
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

看護師のための早引き看護用語辞典 : 聞き言葉・略語・カタカナ語飯田恭子著 ナツメ社 2015 492.9||N034||カ

系統別成人看護学 : 人体の構造と機能/疾病の成り立ちと回復の促進/成人看護学 2016年版問題編(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集:1章)さわ研究所編 啓明書房 2015
492.9||N039||コ2016(1-1)、(1-

2)

社会保障制度・在宅看護論・老年看護学 2016年版問題編(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集:2章)さわ研究所編 啓明書房 2015
492.9||N039||コ2016(2-1)、(2-

2)

基礎看護学 2016年版問題編(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集:3章)さわ研究所編 啓明書房 2015
492.9||N039||コ2016(3-1)、(3-

2)

小児看護学 2016年版問題編(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集:4章)さわ研究所編 啓明書房 2015
492.9||N039||コ2016(4-1)、(4-

2)

母性看護学 2016年版問題編(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集:5章)さわ研究所編 啓明書房 2015
492.9||N039||コ2016(5-1)、(5-

2)

精神看護学 2016年版問題編(これで完璧!看護国試過去問完全攻略集:6章)さわ研究所編 啓明書房 2015
492.9||N039||コ2016(6-1)、(6-

2)

デルカン : 国試直前対策ブック : ここが出る看護婦国家試験ポイント 2016御供泰治編著/石原英子, 松下美惠著メディカ出版 2015 492.9||N039||デ2016

身体へのまなざし : ほんとうの看護学のために 阿保順子著 すぴか書房 2015 492.9||N100||シ
やさしく学べる国際保健・看護の基礎と実践 改訂版(ナーシング・アプローチ)山崎明美, 當山紀子, 佐山理絵編桐書房 2015 492.9||N100||ヤ

看護に活かす検査値の読み方・考え方 第2版 村田満, 西崎統編集総合医学社 2015 492.9||N212||カ
看護師の直観的観察判断 : 日本版Mood Scalesで読み解くケアリングの実践知國岡照子, 小林八代枝, 本間千代子著看護の科学社 2015 492.9||N220||カ
看護必要度Q&A : あなたの疑問に答えます 看護WiseClipper回答者チーム編オーム社 2015 492.9||N230||カ
吸引・排痰ができる : Web動画付 福家幸子, 山岡麗, 千崎陽子著医学書院 2015 492.9||N235||キ
感染予防のためのサーベイランスQ&A 第2版 坂本史衣著 日本看護協会出版会2015 492.9||N237||カ
専門看護師の思考と実践 専門看護師の臨床推論研究会医学書院 2015 492.9||N239||セ
実習指導者サポートブック : 実習が楽になる! : 精神看護学実習版渡辺尚子, 中村博文編著精神看護出版 2015 492.9||N246||ジ

車椅子やベッドの上でも楽しめる子どものためのふれあい遊び55 増補青木智恵子著 黎明書房 2015 492.9||N440||ク

疑問解決!らくらく理解!心臓病の生活・退院指導 : 説明シートで患者さんのハートをつかむ・まもる山名比呂美編著メディカ出版 2015 492.9||N545||ギ
消化器経過別ポケット看護過程(ぱっと手にとるシリーズ) 中野真理子, 漆戸由紀子編メディカルレビュー社2015 492.9||N548||シ
パスの中の看護過程がひとめでわかる!整形外科病棟ケア : 新配属ナースお助けガイド福岡整形外科病院看護部著メディカ出版 2015 492.9||N553||パ
眼科エキスパートナーシング 改訂第2版 高橋春男, 大音清香編集/恩田秀寿編集協力南江堂 2015 492.9||N564||ガ
がん治療と食事 : 治療中の食べるよろこびを支える援助(がん看護実践ガイド)狩野太郎, 神田清子編集医学書院 2015 492.9||N571||ガ
がん看護ビジュアルナーシング(見てできる臨床ケア図鑑) 濱口恵子, 花出正美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||N571||ガ
女性性を支えるがん看護(がん看護実践ガイド) 鈴木久美編集 医学書院 2015 492.9||N571||ジ

精神看護学(放送大学教材:1887270-1-1511) 松下年子編著 放送大学教育振興会2015 492.9||N700||セ

ICUマネジメント : クリティカルケア領域の看護管理 道又元裕編集 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N950||ア
救命救急ディジーズ : 疾患の看護プラクティスがみえる 山勢博彰, 山勢善江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||N954||キ
絵でみるターミナルケア : 人生の最期を豊かに生き抜く人へのかぎりない援助 改訂版浅野美知恵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||N980||エ
事例で理解する最新緩和ケア : ELNEC-J指導者が紹介する学習が生かされた事例集梅田恵, 田村恵子, 川村三希子編著看護の科学社 2015 492.9||N980||ジ

在宅ホスピスノート 徳永進著 講談社 2015 490.14||ザ

生理学 : 図解ワンポイント : 人体の構造と機能 新訂版 片野由美, 内田勝雄著サイオ出版 2015 491.3||セ

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　 (N２００番台 )

　小児看護学　（Ｎ 400番台）

　成人看護学　 (N５００番台 )

　精神看護学　 (Ｎ７００番台 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　状態別看護　 (N９００番台 )

　医学全般　(請求記号　４９０)

　基礎医学　（請求記号　４９１）
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「息切れ」を極める! : Dr.大西が教える心不全とCOPDの治療の法則(Circulation up-to-date books:05)大西勝也著 メディカ出版 2015 493.3||イ
地域で取り組む喘息・COPD患者への吸入指導 : 吸入指導ネットワークの試み吸入指導ネットワーク企画・編集フジメディカル出版2012 493.36||チ
ケアスタッフのためのよくわかるCOPD〈慢性閉塞性肺疾患〉 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会「ケアスタッフのためのよくわかるCOPD」作成委員会・ワーキンググループ編集日本呼吸ケア・リハビリテーション学会/メディカルレビュー社 (発売)2014 493.38||ケ
COPD治療におけるコンビネーションセラピー : 病態理解から最新治療まで一ノ瀬正和編著医薬ジャーナル社2014 493.38||シ
COPD : こう診る・こう考える(ガイドライン/ガイダンス) 巽浩一郎編 日本医事新報社2010 493.38||シ
プライマリ・ケアのためのCOPD診療 改訂版 巽浩一郎著 メディカルレビュー社2010 493.38||プ
COPD(慢性閉塞性肺疾患)(インフォームドコンセントのための図説シリーズ)東田有智編 医薬ジャーナル社2014 493.38||マ
慢性閉塞性肺疾患(COPD)のマネジメント 改訂3版(マネジメントシリーズ)橋本修編著 医薬ジャーナル社2013 493.38||マ
大人のADHD : もっとも身近な発達障害(ちくま新書:1134) 岩波明著 筑摩書房 2015 493.73||オ
認知症にならないための生活習慣 神崎仁著 慶応義塾大学出版会2015 493.75||ニ
川崎病のすべて 全訂新版(小児科臨床ピクシス:9) 五十嵐隆総編集/石井正浩専門編集中山書店 2015 493.931||カ
川崎病の疫学 : 30年間の総括 柳川洋 [ほか] 編集診断と治療社 2002 493.931||カ
発達障害の疑問に答える(子どものこころと体シリーズ) 黒木俊秀編著 慶応義塾大学出版会2015 493.937||ハ
　外科学＜請求記号　494＞
緩和ケアゴールデンハンドブック 改訂第2版 堀夏樹編著 南江堂 2015 494.5||カ

青森ドクターヘリ劇的救命日記 今明秀著 毎日新聞社 2014 498||ア
日本医療クライシス : 「2025年問題」へのカウントダウンが始まった渡辺さちこ, アキよしかわ著幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売)2015 498.021||ニ
間違いだらけの病院選び : 最高の医療とは何か(PHP新書:991) 小林修三著 PHP研究所 2015 498.16||マ
脳の強化書 : アタマがみるみるシャープになる!! : Training menu of 66加藤俊徳著 あさ出版 2010 498.39||ノ||1

アタマがどんどん元気になる!! : Training menu of 41(もっと脳の強化書:2)加藤俊徳著 あさ出版 2015 498.39||ノ||2

それでも薬剤師は薬を飲まない(健康人新書:040) 宇多川久美子著広済堂出版 2015 498.5||ソ
消毒と滅菌のガイドライン 新版増補版 小林寛伊編集 へるす出版 2015 498.6||シ

薬剤師は薬を飲まない : あなたの病気が治らない本当の理由(健康人新書:032)宇多川久美子著廣済堂出版 2013 499.1||ヤ

川崎市立看護短期大学紀要 Vol.20 No.1 川崎市立看護短期大学紀要編集委員会編川崎市立看護短期大学2015 R090||カ||20(1)

最新医事関連法の完全知識 : これだけは知っておきたい医療事務66法 2015年版安藤秀雄著 医学通信社 2015 R498.12||サ||2015

やさしく学べるExcel 2013スクール標準教科書 5 日経BP社著 日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2013.11-007.63||ヤ||5

やさしく学べるWord 2013 : スクール標準教科書 5 日経BP社著 日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2013.11-007.63||ヤ||5

首都圏大学図書館ガイド : オトナの知的空間案内 斉藤道子編著 メイツ出版 2015.6 017.713||シ
子ども虐待への心理臨床 : 病的解離・愛着・EMDR・動物介在療法まで海野千畝子編著誠信書房 2015.6 146.8||コ
「家族」難民 : 生涯未婚率25%社会の衝撃 山田昌弘著 朝日新聞出版 2014.1 367.4||カ
若者の貧困・居場所・セカンドチャンス 青砥恭+さいたまユースサポートネット編太郎次郎社エディタス2015.6 367.6||ワ
ケアメンを生きる : 男性介護者100万人へのエール 津止正敏著 クリエイツかもがわ2013.5 369.26||ケ
ダウン症者とその家族でつくる豊かな生活 : 成人期ダウン症者の理解とサポート実践プログラム菅野敦, 橋本創一, 小島道生編著福村出版 2015.7 369.27||ダ
拝啓、アスペルガー先生 : 私の支援記録より 奥田健次著 飛鳥新社 2014.8 378||ハ
拝啓、アスペルガー先生 : 異才の出張カウンセラー実録 : マンガ版奥田健次原作/武嶌波漫画飛鳥新社 2015.2 378||ハ
場面緘黙Q&A : 幼稚園や学校でおしゃべりできない子どもたち かんもくネット著/角田圭子編学苑社 2008.3 378||バ
ペアレント・メンター活動ハンドブック : 親と地域でつながる支援井上雅彦, 吉川徹, 加藤香編著/日本ペアレント・メンター研究会著学苑社 2014.1 378||ペ
生命倫理と看護哲学 : 本間司遺稿集 本間司著 幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売)2015.3 401||セ
どんぐりの家 第1巻-第7巻(Big comics special) 山本おさむ著 小学館 1993.9-1998.1726.1||ド||1-7

ラプラスの魔女 東野圭吾著 KADOKAWA 2015.5 913.6||ヒ

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

　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

　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

　その他
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「深い河」 
遠藤周作，講談社，1993．（請求記号：913.6||エ） 

5人の日本人がそれぞれの理由を背負ってインド旅行のツアーに参加する。あるものは妻の「転生」 

の可能性を追って。またあるものは戦死した親友を弔うため。…ストーリーはそれぞれの人生の陰影が描き 

出される形をとっている。 

主題の性質上、「死」「愛」「宗教」「輪廻」など、いわゆる重い題材が含まれているものの、登場人物の 

それぞれの視点で多彩で印象深いエピソードが次々と展開され、読みやすい。純文学はちょっと、という方に 

特におすすめの一冊です。 

              永井 朋子先生 

「青森ドクターヘリ 劇的救命日記」 
今 明秀，毎日新聞社，2014．（請求記号：498||ア） 

救急医療を目指す学生さんには一押しの本！山下智久さん主演の医療ドラマ「コード・ブルー」が放送されて 

いた頃、本学の合同特別講義でそのモデルとなった千葉県の救命救急センター長のお話を学生達が目を輝かせて 

聴いていたのをよく覚えている。学生の出席率が過去最高だった！？今医師は、2013年7月NHK「総合診療医 

ドクターG」に出演、外傷外科のプロと紹介された。この本は彼が青森県のドクターヘリ体制をゼロから築き上げ、 

その最前線で闘い続ける日々を書き上げたドキュメント。亡くなって当然とされるような患者を助けること、 

私はそれを『劇的救命』と呼び、全力で取り組んでいる（本書より）。全国学校図書館協議会推薦図書。 

彼の奥様は私の親友！ 

                                        小濱 優子先生 

先生のおすすめ本 

今月のおすすめ図書 
みなさん、夏季休暇ではリフレッシュできました？ 

後期が始まりました。気を引き締めて一緒に勉強していきましょう！ 

グループワークの授業のための、スペースを設けました。 

図書館では課題に関連する資料検索について、聞きたい！わからない！など気軽に 

カウンターまでお声がけください。 

川崎病 

慢性閉塞性肺疾患 

に関連する図書を並べました。 

グループワーク貸出でぜひ活用 

してください。 

グループワーク貸出 

１人１０冊まで 

（参考図書・雑誌も貸出可） 

当日返却 
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本学機関リポジトリ公開決定！ 
来春本公開に向けてシリーズ解説（１） 

オープンアクセスとは、学術論文・学術研究の成果を、経済的・法的・技術的障壁なく、 

インターネットを介して誰もが自由に利用できるサービスのこと。 

 

本学機関リポジトリでは、川崎市立看護短期大学紀要のオープンアクセスを実施します。 

大学等の学術機関で生産された電子的な知的生産物を蓄積・保存し、 

原則的に無償で発信するためのインターネット上の保存書庫。 

リポジトリ 

とは？ 

誕生の背景 
（１）学術雑誌の価格高騰、学術出版市場の寡占化 

（２）オープンアクセス運動の実現化 

「涼しくなってきました。体調管理には 

くれぐれもお気をつけて」 
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