
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

ナイチンゲール讃歌 城ヶ端初子編著サイオ出版 2015 492.9||N020||ナ
健康支援と社会保障制度 2016(看護国試シリーズ. みるみるナーシング)テコム編集委員会編医学評論社 2015 492.9||N039||カ2016

看護学への招待 : 看護の精神と科学をかたちにするための 菱沼典子著 ライフサポート社2015 492.9||N100||カ
看護理論 : 看護理論20の理解と実践への応用 改訂第2版(看護学テキストnice)筒井真優美編集南江堂 2015 492.9||N110||カ
看護診断のためのよくわかる中範囲理論 第2版 黒田裕子監修 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N110||カ

看護技術プラクティス : 医療安全と感染管理をふまえた 第3版, 動画付き竹尾惠子監修 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N210||カ
基礎と臨床がつながる疾患別看護過程(Nursing canvas book:4) 菅原美樹, 瀬戸奈津子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 492.9||N220||キ
まるごとやりなおしのフィジカルアセスメント : チャートとイラストで見てわかる!山勢博彰編著 メディカ出版 2015 492.9||N221||マ
看護の“知の見える化"で現場が変わる! : 陣田塾 : より良い看護実践のための概念化スキル教えます!陣田泰子編著 メディカ出版 2015 492.9||N230||カ
七転び八起きの創造的看護管理 小宮美恵子著 産労総合研究所出版部経営書院2015 492.9||N230||ナ
メンバーシップ&リーダーシップマインド超入門 : チームに受け入れられるナースになる! : ナビトレ : 人間関係力アップ!(Smart nurse Books:25)大島敏子著・監修/濱田安岐子編著/小平さち子著メディカ出版 2015 492.9||N230||メ
介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト 改訂 全国訪問看護事業協会編集中央法規出版 2015 492.9||N235||カ
看護師のための統計学 改訂版 三野大來著 共立出版 2015 492.9||N251||カ
看護学生のためのレポート書き方教室(プチナースBooks) 江原勝幸著 照林社 2015 492.9||N251||カ

日本糖尿病教育・看護学会誌 第19巻第2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(2)

高齢者へのアロマセラピー : 日々の看護・介護ケアに取り入れる : holistic care所澤いづみ著 日本看護協会出版会2015 492.9||N640||コ

精神科看護の知識と実際 改訂2版(臨床ナースのためのBasic & Standard)村井俊哉, 吉田佳郎, 平澤久一編著メディカ出版 2015 492.9||N700||セ
精神看護学 : 学生-患者のストーリーで綴る実習展開 第2版 田中美恵子編著医歯薬出版 2015 492.9||N700||セ
日本精神科看護学術集会誌 Vol 58, No 1 日本精神科看護技術協会 [編]日本精神科看護技術協会2015 492.9||N700||ニ58(1)

日本精神科看護学術集会誌 Vol 58, No 2 日本精神科看護技術協会 [編]日本精神科看護技術協会2015 492.9||N700||ニ58(2)

在宅におけるエンドオブライフ・ケア : 看護職が知っておくべき基礎知識島内節, 内田陽子編著ミネルヴァ書房2015 492.9||N820||ザ
小児・重症児者の訪問看護(Q&Aと事例でわかる訪問看護) 田中道子, 前田浩利編著中央法規出版 2015 492.9||N820||シ
訪問看護師が見つめた人間が老いて死ぬということ 宮子あずさ著 海竜社 2015 492.9||N820||ホ
周産期・子育て期の家族支援 : 家族を見つめ、ケアするための家族看護事例集松原まなみ, 田中千絵編著メディカ出版 2015 492.9||N860||シ

写真でわかるリハビリテーション看護 : 看護に生かすリハビリテーションの知識と技法 改訂第2版(写真でわかるシリーズ)林泰史監修 インターメディカ2015 492.9||N920||シ
回復期リハディジーズ : 疾患ごとの看護実践がみえる 和田玲編集 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.9||N960||カ

心臓外科医が描いた正しい心臓解剖図 : 透視図→心カテ : 断面図→心エコー : 見たいところが見える : 心臓の立体構造を細密画で理解する(Circulation up-to-date books:01)末次文祥著 メディカ出版 2014 491.123||シ

モーションエイド : 姿勢・動作の援助理論と実践法 下元佳子著 中山書店 2015 492.5||モ

精神神経疾患ビジュアルブック 秋山剛, 音羽健司編集学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 493.72||セ
大人のADHDワークブック ラッセル・A・バークレー, クリスティン・M・ベントン著/山藤奈穂子訳星和書店 2015 493.73||オ

　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 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

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 )

　臨床医学　診断・治療　 ( 請求記号 492)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )
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どうなる高齢者の医療・保健・福祉・介護 : 医療介護総合法や新オレンジプランの問題と自治体保健師の課題企画・編集(PHNブックレット:17)篠崎次男著/全国保健師活動研究会萌文社 2015 498.1||ド
看護師の専門常識基礎知識 : 受験する前に知っておきたい 大脇和子監修 滋慶出版/つちや書店2015 498.14||カ
ナラティブ・ホスピタル : 患者と紡ぐ医療・看護・介護 乙野隆彦著 幻冬舎メディアコンサルティング/幻冬舎 (発売)2015 498.16||ナ
わかりやすい栄養学 : 臨床・地域で役立つ食生活指導の実際 第4版中村美知子, 長谷川恭子編ヌーヴェルヒロカワ2015 498.55||ワ

ワイドアトラス世界地図帳 新訂 平凡社編 平凡社 2015 R290.38||ワ
ワイドアトラス日本地図帳 新訂 平凡社編 平凡社 2015 R291.038||ワ
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告より 平成23年健康・栄養情報研究会編第一出版 2015 R498.55||コ||2011

　視聴覚資料
免疫とアレルギー疾患(健康・保健シリーズ. 目で見る子どもの保健/病気編:VOL.3)医学映像教育センター (発売)2015 DVDNo.106-3

訪問看護において必要な倫理と態度(看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:vol.2/ab)医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2015 DVDNo.107-2

皮膚ケアを必要とする療養者の看護～ストーマ・褥瘡のケア～(看護教育シリーズ. 目で見る訪問看護:vol.5)医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2015 DVDNo.107-5

喘息発作で入院した小児の看護事例(看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 1)小川純子原案 医学映像教育センター2014 DVDNo.109-1

ネフローゼ症候群で入院した小児の看護事例(看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 2)小川純子原案 医学映像教育センター2015 DVDNo.109-2

急性胃腸炎で入院した小児の看護事例(看護教育シリーズ. 小児看護のためのアセスメント事例集:vol. 3)小川純子原案 医学映像教育センター2014 DVDNo.109-3

小児看護学実習の特徴と看護学生の心得(看護教育シリーズ. 小児看護学実習:vol. 1)医学映像教育センター製作著作医学映像教育センター2014 DVDNo.110-1

小児病棟での実習の実際(看護教育シリーズ. 小児看護学実習:vol. 2)医学映像教育センター製作著作医学映像教育センター2014 DVDNo.110-2

小児科外来とNICU・GCU実習の実際(看護教育シリーズ. 小児看護学実習:vol. 3)医学映像教育センター製作著作医学映像教育センター2014 DVDNo.110-3

皮膚・頭頸部・眼・耳・呼吸器(看護教育シリーズ. 小児のフィジカルアセスメント:vol. 1. 幼児||ヨウジ:1)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2003 DVDNo.111-1

心血管・腹部・生殖器・筋骨格・神経系(看護教育シリーズ. 小児のフィジカルアセスメント:vol. 2. 幼児||ヨウジ:2)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2003 DVDNo.111-2

乳児: 6ケ月児のフィジカルアセスメントを中心に(看護教育シリーズ. 小児のフィジカルアセスメント:vol. 3)医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2003 DVDNo.111-3

乳幼児の臀部浴と上半身清拭(看護教育シリーズ. 小児看護技術:vol. 1)医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2005 DVDNo.112-1

小児ケアへの遊びの導入(看護教育シリーズ. 小児看護技術:v. 2) 医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2005 DVDNo.112-2

小児の救急看護(看護教育シリーズ. 小児看護技術:vol. 3) 医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2005 DVDNo.112-3

妊婦健康診査と保健指導妊娠初期(看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:Vol.1)原案監修:齋藤いずみ医学映像教育センター2003 DVDNo.27-1

妊婦健康診査と保健指導妊娠中期(看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.2)原案:長浜亜希子医学映像教育センター2003 DVDNo.27-2

妊婦健康診査と保健指導妊娠末期(看護教育シリーズ. 目で見る母性看護:vol.3)原案:笹木葉子 医学映像教育センター2003 DVDNo.27-3

失語症 第2版(医学教育シリーズ. リハビリテーション医学:vol.10)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2015 DVDNo.85-10

脳卒中の回復期 第2版(医学教育シリーズ. リハビリテーション医学:vol.11)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2015 DVDNo.85-11

関節リウマチ 第2版(医学教育シリーズ. リハビリテーション医学:vol.13)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2013 DVDNo.85-13

脊髄損傷 第2版(医学教育シリーズ. リハビリテーション医学:vol.6)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2014 DVDNo.85-6

神経・筋疾患 第2版(医学教育シリーズ. リハビリテーション医学:vol.7)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2014 DVDNo.85-7

地域包括ケアの課題と未来 : 看取り方と看取られ方(ロハス・メディカル)小松秀樹, 小松俊平, 熊田梨恵編ロハスメディア2015 369.26||チ
日本在宅ケア学会誌 Vol 19 No 1(September, 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||19(1)

養護教諭ってなんだろう? : その魅力とこれからの養護教諭の専門性とは岡田加奈子著 少年写真新聞社2015 374.9||ヨ
子どもの育ちと保育 : 環境・発達・かかわりを考える 牧野カツコ編/本田和子 [ほか] 著金子書房 2015 376.1||コ
面接 2017(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著ダイヤモンド社2015 377.9||メ||2017

面接の質問 2017(絶対内定) 杉村太郎, 坂本章紀著ダイヤモンド社2015 377.9||メ||2017

そしゃくと嚥下の発達がわかる本 山崎祥子著 芽ばえ社 2015 599.3||ソ
岡本太郎にであう旅 : 岡本太郎のパブリックアート(Shogakukan creative visual book)(Okamoto Taro world)大杉浩司著/平野暁臣プロデュース小学館クリエイティブ/小学館 (発売)2015 723.1||オ
コウノドリ 1～10 鈴ノ木ユウ著 講談社 2013.6- 726.1||コ||1～10

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ [ムヒカ] [述]/くさばよしみ編/中川学絵汐文社 2014 726.5||セ
疫病神(新潮文庫:く-18-3) 黒川博行著 新潮社 2000 913.6||ク
無痛(幻冬舎文庫:[く-7-4]) 久坂部羊 [著] 幻冬舎 2008 913.6||ク||1

第五番(幻冬舎文庫:く-7-7. 無痛:2) 久坂部羊 [著] 幻冬舎 2015 913.6||ク||2

八朔の雪(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-1/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所2009 913.6||タ||1

花散らしの雨(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-2/みをつくし料理帖)高田郁著 角川春樹事務所2009 913.6||タ||2

想い雲(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-3/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所2010 913.6||タ||3
今朝の春(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-4/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所2010 913.6||タ||4

小夜しぐれ(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-5/みをつくし料理帖)高田郁著 角川春樹事務所2011 913.6||タ||5

心星ひとつ(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-7/みをつくし料理帖)高田郁著 角川春樹事務所2011 913.6||タ||6

夏天の虹(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-8/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所2012 913.6||タ||7

残月(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-10/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所2013 913.6||タ||8

美雪晴れ(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-11/みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所2014 913.6||タ||9

天 (そら) の梯(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-12/みをつくし料理帖)高田郁著 角川春樹事務所2014 913.6||タ||10
みをつくし献立帖(ハルキ文庫. 時代小説文庫:た19-9/みをつくし料理帖)高田郁著 角川春樹事務所2012 913.6||タ||11

　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)

先生のおすすめ本 
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『オキシトシン―私たちのからだをつくる 
安らぎの物質』  

シャスティン・ウヴネース・モベリ（著）  
瀬尾 智子(翻訳),  谷垣 暁美(翻訳)  ，晶文社，2008． 

請求記号：491.45|オ 

看護師を志す皆さん、ホルモンについてしっかり勉

強していますか。母性看護学概論の講義でも 

「私は暗記が苦手です。だからホルモンが嫌 

いです」と言う人がいます。そんな時私は、ホルモ

ンを制する者は国家試験を制す」などとって激励し

ています。私の大好きなホルモンはオキシトシン”

です。1906年にヘンリー・デールが発見 

したものですが、現在は従来認識されていたもの 

より、はるかに大きな生理的役割を果たしている 

のではないかと考えられています。 

この本は、“オキシトシン”のさまざまな効果を解

き明かしてくれます。その一つが“安らぎ”です。

著者は4人の子どもの出産育児の体験を通じて、オ

キシトシンの重要性に着目した生物学者で、この点

においても感銘を受けました。 
                     
  山﨑 由美子先生 

先月から引き続き、闘病記ライブラリーとして特設コーナーに別置しています。本の背に黄色いテプラが 
貼ってあるのが目印です。先月から貸出が大変多く、なかでも貸出の多かった図書をご紹介します。 
 

  『余命1ヶ月の花嫁』 TBS「イブニング・ファイブ」編 マガジンハウス, 2007.12 

  『でもやっぱり歩きたい：直子の車椅子奮戦記』 滝野澤直子著 医学書院, 1995.3 

  『キラリ看護 新訂』 川島みどり著 医学書院, 2008.3 

  『おかあさんががんになっちゃった』 藤原すず著 メディアファクトリー, 2008.6 

  『手足のないチアリーダー』 佐野有美著 主婦と生活社, 2009.11 

  『カテーテルを抜いて天使になった楓』 日向いずみ著 日本文学館, 2010.1 

 
700冊の闘病記を約200の病名から探すことができるオンラインサービスをご紹介します。 
ぜひ、お試しください。 
 

     闘病記ライブラリー 健康情報棚プロジェクト NPO法人連想出版 
            http://toubyoki.info/index.html 

先生のおすすめ本 

今月のおすすめ図書 

『聞く力 心をひらく35のヒント』  

阿川佐和子（著） ，文芸春秋，2012 

請求記号：361.45|キ 

様々な人にインタビューをした著者の経験が 

つまっている本です。インタビューをしている 

場面が思い浮かぶような表現や、著者のユーモ 

アな性格が伝わってくる文章で書かれており、 

気軽に読みすすめられます、私はこれまでの 

自分の会話の癖を振り返る機会になり、「聞く」 

ということの奥深さを考えさせられました。 

実習での患者さんとの会話や、ふだんの友達 

とのちょっとした会話を充実させるヒントが 

あると思います。時間があるときに手にとって 

みてください。                                        

   

    加藤 良子先生 
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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（４） 

リポジトリ 

の利点 ② 

学内研究者 

大学 一般利用者 

大学の研究成果を社会に還元 
大学で生み出された知的生産物の長期保存 

専門的論文が簡単に読むことができる 
バリアフリーなアクセス環境 

研究成果の可視性の向上 
新たな発信ルートの獲得 

被引用率の向上 

メリー★ 
クリスマス 

冬季休業中 

貸出のお知らせ 

12/11（金）～12/25（金）までの 

貸出資料は1/8（金）返却です。 

冊数は7冊。 
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