
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2016 メヂカルフレンド社編集部編メヂカルフレンド社2015 492.9||N039||カ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 492.9||N039||ク2016

必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2016 井上大輔編著 TECOM (発行)/医学評論社 (発売)2015 492.9||N039||ヒ2016

ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載 2016 ラ・スパ編集委員会編T・M・S (発行)/医学評論社 (発売)2015 492.9||N039||ラ2016

教育学 第7版(系統看護学講座:基礎分野) 木村元編集/木村元 [ほか] 執筆医学書院 2015 492.9||N080||ケ-キ7

看護の統合と実践・在宅看護 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:10)医療情報科学研究所編メディックメディア2015 492.9||N080||ナ10

消化器・周手術期・がん看護 第6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メディックメディア2015 492.9||N080||ナ4

脳神経・運動器・感覚器・呼吸器 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:5. 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5

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

小児看護 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:7)医療情報科学研究所編メディックメディア2015 492.9||N080||ナ7

母性看護 第6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メディックメディア2015 492.9||N080||ナ8

精神看護 第6版(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための:9)医療情報科学研究所編メディックメディア2015 492.9||N080||ナ9

看護に活かす心理尺度 : その選び方・使い方 久田満, 北素子, 谷口千絵著ナカニシヤ出版2015 492.9||N140||カ

こころを大切にする看護 : 燃え尽きを防ぐための臨床心理学樫村通子著 日本評論社 2015 492.9||N140||コ

看護過程展開ガイド : 実習記録の書き方がわかる : ヘンダーソン, ゴードン, NANDA-I, オレム, ロイ(プチナースBooks)任和子編著 照林社 2015 492.9||N220||カ

看護診断 Vol.20 No.1 日本看護診断学会編集医学書院 2015 492.9||N220||カ20-1

症状別病態生理とフィジカルアセスメント(プチナースBooks)阿部幸恵編著 照林社 2015 492.9||N221||シ

フィジカルアセスメントがみえる 医療情報科学研究所編集Medic Media 2015 492.9||N221||フ

看護教育へようこそ 池西静江, 石束佳子著医学書院 2015 492.9||N245||カ

実践これからの医療安全学 : 看護学生と新人看護師のために矢野真, 谷真澄編著PILAR PRESS2015 492.9||N268||ジ

血液・造血器疾患エキスパートナーシング 安藤潔, 横田弘子編南江堂 2015 492.9||N543||ケ

日本糖尿病教育・看護学会誌 第19巻第1号 日本糖尿病教育・看護学会編集日本糖尿病教育・看護学会2015 492.9||N551||ニ19(1)

精神保健学 第6版(精神看護学:1) 吉松和哉, 小泉典章, 川野雅資編集ヌーヴェルヒロカワ2015 492.9||N700||セ1

精神臨床看護学 第6版(精神看護学:2) 川野雅資編集 ヌーヴェルヒロカワ2015 492.9||N700||セ2

　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 )

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

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

川崎市立看護短期大学図書館 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

公衆衛生看護学.jp 第4版 荒賀直子, 後閑容子編インターメディカル2015 492.9||N800||コ

イラストでわかる!ICUナースの生体侵襲ノート 尾野敏明編著 日総研出版 2015 492.9||N951||イ

脳神経疾患で手術を受ける患者の看護 第2版(高齢者と成人の周手術期看護 : 講義から実習へ:4)竹内登美子編著医歯薬出版 2015 492.9||N951||コ4

医療・福祉系学生のためのコンピュータリテラシー : Windows8.1・Office2013樺澤一之, 寺島和浩, 木下直彦著共立出版 2015 490.7||イ

生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報検索からレポート、研究発表まで 第2版飯島史朗, 石川さと子著丸善出版 2015 490.7||セ

身体のしくみとはたらき : 楽しく学ぶ解剖生理 増田敦子執筆者サイオ出版 2015 491.1||カ

標準病理学 第5版(Standard textbook) 北川昌伸, 仁木利郎編集医学書院 2015 491.6||ヒ

臨床検査ガイド : これだけは必要な検査のすすめかた・データのよみかた 2015年改訂版三橋知明 [ほか] 編文光堂 2015 492.1||リ||2015

ダウン症の歴史 デイヴィッド・ライト著/大谷誠訳/日本ダウン症協会協力明石書店 2015 493.94||ダ

医事法入門 第4版(有斐閣アルマ:Advanced) 手嶋豊著 有斐閣 2015 498.12||イ

閉校記念誌 : 川崎市立看護専門学校/川崎市看護専門学校編集 川崎市立看護専門学校1997 R090||ヘ

病院年報 第49号(2013) 川崎市立川崎病院編集川崎市立川崎病院2014 R091||ビ||49

六法全書 平成27年版 1 我妻栄, 宮沢俊義編有斐閣 2015 R320.91||ロ||2015-1

六法全書 平成27年版 2 我妻栄, 宮沢俊義編有斐閣 2015 R320.91||ロ||2015-2

世界の統計 (国際統計要覧) 2015 総務庁統計局編大蔵省印刷局 : 日本統計協会2015 R350.9||セ||2015

日本の統計 2015 総理府統計局編大蔵省印刷局 2015 R351||ニ||2015

県勢要覧 : 統計でみる神奈川のすがた 平成26年度版 神奈川県 2015 R351.37||ケ||2014

人口動態統計 平成25年 上巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R358.1||ジ||2013-1

人口動態統計 平成25年 中巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R358.1||ジ||2013-2

人口動態統計 平成25年 下巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R358.1||ジ||2013-3

国民生活基礎調査 平成25年 第1巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R365.5||コ||2013-1

国民生活基礎調査 平成25年 第2巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R365.5||コ||2013-2

国民生活基礎調査 平成25年 第3巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R365.5||コ||2013-3

国民生活基礎調査 平成25年 第4巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R365.5||コ||2013-4

看護関係統計資料集 平成26年 日本看護協会出版会2015 R492.9||N054||カ2014

社会福祉関係施策資料集 33(『月刊福祉』増刊号・施策資料シリーズ) 全国社会福祉協議会2015 369.1||シ||33

科学の健全な発展のために : 誠実な科学者の心得 日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会編丸善出版 2015 407||カ

研究倫理の確立を目指して : 国際動向と日本の課題(高等教育ライブラリ:9)東北大学高度教養教育・学生支援機構編東北大学出版会2015 407||ケ

天声人語 : 英文対照 v. 179 2014冬 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳原書房 2015 837||テ||179

こんなにも優しい、世界の終わりかた 市川拓司著 小学館 2013 913.6||イ

ようこそ、わが家へ(小学館文庫:[い39-2]) 池井戸潤著 小学館 2013 913.6||イ

火花 又吉直樹著 文藝春秋 2015 913.6||マ

想定外の老年 : 納得できる人生とは 曽野綾子著 ワック 2013 914.6||ソ

手のひらから広がる未来 : ヘレン・ケラーになった女子大生荒美有紀著 朝日新聞出版 2015 916||ア

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　調べるための本

　その他

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）
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岩倉 孝明 先生 

紫藤 恵 先生 

 タイトル ： 『パンツは一生の友達 －排泄ケアナース実践録 』 

 著者 ： 西村 かおる     出版社 ： 現代書館 

超高齢社会の中、排泄障害を抱える高齢者が増えています。排泄障害は、高齢者の生

活の質に大きく影響するだけでなく人としての尊厳にも関わる非常にデリケートな問題で

す。 
この本には、正常な排泄のメカニズム、解剖学的にみた高齢者の排泄障害の特徴など、
排泄ケアを実践する上で大前提となる基本的な知識が、とてもわかりやすく書かれてい
ます。また、高齢者だけでなくこどもや女性も含め、排泄ケアの専門家である著者が実際
に関わった事例が複数紹介されており、排泄ケアについて様々な角度から考えることが
できる一冊です。“ここちよい排泄ケア”の実践に向けて、この本をおすすめします！ 

 タイトル ： 『人生の短さについて他二篇』 

 著者 ： セネカ  訳 : 茂手木元蔵  出版社 ： 岩波書店（岩波文庫） 

「われわれは短い人生を受けているのではなく、われわれがそれを短くしているのであ

る」。「生きることは生涯をかけて学ぶべきことである。そして、おそらくそれ以上に不思

議に思われるであろうが、生涯をかけて学ぶべきは死ぬことである。 

「君はどこを見ているのか、どこに向かって進もうとするのか、将来のことはすべて不

確定のうちにある。今直ちに生きなければならぬ。」 
 ローマ帝政時代のストア派の哲人セネカの「人生の短さについて」の中から引用しま
した。多難な時代に、知恵、心の安らかさ、幸福等について論じたセネカの言葉の
数々。一読に値する本ではないでしょうか。 
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　　図書館利用のご案内

※ 大学行事などにより開館時間が変更となる場合があります。

夏休み長期貸出 

休 館 10時開館 

 今月のおすすめ本は、テーマ別看護論です。 
 
・クリティカルケア看護 ・リハビリテーション看護論 
               ・セルフケア援助論 ・家族看護論  

  ・終末期にある患者の看護 ・看護マネジメント ・在宅看護 
 
テーマ毎に、近年に出版された本を中心に揃えてみました。 
   テーマ別看護論・実習に、図書館をお役立てください！！ 
 

図書館からのお知らせ 

17時閉館 

2015年7月22日（水）～ 8月26日(水）までに 

貸出手続きをした資料の 

                 返却日は、9月9日（水）です。 
                                     冊数は、7冊です。 

うちわ 貸出中 

梅雨明け前なのに、暑い日が続いてますね。 

    雑誌書架の上に、うちわを用意しました。 

文献検索早わかり 

CiNii・医中誌の使い方

案内を、OPACの横に置

いてあります。 

どうぞご利用ください！ 
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