資料ID

請求記号

資料情報

10974357

366.2908/N53/2-21

10971936

492.1/Ke45

健康サポート薬局かかりつけ薬剤師のための臨床判断ハンドブック / 福生吉裕, 有澤賢二著 ; 福生吉裕編集. -- じほう, 2017.

10964851

492.1/Sa61

薬剤師のトリアージ実践ガイド : 視診・バイタルサイン・問診による病態の捉え方 / 佐仲雅樹著. -- 丸善出版, 2012.

10960576

499/E63

医薬品業界で働く / 池田亜希子著. -- ぺりかん社, 2018. -- (なるにはBooks ; 補巻21).

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.

10964207

499/H47//A14

地域医療薬学 / 渡辺泰裕監修 ; 古田精一編著. -- 第2版. -- 京都廣川書店, 2014.

10970026

499/Ko79//A16

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.

10972067

499/Y16

10972290

499.07/Ku56

業務の流れにあわせた薬局実務実習ハンドブック : 指導薬剤師のための必携書 / 倉田なおみ編集. -- じほう, 2017.

10968681

499.07/N73

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).

10962490

499.09/A35

医療過誤事件から学ぶ薬剤師の失敗学 / 秋本義雄著. -- 南山堂, 2013.

10972156

499.09/H49

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.

79021571

499.09/I97/019

79019751

499.09/J48

79019760

499.09/Ko61//A16

10972138

499.09/Mu54

10969437

499.09/N71

在宅療養の薬学的謎解き / 日本在宅薬学会編. -- じほう, 2016.

79020304

499.09/Sa21

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).

10973082

499.09/Sh51/1/A17

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).

10973091

499.09/Sh51/2/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).

10963756

499.09/Ta45

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.

10968645

499.09/W74

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).

10967334

499.09/Y16

薬剤師になる人のための生命倫理と社会薬学 / 田内義彦, 長嶺幸子, 松家次朗著. -- 法律文化社, 2015.

10969428

499.09/Y16

かかりつけ薬剤師の対人業務入門 : 調剤を「個別最適化」する薬歴のポイント / 薬剤師業務研究会編集. -- じほう, 2016.

10963406

499.095/F67

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. -- 秀和システム, 2014. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).

10965723

499.095/F67

2025年の薬局・薬剤師 : 未来を拓く20の提言 / 藤田道男著. -- じほう, 2015.

10967316

499.2/Sh51

謎ときで学ぶ薬学生・新人薬剤師のための処方解析入門 / 下平秀夫編集. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2015. -- (薬ゼミファーマブック).

10968672

499.6/G34

現場ですぐに役立つ!処方箋の読み方 : 医療事故の当事者にならないために・・・ / 中村均, 後信, 土屋文人編集・執筆. -- じほう, 2016.

10972352

499.6/H87/2

薬学と社会 : 医療経済・多職種連携とチーム医療・地域医療・在宅医療 / 望月眞弓担当編集 ; 武居光雄, 狭間研至ゲスト編集. -- 中山書店, 2017. -- (臨床薬学テキストシリーズ).

医薬品 ; 2010年度版 - 2019年度版. -- 産学社, 2008. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 8-9).
時代は薬女 : 活躍できるリケ女の新条件. -- 日経BP社, 2016. -- (日経BPムック . 日経ビジネスAssocié).
困ったときに役立つコミュニケーションQ&A : 信頼される薬剤師の行動マナー / 後藤惠子監修. -- 改訂版. -- 薬ゼミ情報教育センター, 2016. -- (薬ゼミファーマブック).
「選ばれる薬剤師」の接遇・マナー : 患者さん対応のプロをめざす! / 村尾孝子著. -- 同文舘出版, 2017. -- (Do books).

処方せん・店頭会話からの薬剤師の臨床判断 / 堀美智子著 ; [正], 続. -- じほう, 2015.

