
10月 新着図書案内
明治国際医療大学附属図書館

明治国際医療大学附属図書館が、2022年10月までに受け入れた図書のリストです。

ご希望の図書が書架にない場合には、予約申込をご利用ください。ご不明な点はお気軽に職員にお尋ねください。

書名 著者

人工知能を用いた五感・認知機能の可視化とメカニズム解明 技術情報協会企画編集

生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報検索からレポート作成,研究発表まで 飯島史朗, 石川さと子著

Google Workspaceではじめるノーコード開発[活用]入門 : AppSheetによる現場で使え
るアプリ開発と自動化

守屋利之著

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 : グリーフケア理解と接し方 高橋聡美著

救急隊員が語る救急現場のコミュニケーション : 実践! 一柳保[ほか]著

知識ゼロでも楽しく読める!統計学のしくみ : イラスト&図解 佐々木彈監修

行列のできるインタビュアーの聞く技術 : 相手の心をほぐすヒント88 宮本恵理子著

科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 児島将康著

身体化の人類学 : 認知・記憶・言語・他者 菅原和孝編

看護の現場ですぐに役立つ皮膚疾患看護のキホン : 皮膚疾患のケアのポイントが身に付く! 梶西ミチコ著

NEWはじめての手術看護 : “なぜ"からわかる、ずっと使える! 武田知子編著

病期・発達段階の視点でみる小児看護過程 市江和子編著

不確実性を飼いならす : 予測不能な世界を読み解く科学 イアン・スチュアート著 ; 徳田功訳

遺伝子とは何か? : 現代生命科学の新たな謎 中屋敷均著

Textbook of medical physiology John E. Hall, Michael E. Hall

できるかな?人体おもしろチャレンジ : 新発見!人間の脳・神経・反射のはなし 坂井建雄監修

皮膚、人間のすべてを語る : 万能の臓器と巡る10章 モンティ・ライマン [著] ; 塩﨑香織訳

睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー著 ; 桜田直美訳

排泄ケアガイドブック 日本創傷・オストミー・失禁管理学会編

冷えとりの専門医が教える病気を防ぐカラダの温め方 川嶋朗監修

ねじ子が精神疾患に出会ったときに考えていることをまとめてみた 森皆ねじ子著

依存症がわかる本 : 防ぐ、回復を促すためにできること 松本俊彦監修

がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック
日本がんサポーティブケア学会Oncodermatology部

会編

Ortho supportの整形外科手術部位感染対策 山田浩司著

知っておきたい爪の知識と病気 : すべての疑問を解決します! 東禹彦著

ぼくとがんの7年 松永正訓著

遺伝性乳がん卵巣がんを知ろう! : みんなのためのガイドブック
厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究

事業)「ゲノム情報を活用した遺伝性腫瘍の先制的医療

提供体制の整備に関する研究」班

実践!外国人妊産婦対応マニュアル : 不安軽減!もう困らない!
高橋弘枝監修 ; 大阪府医師会周産期医療委員会医学

監修

医事法判例百選 甲斐克則, 手嶋豊編

自分でできる!熟睡脳のコツ : 脳の専門家がすべて解説! 酒谷薫著

本当に役立つ栄養学 : 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学 佐藤成美著

産婦自殺・母子心中をなくすための対応ガイド : 10のケースでみる 立花良之著

ビッグデータが拓く医療AI
佐藤真一 [ほか] 著 ; 情報・システム研究機構国立情

報学研究所医療ビッグデータ研究センター編

徹底攻略!国家試験過去問題集柔道整復師用 : 第21回〜第30回 明治東洋医学院編集委員会編

徹底攻略!国家試験過去問題集あん摩マッサージ指圧師用 : 第21回〜第30回 明治東洋医学院編集委員会編

徹底攻略!国家試験過去問題集はり師きゅう師用 : 第21回〜第30回 明治東洋医学院編集委員会編

体表からわかる人体解剖学 : ポケットチューター
Richard Tunstall, S. Ali Mirjalili [著] ;   [大川淳

ほか訳]

外反母趾 : 病態を理解し,正しい治療選択ができる 須田康文編集

実践運動学習のrebuilding : 身体の動きと体性感覚に基づく運動学習 生野達也著

50歳からの科学的「筋肉トレーニング」 : 若いときとは違う体をどう鍛えるか フィンク・ジュリウス著

明治国際医療大学附属図書館の本棚（ブクログ）　 https://booklog.jp/users/unilibr

社 会 科 学（3類）
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389.04||S||B10050754

492.9||N||B10050695

317.79||N||B10050751

494.78||I||B10050722

780.7||F||B10050743

本棚形式のサイトで、図書館の新着図書の表紙を見て選べます。 気になる図書がありましたら、図書館入口の新着コーナーへ。
 ブクログの情報は、随時を更新します。 上記のURLから是非ご利用ください。

494.7||Y||B10050750

492.7||T-23||B10050755

492.75||T-23||B10050721

498||S||B10050708

498.7||T||B10050729

498.55||S||B10050744

498.36||S||B10050741

 鍼 灸

492.75||T-23||B10050720

498.12||K||B10050715

495.9||T||B10050728

495.46||K||B10050749

 柔 道 整 復 

491.1||T||B10050742

494.77||S||B10050725
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請求記号

総記（0類）

007.1||G||B10050719

哲学（1類）

007.645||M||B10050710

007.6||I||B10050738

https://booklog.jp/users/unilibr


書名 著者

会話の場面でわかる!看護聞き言葉使い方辞典 志田京子監修

看護クリニカルラダーレベル到達のための学習ガイドブック
上尾中央医科グループ協議会看護本部看護教育部編

集

看護師国家試験問題集 : 国試でるでたBOOK 『系統看護学講座』編集室編集

看護師国試必修問題完全予想550問 看護師国家試験対策プロジェクト編集

看護師国試ここだけ覚える! 看護師国家試験対策プロジェクト編集

保健師国家試験のためのレビューブック 医療情報科学研究所編集

人工呼吸管理に強くなる : 人工呼吸の基礎から深掘りトピックまで誰も教えてくれなかった人工呼吸

管理のABC
讃井將満, 大庭祐二編集

脳卒中の動作分析 : 臨床推論から治療アプローチまで = Movement analysis of
stroke

金子唯史著

救急/プライマリ・ケアの骨折診療スタンダード M. Patrice Eiff, Robert L. Hatch著

SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 石村光資郎, 久保田基夫著

質的研究法 : その理論と方法 : 健康・社会科学分野における展開と展望 プラニー・リィアムプットーン著 ; 木原雅子, 木原正博訳

夜に星を放つ 窪美澄著

おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子著

タイトル名 著者名 出版者・出版年 リンク

運動・からだ図解　新版　生理学の基本 中島雅美 マイナビ出版（2020） ■

なんでやねん！根拠がわかる解剖学・生理学 要点50 川畑 龍史 著/濱路 政嗣 著 メディカ出版（2018） ■

統合失調症を乗り越えて: 私の妄想型統合失調症、強迫性障害、鬱病、病態失認、自殺願望
及び重度の精神障害の治療と回復の経験

リチャード・カールソン・ジュニア Babelcube Inc.（2019） ■

運動・からだ図解　症状から治療点をさぐる　トリガーポイント 齋藤昭彦 マイナビ出版（2019） ■

The Concise Book of Acupoints Cross John R. Blue River Press（2014） ■

脳神経外科に配属ですか?! ―すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!― 井上 亨 監修 メディカ出版（2019） ■

運動・からだ図解 免疫学の基本 松本健治 マイナビ出版（2019） ■

請求記号

913.6||K||B10050735

913.6||T||B10050734

　【図書館の紹介】

494.74||E||B10050723

493.73||K||B10050724

………………………………………………………………………………………………

　　　　 編集・発行　：　明治国際医療大学附属図書館

　　　　 　http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp

　【電子書籍の紹介】

電子書籍は、学内ネットワークまたはリモートアクセスでご自宅やスマートフォンからご利用いただけます。（同時アクセス1名）
 図書館では、館内貸出用iPadからの閲覧が便利です。

 看 護

 救 急

 研 究

 文 学（9類）

490.7||R||B10050730

490.19||I||B10050737

492.9079||Ka-23||B10050711

492.28||S||B10050727

498.079||Q-23||B10050712

492.9079||Ka-23||B10050713

492.9079||K-23||B10050714

492.907||A||B10050717

492.9033||S||B10050733

図書館は、教育研究活動全般を支え、学術情報をニーズに応じて提供します。蔵書（7万冊）、電子書籍、検索データベース、電子ジャーナル

を学修にお役立てください。必要な文献や図書館にない図書を取り寄せすることも可能です。

◆図書の貸出 ◆電子書籍

◆雑誌・新聞の閲覧

◆文献検索データベース（医中誌・メディカルオンライン）

◆文献複写サービス ◆レファレンスサービス

◆図書の購入リクエスト

その他 ： iPad貸出（館内）、プリンター、コピー機（所蔵資料の複写）を設置

場 所：2号館 1階

開館時間：平日 午前9時～午後7時、土日 午前9時～午後4時30時（月1回）

蔵書検索

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2417702
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2012988
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2101349
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2417677
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=790509
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2287657
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2417667
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/
http://www.meiji-u.ac.jp/toshokan/

