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薬剤師レジデントの鉄則 / 橋田亨, 西岡弘晶編集. -- 医学書院, 2016. 10969802 492.3/H37

薬と臨床コミュニケーション : 新人薬剤師・研修医 / 村上元庸, 芝田信人, 横出正之編. -- 金芳堂, 2007. 79016517 498.14/Mu43

病棟薬剤業務ハンドブック : つまずくポイントと対策がわかる / 古川裕之編著. -- じほう, 2014. 10963596 498.16/F93

薬学生dead or alive : 薬学生, 成功への鍵は… / 榎本秀一, 安井裕之編著. -- 京都廣川書店, 2011. 10960576 499/E63

薬剤師と地域医療 / 石井敏浩, 渡辺朋子著 ; Vol.1 理論編. -- 京都廣川書店, 2016. 10969446 499/I75/1

薬剤師のこれから : 医療人養成のための教育とは / 伊原千晶編著. -- 晃洋書房, 2016. -- (京都学園大学総合研究所叢書 ; 16). 10970044 499.07/I25

薬学へのいざない / 鎌滝哲也著. -- 東京化学同人, 2012. -- (科学のとびら ; 49). 10956297 499.07/Ka31

これからの社会薬学 : 社会の変化と、対応する薬剤師への期待 / 福島紀子, 早瀬幸俊, 宮本法子編. -- 改訂第2版増補. -- 南江堂, 2016. 10970026 499/Ko79//A16

次世代薬剤師虎の巻 : 実践!地域薬局での薬学生・薬剤師教育 / 日経ドラッグインフォメーション編集. -- 日経BP社, 2015. -- (日経DI薬局虎の巻シリーズ). 10968681 499.07/N73

グラフィックガイド薬剤師の技能 : 理論まるごと実践へ : the graphic guide box / 高田充隆責任編集. -- 京都広川書店, 2009. 10959950 499.07/Ta28

法律からみる薬剤師の仕事 : これからの業務の法解釈 / 赤羽根秀宜 [著]. -- 薬事日報社, 2016. 10968841 499.09/A28

薬剤師3.0 : 地域包括ケアを支える次世代型薬剤師 / 狭間研至著. -- 薬事日報社, 2017. 10972156 499.09/H49

薬局薬剤師における在宅業務マニュアル / 矢後和夫監修 ; なの花薬局在宅推進委員会編 ; 平成28年度版. -- 北海道医薬総合研究所, 2016. 10969455 499.09/N48/016

薬剤師の新・幸福論 : 薬剤師に捧げる成功する処世術! / 斉木和成著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング, 2016. -- (幻冬舎ルネッサンス新書 ; 125). 79020313 499.09/Sa21

先輩薬剤師から聞いたこれだけは押さえてほしいルール&マナー / 池田義明, 坂野昌志, 寺沢匡史編著. -- 南山堂, 2015. 10968260 499.09/Se72

薬剤師業務の基本 : 知識・態度 : 薬局管理から服薬指導、リスクマネジメント、薬学的管理、OTC医薬品、病棟業務まで. -- 第3版. -- 羊土社, 2017. -- (新ビジュアル薬剤師
実務シリーズ / 上村直樹, 平井みどり監修 ; 下平秀夫,青山隆夫編集 ; 上).

10973082 499.09/Sh51/1/A17

調剤業務の基本 : 技能 : 処方箋受付から調剤、監査までの病院・薬局の実務、在宅医療. -- 第3版. -- 羊土社, 2017. -- (新ビジュアル薬剤師実務シリーズ / 上村直樹, 平
井みどり監修 ; 下平秀夫,青山隆夫編集 ; 下).

10973091 499.09/Sh51/2/A17

ベテラン薬剤師の社長が教える成功する就活と自分たちの未来 : 本邦初!今までなかった薬学生の就活本 : 実体験に基づく書き下ろし / 白石誠一郎著. -- ライティング, 2018. -- (RIGHTING BOOKS).10976450 499.09/Sh82

がんばろう薬剤師 : 医療貢献のための道を探る / 高村徳人著. -- 講談社, 2013. 10963756 499.09/Ta45

薬剤師の一日 / WILLこども知育研究所編著. -- 保育社, 2015. -- (医療・福祉の仕事見る知るシリーズ). 10968645 499.09/W74

薬剤師業務の羅針盤 : OSCE、実務実習、その先へ : 「迷った時」に立ち戻るビジュアルマップ / 薬学共用試験研究会監修. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2019. -- (薬ゼミファーマブック).10975757 499.09/Y16

マンガでわかる薬剤師 : あなたの知らない調剤薬局の裏側 / 油沼漫画 ; ネーヤ原案・監修. -- 河出書房新社, 2019. 10976440 499.095/A14

マンガでわかる薬剤師 : あなたの知らない調剤薬局24時! / 油沼漫画 ; ネーヤ原案・監修. -- 河出書房新社, 2020. 10978310 499.095/A14

最新薬局業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 藤田道男著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2019. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).10975908 499.095/F67//A19

マンガでわかる薬薬連携 : 地域連携を活性化する仕組み / 石松宏章著 ; FUJI作画. -- 日経メディカル開発, 2019. 10976001 499.095/I77

薬局プレアボイド : 見逃さない!薬剤師の事例103 / 澤田康文編著. -- 南山堂, 2014. 10962481 499.095/Sa93

謎解きで学ぶ薬学生・新人薬剤師のための処方解析入門 / 根岸健一編集. -- 改訂版. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2018. -- (薬ゼミファーマブック). 10975120 499.2/N62
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