
川崎市立看護短期大学図書館

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護医学用語の読み方と意味 新訂版 山口瑞穂子監修サイオ出版 2015 492.9||N034||カ
看護師・看護学生のためのレビューブック 第17版 2016岡庭豊編集 メディックメディア2015 492.9||N039||カ
看護師国家試験サクセスゲート 改訂4版 内田都良編 メディカ出版 2015 492.9||N039||カ
保健医療福祉のしくみ : 看護と法律 第15版(新看護学:5. 専門基礎:5)田中良明著者代表医学書院 2015 492.9||N080||シ5

基礎看護 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:1)医療情報科学研究所編メディックメディア2015 492.9||N080||ナ1

循環器・血液・免疫 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:2. 成人看護)医療情報科学研究所編メディックメディア2015 492.9||N080||ナ2

代謝・内分泌・腎・泌尿器 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:3. 成人看護)医療情報科学研究所編メディックメディア2015 492.9||N080||ナ3

国際看護学 : 看護の統合と実践 : 開発途上国への看護実践を踏まえて柳澤理子編著 PILAR PRESS2015 492.9||N100||コ
看護理論家の業績と理論評価 筒井真優美[編集]医学書院 2015 492.9||N110||カ
現場でできる「看護倫理」教育・実践マニュアル : チームの倫理的感受性がぐんと上がる!(Nursing business:2015年春季増刊(通巻114号))照沼則子, 武井テル編著メディカ出版 2015 492.9||N120||ゲ
化学 竹内敬人 [ほか] 著東京書籍 2013 492.9||N183||カ
生物 浅島誠 [ほか] 著東京書籍 2013 492.9||N189||セ

演習・実習に役立つ基礎看護技術 : 根拠に基づいた実践をめざして 第4版三上れつ, 小松万喜子編集ヌーヴェルヒロカワ2015 492.9||N210||エ
看護の環境と人間工学 小川鑛一著 サイオ出版 2015 492.9||N211||カ
セルフケア看護 : 基礎から実践まで学べる 本庄恵子, 野月千春, 本舘教子執筆ライフサポート社2015 492.9||N214||セ
看護過程の解体新書(Nursing canvas book:2) 石川ふみよ執筆学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N220||カ
領域別看護過程展開ガイド : 実習記録の書き方がわかる! : 成人老年小児母性精神(プチナースBooks)任和子編著 照林社 2015 492.9||N220||リ
救急・急変に役立つフィジカルアセスメント(ナーシングケアQ&A:53)森田孝子編集 総合医学社 2015 492.9||N221||キ
「何か変?」を見逃さない!急変アセスメント 佐藤憲明編著 照林社 2015 492.9||N221||ナ
NANDA-I看護診断 : 定義と分類 2015-2017 T. ヘザー・ハードマン編/中木高夫訳医学書院 2015 492.9||N222||ナ2015-17

看護学生のための実習の前に読む本 田中美穂, 蜂ヶ崎令子著医学書院 2015 492.9||N246||カ
楽しくできるわかりやすい看護研究論文の書き方 内田陽子著 照林社 2015 492.9||N250||タ
はじめての看護研究 アンケート調査編(はじめてのシリーズ)及川慶浩著 メディカ出版 2015 492.9||N250||ハ
はじめての看護研究 : この1冊でできる! 前田樹海著 ナツメ社 2015 492.9||N250||ハ
医療安全 : 多職種でつくる患者安全をめざして(看護学テキストnice)山内豊明, 荒井有美編集南江堂 2015 492.9||N268||イ

ナースの小児科学 改訂6版 佐地勉, 竹内義博, 原寿郎編著中外医学社 2015 492.9||N400||ナ

循環器ナース1年生自分でつくれるはじめての看護ノート : 重要ポイントを書き込むことで、必要な知識が身につく!見並邦江編著 : 中川義久監修メディカ出版 2015 492.9||N545||ジ
整形外科ビジュアルナーシング(見てできる臨床ケア図鑑)畑田みゆき編集学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N553||セ
プロフェッショナル・ケア整形外科 渡部欣忍監修 メディカ出版 2015 492.9||N553||プ
がん患者へのシームレスな療養支援(がん看護実践ガイド)渡邉眞理, 清水奈緒美編医学書院 2015 492.9||N571||ガ
がん患者のQOLを高めるための骨転移の知識とケア(がん看護実践ガイド)梅田恵, 樋口比登実編医学書院 2015 492.9||N571||ガ
Q&Aでわかるがん化学療法 : 薬の投与指示と患者説明の根拠中根実監修 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N571||キ

要点がわかる在宅看護論 河野由美編集 PILAR PRESS2015 492.9||N820||ヨ

概論・周手術期看護 改訂第2版(看護学テキストnice. 成人看護学/急性期看護:1)林直子, 佐藤まゆみ編集南江堂 2015 492.9||N950||キ1

資料は請求記号順にならんでいます。分からないことがありましたら、職員にお尋ねください。

　看護学
　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　看護理論　 (N100 番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　小児看護学　（Ｎ 400 番台）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )
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救急看護(看護学テキストnice. 成人看護学/急性期看護:2)佐藤まゆみ, 林直子編集南江堂 2015 492.9||N950||キ2

眼科の手術看護パーフェクトマニュアル(Ope nursing:2015年臨時増刊)下村嘉一編集 メディカ出版 2015 492.9||N951||ガ
呼吸器外科の手術看護パーフェクトマニュアル(Ope nursing:2015年臨時増刊)岡田守人編集 メディカ出版 2015 492.9||N951||コ
脳神経外科の手術看護パーフェクトマニュアル(Ope nursing:2015年臨時増刊)吉村紳一編集 メディカ出版 2015 492.9||N951||ノ
泌尿器科の手術看護パーフェクトマニュアル(Ope nursing:2015年臨時増刊)山本新吾編集 メディカ出版 2015 492.9||N951||ヒ
慢性期看護 : 病気とともに生活する人を支える 改訂第2版(看護学テキストnice. 成人看護学)鈴木久美, 野澤明子, 森一恵編集南江堂 2015 492.9||N970||マ
ナースのための決定版エンゼルケア 小林光恵著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N980||ナ

移植医療(岩波新書:新赤版 1488) 橳島次郎, 出河雅彦著岩波書店 2014 490.15||イ
生命倫理への招待 改訂5版 塩野寛, 清水惠子著南山堂 2015 490.15||セ
「医療統計力」を鍛える! : 事例で学べる数式ほとんどなしのテキスト千葉康敬著 総合医学社 2015 490.19||イ

人体の構造と機能 第4版 エレイン N. マリーブ著/林正健二 [ほか] 訳医学書院 2015 491.1||ジ
ジュンケイラ組織学 第4版(Lange textbookシリーズ) [ジュンケイラ原著]/Anthony L.Mescher [著]/坂井建雄, 川上速人監訳/青山裕彦 [ほか訳]丸善出版 2015 491.11||ジ
標準組織学 第5版 総論 藤田尚男, 藤田恒夫原著医学書院 2015 491.11||ヒ||1

人体の構造と機能及び疾病 : 医学知識 第3版(社会福祉士シリーズ:1)福祉臨床シリーズ編集委員会編/朝元美利責任編集弘文堂 2015 491.3||ジ
食べる・飲むメカニズム : 発生学、摂食・嚥下の現場、関連研究から学ぶ摂食研究会, 氏家賢明, 大野康, 日本歯科新聞社「食べる・飲むメカニズム研究班」編著日本歯科新聞社2015 491.343||タ
レーニンジャーの新生化学 第6版 上 レーニンジャー, ネルソン, コックス [著]/中山和久編集廣川書店 2015 491.4||レ||1

レーニンジャーの新生化学 第6版 下 レーニンジャー, ネルソン, コックス [著]/中山和久編集廣川書店 2015 491.4||レ||2

標準微生物学 第12版(Standard textbook) 中込治, 神谷茂編医学書院 2015 491.7||ヒ
微生物学 : クイックマスター 新訂版 西條政幸著 サイオ出版 2015 491.7||ビ

標準精神医学 第6版(Standard textbook) 尾崎紀夫, 朝田隆, 村井俊哉編/野村総一郎 [ほか] 執筆医学書院 2015 493.7||ヒ

出生前診断(ちくま新書:1118) 西山深雪著 筑摩書房 2015 495.6||シ

公衆衛生学 : 社会・環境と健康 4訂(Nブックス) 後藤政幸, 中村信也編著/石田一紀 [ほか] 共著建帛社 2015 498||コ
在宅医療のリアル 上田聡著 幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売)2015 498||ザ
シンプル衛生公衆衛生学 2015 鈴木庄亮, 久道茂編集南江堂 2015 498||シ||2015

スタンダード衛生・公衆衛生 第14版 安井利一, 神原正樹, 荒川浩久編/荒川浩久 [ほか] 執筆学建書院 2015 498||ス
感染対策に必要なガイドラインこれだけは! : はやわかりレビュー! : 看護師・研修医必携 : 14分野27点にわたる国内外の主要ガイドラインの最新エッセンスを凝縮!(Infection control:2015年臨時増刊)大久保憲編集 メディカ出版 2015 498.6||カ
医療従事者のための災害対応アプローチガイド 改訂版 佐々木勝著 新興医学出版社2015 498.89||イ
検証3・11災害医療 : 誰が大規模災害から命を守るのか : 大船渡-医療・保健・福祉活動の記録小針かなえ著 竹書房 2015 498.89||ケ

患者さんによくわかる薬の説明 第18版(メディクイックブック:2015年版第1部)鈴木康夫編 金原出版 2015 499.1||カ

日本の図書館 : 統計と名簿 2014 日本図書館協会図書館調査事業委員会編日本図書館協会2015 R010.59||ニ||2014

看護師国家試験問題 : 解答・解説 2016年版 メヂカルフレンド社2015 R492.9||N039||カ2016

系統別看護師国家試験問題解答と解説 2016年版 『系統看護学講座』編集室編医学書院 2015 R492.9||N039||カ2016

QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2016(第16版)医療情報科学研究所編集Medic Media 2015 R492.9||N039||ク2016

Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2016(第11版)医療情報科学研究所編集Medic Media 2015 R492.9||N039||ク2016

看護法令要覧 平成27年版 井上幸子 [ほか] 編日本看護協会出版会2015 R492.9||N261||カ2015

厚生統計要覧 平成26年度 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R498.059||コ||2014

母子保健の主なる統計 平成26年(2014) 母子衛生研究会編母子保健事業団2015 R498.7||ボ||2014

かながわ環境白書 平成26年版 神奈川県 [編] 神奈川県環境部環境総務室2015 R519.1||カ||2014

世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業狩野みき著 日本実業出版社2013 141.5||セ
臨床ナラティヴアプローチ 森岡正芳編著 ミネルヴァ書房2015 146.8||リ
社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 平成27年版 厚生省社会局監査指導課編集社会福祉調査会2015 364||シ||2015

ともに歩む認知症医療とケア : 「地域包括ケア時代」到来!大場敏明, 高杉春代著現代書林 2015 369.26||ト
ナラティブホームの物語 : 終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ佐藤伸彦著 医学書院 2015 369.26||ナ
日本在宅ケア学会誌 Vol 18 No 2(February, 2015) 日本在宅ケア学会編集医学書院エムワイダブリュー2015 369.26||ニ||18(2)

子どもに貧困を押しつける国・日本(光文社新書:718) 山野良一著 光文社 2014 369.4||コ
医療系大学生のためのアカデミックリテラシー 第2版 紀平知樹編 二瓶社 2015 377.15||イ
生命のメカニズム : 美しいイメージで学ぶ構造生命科学入門David S.Goodsell著/工藤高裕, 西川建, 中村春木訳シナジー 2015 464.1||セ
あたたかい病院 宮子あずさ著 萬書房 2015 913.6||ミ
がんのセルフケア : 看護師として患者として 岡崎寿美子著 時空出版 2015 916||オ

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　 495)

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　薬学　 ( 請求記号　 499)

　調べるための本

　その他
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先生のおすすめ本 

今月のおすすめ図書 

＜地球環境＞ 
地球環境の実態はみなさんもご存知のとおり深刻です。地球の未来のため 
に私たちは何ができるのでしょう。ぜひ考えてみてください。 
図書館では地球環境問題に関する本をたくさん所蔵しています。 
この機会に手にとってみては？ 

しばしば、学生から「勉強の仕方がわからない」と相談されます。それで、昨年 

本学の図書館にある本を探してみました。大学生向けに書かれた本もあったのです 

が、レベルが高すぎました。お薦めできると思われたのが、この本でした。 

「心理学ジュニアライブラリー」というシリーズの1冊となっているので、対象は 

中・高生だと思いますが「わからない」人には「わかりやすい」と思います。            

       西端 泉先生 

『じょうずな勉強法：こうすれば好きになる』 
麻柄啓一，北大路書房，2002．（請求記号：140.8||シ） 

『トリセツ・カラダ』 
海堂尊，宝島社，2009．（請求記号：491.3||ト） 

「解剖生理学って苦手～！」と思っている人にお薦めの1冊です。これ1冊で 
カラダのすべてがざっくりわかります。ざっくりです。でもざっくりわかるって 
とても大切です。まず全体をざっくり理解して、それから解剖生理学のテキスト 
を読めば、あら不思議。きっとわかるようになります。解剖生理学は面白いです。 
自分自身が生きて活動している仕組みを学ぶ学問だからです。自分探究だと思って 
解剖生理学を楽しみましょう！挿絵も可愛くておすすめです。                     

                        牛尾 陽子先生 

ごみ問題 

地球温暖化 

オゾン層破壊 

森林破壊 

生物種の絶滅 

人口爆発と貧困 

食糧問題 
エネルギー問題 

水資源の危機 

砂漠化 
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川崎市立看護短期大学は平成27年6月6日に開学20周年を迎えます。 
図書館では20周年を記念して企画展示を実施中！ 
開学当時からの年表や当時の新聞掲載記事などを紹介しています。 
開学した平成7年から現在までの大学案内パンフレットをずらりと 
並べています。ぜひご覧ください。 

今月の企画展示 
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