
11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11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 　請求記号

悲嘆カウンセリング : グリーフケアの標準ハンドブック J.W.ウォーデン著 146.8||W||B10050785

シーティングでわかる生活ケア : マトリクスを活用し、最期までその人らしく 稲川利光 [ほか] 執筆 369.26||I||B10050808

ダメ例から学ぶ実験レポートをうまくはやく書けるガイドブック 堀一成他　著 407||H||B10050814

人体と細胞 木村直之編集 463||T||B10050782

リラックス外来トーク術 : じゃあ、死にますか? 新見正則著 490.14||N||B10050757

医療従事者のための評価スケール・予測モデルの考え方・活かし方 奥田千恵子著 490.19||O||B10050774

ガイトン生理学 John E. Hall著 491.3||H||B10050758

人体 [坂井建雄監修] 491.3||S||B10050819

循環器のしくみ : オールカラー 阿古潤哉監修 491.32||A||B10050775

がん免疫ペディア : 腫瘍免疫学・がん免疫療法の全てをまるごと理解! 吉村清編集 491.65||Y||B10050763

心電図の読み方やさしくやさしく教えます 小菅雅美著 492.123||K||B10050781

血算・凝固に強くなる実践レクチャー : イラスト図解で納得!臨床力UP! 萩原將太郎編著 492.17||H||B10050904

筋肉と骨のしくみマスター すぐ施術に役立つ!イラストと漫画で楽しく覚える 上原健志著 491.363||U||B10050813

自律神経 : 初めて学ぶ方のためのマニュアル 榊原隆次, 内田さえ編著 491.373||S||B10050778

チャップマンとグッドハートによる神経リンパ反射療法 クラウス・G・ウェーバー 492.75||W||B10050760

こころとからだにチームでのぞむ慢性疼痛ケースブック 明智龍男, 杉浦健之編著 492||A||B10050796

疲労と回復の科学 渡辺恭良, 水野敬著 493.1||W||B10050771

漢方薬事典 : 医師からもらう全148処方最新完全ガイド 「きょうの健康」番組制作班 499.8||K||B10050756

画像解剖コンパクトナビ : 医学生・研修医必携 百島祐貴著 492.43||M||B10050787

ROMナビ : 動画で学ぶ関節可動域測定法 青木主税他　著 492.5||A||B10050764

ASTON姿勢評価法 : 身体パターンを評価するための新しいパラダイム Judith Aston著 492.7||A||B10050801

筋膜マニピュレーション Luigi Stecco 492.7||S||B10050762

筋膜マニピュレーション Luigi Stecco 492.7||S||B10050792

下肢と体幹の筋がよくわかる基礎ノート 渡邊裕也著 493.185||W||B10050780

救急救命士国家試験対策出題分野別国試問題・解説集 A・B，C・D問題編 小関一英編著 492.29||K-23||B10050759，908

必修救急救命士国家試験対策問題集 : これだけやれば大丈夫!　2023 田中秀治編著 492.29||T-23||	B10050916

救急脳のつくり方 : 救急隊版エマージェンシー臨床推論 望月礼子著 492.29||M||B10050820

救急隊員のための聴診技術 大河原治平編著 492.29||O||B10050804

高度救急へとつなぐとりあえずいまを乗り切る救命の考え方&テクニック 竹内一郎編著 492.29||T||B10050812

止血の方法 : やさしく学ぶ応急手当 尾方純一他　著 492.29||Y||B10050809

必携救急資器材マニュアル 安田康晴編集 492.29||Y||B10050810

看護の現場ですぐに役立つ母性看護のキホン 中村幸代編著 492.9||N||B10050789

もう実習で困らない!患者とのコミュニケーション 松崎有子執筆 492.9014||M||B10050807

これからの倫理と看護 手島恵著 492.9015||T||B10050786

老年看護ぜんぶガイド : 基礎・成人などすべての実習に使える! 八島妙子編著 492.929||Y||B10050766

出題基準別助産師国家試験重要問題集  第106回助産師国試対策ブック 大橋一友医学監修 495.9||Jy-23||B10050761
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　書　名 　著者 　請求記号

これならわかる!透析看護 : 観察・ケア・トラブル対策・支援 松岡由美子他　著 492.926||M||B10050767

糖尿病・代謝・内分泌のしくみ : オールカラー 小田原雅人監修 493.12||O||B10050776

食物アレルギーのすべて : 基礎から臨床・社会的対応まで 伊藤浩明編集 493.14||I||B10050768

高齢者に対する予防的運動介入 : 実践指導に必要な基礎と技術 柳澤幸夫編集 493.185||Y||B10050765

令和の心不全治療ガイド 伊藤浩編集 493.235||I||B10050806

膵癌診療ガイドライン
日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員

会編 493.475||N||B10050795

関節リウマチ 主婦の友社編 493.63||M||B10050817

精神の病気 仮屋暢聡監修 493.7||K||B10050783

精神の病気 ; 依存症編 松本俊彦監修 493.7||M||B10050784

精神の病気 ; 発達障害編 山末英典監修 493.7||Y||B10050818

脳卒中を診るということ : 症候と画像、機序から見た診療指針 秋口一郎, 山本康正著 493.73||A||B10050805

ギャンブル依存症 : 当事者から学ぶその真実 吉岡隆編集 493.743||Y||B10050815

見逃してはいけない小児救急 鉄原健一編著 493.92||T||B10050779

研修医・多職種チームのための周術期管理マニュアル 鍋谷圭宏編 494.22||N||B10050800

がんサバイバーシップ学 : がんにかかわるすべての人へ Michael Feuerstein 494.5||F||B10050793

がんのリハビリテーションマニュアル : 周術期から緩和ケアまで 辻哲也編集 494.5||T||B10050791

ケースで学び病態を理解する頭部外傷の診かた 横堀將司, 末廣栄一編集 494.62||Y||B10050905

手・肘の外科 : 診断と治療のすべて 岩崎倫政編集 494.67||I||B10050770

標準整形外科学 井樋栄二 [ほか] 編集 494.7||I||B10050811

体幹のスポーツ外傷・障害 : 頚椎・胸郭・胸腰椎・骨盤・股関節 近藤英司編集 494.7||S||B10050769

外反母趾診療ガイドライン 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会 494.77||N||B10050803

褥瘡予防・管理ガイドライン 日本褥瘡学会編集 494.8||N||B10050802

生理で知っておくべきこと 細川モモ著 495.13||H||B10050816

月経前症候群PMS正しい知識をもつために 武谷雄二著 495.13||T||B10050777

乳がん : 自分に合った治療を選ぶために 山内英子著 495.46||Y||B10050772

お母さんを診よう 中山明子, 西村真紀編 495.5||N||B10050790

基礎からわかる妊婦・授乳婦のくすりと服薬指導 山中美智子編著 495.6||Y||B10050773

裁判例から学ぶ看護ケアと看護記録 友納理緒著 498.12||T||B10050794

皮膚をみる人たちのための化粧品知識 日本香粧品学会編 576.7||N||B10050799

肩のスポーツリハビリテーション 岩本航編 780.19||I||B10050797

脊椎のスポーツリハビリテーション 加藤欽志編 780.19||K||B10050798

「東京大学名誉教授」石井直方の最新筋肉の科学（B.B.mook） 石井直方著 780.7||I||B10050788

トレーニング論 : トレーニング科学 : パフォーマンス・トレーニング・試合 Günter Schnabel　他 780.7||S||B10050903

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

　◆ 開館時間・休館 　◆ 貸出

　　　　 編集・発行　：　明治国際医療大学附属図書館

　自　然　科　学 （4類）

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

mail：uni_libr@meiji-u.ac.jp

　技　術（5類）

　芸　術 （7類）

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。

　【図書館の紹介】
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