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順位 資料名 著者名 所在 請求記号

1 標準生理学 第7版(Standard textbook)

小澤瀞司, 福田康
一郎総編集/本間
研一, 大森治紀, 大
橋俊夫編集

挾間・一般 ＱＴ4||ＯＳ8

2 標準皮膚科学 第9版(Standard textbook)
富田靖, 橋本隆, 岩
月啓氏編集

挾間・一般 ＷＲ100||ＴＹ8

3
標準脳神経外科学 第11版(Standard
textbook)

児玉南海雄 [ほか]
編集/山浦晶, 田中
隆一監修

挾間・一般  WL368||YA8

4
病理組織の見方と鑑別診断 第5版(カラー
アトラス)

松原修, 真鍋俊明,
吉野正編

挾間・一般 QZ4||MO2

5
看護理論 : 看護理論20の理解と実践へ
の応用(看護学テキストnice)

筒井真優美編集 挾間・一般 WY86||ＴＭ11

6 循環器 第3版(病気がみえる:v. 2)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般
挾間・国試
コーナー

WG100||IJ11,WB1
00||BG5

7
特発性間質性肺炎診断と治療の手引き
改訂第2版

日本呼吸器学会び
まん性肺疾患診
断・治療ガイドライ
ン作成委員会編集

挾間・一般 WF600||NT19

7
標準整形外科学 第11版(Standard
textbook)

中村利孝 [ほか]
編集/中村利孝 [ほ
か] 執筆

挾間・一般 WE168||NT8

7 眼科疾患最新の治療 2013-2015
大橋裕一, 白神史
雄編

挾間・一般
WW140||GS19||20
13-2015

10
標準耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 第3版
(Standard textbook)

鈴木淳一 [ほか]
著

挾間・一般
WV100||H ,
WV100||SJ8

10 呼吸器 第1版(病気がみえる:v. 4)
医療情報科学研究
所編

挾間・国試
コーナー

WB100||BG5

10
標準整形外科学 第10版(Standard
textbook)

中村利孝, 松野丈
夫, 内田淳正編集

挾間・一般 WE168||NT8

10 生理学テキスト 第6版 大地陸男著 挾間・一般 QT104||OR19

10 標準眼科学 第11版(Standard textbook)
木下茂, 中澤満編
集/澤口昭一, 谷原
秀信 [ほか] 執筆

挾間・一般 WW100||OS8

15 脳・神経(病気がみえる:v. 7)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般
挾間・国試
コーナー

WL100||IN11,WB1
00||BG5||7

15 標準皮膚科学 第8版(Standard textbook)
滝川雅浩, 富田靖,
橋本隆編集

挾間・一般 WR100||TM8

17
外傷初期診療ガイドライン : JATEC 改訂
第4版

日本外傷学会, 日
本救急医学会監修
/日本外傷学会外
傷初期診療ガイド
ライン改訂第4版編
集委員会編

挾間・一般 WO700||NG19

17
科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン
2009年版

科学的根拠に基づ
く肝癌診療ガイドラ
イン作成に関する
研究班編

挾間・一般
WI735||KK11||200
9

19 口腔外科学 第3版
白砂兼光, 古郷幹
彦編

挾間・一般 WU600||SK11

20 現代の眼科学 改訂第11版
吉田晃敏, 谷原秀
信編集

挾間・一般 WW100||YA7

20 大腸癌治療ガイドライン : 医師用 2010年 大腸癌研究会編 挾間・一般 WI529||D

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=998231
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1081350
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=972554
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=972554
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=924399
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=924399
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1098435
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1107831
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1107831
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1108340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1108340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163649
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=778465
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=778465
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=873693
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=895235
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=895235
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1081335
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1081374
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1107827
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=872171
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1145959
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1145959
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798094
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798094
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1105657
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1143707
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798774
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22
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドラ
イン 2013

日本糖尿病学会編
集

挾間・一般
WK810||NK11||20
10

22 大腸癌取扱い規約 第8版 大腸癌研究会編 挾間・一般 WI529||DD1
22 新生児学入門 第4版 仁志田博司著 挾間・一般 WS420||NH19

22
ケアリングの理論と実践 : コミュニケー
ションによる癒し

キャロル・レッパネ
ン・モンゴメリー著/
神郡博, 濱畑章子

挾間・一般 WY87||C

22
標準泌尿器科学 第7版(Standard
textbook)

折笠精一監修/香
川征, 赤座英之編

挾間・一般 WJ100||H

22
科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン
2009年版

日本膵臓学会膵癌
診療ガイドライン作
成小委員会編集

挾間・一般
WI810||NK11||200
9

22 標準麻酔科学 第5版(Standard textbook) 弓削孟文, 古家仁 挾間・一般 WO200||H

22
NEW耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 改訂第2
版(Nankodo's essential well-advanced

喜多村健,  森山寛
編集

挾間・一般 WV100||KK14

22 免疫・膠原病・感染症(病気がみえる:v. 6)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般
挾間・国試
コーナー

QW540||IM2
WB100||BG5||6

22 消化器 第4版(病気がみえる:v. 1)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般
挾間・国試
コーナー

WB100||BG5||1
WI100||IS1

22 臨床・病理肺癌取扱い規約 改訂第7版 日本肺癌学会編 挾間・一般 WF658||NR8

33 腎・泌尿器(病気がみえる:v. 8)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般
挾間・国試
コーナー

WB100||BG5||8

34 シンプル生化学 改訂第5版
林典夫, 廣野治子
編集

挾間・一般 QU4||HN19

35
発達段階からみた小児看護過程+病態関
連図

石黒彩子, 浅野み
どり編集

挾間・一般 WY159||IA8

35
必ず撮れる!心エコー : カラー写真とシェー
マでみえる走査・描出・評価のポイント(ビ
ジュアル基本手技:7)

鈴木真事編 挾間・一般 WG141.5||SM11

37
写真でわかる実習で使える看護技術 : 学
生・指導者が、一体となってケアを展開す
るために!(写真でわかるシリーズ)

吉田みつ子, 本庄
恵子編著

挾間・一般 WY150||YM19

37 最新NICUマニュアル 改訂第4版
徳田幸子編著/京
都府立医科大学周
産期診療部NICU編

挾間・一般 WS420||TS19

37
ダ・ヴィンチのカルテ : snap diagnosisを鍛
える99症例

山中克郎, 佐藤泰
吾編著

挾間・一般 WB141.5||YK4

37
産科各論 2013(第22版) : セット(Question
bank医師国家試験問題解説:v. 4P)

国試対策問題編集
委員会編集

挾間・国試
コーナー

W18||KQ11

37
産婦人科総論・婦人科各論 2013(第22版)
: セット(Question bank医師国家試験問題
解説:v. 4Q)

国試対策問題編集
委員会編集

挾間・国試
コーナー

W18||KQ11

37 呼吸器疾患最新の治療 2013-2015
工藤翔二 [ほか]
編集

挾間・一般
WF145||KK11||13-
15

37
科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドラ
イン 2013年版

日本口腔腫瘍学会
口腔癌治療ガイド
ライン作成ワーキン
ググループ日本口
腔外科学会口腔癌
診療ガイドライン策
定委員会合同委員

挾間・一般
WU280||NK11||20
13

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=796535
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=796535
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161224
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163657
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=252180
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=252180
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798256
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798256
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=799638
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=799638
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=799969
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883857
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883857
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1023230
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1080950
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1089682
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1132576
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883334
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=924484
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=924484
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1053992
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1053992
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1053992
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1120110
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1120110
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1120110
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1123062
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1128576
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1128576
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1144729
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1144729
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1144741
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1144741
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1144741
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=780438
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=957804
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=957804


  2013年度下半期　医学図書館ベストリーダー100    - 3 -

順位 資料名 著者名 所在 請求記号

37
Evidence Based Medicineを活かす膠原
病・リウマチ診療 第3版

東京女子医科大学
附属膠原病リウマ
チ痛風センター編

挾間・一般 WD375||TE9

37 認知症の人々の看護 新版

中島紀惠子責任編
集/太田喜久子, 奥
野茂代, 水谷信子
編集

挾間・一般 WY152||NK14

37 標準眼科学 第12版(Standard textbook)
木下茂, 中澤満, 天
野史郎編集/澤口
昭一 [ほか] 執筆

挾間・一般 WW100||KS8

37
イラストで学ぶ新生児の生理と代表的疾
患 改訂2版(周産期の生理と異常:2)

堺武男編 挾間・一般 WS421||ST9

37
コミュニケーション : 効果的な看護を展開
する鍵 -

アーネスティン
ウィーデンバック,
キャロライン E.
フォールズ著 池田

挾間・一般 WY87||K

37 循環器 第2版(病気がみえる:v. 2)
医療情報科学研究
所編

挾間・国試
コーナー

WG100||IJ11

37 NICUマニュアル 第4版
新生児医療連絡会
編

挾間・一般 WS420||SN13

37 オックスフォード生理学

Gillian Pocock,
Christopher D.
Richards [著]/赤川
公朗 [ほか] 訳

挾間・一般 QT104||PG15

37 ガイトン生理学
Arthur C. Guyton,
John E. Hall原著

挾間・一般 QT104||GA7

53 コスタンゾ明解生理学
Linda S. Costanzo
原著/岡田忠, 菅屋
潤壱監訳

挾間・一般 QT104||ＣＬ11

54 家族看護学 : 理論と実践 第4版
鈴木和子, 渡辺裕
子著

挾間・一般 WY200||SK11

54 産科 第2版(病気がみえる:v. 10)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般 WQ100||IS11

56
発達段階からみた小児看護過程+病態関
連図 第2版

石黒彩子, 浅野み
どり編集

挾間・一般 WY159||IA8

56 淺村・呼吸器外科手術 淺村尚生著 挾間・一般 ＷＦ980||ＡＨ1

56 看護理論家とその業績 第3版

アン・マリナー・トメ
イ, マーサ・レイラ・
アリグッド [編著]/
都留伸子監訳

挾間・一般 WY86||K

56
循環器疾患 第2版(看護のための最新医
学講座:第3巻)

永井良三編集 挾間・一般 WY150||KN13

56
病態生理に基づく臨床薬理学 : ハーバー
ド大学テキスト

デービッド E ゴーラ
ン, アーメン H. タシ
ジアン Jr.[編]/乾賢
一[ほか]パート監

挾間・一般 QV38||ＧＤ2

56 現代臨床精神医学 改訂第11版 大熊輝雄著 挾間・一般 WM100||OT7

56 血液(病気がみえる:v. 5)
医療情報科学研究
所編

挾間・一般 WH100||ＩＫ5

56 細胞の分子生物学 第5版
Bruce Alberts [ほ
か] 著/青山聖子
[ほか] 翻訳

挾間・一般 463||ＡＢ19

56 ギャノング生理学
[William F. Ganong
原著]/Kim E.
Barrett [ほか著]

挾間・一般 QT104||GW7

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159446
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159446
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163659
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163788
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164214
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164214
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=811980
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=811980
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=960202
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=969416
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1080926
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1097283
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1023112
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1162700
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1027171
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1145521
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1145521
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164061
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=797177
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798147
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798147
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=800413
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=800413
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=870183
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=953839
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1054180
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1104525
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65
画像診断コンパクトナビ : 医学生・研修医
必携 第3版

百島祐貴著 挾間・一般 WN180||MS7

65 解剖学講義 改訂3版 / 高野廣子改訂 伊藤隆原著 挾間・一般 QS4||IT11

65 創傷・熱傷ガイドライン
日本皮膚科学会創
傷・熱傷ガイドライ
ン策定委員会編

挾間・一般 WO185||ＮＳ7

65
ベッドサイドの神経の診かた 改訂16版 /
坂井文彦改訂

田崎義昭, 斎藤佳
雄著

挾間・一般
WL141||B
WL141||ＴＹ2

65 麻酔科 第2版(Step series) 高野義人監修 挾間・一般 WO200||M

65
標準口腔外科学 第3版(Standard
textbook)

野間弘康 [ほか]
編/瀬戸〓一 [ほ
か] 執筆

挾間・一般
WU600||H
WU600||ＮＨ8

65 実践に生かす看護理論19(BN books) 城ケ端初子監修 挾間・一般 WY86||Ｊ

65 認知症高齢者の看護

中島紀恵子責任編
集/太田喜久子, 奥
野茂代, 水谷信子
編集

挾間・一般 WY152||NK14

65
EBMの手法による肺癌診療ガイドライン
第2版 2005年版

日本肺癌学会編 挾間・一般 WF658||NE19

65
内科學 第9版[分冊版] 1.内科学総論 症
候学 治療学 感染症・寄生虫 循環器系

杉本恒明, 矢崎義
雄総編集

挾間・一般 WB115||ＳＴ14||1

65 シンプル生理学 改訂第6版
貴邑冨久子, 根来
英雄共著

挾間・一般 QT4||KF19

65 ナースのための術前・術後マニュアル 跡見裕編集 挾間・一般 WY162||ＡＹ14
65 膵癌取扱い規約 第6版 日本膵臓学会編 挾間・一般 WI810||NS9

65
小児科学・新生児学テキスト 全面改訂第
5版

飯沼一宇 [ほか]
編集

挾間・一般 WS100||IK19

65 神様のカルテ 2 夏川草介著
挾間・一般
利用者コー

913.6||ＮＫ11||2

65 呼吸器外科学 改訂4版 藤井義敬編 挾間・一般 WF980||MA11

65 Ross組織学

Michael H. Ross,
Wojciech Pawlina著
/内山安男, 相磯貞
和監訳

挾間・一般 QS517||RM18

82 組織学 改訂19版 / 阿部和厚改訂 伊藤隆著 挾間・一般 QS504||IT19

83
病期・病態・重症度からみた疾患別看護
過程+病態関連図

井上智子, 佐藤千
史編集

挾間・一般  WY150||IT2

84 あたらしい皮膚科学 第2版 清水宏著 挾間・一般  WR100||SH1

84
看護理論 : 理論と実践のリンケージ : 看
護研究の成果に基づく理論を実践しよう

松木光子, 小笠原
知枝, 久米弥寿子

挾間・一般 WY86||MM11

84 診察と手技がみえる 第2版 Vol.1 古谷伸之編集 挾間・一般 WB18||FN19

84 看護系学生のためのやさしい統計学
石村貞夫, 今福恵
子, 田沼美杉著

挾間・一般 WY31||IS11

88 解剖学カラーアトラス 第7版
J.W.ローエン, 横地
千仭, E.リュッチエ
ン-ドゥレコール共

挾間・一般 QS17||RJ11

88
イラストレイテッド生化学(リッピンコットシ
リーズ)

Richard A.Harvey,
Denise R.Ferrier
[著]/浅井将 [ほか
訳]

挾間・一般 QU4||HR9

88
看護技術の探究 : 日本看護技術学会10
周年記念

日本看護技術学会
監修

挾間・一般 WY150||NK14

88
認知症・アルツハイマー病がよくわかる本
: 認知症と上手に付き合う(セレクトbooks)

遠藤英俊編 挾間・一般 WT155||EH14

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1113385
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1113385
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1136369
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1146129
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=795894
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=795894
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=796666
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=797072
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=797072
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798035
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=863254
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=867570
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=867570
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883355
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=883355
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=923661
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=944449
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=987118
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1052535
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1052535
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1070297
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1099464
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1099491
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798299
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=972107
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=972107
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1113958
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1054178
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1054178
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1054740
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1086270
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1136230
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1142903
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1142903
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1143699
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1143699
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1145724
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1145724
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88 高齢者の転倒予防ガイドライン

運動器の不安定性
に関与する姿勢と
中枢制御機能に着
目した転倒予防ガ
イドライン策定研究

挾間・一般

WT100||UK20
 
 

88 心血管病学 普及版
矢崎義雄総編集/
永井良三編

挾間・一般 WG120||YY19

88 Year note 内科・外科等編 2014(第23版)
国試対策問題編集
委員会編

挾間・国試
コーナー

W18||KY7||2014

88
消化器・周手術期・がん看護 第5版(なぜ?
どうして? : 看護師・看護学生のための:4.
成人看護)

医療情報科学研究
所編

挾間・国試
コーナー

WY49||IN19||4

88
母性看護 第5版(なぜ?どうして? : 看護師・
看護学生のための:8)

医療情報科学研究
所編

挾間・国試
コーナー

WY49||IN19

88
サブノート : 保健医療・公衆衛生 2014(第
37版)

医療情報科学研究
科編

挾間・国試
コーナー

W18||IS8

88
DSM-IV-TR精神疾患の分類と診断の手
引 新訂版

American
Psychiatric
Association [編]/
高橋三郎, 大野裕,
染矢俊幸訳

挾間・一般 WM15||D

88
標準産科婦人科学 第3版(Standard
textbook)

丸尾猛, 岡井崇編
集

挾間・一般 WP100||H

88 ロビンス基礎病理学 第7版
Kumar, Cotran,
Robbins[著]

挾間・一般 QZ4||KV18

88 シンプル生理学 改訂第5版
貴邑冨久子, 根来
英雄共著

挾間・一般 QT4||S

88 ラングマン人体発生学 第9版 [本冊]
T・W・サドラー著/
安田峯生訳

挾間・一般
QS604||L,QS604||
ST18

88
家族看護学を基盤とした在宅看護論 第2
版 1: 概論編

渡辺裕子監修 挾間・一般 WY115||WH11

88 認知症テキストブック 日本認知症学会編 挾間・一般 WT155||NN11

88
ウエルネスからみた母性看護過程+病態
関連図

佐世正勝, 石村由
利子編

挾間・一般 WY157.3||SM21

88
カラー図解人体の正常構造と機能 全10
巻縮刷版

坂井建雄, 河原克
雅総編集

挾間・一般 QS17||ST11

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1146121
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1146318
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=830007
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163276
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163276
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163276
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163299
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1163299
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1095846
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1095846
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=795487
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=795487
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=796623
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=796623
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=797033
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=798226
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=799427
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=886306
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=886306
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=969363
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1024159
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1024159
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1025612
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1025612
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