
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。 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

医学・看護略語mini note : 5000語収録! 改訂第2版 月刊ナーシング編集室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||N034||イ

医学・看護・介護申し送り言葉mini note(月刊ナーシング)月刊ナーシング編集室編集学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2014 492.9||N034||イ

PASS NOTE : 看護師国試 2016年版 チャレンジテスト看護師国試対策室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||N039||パ-2016

看護のなかの出会い : "生と死に仕える"ための一助として(Nature of nursing)菊地多嘉子著 日本看護協会出版会2015 492.9||N049||カ

解剖と疾患と看護がつながる! 第2版 さわ研究所講師陣著医歯薬出版 2015 492.9||N100||カ

褥瘡治療・ケアの「こんなときどうする?」/ 渡邊千登世 [ほか] 編集 照林社 2015 492.9||N211||ジ

ハート先生の心電図教室 改訂新版 初級編 市田聡著/心臓病看護教育研究会編集医学同人社 (発売)2015 492.9||N212||ハ

看護管理者のコンピテンシー・モデル事例集 : 書き方とその評価看護管理コンピテンシー研究会編医学書院 2015 492.9||N230||カ

今日から使う看護現場の基本交渉術 北浦暁子, 渡辺徹著医学書院 2015 492.9||N230||キ

看護学生実習ポケットノート Nursing Canvas編集室編学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2013 492.9||N246||カ

脳卒中看護実践マニュアル 新版 田村綾子, 坂井信幸, 橋本洋一郎編メディカ出版 2015 492.9||N541||ノ

脳卒中急性期観察とドクターコール 池田亮編著 日総研出版 2015 492.9||N541||ノ

エンド・オブ・ライフを見据えた"高齢者看護のキホン"100 岡本充子 [ほか] 編日本看護協会出版会2015 492.9||N600||エ

緊急時にどう動く?症状別在宅看護ポイントブック 平原優美編集 照林社 2015 492.9||N820||キ

先天性心疾患の周術期看護  新版 中西敏雄編著 メディカ出版 2015 492.9||N951||セ

「お迎え」されて人は逝く : 終末期医療と看取りのいま(ポプラ新書:066)奥野滋子著 ポプラ社 2015 490.15||オ

「死に方」格差社会 : 満足できる死を迎えるためには(SB新書:310)富家孝著 SBクリエイティブ2015 490.15||シ

マインドマップでつながる!わかる!解剖・機能・症状・疾患辰元宗人総監修学研メディカル秀潤社/学研マーケティング(発売)2015 491.3||マ

みるよむわかる生理学 : ヒトの体はこんなにすごい 岡田隆夫著 医学書院 2015 491.3||ミ

シンプル病理学 改訂第7版 笹野公伸, 岡田保典, 安井弥編集南江堂 2015 491.6||シ

がん幹細胞の謎にせまる : 新時代の先端がん治療へ(ちくま新書:1140)山崎裕人著 筑摩書房 2015 491.65||ガ

101疾患のポイント : Mini Note : 持つだけで完成!101疾患のMYノート竹田津文俊著 学研メディカル秀潤社2015 492||ヒ

Dr.讃岐流気管挿管トレーニング : ビデオ喉頭鏡でラクラク習得!讃岐美智義著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2013 492.28||ド

循環器疾患ビジュアルブック 大西哲, 田鎖治, 山崎正雄編集学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2010 493.2||ジ

消化器疾患ビジュアルブック 第2版 針原康, 松橋信行, 小西敏郎編学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2014 493.4||シ

専門医がやさしく語るはじめての精神医学 改訂第2版 渡辺雅幸著 中山書店 2015 493.7||セ

脳卒中リハビリガイド : 生活の質を高める105のコツ 第2版田口芳雄監修 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2014 493.73||シ

脳卒中のリハビリテーション : 生活機能に基づくアプローチGlen Gillen編著/清水一, 宮口英樹, 松原麻子監訳三輪書店 2015 493.73||ノ

脳卒中ビジュアルテキスト 第4版 荒木信夫, 高木誠, 厚東篤生著医学書院 2015 493.73||ノ

「ギャンブル依存症」からの脱出 : 薬なしで8割治る"欲望充足メソッド"(SB新書:312)河本泰信著 SBクリエイティブ2015 493.74||ギ

　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 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　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）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

もの忘れ外来の専門医が教える「あきらめるな!」アルツハイマー病宇野正威著 主婦の友インフォス情報社/主婦の友社 (発売)2015 493.75||モ

発達障害に気づかない大人たち [正編](祥伝社新書:190, 237)星野仁彦 [著] 祥伝社 2015 493.76||ハ||1

肺炎球菌ワクチンの新しい展開 改訂4版 金澤實, 大石和徳編医薬ジャーナル社2015 493.83||ハ

今日の小児治療指針 第16版 水口雅, 市橋光, 崎山弘総編集医学書院 2015 493.92||コ

直伝小児の薬の選び方・使い方 : 小児科専門医の手の内を公開! 改訂4版横田俊平, 田原卓浩, 橋本剛太郎編集南山堂 2015 493.92||ジ

乳幼児健診マニュアル 第5版 福岡地区小児科医会乳幼児保健委員会編集医学書院 2015 493.92||ニ

　外科学＜請求記号　494＞
手術室・ICUで使う薬剤ノート 改訂6版 河本昌志編集 メディカ出版 2015 494.2||シ

緩和ケアという物語 : 正しい説明という暴力 岸本寛史著 創元社 2015 494.5||カ

看取りの技術 : 平方流上手な最期の迎えさせ方 平方真著/日経メディカル編集日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2015 494.5||ミ

下肢救済マニュアル 上村哲司 [ほか] 編学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2014 494.67||カ

自信がもてる!リハビリテーション臨床実習 : 脳卒中ケースで臨場感を体験川上途行 [ほか] 編集医歯薬出版 2015 494.78||ジ

在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 第3版 日本褥瘡学会編集照林社 2015 494.8||ザ

褥瘡ガイドブック 第2版 日本褥瘡学会編集照林社 2015 494.8||ジ

皮膚科疾患ビジュアルブック 新版 五十嵐敦之編集学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2012 494.8||ヒ

CKD患者の療養指導ガイド : どうする?透析導入前後の支援篠田俊雄, 杉田和代編著学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2014 494.93||シ

子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち 黒川祥子著 集英社 2015 495.43||シ

あなたも名医!在宅「看取り」 : 最期を支える! 多死社会に備える!(jmed mook:39)鈴木央編 日本医事新報社2015 498||ア

新しいかながわを築く : コミュニティを支える医療・教育・文化(21世紀かながわ円卓会議:2011年度)かながわ国際交流財団湘南国際村学術研究センター編かながわ国際交流財団湘南国際村学術研究センター2012 498||ア

現代医療の社会学 : 日本の現状と課題 新版(Sekaishiso seminar)中川輝彦, 黒田浩一郎編世界思想社 2015 498||ゲ

日本の医療 : その仕組みと新たな展開 岩渕豊著 中央法規出版 2015 498.1||ニ

第六次改正医療法の解説 : 2025年に向けた医療提供体制の改革の全体像中央法規出版 2015 498.12||ダ

感情を整える技術 : なぜこんなにイライラしてしまうのか(ベスト新書:482)保坂隆著 ベストセラーズ2015 498.39||カ

シニアが楽しむ言葉遊びと思い出クイズ・記憶遊び 今井弘雄著 黎明書房 2015 498.39||シ

感染症疫学ハンドブック 吉田眞紀子, 堀成美編集医学書院 2015 498.6||カ

パンデミック症候群 : 国境を越える処方箋(エネルギーフォーラム新書:033)勝田吉彰著 エネルギーフォーラム2015 498.6||パ

世界国勢図会 2015/16年版 矢野恒太記念会編国勢社 2015 R350.9||セ||2015-16

障害者白書 平成27年版 総理府編 大蔵省印刷局 2015 R369.27||シ||2015

年報医事法学 30(2015) 日本医事法学会編日本評論社 2015 R498.12||ネ||30

JAPIC医療用医薬品集 2016 日本医薬情報センター編集日本医薬情報センター/丸善株式会社出版事業部 (発売)2015 R499.1||ジ||2016-1

JAPIC医療用医薬品集 2016[別冊付録] 日本医薬情報センター編集日本医薬情報センター/丸善株式会社出版事業部 (発売)2015 R499.1||ジ||2016-2

ミシュランガイド横浜・川崎・湘南 : RESTAURANTS & HOTELS 2015特別版日本ミシュランタイヤ2015 291.37||ミ

家族心理学研究 第29巻　第1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||29-1

日常場面で実践する対人援助スーパービジョン 植田寿之著 創元社 2015 369.1||ニ

高齢者福祉のしおり 平成27年度 川崎市健康福祉局長寿社会部編川崎市健康福祉局長寿社会部2015 369.26||コ||2015

理論的アプローチと各国の取組み(子どもの貧困/不利/困難を考える:1)埋橋孝文, 矢野裕俊編著ミネルヴァ書房2015 369.4||コ||1

社会的支援をめぐる政策的アプローチ(子どもの貧困/不利/困難を考える:2)埋橋孝文, 大塩まゆみ, 居神浩編著ミネルヴァ書房2015 369.4||コ||2

医療福祉総合ガイドブック 2015年度版 日本医療ソーシャルワーク研究会編集医学書院 2015 369.9||イ||2015

子どものまま中年化する若者たち : 根拠なき万能感とあきらめの心理(幻冬舎新書:386)鍋田恭孝著 幻冬舎 2015 371.47||コ

頭皮で解決!髪のエイジング・トラブル 永本玲英子監修産業編集センター2015 595.4||ト

おにぎらず しらいしやすこ監修宝島社 2015 596.3||オ

俯瞰力 : 新・生き方術(断捨離:続) やましたひでこ著マガジンハウス2011 597.5||シ||2

自在力 : 新・ココロの片づけ術 : 断捨離のファイナルステージやましたひでこ著マガジンハウス2013 597.5||シ||3

うちの子が泣いてるワケ グレッグ・ペンブローク著/波田孝介訳新潮社 2015 748||ウ

とっさのときにすぐ護れる女性のための護身術(講談社の実用book)伊藤祐靖著 講談社 2015 789.9||ト

天声人語 : 英文対照 v. 181 2015夏 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳原書房 2015 837||テ||181

月の影影の海 上/下　(新潮文庫 小野不由美著 新潮社 2012 913.6||オ||1、2

君の膵臓をたべたい 住野よる著 双葉社 2015 913.6||ス

晴れたらいいね 藤岡陽子著 光文社 2015 913.6||フ

ワンダー R・J・パラシオ作/中井はるの訳ほるぷ出版 2015 933||パ

　調べるための本

　その他

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　 495)

2015
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食べることが大好きな私のおすすめです。舞台は江戸

の下町。幼い頃に両親を水害で亡くし孤児となった主人

公の澪（みお）が女料理人として、様々な苦労や妨害に

めげず周囲の人に支えられ、料理人として成長して行

きます。澪の心星とする「食は、人の天なり」。人の口か

ら入る食が命を繋ぐという言葉が大好きです。雲外蒼天

のごとく生きる澪に感銘し、一気に読み進めます。以前、

T V 化され北川景子が澪を演じましたが、私の中では黒

木華です。読んだ方、感想をください。  
 

髙野 真由美 先生 

 タイトル： 

『みをつくし料理帖』 

（ハルキ文庫, . 時代小説文庫, 

 全10巻+1巻） 

髙田郁著 ，角川春樹事務所，

2009-2014  

 （請求記号：913.6||タ） 

11月の特集は、『闘病記』です。（請求記号：916 分類：ルポタージュ） 

 

人は病気になったとき、その病気や治療法だけでなく、生活に関する不安や疑問についても知りたいと思うもの。

患者さんやその家族の目線から「闘病記」を考察してみてはいかかがでしょうか？ 
＜参考図書＞ 
『闘病記文庫入門 : 医療情報資源としての闘病記の提供方法 』,石井保志著 ：日本図書館協会, 2011..6 ,（請求記号：015||ト） 

『病気になった時に読むがん闘病記読書案内 』,闘病記専門古書店パラメディカほか編：三省堂, 2010.3,（請求記号：494.5||ビ） 

＜参考ＵＲＬ＞ 

東京都立中央図書館＞健康・医療情報＞闘病記文庫 

http://www.library.metro.tokyo.jp/reference/central_library/health_medical/tabid/408/Default.aspx 

本学機関リポジトリ公開決定！ 

闘病記  シールが貼ってあります！ 

 

ご紹介する「こころの処方箋」という本は、友達の家へ遊び

に行った時にリビングで転がっていた本です。初めは「えっ、

もしかして友達、こころが病んでる？」なんて思いましたが、

読んでみると日常にありがちな困難や課題についての解決

策が平易な言葉で綴られていました。処方箋は全部で 5 5 項

目あり、 1 項目4 ページで書かれています。こころに響く処方

箋がいくつかありますので、時間のある時に、こころの処方

箋を受け取ってみてください。  

タイトル：『こころの処方箋』 

河合隼雄著，新潮社 ，1992.1  

 （請求記号：146.8||コ） 

平井 孝次郎 先生 
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 今回は機関リポジトリの利点について紹介します。  

「機関リポジトリ」とは何だったか覚えていますか？？  

大学や研究機関で生産された電子的な知的生産物（大学の紀要や研

究報告書など）を管理、保存し、無償（原則的）で発信するための、イン

ターネット上の書庫のようなものでしたね。  

 例えば10月初旬に発表のあった（祝！）ノーベル賞を受賞された大村

氏、梶田氏の執筆論文も、インターネットを介して読むことができます。  
＜下記ＵＲＬ参照＞ 

・JAIRO   http://ju.nii.ac.jp/ 

・J-STAGE  https://www.jstage.jst.go.jp/pub/html/AY04S010_ja.html 

・Google Scholar  http://scholar.google.co.jp/ 
 

 そして、この誰もが自由に学術論文、学術研究成果にアクセスし、閲

覧できること＝「オープンアクセス」こそ、リポジトリの最大の利点と言

えるでしょう。大学等の研究成果を機関リポジトリを通して、より広く社

会に還元しているのです！ 

11月になり、日ごとに寒くなって

きました。風邪や、インフルエンザ

に罹らないよう体調管理に気をつけ

ましょう。 

図書館では、冷えないように、 

ブランケットを貸し出ししていま

す！！ 

 

リポジトリ

の利点 ① 

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（3） 

図書館利用のご案内 

国試対策応援中！！ 
図書館では、国試対策室開設に合わせて、

月曜日の開館時間を 

10時から9時に早めます。 

ご利用お待ちしています！ 
（11/30（月）より、国試終了の月曜日まで） 
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