
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護師国家試験合格対策必修問題360選 2016年度 東京学参 2015 492.9||N039||カ2016
看護師国試必修問題完全予想450問 2016(プチナース) 看護師国家試験対策プロジェクト編照林社 2015 492.9||N039||カ2016
直前α : 看護師国試対策ブック : 公衆衛生・関係法規・社会福祉 2016今西春彦編著 メディカ出版 2015 492.9||N039||チ2016
必修問題まんてんGET! : 看護師国家試験対策ブック 2016看護師国家試験対策研究会編メディカ出版 2015 492.9||N039||ヒ2016
いのちに寄り添うひとへ : 看護の原点にあるもの(Nature of nursing)真壁伍郎著 日本看護協会出版会2015 492.9||N049||イ
なぜ?どうして?チェキラ : 看護師国家試験のための 第6版医療情報科学研究所編集メディックメディア2015 492.9||N080||ナ

医療の接遇 : 基本マニュアル&演習 新版 医療タイムス社教育研修事業部編医療タイムス社2015 492.9||N150||イ

導尿・浣腸・摘便ができる : web動画付 福家幸子, 山岡麗, 千崎陽子著医学書院 2015 492.9||N210||ド
人工呼吸器離脱のための標準テキスト 佐藤憲明 [ほか] 編学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N212||ジ
疾患・状況・看護場面別フィジカルアセスメントディシジョン志村知子 [ほか] 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||N221||シ
看護介入分類(NIC) Gloria M. Bulechek [ほか] 編/中木高夫, 黒田裕子監訳エルゼビア・ジャパン/南江堂/南江堂 (発売)2015 492.9||N222||カ
看護成果分類(NOC) : 成果測定のための指標・測定尺度Sue Moorhead [ほか] 原著/黒田裕子, 聖隷浜松病院看護部監訳エルゼビア・ジャパン2015 492.9||N227||カ
記録委員業務遂行の実務 前田章子, 柳沼久美子執筆代表日総研出版 2015 492.9||N228||キ
チームの連携力を高めるカンファレンスの進め方 第2版篠田道子編集 日本看護協会出版会2015 492.9||N234||チ
事例で学ぶ人工呼吸器アラーム対応 : もう,アラームにあわてない!野口裕幸著 学研メディカル秀潤社2015 492.9||N235||ジ
退院支援ガイドブック : 「これまでの暮らし」「そしてこれから」をみすえてかかわる坂井志麻編集 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N237||タ
異端の看護教育 : 中西睦子が語る 中西睦子著/松澤和正聞き手・構成医学書院 2015 492.9||N240||イ
看護教員に伝えたい学校管理・運営の知恵と工夫 江川万千代編集/江川万千代, 鮫島陽子, 小川恵美執筆医学書院 2015 492.9||N243||カ

ナースのための糖尿病透析予防支援ガイド 日本糖尿病教育・看護学会編日本看護協会出版会2015 492.9||N551||ナ
ナースのための透析ハンドブック 改訂4版 三木隆己編 : 白井みどり編医薬ジャーナル社2015 492.9||N555||ナ
ナースのためのやさしくわかるストーマケア 溝上祐子監修 ナツメ社 2015 492.9||N571||ナ

認知症高齢者の世界 日本赤十字看護学会臨床看護実践開発事業委員会編日本看護協会出版会2015 492.9||N680||ニ

看護学生のための精神看護学概論 東中須恵子編著大学教育出版 2015 492.9||N700||カ
精神科退院支援ビギナーズノート 全訂新版 末安民生編集 中山書店 2015 492.9||N700||セ
対人関係とコミュニケーション : 依存症・触法精神障害者への支援から考える渡邊敦子, 安齊順子編著北樹出版 2015 492.9||N740||タ

訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 平成27年改定対応版日本訪問看護財団編集中央法規出版 2015 492.9||N820||ホ
訪問看護アセスメント・プロトコル : 生命・生活の両面から捉える 改訂版岡本茂雄編集 中央法規出版 2015 492.9||N820||ホ

ドレーン・カテーテル・チューブ管理完全ガイド 窪田敬一編集 照林社 2015 492.9||N951||ド
ICUスタッフのための人工呼吸ケア : 最重要症例でがっちり読みとく!讃井將満編著 メディカ出版 2015 492.9||N953||ア

全部見えるスーパービジュアル消化器疾患 山本雅一総監修成美堂出版 2013 492||ゼ||2
全部見えるスーパービジュアル脳・神経疾患 服部光男監修 成美堂出版 2014 492||ゼ||4
全部見えるスーパービジュアル整形外科疾患 高井信朗監修 成美堂出版 2014 492||ゼ||5

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　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）

　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 )

２０１５年10月 

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

呼吸器疾患(Navigateシリーズ) 石橋賢一著 医学書院 2015 493.3||コ
患者吸入指導のコツと吸入デバイス操作法のピットホール 改訂4版大林浩幸著 医薬ジャーナル社2015 493.36||カ
慢性閉塞性肺疾患 改訂第2版(新しい診断と治療のABC:1. 呼吸器:1)泉孝英編集 最新医学社 2010 493.38||マ
ロコモティブシンドロームのすべて(生涯教育シリーズ)大江隆史, 葛谷雅文, 星野雄一編集日本医師会/診断と治療社 (発売)2015 493.6||ロ
脳卒中治療ガイドライン 2015 篠原幸人 [ほか] 編集[脳卒中合同ガイドライン委員会]2015 493.73||ノ||2015
小児救急医療(小児科臨床ピクシス:1) 羽鳥文麿専門編集中山書店 2008 493.9||シ||1
発達障害の理解と対応 改訂第2版(小児科臨床ピクシス:2)平岩幹男専門編集中山書店 2014 493.9||シ||2
小児てんかんの最新医療 改訂第2版(小児科臨床ピクシス:3)岡明専門編集 中山書店 2014 493.9||シ||3
予防接種 全訂新版(小児科臨床ピクシス:4) 渡辺博専門編集中山書店 2014 493.9||シ||4
年代別アレルギー疾患への対応 全訂新版(小児科臨床ピクシス:5)五十嵐隆総編集/海老澤元宏専門編集中山書店 2015 493.9||シ||5
小児メタボリックシンドローム(小児科臨床ピクシス:6) 大関武彦専門編集中山書店 2009 493.9||シ||6
アトピー性皮膚炎と皮膚疾患(小児科臨床ピクシス:7) 大矢幸弘, 馬場直子専門編集中山書店 2009 493.9||シ||7
小児プライマリケア(小児科臨床ピクシス:8) 横田俊一郎専門編集中山書店 2009 493.9||シ||8
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 493.9||シ||9
小児白血病診療(小児科臨床ピクシス:10) 菊地陽専門編集中山書店 2009 493.9||シ||10
抗菌薬・抗ウイルス薬の使い方(小児科臨床ピクシス:11)尾内一信専門編集中山書店 2009 493.9||シ||11
小児の頭痛 : 診かた治しかた(小児科臨床ピクシス:12) 椎原弘章専門編集中山書店 2009 493.9||シ||12
起立性調節障害(小児科臨床ピクシス:13) 田中英高専門編集中山書店 2010 493.9||シ||13
睡眠関連病態(小児科臨床ピクシス:14) 神山潤専門編集中山書店 2010 493.9||シ||14
不登校・いじめ : その背景とアドバイス(小児科臨床ピクシス:15)平岩幹男専門編集中山書店 2010 493.9||シ||15
新生児医療(小児科臨床ピクシス:16) 渡辺とよ子専門編集中山書店 2010 493.9||シ||16
年代別子どもの皮膚疾患(小児科臨床ピクシス:17) 馬場直子専門編集中山書店 2010 493.9||シ||17
下痢・便秘(小児科臨床ピクシス:18) 清水俊明専門編集中山書店 2010 493.9||シ||18
ここまでわかった小児の発達(小児科臨床ピクシス:19) 久保田雅也専門編集中山書店 2010 493.9||シ||19
かぜ症候群と合併症(小児科臨床ピクシス:20) 草刈章専門編集中山書店 2010 493.9||シ||20
小児外来で役立つ外科的処置(小児科臨床ピクシス:21) 里見昭専門編集中山書店 2010 493.9||シ||21
見逃せない先天代謝異常(小児科臨床ピクシス:23) 高柳正樹専門編集中山書店 2010 493.9||シ||23
症状別検査の選び方・進め方(小児科臨床ピクシス:24) 石井栄三郎専門編集中山書店 2011 493.9||シ||24
小児感染症 : 最新カレンダー&マップ(小児科臨床ピクシス:25)細矢光亮専門編集中山書店 2011 493.9||シ||25
小児慢性疾患のサポート(小児科臨床ピクシス:26) 楠田聡専門編集中山書店 2011 493.9||シ||26
耳・鼻・のど・いびき(小児科臨床ピクシス:27) 喜多村健専門編集中山書店 2011 493.9||シ||27
発熱の診かたと対応(小児科臨床ピクシス:29) 田原卓浩専門編集中山書店 2011 493.9||シ||29
小児画像診断(小児科臨床ピクシス:30) 小熊栄二専門編集中山書店 2012 493.9||シ||30
川崎病は、いま : 聞き書き川崎富作 川崎富作 [述]/細川静雄, 原信田実編著木魂社 2006 493.931||カ
災害と子どものこころ(集英社新書:0663I) 清水將之 [ほか] 著集英社 2012 493.937||サ

MFICU母体・胎児ICUマニュアル 改訂3版 全国周産期医療(MFICU)連絡協議会編著メディカ出版 2015 495.5||エ

初学者のための質的研究26の教え 中嶌洋著 医学書院 2015 498.07||シ

　調べるための本
家計調査年報 平成26年 1 家計収支編 総理府統計局編集日本統計協会 2015 R365.4||カ||2014-1
男女共同参画白書 平成27年版 総理府編 大蔵省印刷局 2015 R367.21||ダ||2015
国民の福祉と介護の動向 2015/2016(厚生の指標臨時増刊:第59巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号)厚生労働統計協会編厚生労働統計協会2015 R369||コ||2015-2016
高齢社会白書 平成27年版 総務庁編 大蔵省印刷局 2015 R369.26||コ||2015
老人福祉関係法令通知集 平成27年版 老人福祉問題研究会編老人福祉研究会2015 R369.26||ロ||2015
戦後70年 寛容さを失う社会 : 子どもを信頼できますか?(子ども白書:2015. 「子どもを大切にする国」をめざして)日本子どもを守る会編本の泉社 2015 R369.4||コ||2015
医療財政、崩壊か再建か「国民医療」改革へ向けた緊急提言!(医療白書:2015-2016年度版)ヘルスケア総合政策研究所企画・制作日本医療企画 2015 R498||イ||2015-2016
国民衛生の動向 2015/2016年(厚生の指標臨時増刊) 厚生統計協会編厚生統計協会 2015 R498.059||コ||2015-2016
地域保健・健康増進事業報告 平成25年度 地域保健編 厚生労働省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R498.1||チ||2013-1
地域保健・健康増進事業報告 平成25年度 健康増進編 厚生労働省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R498.1||チ||2013-2

あなたの知らない心理学 : 大学で学ぶ心理学入門 中西大輔, 今田純雄編ナカニシヤ出版2015 140||ア
セルフ・ネグレクトの人への支援 : ゴミ屋敷・サービス拒否・孤立事例への対応と予防岸恵美子編集代表/小宮山恵美, 滝沢香, 吉岡幸子編集中央法規出版 2015 367.7||セ
SNSって面白いの? : 何が便利で、何が怖いのか(ブルーバックス:B-1926)草野真一著 講談社 2015 547.48||エ
新・片づけ術 : 「片づけ」で、人生が変わる。 やましたひでこ著マガジンハウス2009 597.5||シ
大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊淳子著 研究社 2015 816.5||ダ
中原中也詩集(新潮文庫:な-35-1) 中原中也 [著]/吉田熈生編新潮社 2000 911.56||ナ
明日の記憶(光文社文庫) 荻原浩著 光文社 2007 913.6||ア

　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)

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　その他
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
不祥事 : 新装版(講談社文庫:[い-85-13]) 池井戸潤 [著] 講談社 2011 913.6||イ
銀行仕置人(双葉文庫:い-35-02) 池井戸潤編 双葉社 2008 913.6||イ
銀行狐(講談社文庫:[い-85-3]) 池井戸潤[著] 講談社 2004 913.6||イ
なりたい 畠中恵著 新潮社 2015 913.6||ハ
悲素 帚木蓬生著 新潮社 2015 913.6||ハ
天空の蜂 東野圭吾著 講談社 2015 913.6||ヒ
リバース 湊かなえ著 講談社 2015 913.6||ミ
そんな軽い命なら私にください : 余命ゼロいのちのメッセージ渡部成俊著 大和書房 2007 916||ソ

　　　　

本学機関リポジトリ公開決定！ 
                        来春公開に向けてシリーズ解説（２） 

 今月のおすすめ本は、盛りだくさんです！！ 
 ① 先月に引き続きグループワーク授業のための 

     川崎病・慢性閉塞性肺疾患に関する図書 

 ② 老年看護過程演習のための 
     脳卒中（脳梗塞）・誤嚥性肺炎・せん妄に関する図書 
 ③ 『闘病記』 
     病気や患者さんのことを、読書の秋に学んでみませんか 
窓側雑誌架の上に、並んでます。ご活用ください！！ 

文部科学省の学位規則改正で、 

  博士論文は、原則機関リポジトリでの 
             公開が義務化されました。          

学位規則 

    改正 
      (H25.4) 

専門的論文が簡単に読めるようになりました。 
各大学の機関リポジトリでも読めますが、お薦めのデータベースを紹介します！ 
 
＊CiNii Dissertations  http://ci.nii.ac.jp/d/?l=ja 

 学位規則の改正に伴い、2013年4月以降に授与された博士の学位に係る論文（博士論文）

のインターネット公表が義務化されました。  しかし、その公表先は各大学毎に異なるため、博

士論文のサーベイは手間がかかり、調査漏れの不安が付きまとうものでした。  CiNii 

Dissertationsはこれら博士論文の一元的な検索を可能にし、目的の論文へナビゲートする

サービスです。  

＊JAIRO(ジャイロ） http://jairo.nii.ac.jp/ 
 日本の学術機関リポジトリに蓄積された学術情報（学術雑誌論文、学位論文、研究紀要、研

究報告書など）を検索できるデータベースです。 
 

本学機関リポジトリでは、川崎市立看護短期大学紀要を公開します！ 
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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。

休 館 10時開館 17時閉館 

福永 ひとみ 先生 

岩瀨 和恵 先生 
 タイトル ： 『明日の記憶 』 

 著者 ： 荻原 浩     出版社 ： 光文社 

 タイトル ： 『中原中也詩集』（新潮社文庫) 

 著者 ： 中原 中也  編 : 吉田 凞生 出版社 ： 新潮社（新潮社文庫） 

働き盛りの40歳代男性営業マン、妻と娘がおり、娘はもうすぐ結婚、その中で突如物忘れがひ

どくなってきます。最初は物忘れ程度に思っていたのですが、若年性認知症だとわかります。症

状が進行していく中で、忘れないよう会話の内容まですべてメモをとる、よく行く得意先の会社な

のに行き方がわからない等々、様々な苦悩を主人公の目線で書かれています。 

 主人公の目線だからこそ、この男性の気持ちが伝わってきます。ぜひ読んでみてください。 

「幾時代がありまして・・ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」(サーカス)、「汚れちまった悲しみに 

今日も小雪の降りかかる・・」(汚れちまった悲しみに・・)、、、日常的な言葉に独特な韻を踏み、

耽美で透明感があり、やさしく哀しみにみちています。きわめて現実的問題に向き合い疲弊した

時、私は中也の詩を読みます。又吉氏の芥川賞効果で純文学に脚光があたっている今、是非

一度お手にとってみて下さい。吉田氏の解説もいいですよ。  

16時30分閉館 
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