
　　　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

ハローキティの早引き看護用語辞典 飯田恭子著 ナツメ社 2015 492.9||N034||ハ

看護師国家試験らくらく点取りブック 内田都良編 メディカ出版 2015 492.9||N039||カ

これで完璧!看護国試必修完全攻略集 2016年版 さわ研究所編 啓明書房 2015 492.9||N039||コ2016

最速合格! 必修看護師国家試験過去問題集 2016年版 秋山明子著 三輪書店 2015 492.9||N039||サ2016

最速合格! 看護師国家試験過去問題集 2016年版 秋山明子著 三輪書店 2015 492.9||N039||サ2016

看護学生スタディガイド 2016 : [セット] 池西静江, 石束佳子編集照林社 2015 492.9||N039||ナ2016

認定看護師が教える!看護師国家試験状況設定問題(Nursing canvas book:3)中田諭監修 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N039||ニ

必修問題/人体の構造と機能/疾病の成り立ちと回復の促進/基礎看護学/看護の総合と実践 2016(ラ・スパ過去問対策:1)医学評論社 2015 492.9||N039||ラ2016-1

在宅看護論/成人看護学/老年看護学 2016(ラ・スパ過去問対策:2) 医学評論社 2015 492.9||N039||ラ2016-2

小児看護学/母性看護学/精神看護学/健康支援と社会保障制度 2016(ラ・スパ過去問対策:3)医学評論社 2015 492.9||N039||ラ2016-3

看護師国家試験問題解説書 2016(ラ・スパ過去問対策:4) 医学評論社 2015 492.9||N039||ラ2016-4

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

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

基礎看護学 第3版 改訂版 新見明子, 塚原貴子編ふくろう出版 2015 492.9||N100||キ

心を看とる生き方 : 看護哲学講義 金子瑞穂著 東洋出版 2015 492.9||N120||コ

薬理学 : クイックマスター 新訂版第2版 鈴木正彦編著 サイオ出版 2014 492.9||N195||ヤ

病理学 : クイックマスター 新訂版 堤寛著 サイオ出版 2015 492.9||N198|ビ

看護技術ベーシックス 新訂版 藤野彰子, 長谷部佳子編著サイオ出版 2015 492.9||N210||カ

日常生活援助技術篇 新訂版 サイオ出版 2015 492.9||N210||カ1

診療に伴う看護技術篇 新訂版 サイオ出版 2015 492.9||N210||カ2

根拠から学ぶ基礎看護技術 新訂版 江口正信編著 サイオ出版 2015 492.9||N210||コ

意識障害・寝たきり〔廃用症候群〕患者への生活行動回復看護技術(NICD)教本 :日本ヒューマン・ナーシング研究学会編著メディカ出版 2015 492.9||N211||イ

看護に生かす検査マニュアル 新訂版 高木康編著 サイオ出版 2015 492.9||N212||カ

心電図教えてノート : チームでモニター事故を予防する!冨田晴樹, 富永あや子著中外医学社 2015 492.9||N212||シ

注射・採血ができる : Web動画付 福家幸子, 山岡麗, 千崎陽子著医学書院 2015 492.9||N212||チ

ひと目でわかるスーパービジュアル看護技術 鎮目美代子 [ほか] 監修成美堂出版 2015 492.9||N212||ヒ

看護学生のための実習記録の書き方 福田美和子編著サイオ出版 2015 492.9||N220||カ

知っておきたい変更点NANDA-I看護診断 : 定義と分類2015-2017上鶴重美, T.ヘザー・ハードマン著医学書院 2015 492.9||N222||シ

看護管理学 : 知る・活かす(看護学実践 : Science of Nursing-)黒田美喜子編著PILAR PRESS2015 492.9||N230||カ

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 )
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護管理基本資料集 2015年版(看護管理学習テキスト:別巻)中西睦子, 勝原裕美子, 増野園惠編集日本看護協会出版会2015 492.9||N230||カ-ベ

私だってできる看護研究 : 無理なく研究を行うヒントとテクニック田久浩志著 医学書院 2015 492.9||N250||ワ

脳血管内治療看護ポケットマニュアル 片岡丈人, 高橋美香編/札幌西孝仁会クリニック脳神経外科, 中村記念病院脳血管内治療センター救急放射線看護部著診断と治療社 2015 492.9||N541||ノ

看護師が行なう2型糖尿病患者の療養支援 多留ちえみ, 宮脇郁子著すぴか書房 2015 492.9||N551||カ

腎・泌尿器看護ポケットナビ 改訂第2版(Pocket Navi) 磯崎泰介, 工藤真哉編集中山書店 2015 492.9||N555||ジ

見てわかる腎・泌尿器ケア : 看護手順と疾患ガイド 奴田原紀久雄 [ほか] 編集照林社 2015 492.9||N555||ミ

はじめてでもやさしい透析看護 : 透析療法の知識・技術と患者マネジメント渋谷祐子編集 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N556||ハ

感染管理・感染症看護テキスト 大曲貴夫, 操華子編集照林社 2015 492.9||N557||カ

患者から早く死なせてほしいと言われたらどうしますか? 新城拓也著 金原出版 2015 492.9||N571||カ

がん闘病中の髪・肌・爪の悩みサポートブック : always be yourself赤木勝幸, 岩岡ひとみ著英治出版 2015 492.9||N571||ガ

がん患者の看取りのケア : 一般病棟でできる! 改訂版 濱口恵子 [ほか] 編集日本看護協会出版会2015 492.9||N571||ガ

日本がん看護学会誌 Vol 29. No 1 日本がん看護学会編集日本がん看護学会2015 492.9||N571||ニ29(1)

老年看護学 : 日本老年看護学会誌 Vol.20 No.1(2015) 日本老年看護学会学会誌編集委員会編日本老年看護学会学会誌編集委員会/医学書院 (発売)2015 492.9||N600||ロ20(1)

精神科ナースのための認知症看護 大塚恒子, 末安民生, 仲野栄編中央法規出版 2015 492.9||N680||セ

これからの精神看護学 : 病態生理をふまえた看護実践のための関連図森千鶴監編著/田中留伊編著PILAR PRESS2015 492.9||N700||コ

事例で考える訪問看護の倫理 医療人権を考える会著日本看護協会出版会2015 492.9||N820||ジ

訪問看護でいきいき働く! : 20のステーションから見えてきたキラリ看護の底力宮崎和加子編著/岩本大希 [ほか] 取材・文メディカ出版 2015 492.9||N820||ホ

時系列で学ぶ手術看護 : OPE看になって初めて読む本(ナーシングケアQ&A:54)菊地京子, 石橋まゆみ編集総合医学社 2015 492.9||N951||ジ

耳鼻咽喉科の手術看護パーフェクトマニュアル 小島博己編集 メディカ出版 2015 492.9||N951||ジ

ドレーン管理デビュー : はじめてでもすぐできるすぐ動ける小松由佳編集 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N951||ド

新生児・小児のエンゼルケアとグリーフケア : DVDブック笹原留似子著 日総研出版 2015 492.9||N980||シ

今日の診断指針 第7版 ポケット判 金澤一郎, 永井良三総編集医学書院 2015 492.1||コ

シチュエーションで学ぶ輸液レッスン 改訂第2版 小松康宏, 西崎祐史, 津川友介著メジカルビュー社2015 492.26||シ

代謝系の疾患と薬 内分泌系の疾患と薬 産婦人科系の疾患と薬 血液系の疾患と薬 免疫・炎症・アレルギー疾患と薬 眼・耳・皮膚の疾患と薬(薬がみえる:v. 2)医療情報科学研究所編集メディックメディア2015 492||ク||2

標準・傷病名事典 Ver.3.0 寺島裕夫編著 医学通信社 2015 492||ヒ

糖尿病学 2015 小坂樹徳, 赤沼安夫編診断と治療社 2015 493.12||ト||2015

音楽療法カンファレンス 呉東進編著 北大路書房 2015 493.72||オ

小児神経学の進歩 第44集 日本小児神経学研究会編診断と治療社 2015 493.937||シ||44

赤ちゃんにやさしい発達ケア 木原秀樹著 メディカ出版 2015 493.96||ア

母乳育児支援スタンダード 第2版 日本ラクテーション・コンサルタント協会編医学書院 2015 493.98||ボ

　外科学＜請求記号　494＞
腫瘍学 : 知っておきたいがんの知識とケア 元雄良治著 じほう/ビーコム2015 494.5||シ

イラストわかりやすい移動のしかた : 患者と介助者のために 第4版井口恭一著 三輪書店 2015 494.78||イ

ルポ生殖ビジネス : 世界で「出産」はどう商品化されているか(朝日選書:933)日比野由利著 朝日新聞出版 2015 495.48||ル

出生前診断 : 出産ジャーナリストが見つめた現状と未来(朝日新書:512)河合蘭著 朝日新聞出版 2015 495.5||シ

エビデンスをもとに答える妊産婦・授乳婦の疑問92 堀内成子総編集/飯田真理子 [ほか] 分担編集南江堂 2015 495.6||エ

女性の骨盤 : 妊娠・出産における身体的変化とエクササイズブランディーヌ カレ‐ジェルマン著 : 田中美緒監訳 : 石井美和子訳メディカルプレス2015 495.6||ジ

図表でみる世界の保健医療 : OECDインディケータ 2013年版OECD編著/鐘ケ江葉子訳明石書店 2015 498.059||ズ||2013

新・看護者のための精神保健福祉法Q&A 平成27年版 日本精神科看護技術協会編中央法規出版 2015 498.12||シ

在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション 改訂2版前川厚子編著 オーム社 2015 498||ザ

ナース・ケアワーカーのための臨床アロマセラピー 日本臨床アロマセラピー学会編メディカ出版 2015 499.87||ナ

日本国勢図会 2015/16年版 矢野恒太記念会編日本評論社 2015 R351||ニ||2015-2016

女性労働の分析 2013年 厚生労働省雇用均等・児童家庭局編21世紀職業財団2015 R366.38||ジ||2013

　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

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

　精神看護学　 ( Ｎ７００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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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

社会福祉施設調査報告 平成25年 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R369.059||シ||2013

看護に役立つ検査事典 新版 野中廣志著 照林社 2015 R492.9||N212||カ

環境とともに創る地域社会・地域経済(環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書:平成27年版)環境省編 日経印刷/全国官報販売協同組合 (発売)2015 R519||カ||2015

データ匿名化手法 : ヘルスデータ事例に学ぶ個人情報保護Khaled El Emam, Luk Arbuckle著/笹井崇司訳オライリー・ジャパン/オーム社 (発売)2015 007.6||デ

人生の短さについて : 他二篇(岩波文庫:青(33)-607-1) セネカ著/茂手木元蔵訳岩波書店 1980.11131.5||ジ

自殺をケアするということ : 「弱さ」へのまなざしからみえるもの木原活信, 引土絵未編著ミネルヴァ書房2015 146.8||ジ

実像のナイチンゲール リン・マクドナルド著/島田将夫, 小南吉彦訳現代社 2015 289.3||ジ

看護職をめざす人の社会保障と社会福祉 守本とも子編 みらい 2015 364||カ

最新最強の履歴書・職務経歴書 '17年版 矢島雅己監修 成美堂出版 2015 366.29||サ||2017

履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 : 会ってみたくなる '17年版福沢恵子著 成美堂出版 2015 366.29||リ||2017

家族心理学研究 第28巻　第2号 日本家族心理学会家族心理学研究編集部日本家族心理学会/金子書房 (発売)2015 367.3||カ||28-2

子どもの貧困連鎖(新潮文庫:10223, い-113-2) 保坂渉, 池谷孝司著新潮社 2015 369.4||コ

児童心理学の進歩 2015年版(VOL.54) 日本児童研究所編集金子書房 2015 371.45||ジ||54

最新最強の面接・自己PR・グループディスカッション '17年版高嶌悠人著 成美堂出版 2015 377.9||サ

最新最強の就職面接 '17年版 福沢恵子著 成美堂出版 2015 377.9||サ||2017

ダントツ面接+エントリーシートズバリ必勝対策 [2017年版]採用情報研究会著ナツメ社 2015 377.9||ダ||2017

天声人語 : 英文対照 v. 180 2015春 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳原書房 2015 837||テ||180

果つる底なき(講談社文庫) 池井戸潤 [著] 講談社 2001 913.6||イ

銀行総務特命 : 新装版(講談社文庫:[い-85-12]) 池井戸潤 [著] 講談社 2011 913.6||イ

七つの会議 池井戸潤著 日本経済新聞出版社2012 913.6||イ

教団X 中村文則著 集英社 2014 913.6||ナ

　　

　その他

 先生のおすすめ本 

『よく生き よく笑い よき死と出会う』 
アルフォンス・デーケン著，新潮社，2003． 

（請求記号：114.2||ヨ ） 

この本は、「死生学」の第一人者で、『第三の人生』 (南窓社 )などで有名なア
ルフォンス・デーケン先生の著作です。先生が30年以上にわたって教鞭をとら
れた上智大学を定年退官された時に、最終講義をもとに、本としてまとめられ
たものです。私は学生時代に先生の著書に大きな影響を受け、生きることの
価値や本質を深く学びました。大学生活の中で、実習や試験が上手くいかず
人生に疲れている皆さん、生と死と向き合って考えてみたい皆さんに、是非と
も読んでいただきたい書物です。  
                    

菊地珠緒 先生  
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優しさ 

看護とは？ 

慈愛 
福祉 

仕事 
社会 

家族 

生命 

支援 

倫理 

専門性 

健康 

近代看護を切り開いたナイチンゲールは、『看

護覚え書』の中で看護を「患者の生命力の消耗

を最小にするよう整えること」と述べ、その対象

を病者と健康な者の両者としています。（看護

大事典（第2版），医学書院，2010 p588 看護

の項目より） 
 

この夏、あなたの看護に対する見方や信念など、

改めて整理してみてはいかがですか？ 

今月のおすすめ図書 

「看護とは何か？」 

「ケアメン」という言葉を聞いた事がありますか。 
男性介護者のことです。男性介護者は現在１３０万人を超え、全介護者の３人に１
人は男性が占めており、介護離職も増えています。 
この本ではそうしたケアメンたちの実情を描いているだけではなく、日本の現状から
今後誰でも介護者になりうる可能性があるということ、そして介護と共存できるよう
な社会づくりを提起しています。 
介護と共存できる地域・社会にするために私たちに何ができるか、この本を通して
身近なところからぜひ探してほしいと思います。 

藤澤真沙子 先生 
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図書館からのお知らせ  
◆開館時間変更 

8月は夏期休暇期間中のため 

17時閉館となります。 

◆夏期長期貸出実施中 

貸出期間：7月22日（水）～8月26日（水） 

貸出冊数：7冊 

返   却  日：9月9日（水） 

◆雑誌製本 

一部雑誌について 

製本中のため、利用ができません。 

ＯＰＡＣで所在が「製本中」 

となっている資料については 

カウンターまでお問い合わせください。 
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