0000127660 そ 創立50周年記念誌 498.1 福井県看護連盟

0000102155 そ 創立50周年記念誌 498.16 福岡赤十字病院

0000102063 そ 創立70周年記念誌 498.16 京都第一赤十字病院

0000126779 そ 相談員養成研修会　平成14年度 492.9 ｴｲｽﾞ予防財団

0000140782 そ 総合診療外来の問診ﾗｲﾌﾞ 神田 善伸 492.911 文光堂

0000148252 そ 総合病院　伊達赤十字病院業績集　2015.4-2016.3　vol.1 伊達赤十字病院

0000139069 そ 総則編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000139076 そ 総則編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000142281 そ 総則編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000142304 そ 総則編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000146876 そ 総則編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000146883 そ 総則編 日本赤十字社例規類集 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000046565 そ 装具 武智秀夫∥著 明石 謙∥著 494.72 医学書院

0000123303 そ 造血器腫瘍取扱い規約　2010年3月【第1班】 日本血液学会∥編 495.43 金原出版

0000123327 そ 造血器腫瘍取扱い規約　2010年3月【第1班】 日本血液学会∥編 495.43 金原出版

0000138604 そ 続 違いがわかる! 同種･同効薬 黒山 政一 499.05 南江堂

0000004725 そ 続 脳死と心臓死の間（はざま）で 日本移植学会∥編 490.15 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000043588 そ 続 脳死と心臓死の間（はざま）で 日本移植学会∥編 490.15 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000043052 そ 続々 脳死と心臓死の間で 日本移植学会∥編 490.15 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000127042 そ 卒業研究抄録集 平成22年度 492.9 福井大学医学部看護学科

0000045179 そ 卒後教育のために 看護研究のてびき MABEL WANDELT 492.907 医学書院

0000147033 そ 膵癌取扱い規約 2016年7月 第7版
日本膵臓学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

0000147040 そ 膵癌取扱い規約 2016年7月 第7版
日本膵臓学会∥編 日本病
理学会∥編

494.96 金原出版

9500112046 た WHO血液腫瘍分類 ～WHO分類2008をうまく活用するために～ 直江知樹 493.17 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000056199 た ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ医学 492.918 医学書院

0000042628 た ﾀﾞｲﾅﾐｯｸな人間関係をもとにした方法 看護の探求 ｱｲﾀﾞ･ｼﾞｪｰﾝ･ｵｰﾗﾝﾄﾞ 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000138611 た ﾀｲﾑﾗｲﾝで追うがん種別薬学的ｹｱのﾎﾟｲﾝﾄ 濱  敏弘 499.05 じほう

0000034302 た たまゆらの 老人の性を考える 阿部初枝∥著 367.9 日本看護協会出版会

0000046541 た たまゆらの 老人の性を考える 阿部初枝∥著 367.9 日本看護協会出版会

0000069496 た ﾀ-ﾐﾅﾙｹｱ CD-ROM VOl.1-6 (1991-96) 492.918 三輪書店

0000131391 た 楽しく続ける心ﾘﾊ･ｴｸｻｻｲｽﾞ 494.78 ｺﾝﾊﾟｽ出版局

0000118736 た 高山みつの生涯 吉川龍子 492.9 蒼生書房

0000128285 た 高山赤十字病院 看護学会 集録集　平成12年度 492.9 高山赤十字病院看護部

0000127844 た 高山赤十字病院 看護学会 集録集　平成19年度 492.9 高山赤十字病院看護部

0000127974 た 高山赤十字病院 看護学会 集録集　平成20年度 492.9 高山赤十字病院看護部

0000140423 た 高山赤十字病院 年報　平成25年度 初版 492.9 高山赤十字病院

0000144513 た 高山赤十字病院 年報　平成26年度 第2号 492.9 高山赤十字病院

0000148450 た 高山赤十字病院 年報　平成27年度 第3号 492.9 高山赤十字病院

0000127509 た 高山赤十字病院看護協会　集録集 492.9 高山赤十字病院看護部

0000102001 た 高山赤十字病院紀要 498.16 高山赤十字病院

0000087988 た 高山赤十字病院紀要  2003年 高山赤十字病院 高山赤十字病院

9500118109 た 高山赤十字病院紀要 2008 Vol.31･32 地域医療確保のために 498.16 高山赤十字病院

0000140102 た 高山赤十字病院紀要 2013 Vol.37 2025年問題 492.9 高山赤十字病院

0000142366 た 高山赤十字病院紀要 2013 Vol.38 へき地における高度医療は可能か 492.9 高山赤十字病院

0000147217 た 高山赤十字病院紀要 2015 Vol.39 ふるさとを守る医療 492.9 高山赤十字病院

0000056748 た 高守正治教授退官記念業績集 498.16 金沢大学医学部神経内科学教室

0000135764 た 高松赤十字病院紀要 平成25年 第1巻 498.16 高松赤十字病院

0000142229 た 高松赤十字病院紀要 平成26年 第2巻 498.16 高松赤十字病院

0000136013 た 高槻赤十字病院 平成24年度 病院年報　第10巻 498.16 高槻赤十字病院

0000140355 た 高槻赤十字病院 平成25年度 病院年報　第11巻 498.16 高槻赤十字病院

0000144186 た 高槻赤十字病院 平成26年度 病院年報　第12号 498.16 高槻赤十字病院

た　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000118378 た 戦いの白衣は遠く のぐち　たい 492.901 戦誌刊行会

0000045360 た 他覚的聴覚検査の手引 ERA 496.6 金芳堂

0000120302 た 多焦点眼内ﾚﾝｽﾞ 宮島弘子 496.2 ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ ｼﾞｬﾊﾟﾝ

0000124348 た 多焦点眼内ﾚﾝｽﾞ ﾋﾞｯｾﾝ宮島弘子 496.2 ｴﾙｾﾞﾋﾞｱｼﾞｬﾊﾟﾝ

0000047111 た 体験学習ﾉｰﾄ 松本 勉 492.9 日本看護協会出版会

0000134583 た 体腔液細胞診 ｶﾗｰｱﾄﾗｽ 土屋眞一 494.8 文光堂

0000069830 た 対話  膠原病･ﾘｳﾏﾁ 柏崎禎夫∥著 493.14 医学書院

0000005395 た 胎児の環境としての母体 幼い生命のために 荒井良∥著 495.5 岩波書店

0000046381 た 胎児心電図・心音図 室岡 一 492.123 金原出版

0000046015 た 胎児新生児学入門 安達寿夫 493.95 医学書院

0000087971 た 退院患者に関する統計 鳥取赤十字病院 鳥取赤十字病院

0000101998 た 退院患者に関する統計　平成17年 498.16 鳥取赤十字病院

9500117010 た 退院患者諸統計 平成23年度1月1日～12月31日 498.16 石川県立中央病院

0000134804 た 退院患者諸統計 平成24年1月1日～12月31日 498.163 石川県立中央病院

0000139960 た 退院患者諸統計 平成25年1月1日～12月31日 498.163 石川県立中央病院

0000143820 た 退院患者諸統計 平成27年1月1日～12月31日 498.163 石川県立中央病院

0000128643 た 退院患者統計年報 平成6年度　第3巻 1994年1月～12月 498.163 福井赤十字病院病歴室

0000126557 た 退院計画のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ化を図るための研究事業 492.9 在宅ｹｱ研究会

0000111713 た 大学演習　一般物理学 金原寿郎 493 裳華房

0000111768 た 大学演習　微分積分学 三村征雄 493 裳華房

0000111676 た 大学課程　微分学演習 西本勝之 493 昭晃堂

0000043601 た 大気汚染と呼吸器疾患 宮本昭正∥共著 493.3 南江堂

0000001427 た 大気浄化植樹指針
環境庁大気保全局大気規制
課

498.12 第一法規

0000045971 た 大災害と救急医療
F.M.ﾊﾞｰｸﾙJr.∥〔ほか〕編 青
野 允∥〔ほか〕訳

492.29 情報開発研究所

0000135429 た 大腸ESD 山本博徳 493.4 南江堂

0000123365 た 大腸がん標準化学療法の実際 島田安博 499.05 金原出版

0000126304 た 大腸癌治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 大腸癌研究会 499.05 金原出版

0000129053 た 大腸癌治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 医師用 2010年版 大腸癌研究会 493.11 金原出版

0000112499 た 大腸癌取扱い規約 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000006125 た 大腸癌取扱い規約 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000119313 た 大腸癌取扱い規約 第7版補訂版 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000119443 た 大腸癌取扱い規約 第7版補訂版 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000123433 た 大腸癌取扱い規約 第7版補訂版 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000139472 た 大腸癌取扱い規約 第8版 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000135023 た 大腸癌取扱い規約 第8版 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000135030 た 大腸癌取扱い規約 第8版 大腸癌研究会∥編 493.46 金原出版

0000141970 た 第1回 国際がん研究ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 希少がん望ましい医療研究体制を探る 492.9 がん研究新興財団

0000146593 た 第2回　診療情報管理士（診療録管理士）の現況調査ｱﾝｹｰﾄ報告書 社団法人　日本病院会 社団法人 日本病院会

0000147118 た 第2回　診療情報管理士（診療録管理士）の現況調査ｱﾝｹｰﾄ報告書 社団法人　日本病院会 社団法人 日本病院会

0000003605 た 脱「社是・社訓」 企業理念はこう作れ ﾄﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所∥著 336 時事通信社

0000043373 た 丹田呼吸健康法 村木弘昌∥著 498.3 創元社

0000137362 た 炭酸脱水酵素 瀧　健治 493.9 大道学館出版部



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000043557 ち ﾁｰﾑｶﾝﾌｧﾚﾝｽを中心にして 患者に目を向けよう 492.91 医学書院

0000043564 ち ﾁｰﾑｶﾝﾌｧﾚﾝｽを中心にして 患者に目を向けよう 492.91 医学書院

0000043571 ち ﾁｰﾑｶﾝﾌｧﾚﾝｽを中心にして 患者に目を向けよう 492.91 医学書院

0000123662 ち ﾁ-ﾑで患者をｻﾎﾟｰﾄ がん患者Q&A 乳がん･消化器がんの薬物療法を中心に 古河　洋 499.05 じほう

0000123686 ち ﾁ-ﾑで患者をｻﾎﾟｰﾄ がん疼痛緩和ｹｱQ&A 加賀谷 肇 499.05 じほう

0000123358 ち 治験事務局ﾏﾆｭｱﾙ 蟻川　勝 499.05 じほう

0000004503 ち 治療と看護の実際 目でみる 整形外科ﾏﾆｭｱﾙ 492.92 廣川書店

0000047296 ち 治療食必携 藤本良昭∥編 498.58 医歯薬出版

0000126229 ち 治療薬ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2011 薬剤選択と処方のﾎﾟｲﾝﾄ 高久史麿 499.05 じほう

0000130547 ち 治療薬ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2012 薬剤選択と処方のﾎﾟｲﾝﾄ 高久史麿 499.05 じほう

0000141802 ち 治療薬ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2015 高久 史麿 499.05 じほう

0000113649 ち 地域がん診療拠点病院の機能向上に関する研究 池田　恢 492.926 国立がんｾﾝﾀｰ中央病院放射線

0000146623 ち 地域がん登録の標準化と精度向上に関する第3期中間調査結果報告書 祖父江友孝

0000127295 ち 地域ｹｱﾘﾝｸﾞ 2011 13 No.2 医療提供体制の展望と在宅医療･介護 492.926 北陸館

0000127394 ち 地域ｹｱﾘﾝｸﾞ 2011 13 No.2 医療提供体制の展望と在宅医療･介護 492.926 北陸館

0000069243 ち 地域看護学講座 別巻  地域看護管理 498 医学書院

0000069120 ち 地域看護学講座1  地域看護学総論 498 医学書院

0000069212 ち 地域看護学講座10  地域看護研究 498 医学書院

0000069229 ち 地域看護学講座11  情報・保健統計と疫学 498 医学書院

0000069236 ち 地域看護学講座12  保健福祉行政論 498 医学書院

0000069137 ち 地域看護学講座2  家族ｹｱ 498 医学書院

0000069168 ち 地域看護学講座5  地域活動計画と評価 498 医学書院

0000069175 ち 地域看護学講座6 母子地域看護活動 498 医学書院

0000069182 ち 地域看護学講座7  成人地域看護活動 498 医学書院

0000069205 ち 地域看護学講座9  障害者地域看護活動 498 医学書院

0000005951 ち 地域生活支援のSST 八木原律子∥〔ほか〕著 369.28 医学書院

0000059442 ち 地球環境にやさしいﾗｲﾌｽﾀｲﾙへの提言 519.8 第一法規

0000043038 ち 痴呆性老人のﾃﾞｲｹｱ 長谷川和夫∥〔ほか〕編集 492.9375 医学書院

0000043045 ち 痴呆性老人のﾃﾞｲｹｱ 杉山孝博∥編集 369.26 医学書院

0000125192 ち 中途採用看護師をいかす!　伸ばす!　育てる! 491.1 医学書院

9500109770 ち 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2007 50 No.1　第107回記録 494.9 中部日本整形外科災害外科学会

9500109732 ち 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2007 50 No.1　第108回学術集会 494.9 中部日本整形外科災害外科学会

9500109756 ち 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2007 50 No.4  集談会 494.9 中部日本整形外科災害外科学会

9500109787 ち 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 2007 50 No.5　第108回記録 494.9 中部日本整形外科災害外科学会

0000128599 ち 中條一西村症候群の疾患概念の確立と病態解明に基づく特異的治療法の開発 古川福実 496.5 厚生労働科学研究

0000082679 ち 注射剤の配合変化 第2版 福嶋 森  共著 499.093 ｴﾌｺﾋﾟﾝﾄﾞ富士書院

0000046442 ち 聴力検査の手引 森本正紀 496.6 医学書院

0000128612 ち 腸管ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 平成21年度案 496.5 厚生労働科学研究

0000102285 ち 調剤指針　第12改訂
日本薬剤師会 島田 慈彦 次
食費 島田

491.79 じほう

0000004541 ち 超音波による助産婦外来 鈴井江三子∥著 495.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

9500118451 ち
超急性期脳梗塞患者の救急搬送及び急性期病院受け入れ体制に対する実態調査
研究

木村和美 498.16 日本脳卒中協会

0000099967 ち 超速攻 糖尿病診療ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 第1巻 493 ｹｱﾈｯﾄ



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000099912 ち 超速攻 糖尿病診療ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 第2巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500114880 ち 超入門眼科手術基本術式50 DVDとｼｪｰﾏでまるごと理解 下村嘉一 496.2 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000068581 ち 長期投与医薬品便覧 平成11年8月版 医薬情報研究所∥編集 499.1 社会保険研究所

0000069199 ち 老人地域看護活動8 498 医学書院

0000048934 ち 膣式子宮脱根治手術 骨盤ﾍﾙﾆｱ管理論の立場から 森  崇英∥〔ほか〕共著 495.43 南江堂

0000086516 つ ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ反応･BCG接種 徳地清六 田中良子 499.07 結核予防会

0000043311 つ 杖と車椅子のための家 潮見憲三郎∥著 369.27 朝日新聞社

0000118774 つ 疼痛管理 並木昭義 492.9 南江堂

0000126366 て DPCの基礎知識 平成23年4月版 494.2 社会保険研究所

0000102391 て DPC環境下、医療の質と経営効果は両立できるか 494.2 日本医学出版

0000133319 て DPC請求 NAVI 2012-2013　 DPCｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&請求の完全攻略ﾏﾆｭｱﾙ 須貝和則 498.163 医学通信社

0000140287 て DPC請求NAVI 2015 須貝 和則 498.163 医学通信社

0000137805 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137812 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137829 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137836 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137843 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137850 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137867 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137874 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137881 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137898 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137904 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137911 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137928 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137935 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000137942 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000141673 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000141680 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123464 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123471 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123488 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123495 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123501 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123518 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123525 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123532 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123549 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123556 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123563 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123570 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123587 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000123594 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123600 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123617 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123624 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123631 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000123648 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000133821 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000133838 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116020 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116037 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116044 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116051 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116068 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116075 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116082 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116099 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116105 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116112 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116129 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116136 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116143 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116150 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116167 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116174 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116181 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116198 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

9500116204 て DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000124720 て DPC電子点数表　診断群分類点数表のてびき 平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500116310 て DPC電子点数表　診断群分類点数表のてびき 平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000102360 て DRGとDPC環境下で成功するためのｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 494.2 日本医学出版

0000139564 て DSM-5 精神疾患の診断統計ﾏﾆｭｱﾙ 高橋 三郎 493.7 医学書院

0000082686 て DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引 医学書院

0000126823 て DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引 376 医学書院

0000126830 て DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引 376 医学書院

0000088534 て ＴＮＭ悪性腫瘍の分類 第6版 日本語版 国際対がん連合 494.5 KANEHRA & CO.,LTD

0000125628 て TNM悪性腫瘍の分類 第7版 日本語版 国際対がん連合 494.5 KANEHRA & CO.,LTD

0000125635 て TNM悪性腫瘍の分類 第7版 日本語版 国際対がん連合 494.5 KANEHRA & CO.,LTD

0000034012 て TNS 「忙しさ」の尺度と看護人員配置 虎の門病院看護部∥編 498.14 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000120005 て TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOSTASIS D.HILLYER 491.6 ELSEVIER

0000134842 て できる!見える!活かす! ｸﾞﾗﾑ染色からの感染症診断 494.9 羊土社

0000137331 て ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｰｻｲｽﾞ住宅地図　 福井市南 足羽川以南記載 290.144 刊広社

0000137324 て ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾒｰｻｲｽﾞ住宅地図　 福井市北 足羽川以北記載 290.144 刊広社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000042154 て ﾃﾞｽ･ｽﾀﾃﾞｨ 死別の悲しみとともに生きるとき 若林一美∥著 490.15 日本看護協会出版会

9500117942 て ﾃﾛに対する医療体制の充実及び表評価に関する研究 大友康裕 498.16 東京医科歯科大学大学院

0000043342 て 手のうごきと脳のはたらき 香原志勢∥著 491.197 築地書館

0000005678 て 手の空いた昼下がりに 患者という名の人生論 波多江伸子∥著 490.4 日本看護協会出版会

0000043441 て 定年後 岡田誠三∥著 913.6 中央公論社

0000069274 て 適応看護論 ﾛｲ看護論によるｱｾｽﾒﾝﾄと実践
Beverly J.Rambo∥〔著〕 松
木光子∥監訳

492.9 へるす出版

0000120586 て 展望 2009 No.3 S-1の創薬からさらなる進歩ﾍ 493.89 小林がん学術振興会

0000120593 て 展望 2009 No.3 S-1の創薬からさらなる進歩ﾍ 493.89 小林がん学術振興会

0000125529 て 展望 2010 No.4 公益財団法人認定と公益法人制度の展望 493.89 小林がん学術振興会

0000129701 て 展望 2011 No.5 地域医療とがん対策 493.89 小林がん学術振興会

0000132336 て 展望 2012 No.6 わが国のがん対策の現状と課題 493.89 小林がん学術振興会

0000144148 て 展望　2015年　9月 493.89 小林がん学術振興会

0000082280 て 電子ｶﾙﾃとｸﾘﾃｨｶﾙﾊﾟｽで医療がかわる 小西敏郎 303.0 ｲﾝﾀ-ﾒﾃﾞｨｶ

0000142564 と Drﾐﾔｷﾞ Drﾌｼﾞﾀ 　ｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄのための呼吸器診療　勘どころ 宮城 征四郎 493.3 医学書院

0000099844 と Dr箕輪の実践救急指南 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000099929 と Dr林の笑劇的救急問答 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500114057 と Dr林の笑劇的救急問答 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000099868 と Dr林の笑劇的救急問答 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500114040 と Dr林の笑劇的救急問答 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500113029 と Dr林の笑劇的救急問答2 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500113043 と Dr林の笑劇的救急問答2 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500112961 と Dr林の笑劇的救急問答3 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500112992 と Dr林の笑劇的救急問答3 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500113005 と Dr林の笑劇的救急問答4 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500112985 と Dr林の笑劇的救急問答4 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500113036 と Dr林の笑劇的救急問答5 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500112954 と Dr林の笑劇的救急問答5 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

9500114729 と ﾄｰﾘｯｸ眼内ﾚﾝｽﾞ ﾋﾞｯｾﾝ宮島弘子 496.2 南山堂

0000142403 と ﾄｯﾌﾟｼﾞｬｰﾅﾙから学ぶ 総合診療ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 仲田 和正 492 株式会社ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙ

0000048873 と ﾄﾋﾟｯｸｽ生殖医学 鈴木秋悦∥著 491.35 医学書院

0000136310 と ﾄﾑ･ﾗﾝｸﾞの医学論文 執筆･出版･発表 実践ｶﾞｲﾄﾞ ﾄﾑ･ﾗﾝｸﾞ 496.2 ｼﾅｼｰ

0000140478 と 喉龍会 2014 第7号 手術雑感 手動手術と鉗子手術 498.16 福井大学医学部耳鼻咽喉科

0000101721 と 鳥取赤十字病院医学雑誌 498.16 鳥取赤十字病院

9500118390 と 鳥取赤十字病院医学雑誌　2007 No.16 変則二交替制勤務の導入と評価 498.16 鳥取赤十字病院

9500118611 と 鳥取赤十字病院医学雑誌　2008 No.17 栄養管理実施加算の現状と問題 498.16 鳥取赤十字病院

9500118246 と
鳥取赤十字病院医学雑誌　2012 No.21 閉経後女性の腰椎骨密度に対するﾗﾛｷｼ
ﾌｪﾙﾝとｱﾚﾝﾄﾞ

498.16 鳥取赤十字病院

0000135917 と
鳥取赤十字病院医学雑誌 2013 No.22 当院のC型肝炎に対するﾍﾟｸﾞｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ+ﾘ
ﾊﾞﾋﾞﾘﾝ+ﾃﾗﾌﾟ

498.16 鳥取赤十字病院

0000086646 と 鳥取赤十字病院医学雑誌2002 鳥取赤十字病院

0000145428 と 鳥取赤十字病院創立百周年雑誌記念誌 鳥取赤十字病院 498.16 鳥取赤十字病院

0000043991 と 登校拒否症 若林慎一郎∥著 493.937 医歯薬出版

0000088589 と 投薬禁忌ﾘｽﾄ 2004 付 重大な副作用 498.163 じほう

0000080927 と 投薬禁忌ﾘｽﾄ 平成15年度版 498.163 社会保険研究所



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000087087 と 東邦大学業績年報 平成13年度 東邦大学

9500114064 と 当直で困らない小児科のｺﾂ 改訂版 492 羊土社

0000111591 と 糖質の化学 井上康男 493 培風館

9500117409 と 糖尿病のあなたへ  かんたんｶｰﾎﾞｶｳﾝﾄ 豊かな食生活のために
大阪市立大学大学院医学研
究科

490.6 医療ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000057547 と 糖尿病のﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ﾁｰﾑｱﾌﾟﾛｰﾁと患者指導の実際 平田幸正∥〔ほか〕編集 493.12 医学書院

0000047203 と 糖尿病の療養指導89 日本糖尿病学会∥編 493.12 診断と治療社

0000056465 と 糖尿病ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ
馬場茂明∥編 土井邦紘∥
編

493.12 医歯薬出版

0000046978 と 糖尿病運動療法指導の手びき 病態に合わせた具体的運動処方 佐藤祐造∥編著 493.12 南江堂

9500117416 と 糖尿病患者のためのｶｰﾎﾞﾌﾗｯｼｭ ｶｰﾄﾞ 大阪市立大学大学院 490.6 医療ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000005777 と 糖尿病教育の到達目標ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
ｱﾒﾘｶ糖尿病協会∥編 大森
安恵∥訳

493.12 医歯薬出版

0000111294 と 糖尿病治療ｶﾞｲﾄﾞ 日本糖尿病学会 498.3 日本糖尿病学会

0000101332 と 糖尿病治療ｶﾞｲﾄﾞ 492 分光堂

0000135504 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135511 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135528 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135535 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135542 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135559 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135566 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135573 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135580 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135597 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135856 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135863 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000135870 と 糖尿病食事療法のための食事交換表 第7版 日本糖尿病学会∥編 493.12 日本糖尿病協会　文光堂

0000004770 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 日本糖尿病学会∥編 493.12

0000101073 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 492 日本糖尿病学会 文光堂

0000101455 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 492 日本糖尿病学会･文光堂

0000101462 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 492 日本糖尿病学会･文光堂

0000101479 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 492 日本糖尿病学会･文光堂

0000101486 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 492 日本糖尿病学会･文光堂

0000101493 と 糖尿病食事療法のための食品交換表 492 日本糖尿病学会･文光堂

0000101080 と 糖尿病食事療法のための食品交換表　活用編 492 日本糖尿病学会 文光堂

0000082624 と 糖尿病性腎症の食事交換表 第2版 日本糖尿病学会∥編 493.12

0000082631 と 糖尿病性腎症の食事交換表 第2版 日本糖尿病学会∥編 493.12

0000082648 と 糖尿病性腎症の食事交換表 第2版 日本糖尿病学会∥編 493.12

0000082655 と 糖尿病性腎症の食事交換表 第2版 日本糖尿病学会∥編 493.12

0000082662 と 糖尿病性腎症の食事交換表 第2版 日本糖尿病学会∥編 493.12

0000129640 と 糖尿病網膜症治療剤前線 治療ｱﾌﾟﾛｰﾁとﾃｸﾆｯｸ 山本哲也 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000101356 と 糖尿病予防の健康教育　教材を用いた実践的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 上島弘嗣 492 保健同人社

0000124935 と 糖尿病療養指導に役立つ 糖尿病と患者ｹｱ Q&A 492.9 総合医学社

0000101349 と 糖尿病療養指導士のための　糖尿病生活指導ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 梶沼　宏 492 金原出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000034067 と 透析患者と生きる ｽﾀｯﾌのためのﾘｴｿﾞﾝ･ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝの臨床 春木繁一∥編著 494.93 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000005456 と 透析患者の感染症 平野  宏∥著 493.8 中外医学社

0000087353 と 透析患者の合併症とその対策 透析患者の泌尿器疾患 社団法人 日本透析医会

0000033992 と 透析患者の循環器ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 病態と心電図の読みかた 多川  斉∥編著 494.93 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000047746 と 透析患者の精神医学と心理療法 赤間立枝∥編集 494.93 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000133296 と 透析患者への投薬ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 平田純生 島田慈彦 491.79 じほう

0000137263 と 透析患者への投薬ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 平田純生 島田慈彦 491.79 じほう

0000034142 と 透析食ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 安西志保子∥編著 494.93 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000043137 と 透析療法と看護 宇田有希 494.93 ﾗｲﾌ ｻｲｴﾝｽ ｾﾝﾀｰ

0000047685 と 透析療法における合併症 検査の実際から治療まで 中川成之輔∥〔ほか〕執筆 494.93 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000042819 と 透析療法の医療経済 瀬岡吉彦∥編集 498.13 日本ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

0000125277 と 透析療法の理解とｹｱ 491.1 学習研究社

0000034494 と 透析療法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 494.93 協同医書出版社

0000036603 と 頭頚部CT診断ｱﾄﾗｽ
平敷淳子∥著 亀井民雄∥
著

492.4371 朝倉書店

0000077576 と 頭頚部癌取扱い規約  2001年11月 【改訂版第3版】 日本頭頚部腫瘍学会／編 494.5 金原出版

9500114170 と 頭部画像診断のここが鑑別ﾎﾟｲﾝﾄ 改訂版 492 羊土社

0000143424 と 頭頸部・口腔細胞診ｱﾄﾗｽ 太田秀一 496.5 医療科学社

0000149037 と 頭頸部がん科学放射線療法をｻﾎﾟｰﾄする　口腔ｹｱと嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

0000143585 と 頭頸部癌取り扱い規約　第5版 日本頭頸部癌学会 496.5 金原出版株式会社

0000112659 と 頭頸部癌取扱い規約 日本頭頸部学会∥編 493.46 金原出版

9500116273 と 頭頸部癌取扱い規約 日本頭頸部学会∥編 493.46 金原出版

9500116280 と 頭頸部癌取扱い規約 日本頭頸部学会∥編 493.46 金原出版

0000143271 と 頭頸部癌診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2013年版 日本頭頸部癌学会 496.5 金原出版株式会社

0000143394 と 頭頸部腫瘍Ⅰ唾液腺腫瘍 森永正二郎 496.5 文光堂

0000143417 と 頭頸部腫瘍Ⅱ　上気道・咽頭・口腔腫瘍と歯原性腫瘍 森永　正二郎 496.5 文光堂

9500117331 と 動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療ｶﾞｲﾄﾞ 2008年版 日本動脈硬化学会 499.05 協和企画

0000088190 と 同窓会員名簿 福井県立大学同窓会 福井県立大学同窓会

0000119030 と 同方　昭和12年6月萩原ﾀｹ子記念號 492.9 日本赤十字社

0000127912 と 同方　昭和12年6月萩原ﾀｹ子記念號 492.9 日本赤十字社

0000127929 と 同方　昭和12年6月萩原ﾀｹ子記念號 492.9 日本赤十字社

0000128070 と 同方　昭和12年6月萩原ﾀｹ子記念號 492.9 日本赤十字社

0000127967 と 同方　昭和3年創刊号 492.9 日本赤十字社

0000128049 と 同方　昭和3年創刊号 492.9 日本赤十字社

0000129855 と 同方　昭和4年4月号･10月号 492.9 日本赤十字社

9500111711 と 同方　昭和5年7月号 492.9 日本赤十字社

0000127899 と 同方　昭和5年7月號 第3巻第4號 492.9 日本赤十字社

0000127936 と 同方　昭和5年新年号 492.9 日本赤十字社

9500111728 と 同方　昭和5年新年号 492.9 日本赤十字社

0000119689 と 同方　創刊号 492.9 日本赤十字社

0000141703 と 同方　復刻版　昭和3年 11月号 昭和4年 新年号 7月号 492.9 日本赤十字社

0000126946 と 同方　復刻版　昭和6年3,5,9月号 492.9 日本赤十字社

0000126984 と 同方　復刻版　昭和6年3,5,9月号 492.9 日本赤十字社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000127004 と 同方　復刻版　昭和6年3,5,9月号 492.9 日本赤十字社

9500117690 と 同方　復刻版　昭和7年 新年号 3月号 7月号 492.9 日本赤十字社

0000137133 と 同方　復刻版　昭和8年 新年号 5月号 6月号 12月号 492.9 日本赤十字社

9500118994 と 徳島赤十字病院 年報　平成23年度 第1号 498.16 徳島赤十字病院

0000135474 と 徳島赤十字病院 年報　平成24年度 第2号 498.16 徳島赤十字病院

0000140140 と 徳島赤十字病院 年報　平成25年度 第3号 492.9 徳島赤十字病院

0000087391 と 徳島赤十字病院医学雑誌  2003 Vol.8 No.1 498.16 徳島赤十字病院

9500118215 と 徳島赤十字病院医学雑誌　2008 Vol.13 No.1 心臓手術後の反回神経麻 498.16 徳島赤十字病院

0000134507 と
徳島赤十字病院医学雑誌　2013 Vol.18 No.1 救急外来（ER型）時間外初診の血液
疾患の

498.16 徳島赤十字病院

0000138741 と
徳島赤十字病院医学雑誌　2014 Vol.19 No.1 心の健康問題で受診した未就学児に
ついて

492.9 徳島赤十字病院

0000142243 と 徳島赤十字病院医学雑誌　2015 Vol.20 No.1 自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑの展望 492.9 徳島赤十字病院

0000147361 と 徳島赤十字病院医学雑誌　2016 Vol.21 No.1 当院におけるC型慢性肝炎 492.9 徳島赤十字病院

0000134491 と 徳島赤十字病院患者統計 平成23年度  院内がん登録統計 498.16 徳島赤十字病院

0000138758 と 徳島赤十字病院患者統計 平成24年度  院内がん登録統計 492.9 徳島赤十字病院

0000142236 と 徳島赤十字病院患者統計 平成25年度  院内がん登録統計 492.9 徳島赤十字病院

9500115917 と 徳島大学病院 2011 498.16 徳島大学病院

0000143110 と 徳島大学病院 2015 498.16 徳島大学病院

0000147286 と 徳島大学病院 2016 498.16 徳島大学病院

0000082518 と 特定機能病院における入院医療の包括評価の概要 平成15年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000082525 と 特定機能病院における入院医療の包括評価の概要 平成15年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000101097 と 特定健康診査・特定保険指導の円滑な実施に向けた手引き 東　史人 493.12 法研

0000149211 と 特定保健医療材料ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ　2016年度版 日本医療機器ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ協会

0000099073 と 独立行政法人国立病院機構　金沢医療ｾﾝﾀｰ 研究業績集 498.16 金沢医療ｾﾝﾀｰ

0000140577 と 独立行政法人国立病院機構 金沢医療ｾﾝﾀｰ　年次報告書 研究業績集 498.6
独立行政法人国立病院機構 金沢
医療ｾﾝﾀｰ

0000144100 と 独立行政法人国立病院機構 金沢医療ｾﾝﾀｰ　年次報告書 研究業績集 498.6
独立行政法人国立病院機構 金沢
医療ｾﾝﾀｰ

0000128810 と 富山赤十字病院 富山赤十字看護専門学校 創立100周年記念誌 富山赤十字病院 498.1 富山赤十字病院

9500118581 と 富山赤十字病院医学雑誌 2008 第25巻 病院の実力 498.16 富山赤十字病院

0000086738 と 富山赤十字病院紀要 富山赤十字病院

0000087018 と 富山赤十字病院研究紀要 富山赤十字病院

9500118185 と 富山赤十字病院研究紀要  2006 Vol.23 B型肝炎に対するﾗﾐﾌﾞｼﾞﾝ投与例の検討 498.16 富山赤十字病院

0000068383 と 富山赤十字病院研究紀要 1999（第16巻） 498.16 富山赤十字病院

0000101585 と 富山赤十字病院研究紀要　2007年　第24巻 498.16 富山赤十字病院

0000137096 と 富山赤十字病院研究紀要　2013年　第30巻 498.16 富山赤十字病院

0000139458 と 富山赤十字病院研究紀要　2014年　第31巻 498.16 富山赤十字病院

0000142960 と 富山赤十字病院研究紀要　2015年　第32巻 498.16 富山赤十字病院

0000148290 と 富山赤十字病院研究紀要　2016年　第33巻 498.16 富山赤十字病院

0000142205 と 富山赤十字病院事業概況 平成26年度 498.16 富山赤十字病院

0000059565 と 豊科赤十字病院医報 第6巻 498.16 豊科赤十字病院

0000087575 と 豊田三郎画集 豊田三郎∥著 913.6 福井新聞社

0000125048 な Nursing Selection6  脳･神経疾患 492.9 ﾒﾃﾞｨｶﾙ出版事業部

0000046916 な ﾅｰｼﾝｸﾞ･ﾘｻｰﾁ 看護研究－その目的・手順・評価
Lucille E.Lucille E.Notteｒ∥
〔著〕 内海 滉∥訳

492.9 医学書院

な　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000004800 な ﾅｰｼﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝ 看護診断にもとづく看護治療
ｸﾞﾛﾘｱ M.ﾌﾞﾚﾁｪｸ∥編集 早川
和生∥監訳

492.9 医学書院

0000069090 な ﾅｰｽ･ﾄﾞｸﾀｰのための検査・処置室英会話 新 秋枝∥著 490.7 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000047388 な ﾅｰｽが視る人体 看護のための人間論 薄井坦子∥著 492.9 講談社

0000051408 な ﾅｰｽが自分を知る本
ﾌｨﾘｯﾌﾟ ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ∥著 河合美
子∥訳

492.9 医学書院

0000139045 な ﾅｰｽｽﾃｰｼﾞｮﾝ 2014. 7-8 No.18 492 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ医心

0000046701 な ﾅｰｽとｽﾄﾚｽ
ｶﾚﾝ E.ｸﾗｳｽ∥編集 伊藤幸
子∥〔ほか〕訳

492.9 医学書院

0000125833 な ﾅｰｽと患者さんのための自己導尿えほん 492.92 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000042925 な ﾅｰｽになったら読む本 日本総合研究所 編 492.9 日総研

0000047821 な ﾅｰｽのための CCU･ICU 492.9 ﾃｸﾉ

0000125017 な ﾅｰｽのための NEW心電図教室 黒沢分貴 492.9 学習研究社

0000046367 な ﾅｰｽのための 医学用語集 杉 靖三郎 492.9 医学書院

0000046374 な ﾅｰｽのための 医学用語集 杉 靖三郎 492.9 医学書院

0000043021 な ﾅｰｽのためのＨｏｗ　ｔｏコミュニケーション 患者・同僚そして自身とのよりよい関係
ｼﾞｬﾆｰ･ｳﾞｨﾃｨﾝｸﾞ∥著 小松
博子∥訳

498.14 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000118576 な ﾅｰｽのためのｱｻｰﾃｨﾌﾞ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 藤田敬一郎 492.9 医学書院

0000120197 な ﾅｰｽのためのやさしくわかる人工呼吸ｹｱ 樫山鉄矢 498 ﾅﾂﾒ社

0000134941 な ﾅｰｽのための危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃｷｽﾄ KYT 杉山良子 539 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000045100 な ﾅｰｽのための救命救急 492.916 株式会社 ﾃｸﾉ

0000127011 な ﾅｰｽのための実践会話術1 理論編 492.9 桐書房

0000127257 な ﾅｰｽのための実践会話術2 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ編 492.9 桐書房

0000047890 な ﾅｰｽのための症例研究 根津  進∥著 492.9 学研

0000043281 な ﾅｰｽのための水・電解質ﾎﾟｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ
M.M.Horne∥〔著〕 飯田喜俊
∥監訳

492.9 南江堂

0000120210 な ﾅｰｽのための早引き消化器疾患ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 高橋信一 498 ﾅﾂﾒ社

0000120241 な ﾅｰｽのための早引き内視鏡検査治療ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 高橋信一 498 ﾅﾂﾒ社

0000143974 な ﾅｰｽのための鎮痛薬によるがん疼痛治療法

0000042956 な ﾅｰｽﾏﾈｼﾞｬｰ よりよい人間関係のために
June Blankenship   井部俊
子∥訳

498.14 HBJ出版局

0000142588 な ﾅｰｽ研修医のための世界でいちばん人工呼吸管理がわかる本 古川 力丸 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000127615 な ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ･ｽﾋﾟﾘｯﾄで行こう たかがい恵美子 492.901 太陽出版

0000043724 な ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙと六人の弟子 Z･ｺｰﾌﾟ∥著 三輪卓爾∥訳 490.28 医学書院

0000047371 な ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙのことば その光と影 ﾓﾆｶ･ﾍﾞｲﾘｰ 編 492.901 医学書院

0000118743 な ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙの生涯 ｴﾙｽﾍﾟｽ ﾊｸｽﾚｰ 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000118484 な ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ看護論入門 金井一薫 492.901 講談社

9500114293 な ﾅﾚｯｼﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 大串正樹 492.907 医学書院

0000127172 な 夏の陣そして玉手箱　泣くよつかひつ飛べ　弐 492.9 自由民主党東京都

0000101592 な 成田赤十字病院 2006 Vol.9 498.16 成田赤十字病院

9500115894 な 成田赤十字病院　平成19年度 年報 498.16 成田赤十字病院

9500118444 な 成田赤十字病院　平成21年度 年報 498.16 成田赤十字病院

9500118871 な 成田赤十字病院　平成22年度 年報 498.16 成田赤十字病院

9500115979 な 成田赤十字病院　平成23年度 年報 498.16 成田赤十字病院

0000142038 な 成田赤十字病院　平成25年度 年報 498.16 成田赤十字病院

0000145503 な 成田赤十字病院　平成26年度 年報 498.16 成田赤十字病院

0000056717 な 成田赤十字病院誌 1998 Vol.1 498.16 成田赤十字病院

0000087322 な 成田赤十字病院誌 2002 Vol.5 成田赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

9500118017 な 成田赤十字病院誌 2007 Vol.10 周術期血糖管理 498.16 成田赤十字病院

9500118161 な 成田赤十字病院誌 2008 Vol.11 新臨床研修制度で何が変わったか 498.16 成田赤十字病院

0000136433 な 成田赤十字病院誌 2013 Vol.16 前立腺がん診療における地域連携ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ 498.16 成田赤十字病院

0000141383 な 成田赤十字病院誌 2014 Vol.17 解説 多様化する造血幹細胞移植 498.16 成田赤十字病院

0000102032 な 中津病院90周年誌 498.16 中津病院

0000034036 な 長い命のために 早瀬圭一∥著 369.26 新潮社

9500118284 な 長岡赤十字病院　平成23年度版 年報 498.16 長岡赤十字病院

0000148603 な 長岡赤十字病院　平成27年度 年報 498.16 長岡赤十字病院

0000086684 な 長岡赤十字病院医学雑誌 498.16 長岡赤十字病院

0000133333 な
長岡赤十字病院医学雑誌  2012 Vol.25 No.1 長岡赤十字病院の取り組みの長期的
展望

498.16 長岡赤十字病院

0000101561 な 長岡赤十字病院医学雑誌 2006 Vol.19 No.1 498.16 長岡赤十字病院

0000101783 な 長岡赤十字病院医学雑誌　2007 Vol.20　No.1 498.16 長岡赤十字病院

0000135481 な 長岡赤十字病院医学雑誌　2013 Vol.26 No.1 褥瘡の見方と治療法 498.16 長岡赤十字病院

0000139991 な 長岡赤十字病院医学雑誌 2014 Vol.27 No.1 新しい領域への挑戦 498.16 長岡赤十字病院

0000143950 な 長岡赤十字病院医学雑誌 2015 Vol.28 No.1 ﾁｰﾑ医療 498.16 長岡赤十字病院

0000148283 な 長岡赤十字病院医学雑誌 2016 Vol.29 No.1 498.16 長岡赤十字病院

9500118635 な 長岡赤十字病院研究紀要  2008 Vol.21 No.1 地域がん診療連携拠点病院 498.16 長岡赤十字病院

0000108904 な 長野赤十字看護専門学校 創立100周年記念 長野赤十字看護専門学校 498.1 長野赤十字看護専門学校

0000145534 な 長野赤十字病院 年報　平成22年度 498.16 長野赤十字病院

9500118918 な 長野赤十字病院 年報　平成23年度 498.16 長野赤十字病院

0000140492 な 長野赤十字病院 年報　平成25年度 498.16 長野赤十字病院

0000148610 な 長野赤十字病院 年報　平成27年度 498.16 長野赤十字病院

0000068437 な 長野赤十字病院医誌 1998 第12巻 498.16 長野赤十字病院

0000133357 な
長野赤十字病院医誌 2011 第25巻 一例一例の症例を大切にする病院そして医学
雑誌

498.16 長野赤十字病院

0000135948 な 長野赤十字病院医誌 2012 第26巻 九転十起　山中伸弥教授に学ぶ 498.16 長野赤十字病院

0000140539 な 長野赤十字病院医誌 2013 第27巻 日々の診療にもresearch mind は必要 498.16 長野赤十字病院

0000144438 な 長野赤十字病院医誌 2014 第28巻 日々の診療、業務から学び、思索する習慣 498.16 長野赤十字病院

0000087223 な 長野赤十字病院誌 498.16 長野赤十字病院

9500118062 な 長野赤十字病院誌 2007 Vol.21 院内誌の役割 498.16 長野赤十字病院

0000141772 な
奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 2015 Vol.19 No.1 転移再発大腸癌に対する集学
的治療

498.16 奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ

0000147255 な 奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 2016 Vol.20 No.1 498.16 奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ

0000086943 な 奈良県立奈良病院医学雑誌 奈良県立奈良病院

0000059619 な 奈良県立奈良病院医学雑誌  1999 第3巻 第1号 498.16 奈良県立奈良病院

0000087957 な 奈良県立奈良病院医学雑誌 2003年4月 奈良県立奈良病院 奈良県立奈良病院

9500118260 な 奈良県立奈良病院医学雑誌 2007 Vol.11 No.1 ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽについて 498.16 奈良県立奈良病院

9500115818 な 奈良県立奈良病院医学雑誌 2008 Vol.12 No.1 関節ﾘｳﾏﾁにおける整形外科的手術 498.16 奈良県立奈良病院

0000133753 な 奈良県立奈良病院医学雑誌 2013 Vol.17 No.1 病院における医療職のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ 498.16 奈良県立奈良病院

0000137379 な 奈良県立奈良病院医学雑誌 2014 Vol.18 No.1 膝の診断 498.16 奈良県立奈良病院

0000045513 な 内科ｼﾘｰｽﾞ  No.18  腎不全のすべて 内科編集委員 494.93 南江堂

0000004107 な 内科救急ﾏﾆｭｱﾙ  鑑別診断と処置 Mary E 他 492.29 医学書院

0000140768 な 内科主訴25の確定診断術 塩尻 俊明 493 文光堂

0000143387 な 内視鏡下鼻内鼻腔手術　副鼻腔疾患から頭蓋底疾患まで 森山　寛 496.5 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000139496 な 内視鏡所見のよみ方と鑑別診断 下部消化管 第2版 多田 正大 493.4 医学書院

0000139533 な 内視鏡所見のよみ方と鑑別診断 上部消化管 第2版 芳野 純治 493.4 医学書院

9500118321 な 病院年報  平成23年度 498.16 名古屋第一赤十字病院

0000136365 な 病院年報  平成24年度 498.16 名古屋第一赤十字病院

0000056724 な 名古屋第一赤十字病院 医局業績集 498.16 名古屋第一赤十字病院

0000101554 な 名古屋第二赤十字病院　90年史 498.16 名古屋第二赤十字病院

0000142168 な 名古屋第二赤十字病院　百年史 498.16 名古屋第2赤十字病院

0000144452 な 名古屋第二赤十字病院　百年史 498.16 名古屋第2赤十字病院

0000101516 な 名古屋第二赤十字病院年報　平成15年度 498.16 名古屋第二赤十字病院

0000101523 な 名古屋第二赤十字病院年報　平成16年度 498.16 名古屋第二赤十字病院

0000101509 な 名古屋第二赤十字病院年報　平成17年度 498.16 名古屋第二赤十字病院

0000144223 な 名古屋第二赤十字病院年報　平成26年度 498.16 名古屋第2赤十字病院

9500113975 な 流れがわかる学会発表･論文作成 How To 492 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社

9500114637 に 20周年記念誌 あゆみ 492.1 婦人健康友の会

0000059510 に 21世紀の医療・看護を考える 看護展望 別冊No.2 492.907 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000059527 に 21世紀の医療・看護を考える 看護展望 別冊No.2 492.907 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000086691 に 21世紀へのﾁｬﾚﾝｼﾞ 新田塚医療福祉ｾﾝﾀｰ

0000003957 に 21世紀までの医業経営とＰＲ 改正医療法の先を行く 岡田玲一郎∥著 498.16 日本医療企画

0000045483 に 21世紀健康への展望 医療　健康づくりプライマリヘルスケアを考える 大谷藤郎∥著 498.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000127516 に 50年のあゆみ 492.9 日本看護連盟

0000134866 に New専門医を目指すｹｰｽ･ﾒｿﾞｯﾄ･ｱﾌﾟﾛｰﾁ1 糖尿病 494.9 日本医事新報社

0000046725 に ﾆｭ-･ﾘ-ﾀﾞ-ｼｯﾌﾟ 川嶋みどり 336.49 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ社

0000144032 に ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ　2013年　秋季増刊　マンネリ化しないｻｲｸﾙﾒﾆｭｰ 本田佳子 496.5 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000144049 に ﾆｭｰﾄﾘｼｮﾝｹｱ　2014年　秋季増刊 川崎英二 496.5 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000098595 に 新潟中越地震における災害救護に関する実態調査報告書 498.16 日本赤十字社

0000110563 に 新潟中越地震における災害救護に関する実態調査報告書 498.16 日本赤十字社

0000110594 に 新潟中越地震における災害救護に関する実態調査報告書 498.16 日本赤十字社

0000140546 に 人間ﾄﾞｯｸ  2014 Vol.29 No.4 第56回 日本人間ﾄﾞｯｸ学会学術大会開催にあたって 498.3 日本人間ﾄﾞｯｸ学会

0000126328 に 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価 Ver.20 　受審ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本人間ﾄﾞｯｸ学会 498.3 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価委員会

9500112039 に 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価 Ver.20 　受審ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本人間ﾄﾞｯｸ学会 498.3 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価委員会

0000142052 に 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価 Ver.3.0 　受審ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本人間ﾄﾞｯｸ学会 498.3 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価委員会

0000142069 に 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価 Ver.3.0 　受審ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本人間ﾄﾞｯｸ学会 498.3 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価委員会

0000142076 に 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価 Ver.3.0 　受審ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 日本人間ﾄﾞｯｸ学会 498.3 人間ﾄﾞｯｸ健診施設機能評価委員会

0000033985 に 人間の死と脳幹死
Christopher Pallis∥著 植村
研一∥〔ほか〕訳

491.371 医学書院

0000044165 に 人間関係の看護論
ﾍﾞﾌﾞﾛｳ∥〔著〕 小林富美栄
∥〔ほか〕訳

492.9 医学書院

0000034258 に 人間対人間の看護 JOYCE TRAVELBEE 492.9 医学書院

0000047869 に 人間対人間の看護
ﾄﾗﾌﾞﾙﾋﾞｰ∥〔著〕 長谷川 浩
∥訳 藤枝知子∥訳

492.9 医学書院

0000040105 に 人間適応の心理 適応機制
P･M･ｻｲﾓﾝｽﾞ∥著 畠山 忠
∥訳

146.2 風間書房

0000141666 に 西日本泌尿器科 2015 77 No.4 泌尿器がんの最新治療 494.9 日本泌尿器学会西日本支部

0000144469 に 日経ﾒﾃﾞｨｶﾙ　ｶﾃﾞｯﾄ　医師生活　はじめて大全 492

0000139830 に 日赤医学 2014 第65巻第2号 第49回日本赤十字社医学会総会優秀演題号 492 日本赤十字社医学会

0000143646 に 日赤医学 2015 第67巻第1号 第51回日本赤十字社医学会総会特集号 492 日本赤十字社医学会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000138772 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2014 Vol.16 No.2 第15回ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会概要 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000139908 に
日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2014 Vol.16 No.3 脳卒中急性期病棟における脳梗塞ｸﾘﾆｶﾙ
ﾊﾟｽ

499.07 CLINICAL PATHWAY

0000140164 に
日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2014 Vol.16 No.4 第15回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会抄録
集

499.07 CLINICAL PATHWAY

0000140348 に
日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2014 Vol.16 No.4 第15回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会抄録
集

499.07 CLINICAL PATHWAY

0000141055 に
日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2015 Vol.17 No.1 第16回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会抄録
集

499.07 CLINICAL PATHWAY

0000142397 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2015 Vol.17 No.2 第16回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会概要 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000143240 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2015 Vol.17 No.3 第16回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会概要 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000143257 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2015 Vol.17 No.3 第16回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会概要 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000143783 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2015 Vol.17 No.4 第16回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000143790 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2015 Vol.17 No.4 第16回日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会学術集会 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000147149 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2016 Vol.18 No.2 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000147590 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2016 Vol.18 No.3 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000147606 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2016 Vol.18 No.3 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000148122 に 日本ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2016 Vol.18 No.4 499.07 CLINICAL PATHWAY

0000005975 に 日本のｴｲｽﾞ症例 塩川優一∥〔ほか〕編著 493.11 日本公衆衛生協会

0000135634 に 日本のﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙ 　従軍看護婦の近代史 澤村修治 492.901 図書出版

0000036702 に 日本の原子力 図解で見る原子力発電と平和利用 543.5 講談社

0000036740 に 日本の原子力技術  ｴﾈﾙｷﾞｰ自立への道 自主技術研究会 編 539 日刊工業新聞社

0000046732 に 日本の病院 その歩みと問題点 菅谷  章∥著 498.16 中央公論社

0000106252 に 日本ﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会誌 2007 9 No.1 済生会熊本病院 492 日本ﾘﾆｶﾙﾊﾟｽ学会

0000140058 に 日本医科大学 脳神経外科 教室年報 2013 498.16 日本医科大学 脳神経外科

0000135368 に 日本医科大学脳神経外科学教室 平成24年実績集 498.16 日本医科大学脳神経外

9500110875 に 日本医師会雑誌 2000 123 No.8 症候から診断へ 490.6 日本医師会

9500110998 に 日本医師会雑誌 2001 125 No.8 症候から診断へ 490.6 日本医師会

9500111001 に 日本医師会雑誌 2002 127 No.8 症候から診断へ 490.6 日本医師会

9500110905 に 日本医師会雑誌 特別号 1998 120 No.8 生体機能検査のABC 490.6 日本医師会

9500110967 に 日本医師会雑誌 特別号 1999 121 No.12 MRI の ABC 490.6 日本医師会

9500111032 に 日本医師会雑誌 特別号 2000 123 No.12 医療の基本ABC 490.6 日本医師会

9500111049 に 日本医師会雑誌 特別号 2000 124 No.8 血液疾患診療ﾏﾆｭｱﾙ 490.6 日本医師会

9500110943 に 日本医師会雑誌 特別号 2002 125 No.12 脳血管障害の臨床 490.6 日本医師会

9500111056 に 日本医師会雑誌 特別号 2002 127 No.12 内分泌疾患診療ﾏﾆｭｱﾙ 490.6 日本医師会

9500110912 に 日本医師会雑誌 特別号 2002 128 No.8 実践診断指針 490.6 日本医師会

9500110936 に 日本医師会雑誌 特別号 2002 128 No.8 実践診断指針 490.6 日本医師会

9500110929 に 日本医師会雑誌 特別号 2003 129 No.12 実践小児医療 490.6 日本医師会

9500110981 に 日本医師会雑誌 特別号 2003 130 No.8 糖尿病診療ﾏﾆｭｱﾙ 490.6 日本医師会

9500110974 に 日本医師会雑誌 特別号 2004 132 No.8 心臓病の外来診療 490.6 日本医師会

9500110882 に 日本医師会雑誌 特別号 2008 137 心血管疾患診療のｴｸｾﾚﾝｽ 490.6 日本医師会

9500110899 に 日本医師会雑誌 臨時増刊 1997 1118 No.9 介護保険と高齢者医療 490.6 日本医師会

9500111018 に 日本医師会雑誌 臨時増刊 1999 122 No.10 感染症の診断・治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 490.6 日本医師会

0000028455 に 日本外科宝函 1992-95 61-64 494 日本外科宝函編集室

0000040952 に 日本看護学会集録 第10回  地域看護分化会 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040228 に 日本看護学会集録 第12回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会
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0000040235 に 日本看護学会集録 第15回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040242 に 日本看護学会集録 第18回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040259 に 日本看護学会集録 第19回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040266 に 日本看護学会集録 第20回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040273 に 日本看護学会集録 第21回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040150 に 日本看護学会集録 第21回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040280 に 日本看護学会集録 第22回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040167 に 日本看護学会集録 第22回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040402 に 日本看護学会集録 第23回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040754 に 日本看護学会集録 第23回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040501 に 日本看護学会集録 第23回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040297 に 日本看護学会集録 第23回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040587 に 日本看護学会集録 第23回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040174 に 日本看護学会集録 第23回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056472 に 日本看護学会集録 第24回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000072915 に 日本看護学会集録 第24回  成人看護Ⅱ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会

0000040303 に 日本看護学会集録 第24回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056489 に 日本看護学会集録 第25回   看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056687 に 日本看護学会集録 第25回   成人看護1 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040310 に 日本看護学会集録 第25回   地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040198 に 日本看護学会集録 第25回   老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040679 に 日本看護学会集録 第26回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040419 に 日本看護学会集録 第26回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073080 に 日本看護学会集録 第26回  小児看護  1995年 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会

0000040853 に 日本看護学会集録 第26回  成人看護1 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056496 に 日本看護学会集録 第27回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040792 に 日本看護学会集録 第27回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056458 に 日本看護学会集録 第27回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000052092 に 日本看護学会集録 第27回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040204 に 日本看護学会集録 第27回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000052375 に 日本看護学会集録 第28回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040426 に 日本看護学会集録 第28回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000039505 に 日本看護学会集録 第28回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056540 に 日本看護学会集録 第28回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040860 に 日本看護学会集録 第28回  成人看護1 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000068956 に 日本看護学会集録 第28回  成人看護Ⅱ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000052085 に 日本看護学会集録 第28回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000070010 に 日本看護学会集録 第28回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040211 に 日本看護学会集録 第28回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000056502 に 日本看護学会集録 第29回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040327 に 日本看護学会集録 第29回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069960 に 日本看護学会集録 第30回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会
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0000069977 に 日本看護学会集録 第30回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069922 に 日本看護学会集録 第30回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069946 に 日本看護学会集録 第30回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000070003 に 日本看護学会集録 第30回  成人看護Ⅰ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069991 に 日本看護学会集録 第30回  成人看護Ⅱ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069984 に 日本看護学会集録 第30回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069939 に 日本看護学会集録 第30回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000069953 に 日本看護学会集録 第30回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073325 に 日本看護学会集録 第31回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073196 に 日本看護学会集録 第31回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073370 に 日本看護学会集録 第31回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073189 に 日本看護学会集録 第31回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073202 に 日本看護学会集録 第31回  地域看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073301 に 日本看護学会集録 第31回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000073349 に 日本看護学会集録 第31回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040945 に 日本看護学会集録 第5回  地域看護分化会 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040976 に 日本看護学会集録 第6回  地域看護分化会 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040969 に 日本看護学会集録 第7回  地域看護分化会 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041072 に 日本看護学会論文集 第10回  教育・管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041041 に 日本看護学会論文集 第10回  母性・小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041171 に 日本看護学会論文集 第11回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041164 に 日本看護学会論文集 第11回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041157 に 日本看護学会論文集 第11回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040617 に 日本看護学会論文集 第12回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040334 に 日本看護学会論文集 第12回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040693 に 日本看護学会論文集 第12回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040440 に 日本看護学会論文集 第12回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040877 に 日本看護学会論文集 第12回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040532 に 日本看護学会論文集 第12回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040341 に 日本看護学会論文集 第15回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040549 に 日本看護学会論文集 第15回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040358 に 日本看護学会論文集 第16回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040808 に 日本看護学会論文集 第16回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040709 に 日本看護学会論文集 第17回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040815 に 日本看護学会論文集 第17回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040884 に 日本看護学会論文集 第17回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040365 に 日本看護学会論文集 第18回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040457 に 日本看護学会論文集 第18回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000039437 に 日本看護学会論文集 第18回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040822 に 日本看護学会論文集 第18回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040891 に 日本看護学会論文集 第18回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040556 に 日本看護学会論文集 第18回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会
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0000040624 に 日本看護学会論文集 第19回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040372 に 日本看護学会論文集 第19回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040716 に 日本看護学会論文集 第19回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040464 に 日本看護学会論文集 第19回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040143 に 日本看護学会論文集 第19回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040907 に 日本看護学会論文集 第19回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040563 に 日本看護学会論文集 第19回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040631 に 日本看護学会論文集 第20回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040723 に 日本看護学会論文集 第20回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040471 に 日本看護学会論文集 第20回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040839 に 日本看護学会論文集 第20回  成人看護１ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040914 に 日本看護学会論文集 第20回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040570 に 日本看護学会論文集 第20回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040389 に 日本看護学会論文集 第21回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040730 に 日本看護学会論文集 第21回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040488 に 日本看護学会論文集 第21回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040495 に 日本看護学会論文集 第21回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040846 に 日本看護学会論文集 第21回  成人看護１ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040648 に 日本看護学会論文集 第22回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040396 に 日本看護学会論文集 第22回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040747 に 日本看護学会論文集 第22回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040921 に 日本看護学会論文集 第22回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000052399 に 日本看護学会論文集 第22回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040655 に 日本看護学会論文集 第24回   看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040761 に 日本看護学会論文集 第24回   看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040518 に 日本看護学会論文集 第24回   小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000039444 に 日本看護学会論文集 第24回   成人看護1 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040594 に 日本看護学会論文集 第24回   母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040181 に 日本看護学会論文集 第24回   老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040662 に 日本看護学会論文集 第25回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040778 に 日本看護学会論文集 第25回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040525 に 日本看護学会論文集 第25回  小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040938 に 日本看護学会論文集 第25回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040600 に 日本看護学会論文集 第25回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040785 に 日本看護学会論文集 第26回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040686 に 日本看護学会論文集 第27回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000051422 に 日本看護学会論文集 第29回  看護管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040433 に 日本看護学会論文集 第29回  看護教育 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000039482 に 日本看護学会論文集 第29回  看護総合 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000039932 に 日本看護学会論文集 第29回  成人看護1 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000039499 に 日本看護学会論文集 第29回  成人看護2 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000053037 に 日本看護学会論文集 第29回  母性看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000052146 に 日本看護学会論文集 第29回  老人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077750 に 日本看護学会論文集 第32回  看護管理 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077729 に 日本看護学会論文集 第32回  看護教育 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077705 に 日本看護学会論文集 第32回  看護総合 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077781 に 日本看護学会論文集 第32回  小児看護 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077736 に 日本看護学会論文集 第32回  成人看護Ⅰ 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077712 に 日本看護学会論文集 第32回  成人看護Ⅱ 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077699 に 日本看護学会論文集 第32回  地域看護 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077774 に 日本看護学会論文集 第32回  母性看護 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000077767 に 日本看護学会論文集 第32回  老人看護 2001 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089289 に 日本看護学会論文集 第33回  看護管理 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000127301 に 日本看護学会論文集 第33回  看護管理 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089258 に 日本看護学会論文集 第33回  看護教育 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089265 に 日本看護学会論文集 第33回  小児看護 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089234 に 日本看護学会論文集 第33回  成人看護Ⅰ 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089227 に 日本看護学会論文集 第33回  地域看護 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089241 に 日本看護学会論文集 第33回  母性看護 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089272 に 日本看護学会論文集 第33回  老年看護 2002 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089470 に 日本看護学会論文集 第34回  看護管理 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089555 に 日本看護学会論文集 第34回  看護教育 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089548 に 日本看護学会論文集 第34回  看護総合 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089500 に 日本看護学会論文集 第34回  小児看護 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089524 に 日本看護学会論文集 第34回  成人看護Ⅰ 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089531 に 日本看護学会論文集 第34回  成人看護Ⅱ 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089487 に 日本看護学会論文集 第34回  地域看護 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089494 に 日本看護学会論文集 第34回  母性看護 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000089517 に 日本看護学会論文集 第34回  老年看護 2003 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093330 に 日本看護学会論文集 第35回  看護管理 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093064 に 日本看護学会論文集 第35回  看護教育 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093088 に 日本看護学会論文集 第35回  看護総合 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093057 に 日本看護学会論文集 第35回  小児看護 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093095 に 日本看護学会論文集 第35回  成人看護Ⅰ 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093040 に 日本看護学会論文集 第35回  成人看護Ⅱ 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093101 に 日本看護学会論文集 第35回  精神看護 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093071 に 日本看護学会論文集 第35回  地域看護 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093118 に 日本看護学会論文集 第35回  母性看護 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000093125 に 日本看護学会論文集 第35回  老年看護 2004 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000097512 に 日本看護学会論文集 第36回  看護管理 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000095983 に 日本看護学会論文集 第36回  看護教育 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000095945 に 日本看護学会論文集 第36回  看護総会 2005 日本看護協会∥編集 492.2 社団法人　日本看護協会

0000096652 に 日本看護学会論文集 第36回  小児看護 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000096768 に 日本看護学会論文集 第36回  成人看護1 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000095921 に 日本看護学会論文集 第36回  成人看護Ⅱ2005 日本看護協会∥編集 492.2 社団法人　日本看護協会

0000096034 に 日本看護学会論文集 第36回  精神看護 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000097109 に 日本看護学会論文集 第36回  地域看護 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000095938 に 日本看護学会論文集 第36回  母性看護 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000096379 に 日本看護学会論文集 第36回  老年看護 2005 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000108263 に 日本看護学会論文集 第37回  看護管理 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000106061 に 日本看護学会論文集 第37回  看護教育 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000105941 に 日本看護学会論文集 第37回  看護総合 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000106450 に 日本看護学会論文集 第37回  小児看護 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000108379 に 日本看護学会論文集 第37回  成人看護Ⅰ2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000106177 に 日本看護学会論文集 第37回  成人看護Ⅱ2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000105910 に 日本看護学会論文集 第37回  精神看護 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000107211 に 日本看護学会論文集 第37回  地域看護 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000105958 に 日本看護学会論文集 第37回  母性看護 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000106221 に 日本看護学会論文集 第37回  老年看護 2006 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000100533 に 日本看護学会論文集 第38回  看護管理 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000113847 に 日本看護学会論文集 第38回  看護教育 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000113571 に 日本看護学会論文集 第38回  看護総合 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000114134 に 日本看護学会論文集 第38回  小児看護 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000114066 に 日本看護学会論文集 第38回  成人看護 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500108032 に 日本看護学会論文集 第38回  成人看護Ⅰ2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000113755 に 日本看護学会論文集 第38回  精神看護 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000100519 に 日本看護学会論文集 第38回  地域看護 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000113748 に 日本看護学会論文集 第38回  母性看護 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9784818016 に 日本看護学会論文集 第38回  老年看護 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000114349 に 日本看護学会論文集 第38回  老年看護 2007 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119658 に 日本看護学会論文集 第39回  看護管理 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119368 に 日本看護学会論文集 第39回  看護教育 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119238 に 日本看護学会論文集 第39回  看護総合 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119504 に 日本看護学会論文集 第39回  小児看護 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119566 に 日本看護学会論文集 第39回  成人看護Ⅰ 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119474 に 日本看護学会論文集 第39回  成人看護Ⅱ 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119245 に 日本看護学会論文集 第39回  精神看護 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119580 に 日本看護学会論文集 第39回  地域看護 2008　（紛失） 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000119221 に 日本看護学会論文集 第39回  母性看護 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500109664 に 日本看護学会論文集 第39回  老年看護 2008 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124409 に 日本看護学会論文集 第40回  看護管理 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124355 に 日本看護学会論文集 第40回  看護教育 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124430 に 日本看護学会論文集 第40回  看護総合 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124416 に 日本看護学会論文集 第40回  小児看護 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124393 に 日本看護学会論文集 第40回  成人看護Ⅰ 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124478 に 日本看護学会論文集 第40回  成人看護Ⅱ 2009　（紛失） 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会
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0000124386 に 日本看護学会論文集 第40回  精神看護 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124423 に 日本看護学会論文集 第40回  地域看護 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124379 に 日本看護学会論文集 第40回  母性看護 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000124461 に 日本看護学会論文集 第40回  老年看護 2009 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000128674 に 日本看護学会論文集 第41回  看護管理 2010 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114491 に 日本看護学会論文集 第41回  看護教育 2010 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114545 に 日本看護学会論文集 第41回  看護総合 2010 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000128698 に 日本看護学会論文集 第41回  小児看護 2011 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114811 に 日本看護学会論文集 第41回  成人看護Ⅰ 2011 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114514 に 日本看護学会論文集 第41回  成人看護Ⅱ 2011 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114507 に 日本看護学会論文集 第41回  精神看護 2010 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000126410 に 日本看護学会論文集 第41回  地域看護 2011 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114552 に 日本看護学会論文集 第41回  母性看護 2010 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

9500114538 に 日本看護学会論文集 第41回  老年看護 2010 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041034 に 日本看護学会論文集 第5回  教育・管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040990 に 日本看護学会論文集 第5回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041003 に 日本看護学会論文集 第5回  母性・小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041065 に 日本看護学会論文集 第6回  教育・管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000040983 に 日本看護学会論文集 第6回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041010 に 日本看護学会論文集 第6回  母性・小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041058 に 日本看護学会論文集 第7回  教育・管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041560 に 日本看護学会論文集 第7回  教育・管理 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000045223 に 日本看護学会論文集 第7回  成人看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041027 に 日本看護学会論文集 第7回  母性・小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000041577 に 日本看護学会論文集 第7回  母性・小児看護 日本看護協会∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000006095 に 日本看護関係文献集  '85’(1～12) 事項索引  第18巻 〔1〕 林 滋子 492.9 日本看護協会出版会

0000006088 に 日本看護関係文献集  '85’(1～12) 事項索引  第18巻 〔2〕 林 滋子 492.9 日本看護協会出版会

0000044653 に 日本看護関係文献集 第2巻 林 滋子∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000044622 に 日本看護関係文献集 第6巻 林 滋子∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000044615 に 日本看護関係文献集 第7巻  '76 (7~12月) 林 滋子∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000044639 に 日本看護関係文献集 第8巻 林 滋子∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000044646 に 日本看護関係文献集 第9巻 林 滋子∥編集 492.9 日本看護協会出版会

0000125291 に 日本看護協会調査研究報告　№76 491.1 日本看護協会出版会

0000108959 に 日本看護制度史年表 498.1 厚生省医務局

0000028509 に 日本癌学会総会記事･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 51 492 日本癌学会

0000082099 に 日本癌治療学会ﾘﾝﾊﾟ節規約 日本病理学会∥編 494.96 金原出版

0000128483 に 日本手術看護学会北陸地区 第22回 492.9 日本手術看護学会北陸地区

0000147835 に 日本食品標準成分表　2015年版（七訂）
文部科学省　科学技術・学
術審議会

492.9

0000147804 に 日本食品標準成分表　2015年版（七訂）　ｱﾐﾉ酸成分表編 492.9

0000147828 に 日本食品標準成分表　2015年版（七訂）　脂肪酸成分表編 492.9

0000147811 に 日本食品標準成分表　2015年版（七訂）　炭水化物成分表編 492.9

0000140744 に 日本人の食事摂取基準 2015年版 菱田　明 498.58 第一出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

9500109763 に 日本整形外科学会学術総会 第80回 494.9 日本整形外科学会

0000087230 に 日本赤十字愛知短期大学紀要 日本赤十字愛知短期大学

0000128339 に
日本赤十字愛知短期大学紀要 2004 15 基礎看護実習におけるﾚﾎﾟｰﾄ記述内容の
質的分析

492.9 日本赤十字愛知短期大学

0000108867 に 日本赤十字医療ｾﾝﾀｰ 百年の歩み 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ 498.1 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ

0000108881 に 日本赤十字看護教育のあゆみ 日赤中央女子短大史研究会 498.1 蒼生書房

0000128261 に 日本赤十字看護大学紀要 498.16 日本赤十字看護大学

0000059640 に 日本赤十字看護大学紀要　1999 第13号 498.16 日本赤十字看護大学

9500118543 に
日本赤十字九州国際看護大学　2006年 第5巻 人間関係論演習における構成的ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ ｴﾝｶｳ

498.16 日本赤十字九州国際看護大学

0000137072 に 日本赤十字九州国際看護大学紀要　平成23年度 第12号 498.16 日本赤十字九州国際看護大学

0000141413 に 日本赤十字九州国際看護大学紀要　平成24年度 第13号 498.16 日本赤十字九州国際看護大学

0000145459 に 日本赤十字九州国際看護大学紀要　平成24年度 第14号 498.16 日本赤十字九州国際看護大学

9500118529 に
日本赤十字広島看護大学紀要　2007 第10回 研修医ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ見直しの効果と
意義

498.16 姫路医療ｾﾝﾀｰ

9500118383 に
日本赤十字広島看護大学紀要　2008 第8巻 ﾉﾙｳｪ-およびｵｰｽﾄﾘｱの地域がん登
録事業

498.16 日本赤十字広島看護大学

0000137058 に
日本赤十字広島看護大学紀要　2014 第14巻 ｼﾞｪﾈﾗﾘｽﾄの看護師行う乳がん患者
への続発性

498.16 日本赤十字広島看護大学

0000145442 に 日本赤十字広島看護大学紀要　2016 第16巻 継続に向けた課題 498.16 日本赤十字広島看護大学

0000087049 に 日本赤十字社 長崎原爆病院医学雑誌
日本赤十字社 長崎原爆病
院

日本赤十字社 長崎原爆病院

0000088350 に 日本赤十字社 長崎原爆病院医学雑誌
日本赤十字社 長崎原爆病
院

日本赤十字社 長崎原爆病院

0000087117 に 日本赤十字社 和歌山医療ｾﾝﾀ-医学雑誌 日本赤十字社 和歌山医療ｾﾝﾀ-

0000124973 に 日本赤十字社と人道援助 黒沢分貴 492.9 東京大学出版会

9500118604 に 日本赤十字社の看護師養成に関する史料の保存編纂に関する研究 川原由佳里 498.16 日本赤十字看護大学

0000082921 に 日本赤十字社の国際活動 492.9 日本赤十字社

0000141895 に 日本赤十字社医学会記念誌　50年の歩み 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000101974 に 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ年報　平成18年度 498.16 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ

9500118680 に 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ年報　平成23年度 498.16 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ

0000138727 に 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ年報　平成24年度 498.16 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ

0000141048 に 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ年報 平成25年度　CD 498.16 日本赤十字社医療ｾﾝﾀｰ

0000126496 に 日本赤十字社幹部看護師研修所のあり方検討委員会 492.9 日本赤十字社事業局看護部

0000088343 に 日本赤十字社幹部看護師研修所紀要 2003年 日本赤十字社幹部 日本赤十字社

0000127226 に 日本赤十字社幹部看護師養成　100年のあゆみ 492.9 日本赤十字社

0000088244 に 日本赤十字社看護大学紀要 逸見 功 日本赤十字社看護大学

9500115993 に 日本赤十字社血漿分画ｾﾝﾀｰ 平成21年度 事業概要 年報 498.16 日本赤十字社血漿分画ｾﾝﾀｰ

0000110617 に 日本赤十字社史原稿　下巻 498.1 日本赤十字社

0000110600 に 日本赤十字社史原稿　上巻 498.1 日本赤十字社

0000108775 に 日本赤十字社史稿 日本赤十字社 498.1 日本赤十字社

0000108782 に 日本赤十字社史稿 日本赤十字社 498.1 日本赤十字社

0000108805 に 日本赤十字社史稿 日本赤十字社 498.1 日本赤十字社

0000108812 に 日本赤十字社史稿 日本赤十字社 498.1 日本赤十字社

0000108829 に 日本赤十字社史稿 日本赤十字社 498.1 日本赤十字社

0000108836 に 日本赤十字社史稿 日本赤十字社 498.1 日本赤十字社

0000110525 に 日本赤十字社社史稿 498.1 日本赤十字社

0000068499 に 日本赤十字社社史稿  第10巻 日本赤十字社 498.16 日本赤十字社

0000068505 に 日本赤十字社社史稿  第10巻 日本赤十字社 498.16 日本赤十字社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000086882 に 日本赤十字社創立125周年記念展 日本赤十字社

0000127790 に 日本赤十字社福井県支部創立120周年記念大会集録集 1888-2008 498.16 日本赤十字社福井県支部

0000118750 に 日本赤十字社法制定50周年記念 492.9 日本赤十字社

0000062695 に 日本赤十字社例規類集 規則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000089333 に 日本赤十字社例規類集 規則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000130288 に 日本赤十字社例規類集 事業編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000130301 に 日本赤十字社例規類集 事業編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000134637 に 日本赤十字社例規類集 事業編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000134699 に 日本赤十字社例規類集 事業編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

9500114767 に 日本赤十字社例規類集 事業編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000130295 に 日本赤十字社例規類集 総則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000130318 に 日本赤十字社例規類集 総則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000134620 に 日本赤十字社例規類集 総則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000134705 に 日本赤十字社例規類集 総則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

9500114774 に 日本赤十字社例規類集 総則編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000062701 に 日本赤十字社例規類集 通知編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000089326 に 日本赤十字社例規類集 通知編 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000142267 に 日本赤十字社例規類集　平成27年度 CD版 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000146869 に 日本赤十字社例規類集　平成28年度 CD版 日本赤十字社 336.38 日本赤十字社

0000110471 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ 百年史 498.1 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000101745 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000088336 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌
日本赤十字社和歌山医療ｾ
ﾝﾀｰ

498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000056700 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 1998 Vo.16 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

9500117881 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 2007 Vol.25  呼吸器外科と再生医療 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

9500109688 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 2008 Vol.26 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

9500117621 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ医学雑誌 2012 Vol.30 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000142380 に 日本赤十字社和歌山医療センター医学雑誌　2014 Vol.32 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000147248 に 日本赤十字社和歌山医療センター医学雑誌　2015 Vol.33 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000102124 に 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ百年史 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000141130 に 日本赤十字豊田看護大学紀要 10周年記念誌 492.9 日本赤十字豊田看護大学

0000137034 に 日本赤十字豊田看護大学紀要 2014 第9巻 第1号 特集にあたって 492.9 日本赤十字豊田看護大学

0000141345 に
日本赤十字豊田看護大学紀要 2015 第10巻 第1号 特集 石巻医療圏における東日
本大震災

492.9 日本赤十字豊田看護大学

0000119290 に 日本専門医研修施設便覧 2008-2009 364 日本専門医制評価認定機構

0000119283 に 日本専門医制度概報 平成20年度版 364 日本専門医制評価認定機構

0000005791 に 日本糖尿病教育・看護学会誌 第1巻 第2号
日本糖尿病教育・看護学会
∥編集

492.9312 日本糖尿病教育・看護学会

0000101288 に 日本糖尿病療養指導士受験ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 2008 493.12 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社

0000073707 に 日本乳癌検診学会誌  1998･1999 494.5 日本乳癌検診学会

0000031455 に 日本乳癌検診学会誌 1996 5 495.46 日本乳癌検診学会

9500111063 に 日本乳癌検診学会誌 2005 Vol.14 No.1 これからの乳癌検診に望むこと 490.6 日本乳癌検診学会

0000069687 に 日本版 MDS-HC2.0  在宅ｹｱ ｱｾｽﾒﾝﾄﾏﾆｭｱﾙ
John N.   Morris, 池上直己
編著

369.26 医学書院

0000069694 に 日本版 MDS-HC2.0  在宅ｹｱ ｱｾｽﾒﾝﾄﾏﾆｭｱﾙ
John N.   Morris, 池上直己
編著

369.26 医学書院

0000069700 に 日本版 MDS-HC2.0  在宅ｹｱ ｱｾｽﾒﾝﾄﾏﾆｭｱﾙ
John N.   Morris, 池上直己
編著

369.26 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000069717 に 日本版 MDS-HC2.0  在宅ｹｱ ｱｾｽﾒﾝﾄﾏﾆｭｱﾙ
John N.   Morris, 池上直己
編著

369.26 医学書院

0000140010 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.10 第64回 日本病院学会特集号 498.16 日本病院会  学術委員会

0000140317 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.12 消費税と社会保障 498.16 日本病院会  学術委員会

0000137959 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.4 迫られている病院の選択と決断 498.16 日本病院会  学術委員会

0000138673 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.5 日本病院学会を香川で開催するにあたり 498.16 日本病院会  学術委員会

0000138734 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.5 日本病院学会を香川で開催するにあたり 498.16 日本病院会  学術委員会

0000139113 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.6 診療報酬改定についての私見 498.16 日本病院会  学術委員会

0000139304 に
日本病院会雑誌 2014 61 No.7 独立行政法人 地域医療機能推進機構の指名と役
割

498.16 日本病院会  学術委員会

0000139649 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.8 医療経営戦略としてのﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ 498.16 日本病院会  学術委員会

0000139724 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.8 医療経営戦略としてのﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ 498.16 日本病院会  学術委員会

0000139861 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.9 国民皆保険制度と国民医療費負担率 498.16 日本病院会  学術委員会

0000139984 に 日本病院会雑誌 2014 61 No.9 国民皆保険制度と国民医療費負担率 498.16 日本病院会  学術委員会

0000140508 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.1 特集 2015年新春座談会･地域医療ﾋﾞｼﾞｮﾝに望む 498.16 日本病院会  学術委員会

0000140515 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.1 特集 2015年新春座談会･地域医療ﾋﾞｼﾞｮﾝに望む 498.16 日本病院会  学術委員会

0000144278 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.10 特集 世迷言あれこれ 498.16 日本病院会  学術委員会

0000144377 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.11 特集 都市における地域に密着した　急性期病院 498.16 日本病院会  学術委員会

0000144490 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.12 特集 経営理念の浸透とチーム医療 498.16 日本病院会  学術委員会

0000140881 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.2 特集 4年目を迎える福島 498.16 日本病院会  学術委員会

0000141369 に
日本病院会雑誌 2015 62 No.3 特集 ﾁｰﾑ医療における特定行為に係る研修制度
の在り方

498.16 日本病院会  学術委員会

0000142106 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.4 特集 今後注目しなければならない医療制度改革 498.16 日本病院会  学術委員会

0000142250 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.5 特集 第65回日本病院学会開催への思い 498.16 日本病院会  学術委員会

0000142885 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.6 特集 医療法人の連携 498.16 日本病院会  学術委員会

0000143127 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.7 特集 厳しくなる医療政策のなかで 498.16 日本病院会  学術委員会

0000143714 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.8 特集 地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの確立のためには 498.16 日本病院会  学術委員会

0000144070 に 日本病院会雑誌 2015 62 No.9 特集 地域医療連携室の活性化が今、求められる 498.16 日本病院会  学術委員会

0000144506 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.1 特集 ヘルスケアにおける　新たな価値創造 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147927 に
日本病院会雑誌 2016 63 No.10 特集　超高齢化社会を迎えた入院医療はいかに
あるべ

498.16 日本病院会  学術委員会

0000148139 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.11 特集　社会保障制度変革、決断のとき 498.16 日本病院会  学術委員会

0000148436 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.12 特集　立ち止まって　何が変わったのか 498.16 日本病院会  学術委員会

0000146258 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.3 特集　地域創生の医療拠点としての新病院 498.16 日本病院会  学術委員会

0000146364 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.4 特集　地域で治し支える医療を目指す取組み 498.16 日本病院会  学術委員会

0000146692 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.5 特集　日本病院学会を開催するにあたり 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147088 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.6 特集　新生へ向けて 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147415 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.6 特集　新生へ向けて 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147132 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.7 特集　副会長就任に当たって 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147347 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.7 特集　副会長就任に当たって 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147873 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.8　8月 特集　一度決めたことだから 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147569 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.8 特集　一度決めたことだから 498.16 日本病院会  学術委員会

0000147743 に 日本病院会雑誌 2016 63 No.9 特集　リオ五輪で考えたこと 498.16 日本病院会  学術委員会

0000148597 に 日本病院会雑誌 2017 64 No.1 特集　年頭所感 498.16 日本病院会  学術委員会

0000148733 に 日本病院会雑誌 2017 64 No.2 特集　「地域偏在」と「ﾐｯｼｮﾝ」 498.16 日本病院会  学術委員会

0000149228 に 日本病院会雑誌 2017 64 No.3 特集　全国国立病院院長 498.16 日本病院会  学術委員会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000128520 に 日本病院学会 2001  第51回 抄録集 498.16 日本病院学会

0000146203 に 日本薬局方 医薬品情報  2016  島田 慈彦 491.79 じほう

0000146210 に 日本薬局方 十七改正  島田 慈彦 491.79 じほう

0000096461 に 日本褥瘡学会誌 2006 8 No.1 褥瘡の診療録と管理 494.8 日本褥瘡学会

0000096478 に 日本褥瘡学会誌 2006 8 No.1 褥瘡の診療録と管理 494.8 日本褥瘡学会

0000127318 に 日本褥瘡学会誌 2006 Vol.8 No.2 褥瘡のｹｱ 創傷ｹｱと皮膚ｹｱのﾊｰﾓﾆ ｾﾞｰｼﾞｮﾝ 494.8 日本褥瘡学会

0000127356 に 日本褥瘡学会誌 2006 Vol.8 No.3 日本褥瘡学会期機関誌 494.8 日本褥瘡学会

0000127387 に 日本褥瘡学会誌 2007 Vol.9 No.1 診療報酬による褥瘡ｹｱ技術評価の意味 494.8 日本褥瘡学会

0000128179 に 日本褥瘡学会誌 2007 Vol.9 No.2 褥瘡医療の発展に向けて 494.8 日本褥瘡学会

0000128278 に 日本褥瘡学会誌 2007 Vol.9 No.3 日本褥瘡学会学術集会組織運営委員 494.8 日本褥瘡学会

0000128308 に 日本褥瘡学会誌 2007 Vol.9 No.4 初めて論文を書く人のために 494.8 日本褥瘡学会

0000128094 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.1 外用薬と創傷被覆在 494.8 日本褥瘡学会

0000128100 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.1 外用薬と創傷被覆在 494.8 日本褥瘡学会

9500108452 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.2 臨床現場でｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを発掘してみよう 494.8 日本褥瘡学会

9500108469 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.2 臨床現場でｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを発掘してみよう 494.8 日本褥瘡学会

9500108476 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.2 臨床現場でｴﾋﾞﾃﾞﾝｽを発掘してみよう 494.8 日本褥瘡学会

0000128223 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.3 日本褥瘡学会学術集会組織運営委員 494.8 日本褥瘡学会

0000128292 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.3 日本褥瘡学会学術集会組織運営委員 494.8 日本褥瘡学会

9500108995 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.4 超音波照射が褥瘡に大して与える影響 494.8 日本褥瘡学会

9500109008 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.4 超音波照射が褥瘡に大して与える影響 494.8 日本褥瘡学会

9500109015 に 日本褥瘡学会誌 2008 Vol.10 No.4 超音波照射が褥瘡に大して与える影響 494.8 日本褥瘡学会

0000128315 に 日本褥瘡学会誌 2009 Vol.11 No.1 日本褥瘡学会の活動 494.8 日本褥瘡学会

0000128162 に 日本褥瘡学会誌 2009 Vol.11 No.2 査読者との対話 494.8 日本褥瘡学会

0000128131 に 日本褥瘡学会誌 2009 Vol.11 No.3 日本褥瘡学会学術集会準備委員 494.8 日本褥瘡学会

0000128186 に 日本褥瘡学会誌 2009 Vol.11 No.4 全身疾患としての褥瘡の栄養管理 494.8 日本褥瘡学会

0000127196 に 日本褥瘡学会誌 2010 Vol.12 No.1 褥瘡と紛らわしい皮膚疾患 494.8 日本褥瘡学会

0000127424 に 日本褥瘡学会誌 2010 Vol.12 No.2 事例に学ぶ褥瘡治療薬の上手な選び方使い方 494.8 日本褥瘡学会

0000127325 に 日本褥瘡学会誌 2010 Vol.12 No.3 日本褥瘡学会学術集会準備委員 494.8 日本褥瘡学会

0000127141 に 日本褥瘡学会誌 2010 Vol.12 No.4 小児集中治療室における褥瘡予防の試み 494.8 日本褥瘡学会

0000127189 に 日本褥瘡学会誌 2010 Vol.12 No.4 小児集中治療室における褥瘡予防の試み 494.8 日本褥瘡学会

0000127264 に 日本褥瘡学会誌 2010 Vol.12 No.4 小児集中治療室における褥瘡予防の試み 494.8 日本褥瘡学会

0000127332 に 日本褥瘡学会誌 2011 Vol.13 No.1 褥瘡と鑑別すべき皮膚疾患 494.8 日本褥瘡学会

0000127363 に 日本褥瘡学会誌 2011 Vol.13 No.1 褥瘡と鑑別すべき皮膚疾患 494.8 日本褥瘡学会

0000127448 に 日本褥瘡学会誌 2011 Vol.13 No.1 褥瘡と鑑別すべき皮膚疾患 494.8 日本褥瘡学会

0000134767 に
日本褥瘡学会誌 2013 Vol.15 No.2 鍼通電刺激と経皮的電気刺激が褥瘡の皮膚温
に及ぼす

494.8 日本褥瘡学会

0000135443 に 日本褥瘡学会誌 2013 Vol.15 No.3 科学的論文をｽﾗｽﾗ書くｺﾂ 1 494.8 日本褥瘡学会

0000134644 に 日本褥瘡学会誌 2013 Vol.15 No.3 第15回日本褥瘡学会学術集会準備委員 494.8 日本褥瘡学会

0000136389 に 日本褥瘡学会誌 2014 Vol.16 No.1 科学的論文をｽﾗｽﾗ書くｺﾂ 494.8 日本褥瘡学会

0000139090 に 日本褥瘡学会誌 2014 Vol.16 No.2 足の褥瘡について 494.8 日本褥瘡学会

0000139434 に 日本褥瘡学会誌 2014 Vol.16 No.3 日本褥瘡学会学術集会準備委員 494.8 日本褥瘡学会

0000139977 に 日本褥瘡学会誌 2014 Vol.16 No.4 訪問ｽﾃｰｼｮﾝにｐける皮膚･排泄ｹｱ認定看護師 494.8 日本褥瘡学会

0000140898 に
日本褥瘡学会誌 2015 Vol.17 No.1 特殊体位手術用高反発ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑﾏｯﾄﾚｽの褥
瘡予防の評

494.8 日本褥瘡学会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000140904 に
日本褥瘡学会誌 2015 Vol.17 No.1 特殊体位手術用高反発ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑﾏｯﾄﾚｽの褥
瘡予防の評

494.8 日本褥瘡学会

0000140911 に
日本褥瘡学会誌 2015 Vol.17 No.1 特殊体位手術用高反発ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑﾏｯﾄﾚｽの褥
瘡予防の評

494.8 日本褥瘡学会

0000142335 に 日本褥瘡学会誌 2015 Vol.17 No.2 ﾎﾟｼﾞｼﾞｮﾆﾝｸﾞには環境を観る視点が大切 494.8 日本褥瘡学会

0000143004 に 日本褥瘡学会誌 2015 Vol.17 No.3 学術集会抄録集 494.8 日本褥瘡学会

0000143813 に 日本褥瘡学会誌 2015 Vol.17 No.4 褥瘡予防・管理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（第4版) 494.8 日本褥瘡学会

0000146913 に 日本褥瘡学会誌 2016 Vol.18 No.2 日本褥瘡学会機関紙 494.8 日本褥瘡学会

0000147316 に 日本褥瘡学会誌 2016 Vol.18 No.3 日本褥瘡学会機関紙 494.8 日本褥瘡学会

0000147934 に 日本褥瘡学会誌 2016 Vol.18 No.4 494.8 日本褥瘡学会

0000148917 に 日本褥瘡学会誌 2017 Vol.19 No.1 494.8 日本褥瘡学会

0000126274 に 妊婦･授乳婦への薬物投与時の注意 山下　晋 499.05 医療ｼﾞｬｰﾅﾙ社

9500109145 に 認知症ｹｱ あなたならどうする 伊苅弘之 493.7 日総研

0000120203 に 認知症とは何か 小澤　勲 498 岩波新書

9500117379 に 認知症の正しい理解と包括的医療ｹｱのﾎﾟｲﾝﾄ2 進化の証 山口晴保 493.7 共同医書出版社

0000127028 に 認知症の予防と治療 493.7 長寿科学振興財団

9500109152 に 認知症介護　こんな時どうする 伊苅弘之 493.7 日総研

0000056359 に 認定看護師をめざす救急ﾅｰｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 中村恵子∥編 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000141826 ね NST栄養療法ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾞｯｸ 東口 高志 499.05 じほう

9500112640 ね ﾈｯﾀｰ 解剖学ｱﾄﾗｽ 原書第4版 相磯貞和 491.1 南江堂

9280113110 ね ﾈﾊﾞｰﾈﾊﾞｰｷﾞﾌﾞｱｯﾌﾟ! あきらめない認知症治療のﾋﾝﾄ 荒井平伊 493.7 NOVARTIS

9500113944 ね ﾈﾙｿﾝ小児科学 原著第17版 衛藤義勝 492 ｴﾙｾﾞﾋﾞｱｼﾞｬﾊﾟﾝ

0000041782 ね 熱傷患者看護の実際 八木義弘∥著者代表 492.9435 へるす出版

0000086820 ね 年報 498.16

0000086677 ね 年報 498.16 日本赤十字社血漿分画ｾﾝﾀｰ

0000087995 ね 年報  平成11年度 京都第一赤十字病院 498.16 京都第一赤十字病院

0000088329 ね 年報  平成13年度 山田赤十字病院 498.16 山田赤十字病院

0000086783 ね 年報  平成13年度 498.16 長岡赤十字病院

0000101608 ね 年報  平成17年度 498.16 成田赤十字病院

0000136372 ね 年報  平成24年度 498.16 長野赤十字病院

0000136051 ね 年報  平成24年度 498.16
国立病院機構静岡てんかん神経医
療ｾﾝﾀｰ

0000086936 ね 年報 2000 498.16
横浜市立大学医学部外科学第2講
座

0000139885 ね 年報　2013年 498.16 日本赤十字社　松山赤十字病院

148238 ね 年報　伊豆赤十字病院　・ｸﾞﾘｰﾝｽﾞ　修繕時　平成27年度 伊豆赤十字病院 498.16 伊豆赤十字病院

0000088206 ね 年報 平成14年度 長岡赤十字病院 498.16 長岡赤十字病院

0000101943 ね 年報　平成17年度 498.16 岐阜赤十字病院

0000101936 ね 年報　平成17年度 498.16 山田赤十字病院

0000101615 ね 年報　平成17年度 498.16 成田赤十字病院

0000101660 ね 年報　平成17年度 498.16 仙台赤十字病院

0000101882 ね 年報　平成17年度 498.16 長岡赤十字病院

0000101806 ね 年報　平成17年度版 498.16 姫路赤十字病院

0000101905 ね 年報　平成18年度 498.16 山田赤十字病院

0000101622 ね 年報　平成18年度 498.16 仙台赤十字病院

0000102186 ね 年報　平成18年度 498.16 長岡赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000101752 ね 年報　平成18年度版 498.16 姫路赤十字病院

0000101912 ね 年報　平成18年度版 第1号 498.16 福岡赤十字病院

0000134712 ね 年報　平成23年度  事業概要 2011.4～2012.3 498.16 日本赤十字社血漿分画ｾﾝﾀｰ

0000137027 ね 年報　平成24年度 498.16 広島赤十字原爆病院

0000137355 ね 年報　平成24年度 498.16 成田赤十字病院

0000137065 ね 年報　平成24年度 498.16 長岡赤十字病院

0000135375 ね 年報　平成24年度 498.16 公益財団法人　松原病院

0000140225 ね 年報 平成25年度
静岡てんかん神経医療ｾﾝ
ﾀｰ

498.16 独立行政法人国立病院機構

0000141444 ね 年報　平成25年度 498.16 広島赤十字原爆病院

0000143899 ね 年報　平成26年度 498.16 広島赤十字原爆病院

0000049276 ね 臨床腎臓病学ｾﾐﾅｰ(2)  ﾈﾌﾛｰｾﾞ候群 武内重五郎∥編 494.93 南江堂

0000042857 の “NO! 寝たきり”で暮らしたい NO!寝たきりｷｬﾝﾍﾟｰﾝ委員会 369.26 医学書院

0000143707 の 超入門　脳神経外科　術中ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 佐々木達也 496.5 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000004954 の 脳・神経 矢野雄三∥訳 493.73 医学書院

0000052504 の 脳・脊髄のＭＲＩ正常解剖 前原忠行∥編 493.72 秀潤社

0000135221 の 脳･脊椎病変の画像診断 青木茂樹 492.4 南江堂

0000145541 の 脳MRI 1　正常解剖　第二版 高橋昭喜 492.4 秀潤社

0000135214 の 脳MRI 3.血管障害･腫瘍･感染症他 高橋昭喜 492.4 秀潤社

0000143653 の 脳神経外科手術のためのモニタリングアトラス 片山容一 496.5 医学書院

0000146425 の 脳卒中　ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃｷｽﾄ　第4版 荒木　信夫 491.7 医学書院

0000005616 は HALBAUによるﾃﾞｰﾀ解析入門 高木廣文 007.61 現代数学社

9500111612 は ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病診療 Q&A 水野美邦 493.7 中外医学社

0000031875 は ﾊｰﾄﾅｰｼﾝｸﾞ 1993 夏季増刊 ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ心臓血管外科の看護 492.926 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000120104 は ﾊｰﾄ先生の心電図教室 市川　聡 492.926 医学同人社

0000048057 は ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝそのとらえ方とｹｱへの生かし方 阿部正和∥著者代表 492.1 医学書院

0000069465 は ﾊｲﾊﾟｰｻｰﾐｱの臨床 492.53 医療科学社

0000138598 は ﾊｲﾘｽｸ薬ﾁｪｯｸｼｰﾄ 第2版 荒木 博陽 499.05 じほう

0000087964 は ﾊｲ健康です 平成14年度 事業実績報告書
日本赤十字社熊本健康管理
ｾﾝﾀ－

日本赤十字社熊本健康管理ｾﾝﾀ－

0000069083 は はじめての看護研究 青木和夫∥著 492.9 医学書院

0000052535 は はじめての腹部ｴｺｰ 久  直史∥編著 492.14 秀潤社

0000143455 は ﾊﾞｾﾄﾞｳ病治療　ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2011 日本甲状腺学会 496.5 南江堂

0000124959 は はやとくん、おうちに帰ろう 藤田美保 492.9 書肆侃侃房

9500112558 は ﾊﾘｿﾝ内科学1　第3版 福井次矢 493 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

9500112565 は ﾊﾘｿﾝ内科学2　第3版 福井次矢 493 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

0000120524 は ﾊﾝﾃﾞｲﾏﾆｭｱﾙ がん化学療法のｹｱ 福井県 福井県済生会病院 492.926 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000111959 は ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸよくわかる肺がん 加藤治文 494.53 WJTOG

0000108911 は 橋本綱常博士の生涯 松平永芳 498.1 ｱﾝﾘｰﾃﾞｭﾅﾝ研究所

0000108928 は 橋本綱常博士の生涯 松平永芳 498.1 ｱﾝﾘｰﾃﾞｭﾅﾝ研究所

0000127097 は 阪神･淡路震炎下の看護婦たち 492.9 医学書院

0000085786 は 阪神・淡路大震災 492.9 日本赤十字社

0000044981 は 阪神・淡路大震災そのとき看護は 南 裕子∥編集 369.31 日本看護協会出版会

は　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000038294 は 初めて分娩室へ立つ人のための分娩管理 唐澤陽介 495.7 医学図書出版

0000125086 は 早わかり人工呼吸ｹｱ･ﾉｰﾄ 492.9 照林社

0000125260 は 早引き看護　医学略語辞典 唐澤由美子 491.1 ﾅﾂﾒ社

0000082020 は 肺癌・頭頚部癌・甲状腺癌 取扱い規約 川井弘光 494.5 金原出版

0000077743 は 肺癌・頭頚部癌・甲状腺癌 取扱い規約＝抜粋 2002年 川井弘光 494.5 金原出版

0000118453 は 萩原ﾀｹ子の生涯 斉藤弔花 492.901 春秋社

0000128193 は 博愛の道 永遠なる歩み 第1回～第40回 492.9 日本赤十字社看護同方会

0000045315 は 博愛の道 永遠なる歩み 第2巻 492.9 日本赤十字社看護同方会

0000069519 は 博愛の道 永遠なる歩み 第2巻 492.9 日本赤十字社看護同方会

9500118802 は 博愛会年報 2003 Vol.6 498.16 博愛会

0000148481 は 博愛会年報 第9号 平成25-26-27年度 498.16 特定医療法人　博愛会

0000133654 は 博愛会年報 平成23年度 第7号 498.16 特定医療法人　博愛会

0000136426 は 博愛会年報 平成24年度 第8号 498.16 特定医療法人　博愛会

9500114668 は 白衣のﾎﾟｹｯﾄの中 宮崎　仁 496.2 医学書院

0000142489 は 白衣のﾎﾟｹｯﾄの中 医師のﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾘｽﾞﾑを考える 宮崎　仁 496.2 医学書院

9500114644 は 白内障手術 第2版 永本敏之 496.2 銀海舎

0000144285 は 八戸赤十字病院　年報 498.16 財団法人 河野臨床医学研究所

0000136464 は
八戸赤十字病院紀要 2013 Vol.10 No.1 帝王切開後の産科危機的出血に対する緊
急動

498.16 八戸赤十字病院

0000145466 は 八戸赤十字病院紀要 2015 Vol.12 No.1 巻頭言 498.16 八戸赤十字病院

0000111706 は 発生　そのﾒｶﾆｽﾞﾑ J.D ｲﾊﾞｰﾄ 493 岩波書店

0000005029 は 発達からみた乳児脳性運動障害の治療 Ｖｏｊｔａ法の応用 中島雅之輔∥著 493.937 新興医学出版社

0000122450 は 発達診断の実際　第6巻 VHS 376 大月書店

0000002226 は 判例医療過誤 1 医療判例研究会 新日本法規

0000069069 は 判例医療過誤 4A 医療判例研究会 新日本法規

9500118406 は 浜松赤十字病院 年報　平成23年度版 第13号 498.16 浜松赤十字病院

0000135900 は 浜松赤十字病院 年報　平成24年度版 第14号 498.16 浜松赤十字病院

0000087308 は 浜松赤十字病院医学雑誌 2003 VOL.4 No.1 498.16 浜松赤十字病院

9500118307 は
浜松赤十字病院医学雑誌　2007 Vol.8 No.1 浜松赤十字病院方式による1ﾙｰﾄ･ｱﾃﾞ
ﾉｼﾝ負荷ﾀ

498.16 浜松赤十字病院

9500117645 は 浜松赤十字病院医学雑誌 2012 VOL.11 No.1 498.16 浜松赤十字病院

0000140959 は
浜松赤十字病院医学雑誌　2014 Vol.12 No.1 心臓ｶﾃｰﾃﾙ入院にｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｽを導入
した薬剤管

498.16 浜松赤十字病院

9500118512 は 浜松赤十字病院医学雑誌　22009 Vol.9 No.1 院内標準看護計画作成とその効果 498.16 浜松赤十字病院

0000088169 は 浜松赤十字病院年報 第2号 平成12年度版 浜松赤十字病院 498.16 浜松赤十字病院

0000088312 は 浜松赤十字病院年報 第3号 安藤幸史 498.16 浜松赤十字病院

0000101844 は 浜松赤十字病院年報　平成18年度　第8号 498.16 浜松赤十字病院

0000142625 は 浜松赤十字病院年報　平成25年度　第15号 498.16 浜松赤十字病院

0000046756 は 母と子のきずな 母子関係の原点を探る
ﾏｰｼｬﾙ H.ｸﾗｳｽ∥著 竹内
徹∥訳

493.91 医学書院

0000059343 は 母‐子関係の成りたち
Rene A.Spitz∥〔著〕 古賀行
義∥訳

376.11 同文書院

0000004596 は 母親の英知 母乳哺育の医療人類学 ﾀﾞﾅ=ﾗﾌｧｴﾙ 492.921 医学書院

0000056564 は 話しことばの看護論 ﾀｰﾐﾅﾙにいあわせて 徳永 進∥著 492.9 看護の科学社

9500114323 は 話し合いの技術
W.Lﾕｰﾘ JMﾌﾞﾚｯﾄﾞSBｺﾞｰﾙﾄﾞ
ﾊﾞｰｸﾞ

492.907 白桃書房

0000043403 ひ 100万人の救急法 小森栄一∥著 492.29 技術書院

0000043410 ひ 100万人の救急法 小森栄一∥著 492.29 技術書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000043427 ひ 100万人の救急法 小森栄一∥著 492.29 技術書院

0000043434 ひ 100万人の救急法 小森栄一∥著 492.29 技術書院

0000141277 ひ 3.11 東日本大震災 赤十字ふくいの記録 498.16 日本赤十字社福井県支部

9500115825 ひ 3.11 東日本大震災 赤十字ふくいの記録 498.16 日本赤十字社福井県支部

0000056519 ひ JATAﾌﾞｯｸ No.14 非結核性抗酸菌症の診断と治療 青木正和 493.89 結核予防会

0000034616 ひ PO診断ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 問題志向型診療の考え方と進め方
高久史麿∥編集 岩崎 栄∥
編集

492.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000064750 ひ PZAを加えた短期化学療法の有用性と問題点 ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽｼﾘｰｽﾞ６０ 493.89 結核予防会

0000118408 ひ ﾋﾟｸﾃの原則とその応用 井上益太郎 492.901 日本赤十字社

0000118415 ひ ﾋﾟｸﾃの原則とその応用 井上益太郎 492.901 日本赤十字社

0000118422 ひ ﾋﾟｸﾃの原則とその応用 井上益太郎 492.901 日本赤十字社

0000118439 ひ ﾋﾟｸﾃの原則とその応用 井上益太郎 492.901 日本赤十字社

0000118446 ひ ﾋﾟｸﾃの原則とその応用 井上益太郎 492.901 日本赤十字社

0000125079 ひ ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ 基礎看護技術 ｶﾞｲﾄﾞ 492.9 照林社

9500113968 ひ ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ基本手技2 ｶﾗｰ写真でみる!骨折･脱臼･捻挫　改訂版 492 羊土社

9500114934 ひ ﾋﾞﾃﾞｵｾﾐﾅｰ 硝子体手術　ﾄｯﾌﾟｻｰｼﾞｬﾝの極意を学ぶ 浅原実郎 496.2 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000043908 ひ ひとの先祖と子どものおいたち 井尻正二∥著 469 築地書館

0000006132 ひ ﾋﾄ移植臓器拒絶反応の病理組織診断基準 鑑別診断と生検標本の取扱い（図譜）
日本移植学会∥編 日本病
理学会∥編

494.16 金原出版

0000119573 ひ ﾋﾄ移植臓器拒絶反応の病理組織診断基準 鑑別診断と生検標本の取扱い（図譜）
日本移植学会∥編 日本病
理学会∥編

494.16 金原出版

0000130516 ひ ひと目でわかる同効率比較表 黒山政一 499.05 じほう

0000111935 ひ ﾋﾟﾉｷｵ 376 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ

0000052511 ひ びまん性肺疾患の高分解能ＣＴ 酒井文和∥〔ほか〕編 493.38 秀潤社

0000043212 ひ 医のｱｰﾄ  2 日野原重明著作集 日野原重明∥著 490.8 中央法規出版

0000068574 ひ 開かれた医療と病院機能評価 498.16 日本医療機能評価機構

0000149129 ひ 広島赤十字原爆病院　年報　第29巻　平成27年度 広島赤十字　原爆病院

0000043304 ひ 死と老いと生への道1  日野原重明著作集 日野原重明∥著 490.8 中央法規出版

0000059695 ひ 日野原重明著作集4  看護のｱｰﾄ 日野原重明∥著 490.8 中央法規出版

0000047074 ひ 日野原重明著作集5 対談いのちと心 日野原重明∥著 490.8 中央法規出版

9500114354 ひ 日野原先生からﾅｰｽに贈る35のﾒｯｾｰｼﾞ 日野原重明 492.907 日本看護協会出版会

9500117928 ひ 日立医学会誌 2007 Vol.45 脳神経外科から見た抗凝固療法 498.16 日立製作所

0000088008 ひ 日立医学会誌 42 日立医学会 日立医学会

0000059572 ひ 日立医学会誌 第35巻 2号 498.16 日立総合病院

9500116297 ひ
日立医学雑誌 2012 第49巻 通巻第94号 当科における非小細胞肺癌に対する化学
療法の現

492 日立総合病院

0000112581 ひ 泌尿器科・病理　腎盂・尿管癌取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

0000112611 ひ 泌尿器科・病理　精巣腫瘍取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

0000112550 ひ 泌尿器科・病理　前立腺癌取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

0000073387 ひ 泌尿器科・病理　前立腺癌取扱い規約
日本泌尿器科学会∥編 日
本病理学会∥編

494.96 金原出版

0000082082 ひ 泌尿器科・病理 尿管癌取扱い規約 2002年10月 【第2版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版

0000122702 ひ 泌尿器科・病理 副腎腫瘍取扱い規約 2005年11月 【第2版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版

0000112666 ひ 泌尿器科・病理　膀胱癌取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

0000077583 ひ 泌尿器科・病理 膀胱癌取扱い規約 2001年11月 【第3版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版

0000082105 ひ 泌尿器科・病理 膀胱癌取扱い規約 2001年11月 【第3版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版

0000122665 ひ 泌尿器科・病理 膀胱癌取扱い規約 2001年11月 【第3版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000126427 ひ 泌尿器科・病理・放射線科　腎癌取扱い規約
日本泌尿器科学会∥〔ほか〕
編

494.93 金原出版

0000126434 ひ 泌尿器科・病理・放射線科　腎癌取扱い規約
日本泌尿器科学会∥〔ほか〕
編

494.93 金原出版

0000112512 ひ 泌尿器科・病理・放射線科　腎取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

0000126441 ひ 泌尿器科・病理・放射線科　腎盂･尿管・膀胱癌取扱い規約
日本泌尿器科学会∥〔ほか〕
編

494.93 金原出版

0000126472 ひ 泌尿器科・病理・放射線科　腎盂･尿管・膀胱癌取扱い規約
日本泌尿器科学会∥〔ほか〕
編

494.93 金原出版

9500113876 ひ 泌尿器科･病理･放射線科 前立腺癌取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

9500113883 ひ 泌尿器科･病理･放射線科 前立腺癌取扱い規約 日本泌尿器科学会∥編 493.46 金原出版

0000056762 ひ 泌尿器科・病理・放射線科腎癌取扱い規約
日本泌尿器科学会∥〔ほか〕
編

494.93 金原出版

0000005784 ひ 泌尿器科・病理精巣腫瘍取扱い規約
日本泌尿器科学会∥編 日
本病理学会∥編

494.96 金原出版

0000064941 ひ 泌尿器科学 井上彦八郎 他編 494.9 医学書院

0000064897 ひ 泌尿器科学 落合 京一郎  高安 久雄 編 494.9 医学書院

0000064989 ひ 泌尿器科治療学 園田孝夫  加藤篤二  編 494.92 医学書院

0000065016 ひ 泌尿器科手術前後の管理 高井修道 編 494.92 金原出版

0000064972 ひ 泌尿器科超音波医学 高橋博元 他編 492.15 金原出版

0000064811 ひ 泌尿器科内分泌学 石神 ｼﾞｮｳｼﾞ 494.9 金原出版

0000064859 ひ 泌尿器科入門 宍戸仙太郎 494.9 南江堂

0000064958 ひ 泌尿器科入門 宍戸仙太郎 494.9 南江堂

0000049252 ひ 泌尿器疾患 －主に腫瘍の臨床と病理－ 横川正之 494.9

0000040006 ひ 皮膚悪性ﾘﾝﾊﾟ腫ｱﾄﾗｽ 堀 嘉昭∥〔ほか〕編 494.8

0000082006 ひ 皮膚悪性腫瘍取扱い規約 2002年6月
日本皮膚悪性腫瘍学会∥編
日本病理学会∥編

494.96 金原出版

0000137287 ひ 皮膚悪性腫瘍取扱い規約 2010年8月　第2版
日本皮膚悪性腫瘍学会∥編
日本病理学会∥編

494.96 金原出版

9500112879 ひ 皮膚悪性腫瘍取扱い規約 2010年8月　第2版
日本皮膚悪性腫瘍学会∥編
日本病理学会∥編

494.96 金原出版

9500112886 ひ 皮膚悪性腫瘍取扱い規約 2010年8月　第2版
日本皮膚悪性腫瘍学会∥編
日本病理学会∥編

494.96 金原出版

0000120166 ひ 皮膚科 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ ﾅｰｼﾝｸﾞ 瀧川雅浩 492.926 南江堂

0000138390 ひ 彦根市立病院年報　平成23年度 498.16 彦根市立病院

0000139632 ひ 彦根市立病院年報　平成25年度 498.16 彦根市立病院

0000113786 ひ 必携新育児保育ﾏﾆｭｱﾙ 帆足英一 492.921 全国育児保育協議会

0000135931 ひ
姫路医療ｾﾝﾀｰ紀要 2013 第13巻 退院支援を受けた患者･家族の入院満足に影響
する因子

498.16 姫路医療ｾﾝﾀｰ

0000144315 ひ
姫路医療ｾﾝﾀｰ紀要 2015 第14巻 退院支援における病棟看護師と地域連携室との
協働

498.16 姫路医療ｾﾝﾀｰ

0000088053 ひ 姫路赤十字病院誌 姫路赤十字病院 姫路赤十字病院

0000068024 ひ 姫路赤十字病院誌 1999 Vol.23 498.16 姫路赤十字病院図書学術委員会

9500118130 ひ 姫路赤十字病院誌 2006 Vol.30  新臨床研修医制度 498.16 姫路赤十字病院

0000101837 ひ 姫路赤十字病院誌 2007 Vol.31 498.16 姫路赤十字病院

9500118574 ひ
姫路赤十字病院誌 2008 Vol.32  腹部ﾄﾌﾟﾗ超音波検査が診断と経過観察に有用で
あった上

498.16 姫路赤十字病院

9500117935 ひ 姫路赤十字病院誌 2009 Vol.33  胆嚢捻転症の1例 498.16 姫路赤十字病院

0000138789 ひ 姫路赤十字病院誌 2014 Vol.38 当院での慢性心不全患者に対すASVの使用経験 492.9 姫路赤十字病院

0000142953 ひ 姫路赤十字病院誌 2015 Vol.39 免疫機構の老化と自己免疫性肝疾患 492.9 姫路赤十字病院

0000135306 ひ 姫路赤十字病院年報 2012年度 Vol.3 498.16 姫路赤十字病院

0000140096 ひ 姫路赤十字病院年報 2013年度 Vol.4 492.9 姫路赤十字病院

0000148627 ひ 姫路赤十字病院年報 2015年度 Vol.06 492.9 姫路赤十字病院

0000147095 ひ 姫路赤十字病院年報 2016年度 Vol.40 492.9 姫路赤十字病院

0000052382 ひ 標準看護計画 第3巻
香川医科大学医学部附属病
院看護部∥編

492.9 日総研出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000134675 ひ 標準的神経治療 日本神経治療学会 492 医学書院

0000100557 ひ 標準皮膚科学 第8版 西川武二 494.8 医学書院

0000100540 ひ 標準皮膚科学 第8版　別冊付録 主訴･主症状からみた診断のﾎﾟｲﾝﾄ 西川武二 494.8 医学書院

9500114439 ひ 病院･医院のための 医療法Q&A 中央法規

0000140775 ひ 病院のBCP 災害時の医療継続のために
佐々木　勝 島田 慈彦 次 食
費 島田

491.79 新興医学出版社

0000067768 ひ 病院のなかの英会話 CD 庄司道子∥〔ほか〕著 490.7 医学書院

0000068642 ひ 病院の概要  平成11年度 498.16 福井県立精神病院

0000048125 ひ 病院の経営強化ﾏﾆｭｱﾙ（実務必携） 493.163 ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ出版部

0000113137 ひ 病院の経営力強化ﾏﾆｭｱﾙ
畑　実∥編著 島津　望∥編
著

492.9493 ｱｰﾊﾞﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

0000137010 ひ 病院の実力 2014 総合編 498.16 読売新聞社

0000101639 ひ 病院概要　平成18年 498.16 公立豊岡病院

0000101813 ひ 病院概要　平成19年 498.16 公立豊岡病院

0000923958 ひ 病院患者図書館　患者市民に教育文化医療情報を提供 494.5 日本赤十字社

0000092395 ひ 病院患者図書館　患者市民に教育文化医療情報を提供 494.5 日本赤十字社

0000126762 ひ 病院感染対策のﾎﾟｲﾝﾄ 小林寛伊 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000003643 ひ 病院管理学入門  第3版 高橋政祺 498.163 医学書院

0000085861 ひ 病院機能評価ﾏﾆｭｱﾙ 金腹出版 金原出版 492.9 金原出版

0000096980 ひ 病院経営実態調査報告書 平成17年 492.912 全国公私病院連盟

0000096997 ひ 病院経営分析調査報告書 平成17年 492.912 全国公私病院連盟

0000147293 ひ 病院事業概要　平成27年度版 富山赤十字病院 498.1 富山赤十字病院

0000125789 ひ 病院賃金実態資料 2010年版 病院経営情報研究所 498.163 経営書院

0000067997 ひ 病院年報  市立長浜病院　平成9年度 市立長浜病院 498.16 市立長浜病院

0000088060 ひ 病院年報  平成13年度 市立長浜病院 498.16 市立長浜病院

0000140331 ひ 病院年報  平成25年 498.16 名古屋第一赤十字病院

0000148160 ひ 病院年報  平成27年 498.16 名古屋第一赤十字病院

0000139038 ひ 病院年報 第11号 平成24年度 498.16 杉田玄白記念公立小浜病院

0000142151 ひ 病院年報 第12号 平成25年度 498.16 杉田玄白記念公立小浜病院

0000147965 ひ 病院年報 第14号 平成27年度 498.16 杉田玄白記念公立小浜病院

0000110747 ひ 病院年報　平成16年度 第31号 498.16 新潟市民病院

0000101929 ひ 病院年報　平成17年度 498.16 高槻赤十字病院

0000101950 ひ 病院年報　平成17年度 498.16 大津赤十字病院

0000102179 ひ 病院年報　平成18年度 498.16 高槻赤十字病院

0000101547 ひ 病院年報　平成18年度 498.16 大阪赤十字病院

0000102230 ひ 病院年報　平成18年度 498.16 大津赤十字病院

0000102193 ひ 病院年報　平成18年度 498.16 名古屋第一赤十字病院

0000145497 ひ 病院年報　平成21年度 498.16 広島赤十字原爆病院

0000134538 ひ 病院年報　平成23年度 498.16 広島赤十字原爆病院

0000133951 ひ 病院年報　平成23年度 498.16 高槻赤十字病院

0000134521 ひ 病院年報　平成23年度 498.16 武蔵野赤十字病院

9500119823 ひ 病院年報 平成23年度  第10号 498.16 杉田玄白記念公立小浜病院

0000134934 ひ 病院年報　平成24年度 498.16 仙台赤十字病院

0000136280 ひ 病院年報　平成24年度 498.16 富山市立富山市民病院
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0000136983 ひ 病院年報　平成24年度 498.16 武蔵野赤十字病院

0000135184 ひ 病院年報　平成24年度 498.16 福島赤十字病院

0000135788 ひ 病院年報 平成24年度 2012 498.16 市立敦賀病院

0000140690 ひ 病院年報 平成25年度 498.16 富山市立富山市民病院

0000140195 ひ 病院年報　平成25年度 498.16 福島赤十字病院

0000140973 ひ 病院年報 平成25年度 498.16 武蔵野赤十字病院

0000135313 ひ 病院年報　平成25年度 498.16 彦根市立病院

0000144179 ひ 病院年報　平成26年度 498.16 武蔵野赤十字病院

0000146302 ひ 病院年報 平成26年度 498.16 富山市立富山市民病院

0000144131 ひ 病院年報　平成26年度　日本赤十字社和歌山医療センター 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000149174 ひ 病院年報 平成27年度 498.16 富山市立富山市民病院

0000147989 ひ 病院年報　平成27年度　日本赤十字社和歌山医療センター 498.16 日本赤十字社和歌山医療ｾﾝﾀｰ

0000100564 ひ 病院百年誌 高松赤十字病院 498.1 高松赤十字病院

9500111520 ひ 病院法務部　興奮日誌 井上清成 494.627 日本医事新報社

0000082617 ひ 病院薬局製剤 第5版 492.926 薬事日報社

0000138567 ひ 病院薬局製剤事例集 日本病院薬剤師会 499.05 薬事日報社

0000119863 ひ 病気がみえる Vol.1  消化器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133456 ひ 病気がみえる Vol.1  消化器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500111841 ひ 病気がみえる Vol.1  消化器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500115320 ひ 病気がみえる Vol.1  消化器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000119986 ひ 病気がみえる Vol.10 産科 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133562 ひ 病気がみえる Vol.10 産科 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000119665 ひ 病気がみえる Vol.2  循環器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133531 ひ 病気がみえる Vol.2  循環器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500111957 ひ 病気がみえる Vol.2  循環器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500115801 ひ 病気がみえる Vol.2  循環器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000119870 ひ 病気がみえる Vol.3  糖尿病･代謝･内分泌 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000125161 ひ 病気がみえる Vol.3  糖尿病･代謝･内分泌 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000130981 ひ 病気がみえる Vol.3  糖尿病･代謝･内分泌 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133494 ひ 病気がみえる Vol.3  糖尿病･代謝･内分泌 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000134958 ひ 病気がみえる Vol.3  糖尿病･代謝･内分泌 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000119887 ひ 病気がみえる Vol.4  呼吸器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133487 ひ 病気がみえる Vol.4  呼吸器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000146487 ひ 病気がみえる Vol.4 呼吸器　第二版 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000119894 ひ 病気がみえる Vol.5  血液 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133463 ひ 病気がみえる Vol.5  血液 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000134996 ひ 病気がみえる Vol.5  血液 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500115337 ひ 病気がみえる Vol.5  血液 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000130752 ひ 病気がみえる Vol.6  免疫 膠原病 感染症 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133470 ひ 病気がみえる Vol.6  免疫 膠原病 感染症 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500111490 ひ 病気がみえる Vol.6  免疫 膠原病 感染症 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133548 ひ 病気がみえる Vol.7  脳･神経 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ
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0000134965 ひ 病気がみえる Vol.7  脳･神経 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500114736 ひ 病気がみえる Vol.7  脳･神経 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500117386 ひ 病気がみえる Vol.7  脳･神経 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000146456 ひ 病気がみえる Vol.7  脳･神経 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133500 ひ 病気がみえる Vol.8  腎･泌尿器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000135009 ひ 病気がみえる Vol.8  腎･泌尿器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

9500115405 ひ 病気がみえる Vol.8  腎･泌尿器 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000119993 ひ 病気がみえる Vol.9  婦人科･乳腺外科 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000133555 ひ 病気がみえる Vol.9  婦人科･乳腺外科 491.1 ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ

0000046404 ひ 病気と遺伝 遺伝相談 大倉興司∥著 491.69 創元社

0000047166 ひ 病気と患者の行動 Ｒｕｔｈ Ｗｕ 492.9 医歯薬出版

0000118873 ひ 病気の成立ちとからだ 中野昭一 492.9 医歯薬出版株式会社

0000141864 ひ 病態を理解して組み立てる　薬剤師のための疾患別薬物療法1　悪性腫瘍 日本医療薬学会 499.05 南江堂

0000141871 ひ
病態を理解して組み立てる　薬剤師のための疾患別薬物療法2　精神･脳神経系疾
患/消化

日本医療薬学会 499.05 南江堂

0000047920 ひ 病態栄養学双書10  小児 日本栄養士会∥編 498.58 第一出版

0000034173 ひ 病態栄養学双書12  外科 日本栄養士会∥編 498.58 第一出版

0000130493 ひ 病棟で役立つ昆注情報ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 永井　曻 499.05 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000087513 ひ 病棟医・研修医のための実践保険診療ﾏﾆｭｱﾙ 監 真澄 364 社会保険研究所

0000046626 ひ 病理学 高橋  徹∥著 491.6 金原出版

9500116228 ひ 兵庫医大の特徴活用型周産期医療支援事業 498.16 文部科学省大学改革推進等

0000086660 ひ 兵庫県立 塚口病院 年報 2001 Vol.18 兵庫県立 塚口病院

9500118765 ひ 兵庫県立塚口病院年報 2006 Vol.26 著者論文発表 498.16 兵庫県立塚口病院

9500115887 ひ 兵庫県立塚口病院年報 2008 Vol.25 著者論文発表 498.16 兵庫県立塚口病院

0000134927 ひ 兵庫県立塚口病院年報 2011 Vol.28 著者論文発表 498.16 兵庫県立塚口病院

0000137348 ひ 兵庫県立塚口病院年報 2012 Vol.29 著者論文発表 498.16 兵庫県立塚口病院

0000141154 ひ 兵庫県立塚口病院年報 2013 Vol.30 著者論文発表 498.16 兵庫県立塚口病院

9500114637 ふ 20周年記念誌 あゆみ 492.1 婦人健康友の会

0000045957 ふ ﾌｧﾐﾘｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 家族ｼｽﾃﾑの調和と成長
Patrick J.Carnes∥著 野田
雄三∥訳

361.63 現代社

0000138512 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　身体のみかた､患者対応がわかる 角濱 春美 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000119078 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119085 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119092 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119108 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119115 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119122 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119139 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119146 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119153 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119160 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119177 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119184 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119191 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken
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0000119207 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

0000119214 ふ ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ完全ｶﾞｲﾄﾞ 特製CD-ROM付き 藤崎　郁 492.9 Gakken

9500114088 ふ ﾌｪﾙｿﾝ 読める! 胸部X線写真 大西浩満 492 診療と治療社

0000087063 ふ ふくいこころの華 福井県精神保健福祉協会

0000086554 ふ ふくいっ子ｴﾝｾﾞﾙﾌﾟﾗﾝ 492.9 日本赤十字社

0000086851 ふ ﾌｸちゃんありがとう 荻原牧男 赤十字活動ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進委員会

0000047005 ふ ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ﾅｰｼﾝｸﾞ 新しい看護方式の展開
Gwen Marram∥〔ほか著〕
松木光子∥訳

492.9 医学書院

0000042284 ふ ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ﾍﾙｽ･ｹｱの行動指針 WHOの健康戦略
〔WHO∥編〕 清水嘉与子∥
訳 中谷比呂樹∥訳

498.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000043915 ふ ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ﾍﾙｽ･ｹｱの行動指針 WHOの健康戦略
〔WHO∥編〕 清水嘉与子∥
訳 中谷比呂樹∥訳

498.1 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000080903 ふ ﾌﾞﾗｳﾝﾜﾙﾄﾞ 心臓病学 第6版 CD-ROM W.B Saunders社

0000055864 ふ ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導 丸森賢二∥共著 497.9 医歯薬出版

0000112031 ふ ﾌﾗﾝｹﾝ ｼｭﾀｲﾝの花嫁 376 VHS

0000120043 ふ ﾌﾟﾘｾﾌﾟﾀｰｼｯﾌﾟの限界を超える･ﾁｰﾑでともに成長する 「ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾅｰｽ ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ」 福井ﾄｼ子 492.926 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000111485 ふ ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ 医学ﾄﾞｲﾂ語 大畑正明 493 日本医事新報社

0000118620 ふ ふれあいの医療ｶﾞｲﾄﾞ 堀越栄子 492.9 学陽書房

0000064484 ふ ﾌﾞﾚﾝ神父の奇跡（歯科医に失明を救われた神父） 市来英雄 497.03 口腔保健協会

0000110877 ふ ﾌﾛｰｻｲﾄﾒﾄﾘｰを用いた造血器腫瘍の診断 室井一男 493.17 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社

0000052368 ふ ﾌﾛｰﾁｬｰﾄですすめる看護研究 根津  進∥著 492.9 学研

0000042932 ふ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑづくりとその展開 看護現任教育 川島みどり 他編 492.907 医学書院

0000133913 ふ ﾌﾟﾛのﾚｾﾌﾟﾄ ﾁｪｯｸ技術 2012-13年度版　請求もれ&査定減250事例の要点解説 株式会社ｿﾗｽﾄ 499.093 医学通信社

0000127455 ふ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙがんﾅｰｼﾝｸﾞ 2011 1 No.1 化学療法の薬 492.926 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000127462 ふ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙがんﾅｰｼﾝｸﾞ 2011 1 No.1 化学療法の薬 492.926 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000047401 ふ ﾌﾛﾚﾝｽ･ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙの生涯 下巻 ｾｼﾙ･ｳｰﾀﾞﾑ-ｽﾐｽ 492.901 現代社

0000047395 ふ ﾌﾛﾚﾝｽ･ﾅｲﾁﾝｹﾞｰﾙの生涯 上巻 ｾｼﾙ･ｳｰﾀﾞﾑ-ｽﾐｽ 492.901 現代社

0000047579 ふ 不整脈の診かたと治療 五十嵐正男∥著 492.12 医学書院

0000048897 ふ 婦人科学 杉山陽一∥著 495 金芳堂

0000049009 ふ 婦人科学提要 東條伸平 495.2 金原出版

0000048910 ふ 婦人科鑑別細胞診断図譜 野田 定∥著 495.2 医歯薬出版

0000038317 ふ 婦人科診療の実際Ⅰ 川上  博 495.2

0000038249 ふ 婦人科診療の実際Ⅱ 川上  博 495.2

0000038379 ふ 婦人科要綱 赤須文男 495.5 診断と治療社

0000042840 ふ 婦長さん、出番ですよ！ 職場のｽﾄﾚｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 佐藤  隆∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000141147 ふ 副腎腫瘍取扱い規約 2015年3月 【第3版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版

0000141161 ふ 副腎腫瘍取扱い規約 2015年3月 【第3版】
日本泌尿器科学会 日本病
理学会／編

494.5 金原出版

0000064880 ふ 副腎皮質の形態と機能 熊本悦明 他編 494.93 南江堂

0000056694 ふ 福井医科大学 第一内科同門会会誌 1998 498.16 福井医科大学 第一内科同門会

0000128117 ふ 福井県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ 事業のまとめ 平成13年度 492.9 福井県看護協会

0000126755 ふ 福井県ﾅｰｽｾﾝﾀｰ事業のまとめ 492.9 福井県看護協会

0000127622 ふ 福井県ﾅ-ｽ ｾﾝﾀ- 事業のまとめ 492.9 福井県看護協会

0000127745 ふ 福井県ﾅ-ｽ ｾﾝﾀ- 事業のまとめ 492.9 福井県看護協会

0000037419 ふ 福井県の原子力 福井原子力センター 編 543.5 福井県

0000147378 ふ 福井県医師会だより 第662号 平成28年(2016)8月 490.6 福井県医師会



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000147897 ふ 福井県医師会だより 第663号 平成28年(2016)9月 490.6 福井県医師会

0000128650 ふ 福井県医師会だより 平成22年(2010) 11月 第593号 490.6 福井県医師会

0000089081 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報  2002  平成14年度 第1号 岡島 一雄 009 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000093606 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報  2003  平成15年度 第2号 498.16 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000096751 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報  2004  平成16年度 第3号 498.16 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

9500111360 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報  2008  平成20年度  第7巻 498.16 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000129886 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報  2010  平成22年度 第9巻 498.16 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000106245 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報　2005  平成17年度 第4巻
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ
編

543.5 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000140270 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報 2013 平成25年度 第12巻 498.16 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000148399 ふ 福井県衛生環境研究センター年報　第14巻2015年　平成27年度 498.16 福井県衛星環境研究センター

0000144216 ふ 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ年報　平成26年度 2015 第13巻
福井県衛生環境研究ｾﾝﾀｰ
編

498.16 福井県衛生環境研究ｾﾝﾀー

0000068048 ふ 福井県衛生研究所年報 平成9年度  1997 Ｖｏｌ.36 所報委員会 498 福井県衛生研究所

0000110464 ふ 福井県看護協会史 498.1 福井県看護協会

0000127677 ふ 福井県看護協会史 498.1 福井県看護協会

0000127684 ふ 福井県看護協会史 498.1 福井県看護協会

0000101776 ふ 福井県済生会医学 498.16 福井県済生会病院

0000087216 ふ 福井県済生会医学 平成13年度 498.16 福井県済生会病院

0000056731 ふ 福井県済生会医学 平成9年度（14巻） 498.16 福井県済生会病院

0000101851 ふ 福井県済生会医学年報 498.16 福井県済生会病院

0000142878 ふ 福井県済生会病院のご紹介 平成27年度 498.16 福井県済生会病院

0000141086 ふ 福井県済生会病院年報　2013年 平成25年版 第11号　CD 498.16 福井県済生会病院

0000067980 ふ 福井県小児慢性特定疾患患児実態調査報告書 498 福井県福祉保健部健康増進課

0000110518 ふ 福井県地方部会30年の歩み 498.1 福井県地方部会

0000126595 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 492.9 福井県　福井県看護協会

0000126663 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 492.9 福井県　福井県看護協会

0000128124 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成10年度 492.9 福井県看護協会

0000128216 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成12年度 492.9 福井県看護協会

0000128322 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成13年度 492.9 福井県看護協会

0000128230 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成14年度 492.9 福井県看護協会

0000127035 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成16年度 492.9 福井県看護協会

0000126977 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成17年度 492.9 福井県看護協会

0000126939 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成18年度 492.9 福井県看護協会

0000128254 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会 研究討議集録　平成8年度 492.9 福井県看護協会

0000126953 ふ 福井県保健師助産師看護師実習指導者講習会報告書 492.9 福井県看護協会

0000128544 ふ 福井県立大学看護短期大学部論集 1994 創刊号 ﾌﾟﾛｾｽ ﾚｺｰﾄﾞの分析 492.9 福井県立大学看護短期大学部

0000128391 ふ 福井県立大学看護短期大学部論集 1995 第2号 魯迅の大学ﾉｰﾄ 492.9 福井県立大学看護短期大学部

0000128551 ふ 福井県立大学看護短期大学部論集 1996 第3号 中世における都市文化形成 492.9 福井県立大学看護短期大学部

0000128537 ふ 福井県立大学看護短期大学部論集 1999 第9号 看護学生の老年観に関する研究 492.9 福井県立大学看護短期大学部

0000110631 ふ 福井赤十字看護専門学校 閉校記念　博愛 福井赤十字看護専門学校 498.1 福井赤十字看護専門学校

0000144346 ふ 福井赤十字病院　創立90周年記念誌 498.1 福井赤十字病院

0000056663 ふ 福井赤十字病院年報 498.16 福井赤十字病院

0000130455 ふ 福井赤十字病院年報 498.16 福井赤十字病院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000088732 ふ 福井赤十字病院年報 第13巻 平成14年度 498.16 福井赤十字病院

0000127547 ふ 福井赤十字病院年報 第14巻 平成15年度　2003 Vol.14 498.16 福井赤十字病院

0000127578 ふ 福井赤十字病院年報 第15巻 平成16年度　2004 Vol.15 498.16 福井赤十字病院

0000127592 ふ 福井赤十字病院年報 第16巻 平成17年度　2005 Vol.16 498.16 福井赤十字病院

0000143066 ふ 福井赤十字病院年報 第17巻 平成18年度　2006 Vol.17 498.16 福井赤十字病院

0000127585 ふ 福井赤十字病院年報 第17巻 平成18年度　2006 Vol.17 498.16 福井赤十字病院

0000127608 ふ 福井赤十字病院年報 第17巻 平成18年度　2006 Vol.17 498.16 福井赤十字病院

0000119054 ふ 福井赤十字病院年報 第18巻 平成19年度　2007 Vol.18 498.16 福井赤十字病院

0000141239 ふ 福井赤十字病院年報 第19巻 平成20年度　2008 Vol.19 498.16 福井赤十字病院

0000124225 ふ 福井赤十字病院年報 第19巻 平成20年度　2008 Vol.19 498.16 福井赤十字病院

0000124232 ふ 福井赤十字病院年報 第19巻 平成20年度　2008 Vol.19 498.16 福井赤十字病院

0000056670 ふ 福井赤十字病院年報 第1巻 平成元.2年度 498.16 福井赤十字病院

0000130417 ふ 福井赤十字病院年報 第1巻 平成元.2年度 498.16 福井赤十字病院

0000130592 ふ 福井赤十字病院年報 第21巻 平成22年度　2010 Vol.21 498.16 福井赤十字病院

9500116723 ふ 福井赤十字病院年報 第21巻 平成22年度　2010 Vol.21 498.16 福井赤十字病院

9500118956 ふ 福井赤十字病院年報 第22巻 平成23年度　2011 Vol.22 498.16 福井赤十字病院

0000136976 ふ 福井赤十字病院年報 第23巻 平成24年度　2012 Vol.23 498.16 福井赤十字病院

0000137119 ふ 福井赤十字病院年報 第23巻 平成24年度　2012 Vol.23 498.16 福井赤十字病院

0000141284 ふ 福井赤十字病院年報 第24巻 平成25年度　2013 Vol.24 498.16 福井赤十字病院

0000141543 ふ 福井赤十字病院年報 第24巻 平成25年度　2013 Vol.24 498.16 福井赤十字病院

0000145480 ふ 福井赤十字病院年報 第24巻 平成26年度　2014 Vol.25 498.16 福井赤十字病院

0000148726 ふ 福井赤十字病院年報 第26巻 平成27年度　2015 Vol.26 498.16 福井赤十字病院

0000130400 ふ 福井赤十字病院年報 第2巻 平成3年度 498.16 福井赤十字病院

0000056618 ふ 福井赤十字病院年報 第4巻 平成5年度 498.16 福井赤十字病院

0000130424 ふ 福井赤十字病院年報 第4巻 平成5年度 498.16 福井赤十字病院

0000056625 ふ 福井赤十字病院年報 第5巻 平成6年度 498.16 福井赤十字病院

0000130431 ふ 福井赤十字病院年報 第5巻 平成6年度 498.16 福井赤十字病院

0000056632 ふ 福井赤十字病院年報 第6巻 平成7年度 498.16 福井赤十字病院

0000130448 ふ 福井赤十字病院年報 第6巻 平成7年度 498.16 福井赤十字病院

0000056649 ふ 福井赤十字病院年報 第7巻 平成8年度 498.16 福井赤十字病院

0000056656 ふ 福井赤十字病院年報 第8巻 平成9年度 498.16 福井赤十字病院

0000147330 ふ 福井大学医学部 　成果報告書 福井大学 498.16 福井大学

0000143141 ふ 福井大学医学部 第二内科 同窓会誌 2015 Vol.3 498.16 福井大学医学部 第二内

0000014328 ふ 福井大学医学部 内科学　同門会会誌　　第19号　2016 福井大学 498.16 福井大学医学部 第二内

0000144353 ふ 福井大学医学部 付属病院　30周年記念誌 498.16 福井大学医学部 第二内

9500118741 ふ
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科科学教室 年報　2011
第14号

498.16 福井大学医学部

9500118703 ふ
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科科学教室 年報　2012
第15号

498.16 福井大学医学部

0000135924 ふ
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科科学教室 年報　2013
第16号

498.16 福井大学医学部

0000144292 ふ
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座 脳脊髄神経外科学教室 年報　2015 第
17号

498.16 福井大学医学部

0000148474 ふ
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座脳脊髄神形外科学教室 年報　2016年
第18号

福井大学 498.16 福井大学医学部医学科

9500118789 ふ
福井大学医学部医学科感覚運動医学講座脳脊髄陣形外科学教室 年報　2009年
第12号

498.16 福井大学医学部医学科

0000126793 ふ 福井大学医学部看護学科ｶﾘｭﾗﾑ検討･評価に関する調査報告書 492.9 福井大学医学部看護学科



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

9500118697 ふ 福岡赤十字病院年報 2003 Vol.6 病院の沿革 498.16 福岡赤十字病院

0000136020 ふ 福岡赤十字病院年報 2004 Vol.7 病院の沿革 498.16 福岡赤十字病院

0000140560 ふ 福岡赤十字病院年報 2005 Vol.8 病院の沿革 498.16 福岡赤十字病院

0000144209 ふ 福岡赤十字病院年報 2015 Vo.9 病院概要 498.16 福岡赤十字病院

0000147958 ふ 福岡赤十字病院年報　27年度版　10号 498.16 福岡赤十字病院

0000128926 ふ 福祉用具分類ｺｰﾄﾞ ｶﾀﾛｸﾞ 493.08 ﾃｸﾉｴｲﾄﾞ協会

0000005661 ふ 福祉用具分類ｺｰﾄﾞ ｶﾀﾛｸﾞ 369.18 財団法人 ﾃｸﾉｴｲﾄﾞ協会

9500112480 ふ
福島県農村医学会雑誌 平成18年3月 第18巻 No.1 生活習慣病の克服は21世紀医
療の課題

渡邊　毅　ほか 494.5 福島農村医学会

0000138444 ふ 福島赤十字病院年報　平成23年度 498.16 福島赤十字病院

9500114101 ふ 腹部CT診断120 ｽﾃｯﾌﾟ 492 中央医学社

0000032582 ふ 腹部画像診断 1994 14 492.4 メディカル・コア

0000032605 ふ 腹部画像診断 1995 15 492.4 メディカル・コア

0000043083 ふ 複眼でみる90年代の医療 二木 立∥著 498.1 勁草書房

0000111577 ふ 物理化学　上 竹内敬人 493 廣川書店

0000111614 ふ 分子生物学入門 A　ﾛｰﾗ 493 培風館

0000046886 ふ 文化病を予防する化粧方法 美顔教室 芹沢 完一 595.5 日本美容医学研究会

0000042277 ふ 文献からみた 看護研究の動向と分析 森日出男 492.907 医学書院

0000005623 へ ﾍﾟｰｽﾒｰｶ　除細動器　人工心肺　補助循環  5 ME早わかりQ&A 492.8 南江堂

0000128568 へ ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病に関する調査研究 石ｹ坪良明 496.5 厚生労働省研究費補助金

0000128605 へ ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病に関する調査研究 石ｹ坪良明 496.5 厚生労働省研究費補助金

0000128582 へ ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病眼病変診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 水木信久 496.5 厚生労働省研究費補助金

0000118835 へ ﾍﾞｽﾄ ﾌﾟﾗｸﾃｨｽのための高齢者看護ﾌﾟﾛ ﾄｺﾙ 阿部俊子 492.9 医学書院

0000046121 へ ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞME入門 小野哲章 492.8 医学書院

9500114095 へ ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞの神経の診かた 田崎義昭 492 南山堂

0000034029 へ ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞｯｸ Ｂｅｔｔｅｒ　ｈｏｍｅｓ　ａｎｄ　ｇａｒｄｅｎｓ
Edwin Kiester,Jr.∥〔加藤珪
∥訳〕

598.2 太平社

0000140553 へ ﾍﾙｽ ﾘｻｰﾁ 20年　良い社会に向けて 島田克義 498.16
公益社団法人ﾌｧｲｻﾞｰﾍﾙｽﾘｻｰﾁ振
興財団

0000102940 へ ﾍﾙｽ・ﾌｨｼﾞｶﾙ ｱｾｽﾒﾝﾄ 下巻 花田妙子 492.9 日総研

0000102957 へ ﾍﾙｽ・ﾌｨｼﾞｶﾙ ｱｾｽﾒﾝﾄ 上巻 花田妙子 492.9 日総研

0000087360 へ ﾍﾙｽﾘｻ-ﾁﾌｵ-ﾗﾑ 492.9 ﾌｬｲｻﾞ-ﾍﾙｽﾘｻ-ﾁ振興財団

0000102384 へ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ分析によるDPC対応　原価計算と標準治療計画の評価 494.2 じほう

0000102377 へ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ分析によるDPC対応　標準治療計画の作成 494.2 じほう

0000148740 へ 平成12年度 退院患者統計年報 院内がん登録統計 498.163 福井赤十字病院病歴室

0000148757 へ 平成12年度 退院患者統計年報 院内がん登録統計 498.163 福井赤十字病院病歴室

0000139403 へ 平成25年度 看護白書　進めよう!健康で安全に働き続けられる職場づくり 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000142045 へ 平成25年度 病院事業概要 498.16 沖縄赤十字病院

0000142847 へ 平成26年度 看護白書　地域包括ｹｱｼｽﾃﾑと看護 日本看護協会∥編 492.9 日本看護協会出版会

0000142892 へ 平成26年度 事業実績報告書 498.16 日本赤十字社　熊本健康管理

0000147385 へ 平成26年度 退院患者統計年報 院内がん登録統計 498.163 福井赤十字病院病歴室

0000148528 へ 平成26年度消化器がん検診　全国集計資料集 498.163 日本消化器がん検診学会

0000147354 へ 平成27年度 事業実績報告書 498.16 日本赤十字社　熊本健康管理

0000046831 へ 平静の心 ｵｽﾗｰ博士講演集
〔ｳｨﾘｱﾑ･ｵｽﾗｰ∥著〕 日野
原重明∥訳〔編〕 仁木久恵
∥訳〔編〕

490.4 医学書院

0000102216 へ 閉校記念誌 498.16 山田赤十字看護専門学校



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000102094 へ 閉校記念誌 498.16 水戸赤十字看護専門学校

0000102070 へ 閉校記念誌 498.16 前橋赤十字看護専門学校

0000136204 へ 閉校記念誌 498.16 日本赤十字武蔵野短期大学

0000108676 へ 閉校記念誌　82年の歩み　1925-2007 496.5 福井赤十字看護専門学校

0000142434 へ 別冊 ER ﾏｶﾞｼﾞﾝ 2014 VOl.11 No.2 季刊夏号 特集 ER的小児救急 492 株式会社ｼｰﾋﾞｰｱｰﾙ

0000139380 へ 別冊NHK きょうの健康  肺の生活習慣病COPD 498.3 日本放送出版会

0000005104 へ 変革する基準看護制度 杉谷藤子∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000044080 ほ POSと看護計画 Luclie Lewis 492.915 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000037150 ほ ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ  特別巻1 放射線医学大系 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037099 ほ ｲﾝﾋﾞﾎﾞ核医学総論  放射線医学大系36 田坂  晧∥〔ほか〕責任編集 492.4 中山書店

0000047838 ほ ﾎｰﾑｹｱ Part 2 訪問看護のためのﾏﾆｭｱﾙ
C.A.Rovinski∥〔編〕 斎藤豊
和∥監訳

598.4 医歯薬出版

0000143967 ほ ﾎﾟｹｯﾄ版看護に役立つ「なぜ何」辞典

0000043816 ほ ﾎﾞｹの臨床 症状の正しい理解とｹｱのために 井上   修∥著 493.75 医学書院

0000056205 ほ ﾎｽﾋﾟｽ･緩和ｹｱ白書 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ編集委員会∥編 494.5 三輪書店

0000134668 ほ ﾎﾞﾂﾘﾇｽ療法ｱﾄﾗｽ 梶　龍兒 494.78 医学書院

0000005043 ほ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の実態 調査結果と団体名簿 経済企画庁国民生活局∥編 369 大蔵省印刷局

0000111652 ほ ﾎﾙﾓﾝと糖質の代謝 山本　清 493 共立全書

0000106504 ほ ほんとうの人間ﾄﾞｯｸ　20年4千万人の受信者ﾃﾞｰﾀから健康を考える 笹森典雄∥著 498.3 日本病院会出版

0000102049 ほ 開校100周年記念誌 498.16 京都大学整形外科

0000143684 ほ 月刊 保険診療 2015 Vol.70 No.11 10月号 特集 薬剤・材料の完全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 498.163 医学通信社

0000143844 ほ 月刊 保険診療 2015 Vol.70 No.12 11月号 特集　職場のﾙｰﾙﾌﾞｯｸ 498.163 医学通信社

0000144162 ほ 月刊 保険診療 2015 Vol.70 No.13 12月号 特集　「在宅医療」　ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ術 498.163 医学通信社

0000144308 ほ 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.1 1月号 特集　Noと言えない医療制度改革 498.163 医学通信社

0000144551 ほ 月刊 保険診療 2016 Vol.71 No.2 2月号 特集　2016年　診療報酬改定はこうなる 498.163 医学通信社

0000046749 ほ 骨・関節疾患患者の看護 病態生理から生活指導まで 石田  肇∥編集 494.7 医学書院

0000099806 ほ 骨太Dr沖田のﾀﾞｲﾅﾐｯｸ整形外科 下巻 494.7 ｹｱﾈｯﾄ

0000099813 ほ 骨太Dr沖田のﾀﾞｲﾅﾐｯｸ整形外科 上巻 494.7 ｹｱﾈｯﾄ

0000067645 ほ 保健医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 実践編
保健医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研究会
∥編集

369.9 中央法規出版

0000149488 ほ 保健薬 Plus　平成29年4月版 493.2 じほう

0000149495 ほ 保健薬 Plus　平成29年4月版 493.2 じほう

0000149501 ほ 保健薬 Plus　平成29年4月版 493.2 じほう

0000149518 ほ 保健薬 Plus　平成29年4月版 493.2 じほう

0000149525 ほ 保健薬 Plus　平成29年4月版 493.2 じほう

0000105781 ほ 保険医医療材料算定の解釈  平成18年10月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000119047 ほ 保険医医療材料算定の解釈  平成20年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500113616 ほ 保険医医療材料算定の解釈  平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

9500117294 ほ 保険医医療材料算定の解釈  平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000140133 ほ 保険医医療材料算定の解釈  平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000124096 ほ 保険者公費負担者番号・記号表 平成22年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000127486 ほ 保険者公費負担者番号・記号表 平成23年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000130622 ほ 保険者公費負担者番号・記号表 平成24年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所

0000136471 ほ 保険者公費負担者番号・記号表 平成26年4月版 社会保険研究所 498.163 社会保険研究所



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000139236 ほ 保険審査 Q&A　医療機関が知らなかった50の常識　2014－15年版 498.16 医学通信社

0000130509 ほ 保険薬局のためのﾊｲﾘｽｸ薬説明支援ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 堀　美智子 499.05 じほう

0000058926 ほ 保護のてびき 平成11年度版
厚生省社会・援護局保護課
監修

369.2 第一法規出版

0000058933 ほ 保護のてびき 平成11年度版
厚生省社会・援護局保護課
監修

369.2 第一法規出版

0000085854 ほ 保護のてびき　平成15年度版
厚生省社会・援護局保護課
監修

369.2 第一法規出版

0000047982 ほ 母子看護技術1 母性編 492.9 中央法規出版

0000047999 ほ 母子看護技術2  小児編 492.9 中央法規出版

0000048026 ほ 母性 492.955 へるす出版

0000046503 ほ 母乳哺育指導ﾏﾆｭｱﾙ
Johanna Goldfarb∥〔著〕多
田裕∥〔ほか〕訳

493.98 医学書院

0000036559 ほ 放射線の防護 江藤秀雄 539.68 丸善株式会社

0000036832 ほ 放射線医学大系  第6巻   脊髄・顔面・頚部疾患 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036955 ほ 放射線医学大系 18B  食道 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037020 ほ 放射線医学大系 25B  女性性器 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036801 ほ 放射線医学大系 2A  神経診断総論 田坂／晧∥編集代集 492.4 中山書店

0000036818 ほ 放射線医学大系 2B  神経診断総論 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037105 ほ 放射線医学大系 38A  中枢神経 核医学 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037136 ほ 放射線医学大系 41A  造血器．骨・関節 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037143 ほ 放射線医学大系 41B  腫瘍・炎症．小児．老年．救急 田坂  晧∥〔ほか〕編集 492.4 中山書店

0000036870 ほ 放射線医学大系10  縦隔・胸郭・小児疾患 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036887 ほ 放射線医学大系11  心・大血管診断総論．心疾患 492.4 中山書店

0000036894 ほ 放射線医学大系12  心疾患 田坂  晧∥〔ほか〕編集 492.4 中山書店

0000036900 ほ 放射線医学大系14  脈管診断総論/大血管異常 田坂  晧∥〔ほか〕責任編集 492.4 中山書店

0000036917 ほ 放射線医学大系15  大動脈分枝選択的撮影　治療応用 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036924 ほ 放射線医学大系16  末梢血管・大静脈・静脈分枝・ﾘﾝﾊﾟ系 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036931 ほ 放射線医学大系17  腹部 田坂  晧∥〔ほか〕編集 492.4 中山書店

0000036962 ほ 放射線医学大系19A  胃 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036979 ほ 放射線医学大系19B  胃 492.4 中山書店

0000037167 ほ 放射線医学大系2 特別巻  磁気共鳴診断 田坂  晧∥〔ほか〕責任編集 492.4 中山書店

0000036986 ほ 放射線医学大系22  肝臓　脾臓　門脈 放射線診断 田坂  晧∥〔ほか〕責任編集 492.4 中山書店

0000036993 ほ 放射線医学大系23 胆道・膵臓 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037013 ほ 放射線医学大系25A   副腎・後腹膜・女性性器 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037037 ほ 放射線医学大系26  骨診断総論 492.4 中山書店

0000037044 ほ 放射線医学大系27  四肢・骨盤 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037051 ほ 放射線医学大系28  四肢・骨盤 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037068 ほ 放射線医学大系29  脊椎 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036825 ほ 放射線医学大系3  神経検査法 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037075 ほ 放射線医学大系31  皮膚・頭頚部・眼 放射線治療 田坂  晧∥〔ほか〕編集 492.4 中山書店

0000037082 ほ 放射線医学大系33  性器．悪性ﾘﾝﾊﾟ腫．骨・軟部組織ほか 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000037129 ほ 放射線医学大系39  呼吸器・循環器 核医学 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店

0000036849 ほ 放射線医学大系7  胸部診断総論 492.4 中山書店

0000036856 ほ 放射線医学大系8  肺疾患 田坂  晧∥編集委員 492.4 中山書店

0000036863 ほ 放射線医学大系9  肺疾患 田坂  晧∥編集代表 492.4 中山書店



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000149068 ほ 放射線治療学　改訂5版 ho 南山堂

0000148986 ほ 放射線治療物理学 荒木不次男 国際文献

0000047500 ほ 訪問看護 患者・家族の主体的なｾﾙﾌｹｱをめざして 岡島重孝∥編集 492.9 学研

0000042222 ほ 訪問看護 老人に焦点を当てた実践の手引 日本看護協会∥編 492.9318 日本看護協会出版会

0000128377 ほ 訪問看護にかかる事例研究報告書 492.9 日本赤十字社

0000102261 ほ 訪問看護業務の手引 島田慈彦 492.926 社会保険研究所

9500112084 ほ 訪問看護業務の手引 島田慈彦 492.926 社会保険研究所

0000143103 ほ 訪問看護業務の手引　平成27年4月版 島田 慈彦 次 食費 島田 492.926 社会保険研究所

0000148115 ほ 訪問看護業務の手引　平成28年4月版 島田 慈彦 次 食費 島田 492.926 社会保険研究所

0000127523 ほ 訪問看護実態調査報告書 492.9 福井県看護協会

9500117195 ほ 訪問看護実務相談Q&A 平成24年度改訂版 長沼　昭 492.926 中央法規

0000140003 ほ 訪問看護実務相談Q&A 平成26年度改訂版
全国訪問看護事業協会 島
田 慈彦 次 食費 島田

492.926 中央法規

0000088305 ほ 豊科赤十字病院医報 第10巻 豊科赤十字病院 豊科赤十字病院

0000128827 ほ 防火管理者必携 消防庁 364 日本防火管理者協会

0000085755 ほ 北海道南西沖地震 492.9 日本赤十字社

0000145091 ほ 北陸新幹線・在来線時刻表　2016年版 JR

0000148887 ほ 北陸新幹線・在来線時刻表　2017年版 JR

0000087414 ほ 北陸病院年報 498.16 北陸病院

0000088183 ほ 北陸病院年報 2003 498.16 北陸病院

9500118079 ほ 北陸病院年報 2007 第13号 ｵ-ﾌﾟﾝ ｸﾘﾆｶﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 498.16 北陸病院

9500118437 ほ 北陸病院年報 2008 第14号 ｵ-ﾌﾟﾝ ｸﾘﾆｶﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 498.16 北陸病院

9500118826 ほ 北陸病院年報 2011 第17号 ｵ-ﾌﾟﾝ ｸﾘﾆｶﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 498.16 北陸病院

0000133968 ほ 北陸病院年報 2012 第18号 ｵ-ﾌﾟﾝ ｸﾘﾆｶﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 498.16 北陸病院

0000135801 ほ 北陸病院年報 2013 第19号 ｵ-ﾌﾟﾝ ｸﾘﾆｶﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 498.16 北陸病院

0000141352 ほ 北陸病院年報 2014 第20号 ｵ-ﾌﾟﾝ ｸﾘﾆｶﾙ ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 498.16 北陸病院

0000082341 ほ 北陸麻酔学雑誌 498.16 富山赤十字病院

0000068628 ほ 北陸麻酔学雑誌   1999 498.16 日本麻酔学会北陸地方会

0000067638 ほ 理論編 保健医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ･ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
保健医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研究会
∥編集

369.9 中央法規出版

9500112664 ま ﾏｲﾅ- ｴﾏ-ｼﾞｪﾝｼｰ MINOR EMERGENCIES 大滝純司 492.9 医歯薬出版株式会社

0000099899 ま ﾏｯｼｰ池田の神経内科の快刀乱麻 下巻 493.7 ｹｱﾈｯﾄ

0000099882 ま ﾏｯｼｰ池田の神経内科の快刀乱麻 上巻 493.7 ｹｱﾈｯﾄ

0000088046 ま 松江赤十字病院 2002年度版 松江赤十字病院 493.7 松江赤十字病院

0000146708 ま 松江赤十字病院 2014年度版 松江赤十字病院 493.7 松江赤十字病院

0000102162 ま 松江赤十字病院誌　2006年度版 498.16 松江赤十字病院

9500117904 ま 松江赤十字病院誌 2007 糖尿病内分泌内科 498.16 松江赤十字病院

9500119007 ま 松江赤十字病院誌 2009 糖尿病内分泌内科 498.16 松江赤十字病院

9500115856 ま 松江赤十字病院誌 2010 糖尿病内分泌内科 498.16 松江赤十字病院

0000135382 ま 松江赤十字病院誌 2011 論文発表 498.16 松江赤十字病院

0000138642 ま 松江赤十字病院誌 2012年度版 498.16 松江赤十字病院

0000140966 ま 松江赤十字病院誌 2013 糖尿病内分泌内科 498.16 松江赤十字病院

0000143806 ま 松山赤十字病院　2014年度 年報 498.16 成田赤十字病院

ま　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000147798 ま 松山赤十字病院　年報　2015 松山赤十字病院 松山赤十字病院

0000087070 ま 松山赤十字病院医学雑誌 松山赤十字病院

0000068611 ま 松山赤十字病院医学雑誌  1999 Vol.24 No.1 498.16 松山赤十字病院

0000088176 ま 松山赤十字病院医学雑誌  2003 Vol.28 No.1 松山赤十字病院 松山赤十字病院

9500115986 ま 松山赤十字病院医学雑誌  2003 Vol.33 No.1 臨床研修制度の見直しについて 498.16 松山赤十字病院

9500115870 ま 松山赤十字病院医学雑誌　2012 Vol.37 No.2 EBMにもとづく医療と利益相反COI 498.16 松山赤十字病院

0000136358 ま
松山赤十字病院医学雑誌　2012 Vol.37 No.3 第133回 日本外科学会定期学術集
会を主催

498.16 松山赤十字病院

0000140638 ま 松山赤十字病院医学雑誌　2014 Vol.39 No.1 定年退職して思うこと 498.16 松山赤十字病院

0000049887 ま 新内科学大系 年刊版 '84 A  末期医療．消化管．肝．膵．呼吸器．感染症．中毒 鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000135290 ま 年報  2012年 498.16 松山赤十字病院

0000119597 ま 麻薬・向精神薬・覚せい剤意管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 寺尾充男 493 じほう

0000130530 ま 麻薬・向精神薬・覚せい剤意管ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 寺尾充男 493 じほう

0000111539 ま 麻薬覚せい剤関係法令集 武田正三 493 薬事時報社

0000042178 ま 慢性関節リウマチ患者の看護 吉松俊一 他 492.92 医学書院

0000005869 ま 慢性腎不全保存期のケア 透析療法を避けるために 佐中  孜∥著 494.93 医学書院

0000128384 み みとり 第8号 看護部40年記念誌 492.9 福井県立病院看護部

9500114262 み みる看るわかる手術患者の体位ｱｾｽﾒﾝﾄ 492.907 ﾒﾃﾞｨｶ出版会

0000140720 み みんなはどう診るこの症状
横林 賢一 島田 慈彦 次 食
費 島田

491.79 南山堂

0000042888 み 看とりの医療 ぬくもりの在宅ｹｱへの道すじ 佐藤智∥編 598.4 保健同人社

0000033961 み 看取りの心得と作法 藤腹明子∥〔ほか〕著 492.9 医学書院

0000120111 み 見える記録 大島敏子 492.926 日総研

0000122160 み 見て知る看護学ｼﾘｰｽﾞ 心電図ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞと看護 VHS 376 日本外科系連合学会

0000141796 み 三輪弁護士がわかりやすく教える これからの薬剤師業務と法律 三輪 亮寿 499.05 じほう

0000047777 み 実りある患者への援助理解の実現 患者理解の臨床心理学－100項 0 492.9014 日本総研出版

0000126687 み 魅力ある看護婦の創造をめざして 492.9 福井県

0000126731 み 魅力ある看護婦の創造をめざして 492.9 福井県

0000127653 み 魅力ある職場づくりのための事例集 日本赤十字社事業局看護部 492.9 日本赤十字社

0000119979 み 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2009 上巻 198.163 日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ

0000119962 み 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2009 下巻 198.163 日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ

0000144384 む 武蔵野赤十字病院　六十年史 498.16

0000093910 め ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ No.0 がん治療現状と未来 498.16 ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ

0000148382 め 目でみる救命救急処置 杉本侃 493.12 日本臨床社

0000034203 め ﾒﾝﾀﾙｹｱの新しい展開 心をつなぐ看護 長野 勝 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000045117 め 明解  看護用語事典 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000093903 め ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ Vol.1 No.1 ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ の育成 498.16 ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ

0000094290 め ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ Vol.1 No.2 がん治療の将来像 498.16 ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｵﾝｺﾛｼﾞｽﾄ

0000047814 め 免疫 隅谷護人∥訳 491.8 医学書院

0000047517 め 目でみる基本包帯法 中村利文∥著 494.25 医歯薬出版

0000101301 め 目で見る食品ｶﾛﾘｰ辞典 493.12 学研

0000069779 め ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ  第1部  患者さんによくわかる薬の説明 鈴木康夫∥〔ほか〕編集 492.3 金原出版

0000069762 め ﾒﾃﾞｨｸｲｯｸﾌﾞｯｸ  第2部  患者さんによくわかる検査・手術の説明と生活指導 鈴木康夫∥〔ほか〕編集 492.3 金原出版

0000143295 め ﾒﾆｴｰﾙ病診療診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ　前庭機能異常に関する調査研究班 日本めまい平衡医学会 496.5 金原出版株式会社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

9500116327 め ﾒﾃﾞｨｶﾙ朝日 2012 41 No.7 肝胆膵の最進学 胆嚢の病気編 493.4 朝日新聞社

0000034517 め 目でみるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学 上田 敏∥著 494.78 東京大学出版会

0000118965 め 目でみる痛み 清原迪夫 492.9 東京大学出版会

0000106665 め ﾒﾙｸ ﾏﾆｭｱﾙ 第18版 日本語版 ﾏｰｸ H ﾋﾞｱｰｽﾞ ﾛﾊﾞｰﾄ ﾊﾞｰｺｳ 492 日経BP社

9500114712 め 眼のｻｲｴﾝｽ 眼疾患の謎 根木　昭 496.2 文光堂

0000124331 め 眼のｻｲｴﾝｽ 視覚の不思議 根木　昭 496.2 文光堂

0000132183 め 眼手術学5　白内障 大鹿哲郎 496.2 文光堂

0000132190 め 眼手術学6　緑内障 根木　昭 496.2 文光堂

9500117782 め 眼手術学7　網膜･硝子体1 小椋祐一郎 496.2 文光堂

9500117812 め 眼手術学8　網膜･硝子体2 小椋祐一郎 496.2 文光堂

0000099851 も もう迷わない好きになる心電図 上巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000099998 も もう迷わない好きになる心電図 下巻 493 ｹｱﾈｯﾄ

0000046879 も ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝと能力を向上するために 患者ｹｱの問題点と新しい方向 Esther Lucile Brown 492.9 医学書院

9500114309 も もっともっとねころんで読めるCDCｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ やさしい感染対策入門書3 矢野邦夫 492.907 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000044028 も 森田療法 大原健士郎∥〔ほか〕著 493.74

9500114651 も 網膜剥離こうすれば治る 門之園一明 496.2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社

0000148313 も 網膜変性疾患診療のすべて 吉村　長久 492.907 医学書院

0000139502 も 門脈圧亢進症取扱い規約 日本門脈圧亢進症学会∥編 493.47 金原出版

0000006118 も 門脈圧亢進症取扱い規約
日本門脈圧亢進症食道静脈
瘤学会∥編

493.47 金原出版

0000123402 も 門脈圧亢進症取扱い規約
日本門脈圧亢進症食道静脈
瘤学会∥編

493.47 金原出版

0000134408 も 門脈圧亢進症取扱い規約
日本門脈圧亢進症食道静脈
瘤学会∥編

493.47 金原出版

0000134415 も 門脈圧亢進症取扱い規約
日本門脈圧亢進症食道静脈
瘤学会∥編

493.47 金原出版

0000110006 や やさしい血液疾患　第4版 押味和夫 493.17 日本医事新報社

0000141932 や やさしい抗菌薬入門書  ねころんで読める抗菌薬 矢野 邦夫 499.05 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000127240 や やさしく学ぶための輸液･栄養の第一歩 492.9 大塚製薬株式会社

0000043113 や ﾔﾝｸﾞ糖尿病 青春を生きる！
東京女子医科大学糖尿病ｾ
ﾝﾀｰ

493.12 医歯薬出版

0000147910 や 山形大学医学部がんｾﾝﾀｰ年報　2015年 山形大学 493.12 山形大学

0000108935 や 山田赤十字看護専門学校 閉校記念誌 山田赤十字看護専門学校 498.1 山田赤十字看護専門学校

0000108942 や 山田赤十字看護専門学校 閉校記念誌 山田赤十字看護専門学校 498.1 山田赤十字看護専門学校

0000046824 や 病いの視座 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾋｭｰﾏﾆﾃｨｰｽﾞに向けて 中川米造∥編 490.4 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000118651 や 病んだ家族　散乱した室内 春日武彦 492.9 医学書院

0000047036 や 約束の季節 阿部初枝 396.26 日本看護協会出版会

0000056595 や 薬価基準収載医薬品ｺｰﾄﾞ集 499.093 中和印刷株式会社

0000056601 や 薬価基準収載医薬品ｺｰﾄﾞ集 付録 販売名ｺｰﾄﾞ表 499.093 中和印刷株式会社

0000145367 や 薬学生のための 病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000145374 や 薬学生のための 病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000145381 や 薬学生のための 病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000145398 や 薬学生のための 病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000145404 や 薬学生のための 病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000138574 や 薬学生のための 病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000123709 や 薬学生のための病院･薬局実習ﾃｷｽﾄ 2010年度版 日本薬剤師会 499.05 じほう

や　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000126250 や 薬学生のための病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 499.05 じほう

0000130523 や 薬学生のための病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 2012年度版 499.05 じほう

0000135146 や 薬学生のための病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 2013年度版 499.05 じほう

0000141857 や 薬学生のための病院･薬局実務実習ﾃｷｽﾄ 2015年版 薬学教育協議会 499.05 じほう

0000080477 や 薬効別 服薬指導ﾏﾆｭｱﾙ  第4版 田中良子 499.07 じほう

0000102322 や 薬効別 服薬指導ﾏﾆｭｱﾙ  第6版 田中良子 491.79 じほう

0000133241 や 薬効別 服薬指導ﾏﾆｭｱﾙ  第7版 田中良子 491.79 じほう

0000122597 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成22年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000122603 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成22年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000122610 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成22年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000123174 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成22年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000126373 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成23年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000126380 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成23年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000126403 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成23年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

9500115375 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成24年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

9500115382 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成24年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

9500115399 や 薬効別薬価基準 保険薬事典  平成24年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

9500115368 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成24年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000133746 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成25年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000134378 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成25年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000134385 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成25年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000134392 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成25年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000135207 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成25年度8月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000136440 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成26年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000136716 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成26年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000136723 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成26年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000136730 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成26年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000136747 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成26年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000143134 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成27年8月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000141727 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成27年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000141734 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成27年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000141741 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成27年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000141758 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成27年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

0000141765 や 薬効別薬価基準 保険薬事典Plus  平成27年度4月版 薬業研究会 499.1 じほう

9500113067 や 薬剤･傷病名早見表 2010-11 医薬品に対応する標準傷病名･全一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000126281 や 薬剤の母乳への移行 菅原和信 499.05 南山堂

0000123655 や 薬剤師が担う　がん薬物療法の ｾｰﾌﾃｨ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 加藤裕久 499.05 じほう

0000129046 や 薬剤師のための救急･集中治療領域標準ﾃｷｽﾄ 499.05 へるす出版

0000130462 や 薬剤師のための疾患別薬物療法1 悪性腫瘍 499.05 南江堂

0000130486 や 薬剤師のための疾患別薬物療法2 精神･脳神経系疾患/消化器疾患 499.05 南江堂

0000136839 や 薬剤師のための臨床推論 川口　崇 499.1 じほう

0000133586 や 薬剤師の視点を活かす 褥瘡の病態評価と薬物療法 吉田勝経 499.05 じほう



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000141888 や 薬剤指針 第13改訂 日本薬剤師会 499.05 薬事日報社

0000068284 や 薬事衛生六法 1999年版 498.12

0000039178 や 薬事実務便覧1 厚生省医薬安全局 499.091 新日本法規出版

0000039185 や 薬事実務便覧2 厚生省医薬安全局 499.091 新日本法規出版

0000039208 や 薬事実務便覧3 厚生省医薬安全局 499.091 新日本法規出版

0000039215 や 薬事実務便覧4 厚生省医薬安全局 499.091 新日本法規出版

0000135320 や 薬疹情報　第15版　1980-2012 福田英三 494.8 福田皮膚科ｸﾘﾆｯｸ

0000143769 や 薬疹情報　第16版　1980-2014 福田栄三 496.5

0000143776 や 薬疹情報　第16版　1980-2014 福田栄三 496.5

0000130578 や 薬物療法ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ  妊娠と授乳 499.05 南山堂

0000139373 ゆ ﾕﾏﾆﾁｭｰﾄﾞ  優しさを伝えるｹｱ技術 492.926 医学書院

0000136853 ゆ 輸液処方ﾁｪｯｸ実践問題集 杉浦伸一 499.1 じほう

9280510124 ゆ 輸血学　 改訂第3版 遠山　博 493.17 中外医学社

0000126915 ゆ 輸血用血液製剤取り扱いﾏﾆｭｱﾙ 2010年11月改訂版 492.9 日本赤十字社

0000004091 よ よい介護とはなにか 老人ｹｱの最前線を行く 木村松夫∥著 369.26 医学書院

0000126908 よ よくわかる ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ﾃｷｽﾄ Excel 2000 Ⅰ 492.9 FOM出版

0000126922 よ よくわかる ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ﾃｷｽﾄ Word 2000 Ⅰ 492.9 FOM出版

0000052351 よ よくわかる医療・看護のための統計学入門 ﾊﾟｿｺﾝによるデータ解析 高木広文∥著 492 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000052542 よ よくわかる脳ＭＲＩ 青木茂樹∥編著 493.73 秀潤社

0000143059 よ よくわかる労災･自賠責請求ﾏﾆｭｱﾙ 武田 匡弘 498.163 医学通信社

9500114026 よ よく出会う「困った」を解決!薬の疑問Q&A 492 羊土社

0000087285 よ 横浜市立大学医学部 同門会誌 492 横浜市立大学医学部

0000108997 よ 横浜赤十字看護専門学校 閉校記念誌 横浜赤十字看護専門学校 498.1 横浜赤十字看護専門学校

0000042772 よ 寄りかかっては生きられない 男と女のﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ 千葉敦子∥著 367.4 光風社出版

0000142519 よ 読む肺音 観る肺音 岡　三喜男 491.6 金原出版

0000122313 よ 幼児の生活と心身の発達 VHS 376 東映ﾋﾞﾃﾞｵ

0000134873 ら Reversed C.P.C による 臨床検査ﾃﾞｰﾀ読み方ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ Vol.3 494.9 医学書院

0000146982 ら 卵巣腫瘍・卵管癌　取扱い規約 日本産婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000146999 ら 卵巣腫瘍・卵管癌　取扱い規約 日本産婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000004688 ら ﾗｲﾌｻｲｸﾙ精神医学 西園昌久 編 493.09 医学書院

0000069113 ら ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 最前線に立つ３人のﾅｰｽ
ｽｻﾞﾝﾇ･ｺﾞｰﾄﾞﾝ∥著 勝原裕
美子∥訳

492.9 日本看護協会出版会

0000045780 ら ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟ･核医学  第8巻 医化学実験法講座 491.4 中山書店

0000133074 ら ﾗﾃｯｸｽｱﾚﾙｷﾞｰ 安全対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2009 赤澤　晃 493.08 協和企画

0000038331 ら ﾗﾏｰｽﾞ法の基礎と実際
全国助産婦学校協議会∥編
集

495.7 医学書院

0000100144 ら ﾗﾝﾂ下肢臨床解剖学 山田致知 495.08 医学書院

0000038201 ら 卵巣腫瘍 組織発生と分類論考 牛島 宥 495.43

0000143011 ら 卵巣腫瘍･卵管癌･腹膜癌 取扱い規約 臨床編 2015年8月 第1版 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

0000143028 ら 卵巣腫瘍･卵管癌･腹膜癌 取扱い規約 臨床編 2015年8月 第1版 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

0000112628 ら 卵巣腫瘍取扱い規約 日本産婦人科学会∥編 493.46 金原出版

0000120890 ら 卵巣腫瘍取扱い規約　第1部 組織分類ならびにｶﾗｰｱﾄﾗｽ 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

0000141451 ら 卵巣腫瘍取扱い規約　第1部 卵巣分類ならびにｶﾗｰｱﾄﾗｽ 2009年12月 第2版 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

ら　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000039093 ら 卵巣腫瘍取扱い規約 第2部 日本産科婦人科学会∥編 495.43 金原出版

0000048040 り ﾘｳﾏﾁﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 佐々木智也∥責任編集 492.936 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000118699 り ﾘｽｸ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 読本 492.9 医学書院

0000036580 り ﾘﾆｱ電子ｽｷｬﾝ腹部超音波診断法 北村次男 492.14 医歯薬出版

0000034548 り ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 大川嗣雄∥責任編集 492.9478 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000034098 り 理学療法士の立場から 呼吸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ入門 492.5 神陸文庫

0000043960 り 離乳食幼児食研究班報告の解説 離乳の基本 493.98 医歯薬出版

0000134484 り 療養費の支給基準 平成25年度版 369.9 社会保険研究所

0000135085 り 緑内障ﾁｭｰﾌﾞｼｬﾝﾄ手術のすべて 千原悦夫 496.2 ﾒﾃﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社

0000120517 り 臨床･病理  原発性肝癌取扱い規約 2009年6月（第5版補訂版） 日本肝癌研究会編 494.644 金原出版株式会社

0000122726 り 臨床･病理  原発性肝癌取扱い規約 2009年6月（第5版補訂版） 日本肝癌研究会編 494.644 金原出版株式会社

0000123389 り 臨床･病理  原発性肝癌取扱い規約 2009年6月（第5版補訂版） 日本肝癌研究会編 494.644 金原出版株式会社

0000142922 り 臨床･病理  原発性肝癌取扱い規約 2015年7月（第6版） 日本肝癌研究会編 494.644 金原出版株式会社

0000142939 り 臨床･病理  原発性肝癌取扱い規約 2015年7月（第6版） 日本肝癌研究会編 494.644 金原出版株式会社

0000052153 り 臨床・病理  食道癌取扱い規約 1999 2月（第9版） 日本食道疾患研究会編 494.644 金原出版株式会社

0000114189 り 臨床･病理 原発性肝癌取扱い規約 2008年2月第5版 日本肝癌研究会　編 494.644 金原出版株式会社

0000119269 り 臨床･病理 縦隔腫瘍取扱い規約 2009年1月
日本胸腺研究会∥編 日本
病理学会∥編

494.96 金原出版

0000122719 り 臨床･病理 縦隔腫瘍取扱い規約 2009年1月
日本胸腺研究会∥編 日本
病理学会∥編

494.96 金原出版

0000112482 り 臨床・病理　食道癌取扱い規約 日本食道学会∥編 493.46 金原出版

0000108843 り 臨床･病理 食道癌取扱い規約 2007年4月第10版 日本食道学会　編 494.644 金原出版株式会社

0000123426 り 臨床･病理 食道癌取扱い規約 2007年4月第10版 日本食道学会　編 494.644 金原出版株式会社

0000112604 り 臨床・病理　脳腫瘍取扱い規約 脳腫瘍全国統計委員会∥編 493.46 金原出版

0000124850 り 臨床・病理 脳腫瘍取扱い規約   2010年7月 第3版 日本脳神経外科学会∥編 493.46 金原出版

0000124867 り 臨床・病理 脳腫瘍取扱い規約   2010年7月 第3版 日本脳神経外科学会∥編 493.46 金原出版

9500113531 り 臨床･病理 肺癌取扱い規約 日本肺癌学会 川井弘光 494.5 金原出版

9500113562 り 臨床･病理 肺癌取扱い規約 日本肺癌学会 川井弘光 494.5 金原出版

0000073356 り 臨床・病理原発性肝癌取扱い規約 日本肝癌研究会∥編 493.47 金原出版

0000143660 り 臨床・病理食道癌取り扱い規約　第11版 日本食道学会 496.5 金原出版株式会社

0000143677 り 臨床・病理食道癌取り扱い規約　第11版 日本食道学会 496.5 金原出版株式会社

0000006033 り 臨床・病理乳癌取扱い規約 日本乳癌学会∥編 495.46 金原出版

0000073103 り 臨床・病理乳癌取扱い規約 日本乳癌学会∥編 495.46 金原出版

0000004220 り 臨床・病理乳癌取扱い規約 乳癌研究会∥編 495.46 金原出版

0000067423 り 臨床・病理乳癌取扱い規約 乳癌研究会∥編 495.46 金原出版

0000102469 り 臨床・病理乳癌取扱い規約 乳癌研究会∥編 494.5 金原出版

0000148498 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

0000148504 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

0000148894 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

0000068963 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

0000128957 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

0000128964 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

9500110691 り 臨床・病理肺癌取扱い規約 日本肺癌学会∥編 493.38 金原出版

0000048378 り
臨床2  麻酔法・無痛分娩法・手術監視と救急処置・輸血・輸液法・救急医療のｼｽﾃ
ﾑ

鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000125109 り 臨床ﾅｰｽのための Basic & Standard 整形外科看護の知識と実際 492.9 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000123730 り 臨床に直結する感染症診療のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞで すぐに役立つ ﾘﾌｧﾚﾝｽ ﾌﾞｯｸ 岩田健太郎 499.05 文光堂

0000111669 り 臨床に必要な心臓聴診の知識 森本和大 493 医学書院

0000110846 り 臨床医のためのDPC入門 Q&Aで学ぶDPCの基礎知識100 松田晋哉 498.163 じほう

0000042741 り 臨床医学の誕生
ﾐｯｼｪﾙ･ﾌｰｺ∥〔著〕 神谷美
恵子∥訳

492 みすず書房

0000034524 り 臨床運動学
ｼｸﾞﾅ･ﾌﾞﾙﾝｽﾄﾛｰﾑ∥著 斎藤
宏∥著

491.36 医歯薬出版

0000144018 り 臨床栄養　別冊　糖尿病の最新食事療法のなぜに答える 本田佳子 491.36 医歯薬出版株式会社

0000144001 り 臨床栄養　別冊　糖尿病の最新食事療法のなぜに答える 本田佳子 491.36 医歯薬出版株式会社

0000146951 り 臨床応用局所解剖図譜　第二巻　胸部と腹部と四肢 492.9 テクノ出版

0000092289 り 臨床化学 2004 33 Supp.1 492.1 日本臨床化学会

0000042550 り 臨床看護の展開 看護計画の技術 ﾄﾞﾛｱｰｽ E.ﾘﾄﾙ 共著 492.915 現代社

0000047258 り 臨床看護ﾏﾆｭｱﾙ
L.S.Brinner∥編
D.S.Suddarth∥編

492.9 医学書院

0000048118 り 臨床看護研究の進歩 Vol.10 492.9 医学書院

0000005838 り 臨床看護研究の進歩 Vol.2 492.9 医学書院

0000052337 り 臨床看護研究の進歩 Vol.3 492.9 医学書院

0000056786 り 臨床看護研究の進歩 Vol.4 492.9 医学書院

0000005821 り 臨床看護研究の進歩 Vol.5 492.9 医学書院

0000005814 り 臨床看護研究の進歩 Vol.6 492.9 医学書院

0000005807 り 臨床看護研究の進歩 Vol.7 492.9 医学書院

0000052344 り 臨床看護研究の進歩 Vol.8 492.9 医学書院

0000003865 り 臨床看護事典 疾患・症状別ｹｱのすべて 492.9 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000043120 り 臨床看護婦の自立 専門職としての技術・研究・実践 村松静子∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000113120 り 臨床看護面接 492.9 すぴか書房

0000045124 り 臨床看護薬剤ﾏﾆｭｱﾙ
Loebl∥〔ほか著〕 斎藤太郎
∥監訳 岩井郁子∥監訳

499.1 医学書院

0000004619 り 臨床教育論 体験からことばへ 中西睦子∥著 492.9 ゆみる出版

0000134859 り 臨床検査ｶﾞｲﾄﾞ 2013-2014 福井次矢 494.9 文光堂

0000039451 り 臨床検査の看護へのいかしかた 河野均也∥〔ほか〕編集 492.9 医歯薬出版

0000086790 り 臨床研究部年報 国立金沢病院

0000118583 り 臨床交流分析入門 杉田峰康 492.9 医歯薬出版株式会社

0000048927 り 臨床細胞診断学数本 491.6

0000048385 り
臨床産婦人科手術全3  術前検査と処置法・合併症患者の術前処置・術中術後処
置と管理

鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000048392 り 臨床産婦人科手術全書4  産科手術学総論・妊婦に行う手術・分娩準備手術 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000048408 り 臨床産婦人科手術全書5  遂娩手術・分娩第ｹ�期に行う手術 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000048415 り 臨床産婦人科手術全書6  外陰・腟 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000048439 り 臨床産婦人科手術全書8  子宮頚癌根治手術 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.2 金原出版

0000064675 り 臨床歯科学講座 第1巻 日本歯科医師会∥編 497.08 医歯薬出版

0000064682 り 臨床歯科学講座 第2巻 日本歯科医師会∥編 497.08 医歯薬出版

0000064699 り 臨床歯科学講座 第3巻 日本歯科医師会∥編 497.08 医歯薬出版

0000064705 り 臨床歯科学講座 第4巻 日本歯科医師会∥編 497.08 医歯薬出版

0000064712 り 臨床歯科学講座 第5巻 日本歯科医師会∥編 497.08 医歯薬出版

0000064729 り 臨床歯科学講座 第6巻 日本歯科医師会∥編 497.08 医歯薬出版

0000004022 り 臨床実習に必要な看護技術の基本Ⅰ LUCINE A.WOOD 他編 492.911 医学書院



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000128742 り 臨床手技の完全解説 適応疾患と手技  2010-11年度 498.16 医学通信社

0000139229 り 臨床手技の完全解説 適応疾患と手技  2014-15年度 498.16 医学通信社

0000113625 り 臨床腫瘍学の展望　Volume35 全論文抄録および解説 板添忠生 494.5 がん研究振興財団

9500115504 り 臨床腫瘍学の展望　Volume35 全論文抄録および解説 板添忠生 494.5 がん研究振興財団

0000038423 り 臨床周産期医学2 坂元正一∥監訳 495.1 同文書院

0000044998 り 臨床助産学1 妊婦ｹｱ 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.9 南江堂

0000045001 り 臨床助産学2  胎児ｹｱ 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.9 南江堂

0000045018 り 臨床助産学3  産婦ｹｱ 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.9 南江堂

0000045025 り 臨床助産学4  新生児ｹｱ 鈴木雅洲∥〔ほか〕編集 495.9 南江堂

0000141246 り 臨床心ｴｺｰ図学　第3版 吉川純一 492.4 文光堂

0000101417 り 臨床心ｴｺｰ図学　第3版 吉川純一 492.4 文光堂

0000005531 り 臨床心電図判読講座 １ 492.123 金原出版株式会社

0000047951 り 臨床新生児ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 493.95 金原出版

0000049269 り 臨床腎臓病学ｾﾐﾅｰ(1)  糸球体腎炎 武内重五郎∥編 494.93 南江堂

0000049283 り 臨床腎臓病学ｾﾐﾅｰ(3)  腎不全 武内重五郎∥編 494.93 南江堂

0000049306 り 臨床腎臓病学ｾﾐﾅｰ(5)  腎の血管障害・腎盃腎炎・尿細管障害 武内重五郎∥編 494.93 南江堂

0000047739 り 臨床超音波ｼﾘｰｽﾞ7  泌尿器 492.1 南江堂

0000065009 り 臨床泌尿器科学 加藤篤二 他編 494.92 南江堂

0000139540 り 臨床病理 胆道癌取扱い規約 日本肝胆膵外科学会∥編 493.46 金原出版

0000135658 り 臨床病理 胆道癌取扱い規約 日本肝胆膵外科学会∥編 493.46 金原出版

0000135665 り 臨床病理 胆道癌取扱い規約 日本肝胆膵外科学会∥編 493.46 金原出版

0000119306 り 臨床病理 乳癌取扱い規約 日本乳癌学会∥編 493.46 金原出版

0000133029 り 臨床病理 乳癌取扱い規約 日本乳癌学会∥編 493.46 金原出版

0000133036 り 臨床病理 乳癌取扱い規約 日本乳癌学会∥編 493.46 金原出版

0000068314 り 臨床放射線科のｺﾂと落とし穴1 492.4 中山書店

0000068321 り 臨床放射線科のｺﾂと落とし穴2 492.4 中山書店

0000068338 り 臨床放射線科のｺﾂと落とし穴3 492.4 中山書店

0000068345 り 臨床放射線科のｺﾂと落とし穴4 492.4 中山書店

0000086592 り 臨床薬理の進歩 492.4 財団法人 臨床薬理研究振興財団

0000088268 り 臨床薬理の進歩 藤村昭夫 492.4 臨床薬理研究振興財団

0000005845 り 臨床薬理の進歩  1998 491.5 財団法人 臨床薬理研究新興財団

0000139199 り 臨床薬理の進歩 2014 No.35 臨床薬理研究 499.05 財団法人 臨床薬理研究振興財団

0000146746 る 涙道内視鏡入門 井上　康 499.05 メジカルビュー社

0000127400 れ ﾘﾊﾋﾞﾘﾅｰｽ 2010 3 No.6 患者さんに「言ってはいけない言葉」と「上手な言い方」 492.926 ﾒﾃﾞｨｶ出版

0000108706 れ ﾚｼﾞｵﾈﾗ感染症ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 斉藤　厚 498 日本医事新報社

9500112725 れ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄのための感染症診療ﾏﾆｭｱﾙ 第2版 青木　眞 492 医学書院

9500114002 れ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄのための呼吸器診療ﾏﾆｭｱﾙ 河野　茂 492 医学書院

0000142540 れ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄのための糖尿病 代謝 内分泌内科 ﾎﾟｹｯﾄ ﾌﾞｯｸ 野田 光彦 493.2 中山書店

0000142502 れ ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄのための脳卒中診療のｺﾂ 岡部 康二 494.627 文光堂

0000141550 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000141567 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000123051 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 じほう



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000123068 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 じほう

0000130264 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 じほう

0000130271 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 じほう

0000136860 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 じほう

0000122818 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122825 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122832 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122849 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122856 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122863 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122870 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122887 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122894 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122900 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122917 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122924 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122931 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122948 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122955 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122962 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122979 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122986 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000122993 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000123006 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000123013 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000123020 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000123037 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000123044 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000126342 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000126359 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130011 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130028 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130035 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130042 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130059 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130066 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130073 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130080 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130097 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130103 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130110 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130127 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000130134 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130141 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130158 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130165 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130172 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130189 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130196 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130202 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130219 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130226 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130233 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130240 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000130257 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000131377 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000131384 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000133777 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000133784 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000133791 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136891 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136907 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136914 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136921 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136938 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136945 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136952 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000136969 れ ﾚｾﾌﾟﾄ事務のための 薬効・薬価ﾘｽﾄ 499.093 社会保険研究所

0000133906 れ ﾚｾﾌﾟﾄ請求の全技術 実例問題集　2013年度版 大西正利 499.093 医学通信社

0000006170 れ 最新介護福祉全書4  ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ論 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000006194 れ 最新介護福祉全書7  ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ援助 369.08 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000044660 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集1  問題児の治療 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044691 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集3  ｻｲｺｾﾗﾋﾟｲ ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044714 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集4  ｻｲｺｾﾗﾋﾟｲの過程 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044745 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集5  ｶｳﾝｾﾘﾝｸと教育 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044769 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集7  ﾌﾟﾚｲｸﾞﾙｰﾌﾟｾﾗﾋﾟｨ･集団管理 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044776 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集8   ﾊﾟｰｽﾅﾘﾃｲ理論 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044783 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集9  ｶｳﾝｾﾘﾝｸの技術 ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾌﾞﾗｲｱﾝの例を中心として ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044790 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集10  成功・失敗事例の研究 ｻｲｺｾﾗﾋﾟｨへの科学的ｱﾌﾟﾛｰﾁ ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044806 ろ ﾛｼﾞｬｰｽﾞ全集 11巻 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの立場 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08

0000044813 ろ  ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集12  人間論 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044820 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集13  ﾊﾟｰｽﾅﾘﾃｲの変化 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044837 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集14  ｸﾗｲｴﾝﾄ中心療法の初期の発展 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044844 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集15  ｸﾗｲｴﾝﾄ中心療法の最近の発展 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000044851 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集16  ｶｳﾝｾﾘﾝｸの訓練 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044868 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集17  ｸﾗｲｴﾝﾄ中心療法の評価 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044875 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集18  わが国のｸﾗｲｴﾝﾄ中心療法の研究 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044677 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集 別巻1  ｻｲｺｾﾗﾋﾟｲの研究 分裂病へのｱﾌﾟﾛｰﾁ ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044684 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集 別巻2  ｻｲｺｾﾗﾋﾟｲの成果 分裂病へのｱﾌﾟﾛｰﾁ ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044707 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集 別巻3  ｻｲｺｾﾗﾋﾟｲの実践 分裂病へのｱﾌﾟﾛｰﾁ ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044721 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集 別巻4  創造への教育 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000044738 ろ ﾛｰｼﾞｧｽﾞ全集 別巻5  創造への教育 ｶｰﾙ･ﾛｰｼﾞｬｽﾞ∥著 146.08 岩崎学術出版社

0000046244 ろ ﾛｲ看護論  適応モデル序説 492.901 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000046220 ろ ﾛｲ適応看護論入門
ﾋｰｻｰA ｱﾝﾄﾞﾘｭｰｽ∥著 松木
光子∥監訳

492.9 医学書院

0000045353 ろ ﾛｼﾞｬｰｽﾞ看護論
Martha E.Rogers∥著 樋口
康子∥訳

492.9 医学書院

0000112888 ろ ﾛﾊｽ ﾒﾃﾞｨｶﾙ  2007 Vol.25 10月号 気がつくかが分かれ目脳卒中 494.627 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭ-社

9500116303 ろ 労災診療費算定実務講座 労災保険情報ｾﾝﾀｰ

9500111674 ろ 労災保険　後遺障害診断書　作成手引　整形外科領域　Vol.1 安全衛生部 労災保険情報ｾﾝﾀｰ

0000001724 ろ 労災保険法 実務総覧1
労働省労働基準局補償課
安全衛生部

第一法規出版

0000001731 ろ 労災保険法 実務総覧2
労働省労働基準局補償課
安全衛生部

第一法規出版

0000044943 ろ 老人ｹｱの実際
Jean Robinson∥〔編〕前沢
政次∥〔ほか〕訳

492.9318 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社

0000042314 ろ 老人に焦点を当てた実践の手引 訪問看護 日本看護協会 編 492.933 日本看護協会出版会

0000034326 ろ 老人患者の理解と看護 日比野重明 他 492.929 医学書院

0000043496 ろ 老人看護ｼﾘｰｽﾞ  第2巻 老人看護の基本技術 内田卿子∥〔ほか〕編集 492.9318 日本看護協会出版会

0000034241 ろ 老人看護ｼﾘｰｽﾞ 第3巻  疾患をもつ老人の看護 内田卿子∥〔ほか〕編集 492.9318 日本看護協会出版会

0000034388 ろ 老人看護の基本 賀集竹子∥編集 492.9318 医学書院

0000049856 ろ
老人性痴呆．AIDS．循環器疾患．呼吸器疾患．消化管疾患．肝疾患．膵疾患．腎・
尿

鎮目和夫∥〔ほか〕編集 493.08 中山書店

0000045476 ろ 老人病・老年学講座１ 老人病・老年学の基礎と臨床 493.185 情報開発研究所

0000039949 ろ 老人福祉のてびき （平成10年度版） 369.26 財団法人 長寿社会開発ｾﾝﾀ-

0000106467 ろ 老年期痴呆の克服をめざして 大谷藤郎∥〔ほか〕編集 492.9375 長寿科学振興財団

0000069410 ろ 老年者の生活と看護 巻田ふき∥編集 492.9318 中央法規出版

0000034555 ろ 論説文の読み書きにおいて 論理的思考 宇佐美 寛 492.9015 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ

0000118354 ろ 論文の書き方 澤田昭夫 492.901 講談社

0000034135 わ ﾜｰｸ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ職場での対人学と「気づき」
Sherod Mille∥ほか著 野田
雄三∥訳

361.3 現代社

0000119917 わ わかりやすい　給食･栄養管理の手引 石田裕美 492.9 新日本法規出版

9500116921 わ わが心の道しるべ 第1巻　ひと慈ふる1　第1編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116990 わ わが心の道しるべ 第1巻　ひと慈ふる1　第2編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116952 わ わが心の道しるべ 第1巻　ひと慈ふる1　第3編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116969 わ わが心の道しるべ 第2巻　ひと慈ふる2 向野　榮 498.16 自費出版

0000131414 わ わが心の道しるべ 第3巻　医への想い1　第1編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116983 わ わが心の道しるべ 第3巻　医への想い1　第1編 向野　榮 498.16 自費出版

9500117003 わ わが心の道しるべ 第3巻　医への想い1　第1編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116938 わ わが心の道しるべ 第4巻　医への想い2　第2編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116945 わ わが心の道しるべ 第4巻　医への想い2　第2編 向野　榮 498.16 自費出版

9500116976 わ わが心の道しるべ 第4巻　医への想い2　第2編 向野　榮 498.16 自費出版

わ　　　　　　行



蔵書番号 かな 書　　　　　　　名 著者名 分類記号 出版社

0000034340 わ わたしの看護昭和史 飯塚ｽﾂﾞ∥著 492.9 日本看護協会出版会

0000123181 わ 医学看護学用語辞典和・英・独対照 藤林治夫 499.05 医学書院

0000097932 わ
我が国の統計における死因及び疾病構造の把握精度の向上ならびに国際比較の
可能性向上

498.16 厚生労働科学研究

0000144421 わ 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ年報 2016 Vol.17 高ｴﾈﾙｷﾞｰﾋﾞｰﾑ利用研究 498.16 財団法人若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ

0000003919 わ 私たちの法律 清水嘉与子 498.12 日本看護協会出版会

0000042451 わ 私たちの法律 保健婦助産婦看護婦法の解説 清水嘉与子∥著 498.14 日本看護協会出版会

0000036719 わ 私も原子力が怖かった  あることの危険性 ないことの危険性 竹村健一 539 ｻｲﾏﾙ出版会

0000042765 わ 私をささえた看護観  実践より 日本総合研究所 編 492.9 日総研

0000034296 わ 若き館長への手紙 図書館の管理 F.M.ｶﾞｰﾄﾞﾅｰ 013 南江堂

9500118468 わ 若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ 10周年記念誌 研究成果報告集　第10巻 498.16
財団法人  若狭湾ｴﾈﾙｷﾞｰ研究ｾﾝ
ﾀｰ

0000037303 A Ａｂｒａｍｓ Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ ＶｏｌｕｍｅⅠ H.Abrams 492.4 Ｌｉｔｔｌｅ，Ｂｒｏｗｎ

0000037310 A Ａｂｒａｍｓ Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ ＶｏｌｕｍｅⅡ H.Abrams 492.4 Ｌｉｔｔｌｅ，Ｂｒｏｗｎ

9260307447 A
AMERICAN ACADEMY OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILTATION
Preliminary

492.5 APTA

0000096102 A AMERICAN Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE 493.3 THORACIC SOCIETY

0000126786 A Annotated Edition 492.9 jans

9500117737 A Annual Report 2011 Takamasa Kayama 493.3
International medical Infomation
Cancer

0000133937 A Annual Report 2012 Yasuhiro Fujiwala 493.3 National Cancer Center

0000134156 A ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 1 Endocrine Diseases Ricardo V.Lioyd 494.9 AFIP

0000134125 A ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 10 Inflammatory Disorders of the Skin George F.Murphy 494.9 AFIP

0000134170 A
ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 2 Non Neoplastic Disorders of the Lower
Respiratory

William D.Travis 494.9 AFIP

0000134132 A ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 3  Placental Pathology Frederick T.Kraus 494.9 AFIP

0000134200 A ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 4 Non Neoplastic Kidney Diseases Vivette D 494.9 AFIP

0000134163 A ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 5 Gastrointestinal Diseases Amy Noffainger 494.9 AFIP

0000134187 A
ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 6 Non Neoplastic Disorders of Bone
Marrow

Kathryn Foucar 494.9 AFIP

0000134149 A
ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 7  Benign and Reactive Conditions of
Lymph Node and

Dennis P.O Malley 494.9 AFIP

0000134118 A
ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 8 Non Neoplastic Diseases of the Central
Nervous Sys

David N.Louis 494.9 AFIP

0000134194 A
ATLAS OF NONTUMOR PATHOLOGY 9 Non Neoplastic Diseasses of Bones and
Joints

Michael J. Klein 494.9 AFIP

0000039994 A Atlas of Tumor Pathology 23 Rober E Sculy,M.D. 491.6 AFIP

0000069618 A Atlas of Tumor Pathology 25 Thomas M.  Ulbright,M. 491.6 AFIP

0000070089 A Atlas of Tumor Pathology 26 Stacey E.Mills,M.D., 491.6 AFIP

0000073127 A Atlas of Tumor Pathology 27 491.6 AFIP

0000073288 A Atlas of Tumor Pathology 28
Robert
H.Young,M.D.,FRCPath

491.6 AFIP

0000073394 A Atlas of Tumor Pathology 29 James J. 491.6 AFIP

0000074148 A Atlas of Tumor Pathology 30 Richard L.Kempson,D.M.D. 491.6 AFIP

0000075466 A Atlas of Tumor Pathology 31 Isak,Goodman,Stocker 491.6 AFIP

0000082556 A Atlas of Tumor Pathology 32 Isak,Goodman,Stocker 491.6 AFIP

0000106108 C Capbell Walash Urology E-dition Text With Continually Updated Online Reference 494.9 Saunders, USA

0000087926 C Case Studis by the Experts:Diagnosis and Manaement of Dementia
MOUNT SINAI SCHOOL OF
MEDICINE

0000123204 C CLINCAL PHARMACY HANDBOOK FOR PATIENT COUNSELING 斉藤太郎 499.05 地人書館

0000098601 C Clinical Advancements IN VOLUMETRIC CT 2006 494.5 WILEY

0000088763 C Coffey's Pediatric Diagnostic lmaging Vol.1 492.4 Tenth Edition

(　A　)　～　(　Ｚ　)
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0000088770 C Coffey's Pediatric Diagnostic lmaging Vol.２ 492.4 Tenth Edition

0000080910 C Cytopathology of the Breast Mckee Grace T 491.6 Oxford University Press New York

0000096232 D Defining foundation antitherombin therapy 493.2 EXCERPTA MEDICA

0000427517 D DERMATOLOGY IN GENERAL MEDICINE 493.2

0000427531 D DERMATOLOGY IN GENERAL MEDICINE 493.2

0000141253 D Developments in Ophthamology Vol.54 Microincision Vitrectomy Surgery H.Oh 496.2 KARGER

0000064781 D Diagnostic and Surgical Arthroscopy of the Temopomandibular Joint Bruce Sanders 497.2 W.B SAUNDERS COMPANY

0000136303 D DIAGNOSTIC OPHTHALMOLOGY Stagg Brian MD 496.2 Amirsys Inc

0000141123 D Difficult Problems Urologic Surgery 494.9 Library of Congross

0000096942 D DISCOVERING NEW WORLDS IN MEDICINE 494.9 FARMITALIA GARLO ERBA

0000148948 D DPC請求 NAVI　2017 DPCｺｰﾃﾞｨﾝｸ＆請求の完全 須貝　和則 498.163 医学通信社

0000145886 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146012 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146029 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146036 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146043 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146050 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146067 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146074 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000146081 D DPC点数早見表　 診断群分類樹形図と包括点数・対象疾患一覧 医学通信社 498.163 医学通信社

0000148696 E El-Naggar　Adel.k-　WHO　Classifiction of Head and Neck Tumours 4th ed WHO 493.123 WHO

0000099677 E The Endocannabinoid System and the Regulation of Energy Metabolism 493.123 American Diabetes Association

0000119337 F Frontiers WINTER 08 493.3 THORACIC SOCIETY

0000427524 F FISHER CONTACT DERMATITIS 493.123

0000099608 G Global Preventive STRATEGIES 2007 July10 494.24 Lippincott Williams & Wilkins

0000064798 H Head and Neck Surgery  Volum2 Face and Facial Skull H.H.Naumann 496.5 Georg Thieme Publishere Stuttgart

0000143431 H Head&Neck Surgery 改訂第2版　頭頸部手術ｶﾗｰｱﾄﾗｽ がん研究会有明病院頭頸科 496.5 永井書店

0000088237 H Health Evaluation AND Promotion Contents

0000124904 H Healthy People 2020 Pts Helo in Hatil 492.5 APTA

0000119436 H HISTOLOGY FOR PATHOLOGISTS STACEY　E.　MILLS 491.6 Lippincott Williams & Wilkins

0000086929 H HIV感染症治療薬共同使用成績調査 ＨＲＤ共同調査協議会

0000120876 H HIV感染症対応ﾏﾆｭｱﾙ 平成21年度改訂 492.907 石川県立中央病院

0000097956 I International Perspectives on Self-Regulation and Health Edited by John G.Carlson 493.7 PLENUM

0000080897 I IOACHIM'S LYMPH NODE PATHOLOGY Third Edition 491.6 Lippincott Williams & Wilkins

0000119276 J HIV感染症対応ﾏﾆｭｱﾙ 平成20年度改訂 498.16 石川県立中央病院

0000147477 J JAPIC医療用医薬品集 2017 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000147484 J JAPIC医療用医薬品集 2017 日本医薬情報ｾﾝﾀｰ 499.093 丸善

0000146241 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.124 No.4 494.627 American Association

0000146340 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.124 No.5 494.627 American Association

0000146715 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.124 No.6 494.627 American Association

0000147002 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 No.1 494.627 American Association

0000147453 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 No.2 494.627 American Association
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0000147538 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 No.3 494.627 American Association

0000147781 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 No.4 494.627 American Association

0000148009 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 No.5 494.627 American Association

0000148191 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 No.6 494.627 American Association

0000244121 J Journal of Neurosurgery 2016 Vol.125 Supple　1 494.627 American Association

0000148573 J Journal of Neurosurgery 2017 Vol.126 No.1 494.627 American Association

0000148672 J Journal of Neurosurgery 2017 Vol.126 No.2 494.627 American Association

0000148962 J Journal of Neurosurgery 2017 Vol.126 No.3 494.627 American Association

0000146227 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.17 No.4 494.627 American Association

0000146333 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.17 No.5 494.627 American Association

0000146739 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.17 No.6 494.627 American Association

0000147026 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.1 494.627 American Association

0000147439 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.2 494.627 American Association

0000147491 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.3 494.627 American Association

0000147767 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.4 494.627 American Association

0000148016 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.5 494.627 American Association

0000148207 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.6 494.627 American Association

0000148566 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.18 No.7 494.627 American Association

0014856662 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2016 Vol.19 No.1 494.627 American Association

0000148665 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2017 Vol.19 No.2 494.627 American Association

0000148979 J Journal of Neurosurgery Pediatrics 2017 Vol.19 No.3 494.627 American Association

0000146234 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.24 No.4 494.627 American Association

0000146357 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.24 No.5 494.627 American Association

0000146722 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.24 No.6 494.627 American Association

0000147019 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.25 No.1 494.627 American Association

0000147446 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.25 No.2 494.627 American Association

0000147507 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.25 No.3 494.627 American Association

0000147774 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.25 No.4 494.627 American Association

0000148023 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.25 No.5 494.627 American Association

0000148184 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.25 No.6 494.627 American Association

0000148559 J Journal of Neurosurgery SPINE 2016 Vol.26 No.1 494.627 American Association
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