
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

解剖生理の総まとめ : 必修人体成人母性小児老年(コレがよく出る必修キーワード)プチナース編集部編集照林社 2015 492.9||N039||カ
医療安全 第3版(ナーシング・グラフィカ. 看護の統合と実践:2)松下由美子, 杉山良子, 小林美雪編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-カ2

健康と社会・生活 第4版(ナーシング・グラフィカ. 健康支援と社会保障:1)平野かよ子, 渡戸一郎編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ケ1

社会福祉と社会保障 第4版(ナーシング・グラフィカ. 健康支援と社会保障:3)増田雅暢, 島田美喜, 平野かよ子編メディカ出版 2015 492.9||N080||ナ-ケ3

医療関係法規 第3版(ナーシング・グラフィカ. 健康支援と社会保障:4)今西春彦編 メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ケ4

臨床薬理学 第4版(ナーシング・グラフィカ. 疾病の成り立ち:2)古川裕之 [ほか] 編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-シ2

解剖生理学 第4版(ナーシング・グラフィカ. 人体の構造と機能:1)林正健二編 メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ジ1

臨床生化学 第4版(ナーシング・グラフィカ. 人体の構造と機能:2)宮澤恵二編 メディカ出版 2014 492.9||N080||ナ-ジ2

緩和ケア 第2版(ナーシング・グラフィカ. 成人看護学:6)宮下光令編 メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-セ6

母性看護実践の基本 第4版(ナーシング・グラフィカ. 母性看護学:1)横尾京子, 中込さと子, 荒木奈緒編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ボ1

母性看護技術 第3版(ナーシング・グラフィカ. 母性看護学:2)横尾京子, 中込さと子, 荒木奈緒編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ボ2

高齢者の健康と障害 第5版(ナーシング・グラフィカ. 老年看護学:1)堀内ふき, 大渕律子, 諏訪さゆり編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ロ1

高齢者看護の実践 第4版(ナーシング・グラフィカ. 老年看護学:2)堀内ふき, 大渕律子, 諏訪さゆり編メディカ出版 2016 492.9||N080||ナ-ロ2

”癒しのケア”の成果と普及(日本看護技術学会学術集会講演抄録集) [日本看護技術学会第13回学術集会]2014 492.9||N210||ニ13

日本看護技術学会誌 Vol. 13 No. 3 日本看護技術学会編集日本看護協会出版会2014 492.9||N210||ニ13(3)

日本看護技術学会誌 Vol. 14 No. 1 日本看護技術学会編集日本看護協会出版会2015 492.9||N210||ニ14(1)

日本看護技術学会誌 Vol. 14 No. 2 日本看護技術学会編集日本看護協会出版会2015 492.9||N210||ニ14(2)

病態関連図が書ける観察・アセスメントガイド(プチナースBooks)鈴木美穂, 荒井知子編集照林社 2015 492.9||N221||ビ
看護診断・共同問題によるすぐに役立つ標準看護計画 第2版松浦正子編集/神戸大学医学部附属病院看護部執筆照林社 2015 492.9||N226||カ
クリニカルパス概論 : 基礎から学ぶ教科書として 日本クリニカルパス学会学術委員会監修サイエンティスト社2015 492.9||N237||ク
医療安全 : 患者を護る看護プロフェッショナル 石井トク編著 医歯薬出版 2015 492.9||N268||イ

エビデンスに基づく脳神経看護ケア関連図 百田武司, 森山美知子編中央法規出版 2014 492.9||N541||エ
循環器疾患看護 : 病状・病態の理由がわかる病態関連図ケアの根拠がわかる看護問題サブ関連図2つの関連図で観察・ケア・根拠渕本雅昭監修 日総研出版 2014 492.9||N545||ジ
Dr.正井のなぜなに?がガツンとわかる補助循環(メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ)正井崇史著 メディカ出版 2015 492.9||N545||ド
ハート先生の血圧講座 : 心臓の仕事と血圧の関係を理解する市田聡著/心臓病看護教育研究会編集医学同人社 2015 492.9||N545||ハ
耳鼻咽喉科エキスパートナーシング 改訂第2版 森山寛, 小島博己編集南江堂 2015 492.9||N565||ジ
日本がん看護学会誌 Vol 29. No 3 日本がん看護学会編集日本がん看護学会2015 492.9||N571||ニ29(3)

日本精神科看護学術集会誌 Vol 58, No 3 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(3)

こんなときどうする?在宅看護Q&A : 小児から高齢者まで山田雅子代表編/小野若菜子編著メディカ出版 2015 492.9||N820||コ

ICUナースポケットブック JSEPTIC看護部会監修学研メディカル秀潤社2015 492.9||N953||ア

すぐに役立つ統計のコツ 医学統計編 情報統計研究所編オーム社 2015 490.19||ス
医療スタッフのための英会話ハンドブック 改訂版 ルーサー・リンク, カート・リンク, 村瀬忠著研究社 2015 490.7||イ

Essential解剖学 : テキスト&アトラス Anne M.Gilroy著/Markus Voll, Karl Weskerイラスト南江堂 2015 491.1||エ
エッセンシャル・キネシオロジー : 機能的運動学の基礎と臨床Paul Jackson Mansfield, Donald A. Neumann著エルゼビア・ジャパン : 南江堂/南江堂 (発売)2015 491.36||エ
アルコール医学生物学と植物学の接点(アルコールと医学生物学:Vol.33(2014))響文社 2015 491.47||ア
Newエッセンシャル病理学 第6版 長村義之 [ほか] 編医歯薬出版 2009 491.6||エ

ナラティブとエビデンスの間 : 括弧付きの、立ち現れる、条件次第の、文脈依存的な医療ジェイムズ P. メザ, ダニエル S. パッサーマン著/岩田健太郎訳メディカル・サイエンス・インターナショナル2013 492||ナ

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　看護学
　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

図書館に入った 
新しい本 

資料は請求記号順に並んでいます。 
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 

2016年2月 
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難病事典 尾崎承一編集責任学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2015 493.11||ナ
医療・看護・介護で役立つ嚥下治療エッセンスノート 福村直毅編著 全日本病院出版会2015 493.73||イ
高次脳機能障害を生きる : 当事者・家族・専門職の語り阿部順子, 東川悦子編著ミネルヴァ書房2015 493.73||コ
　外科学＜請求記号　494＞
Newエッセンシャル整形外科学 星野雄一, 吉川秀樹, 齋藤知行編医歯薬出版 2012 494.7||ニ
Newエッセンシャル腎臓内科学 第2版 富野康日己編 医歯薬出版 2015 494.93||ニ

子宮頸がんワクチン事件 斎藤貴男著 集英社インターナショナル/集英社 (発売)2015 495.43||シ

医療スタッフのための美しいしぐさと言葉 石井孝司, 北原文子, 伊藤美絵著日本歯科新聞社2015 498.14||イ
看護婦さんの生活と信条 ハピイ氏橋イラスト&文バジリコ 2015 498.14||カ
患者さんには絶対聞かせられないナースのぶっちゃけ話みずさわじゅん著彩図社 2015 498.14||カ
エッセンシャル医療安全 安田聖栄著 金原出版 2015 498.16||エ
はじめてのマインドフルネス : 26枚の名画に学ぶ幸せに生きる方法クリストフ・アンドレ著/繁松緑翻訳紀伊國屋書店 2015 498.39||ハ
エッセンシャル栄養教育論 第3版 春木敏編 医歯薬出版 2014 498.55||エ

新薬の罠 : 子宮頸がん、認知症・・・10兆円の闇 鳥集徹著 文藝春秋 2015 499.09||シ
FDAリスク&ベネフィット・コミュニケーション : エビデンスに基づく健康・医療に関する指針Baruch Fischhoff編 : Noel T.Brewer編 : Julie S.Downs編 : 中山健夫監訳 : 杉森裕樹監訳丸善出版 2015 499.1||エ
こころの治療薬ハンドブック 第10版 酒井隆 [ほか] 編星和書店 2015 499.1||コ
アロマセラピー入門 : 日々の看護に生かすホリスティックアプローチ 第2版(Holistic Care)今西二郎, 荒川唱子編集日本看護協会出版会2015 499.87||ア

病院年報 第44号(2014) 川崎市立井田病院編集川崎市立井田病院2015 R091||ビ||44

図表で見る医療保障 平成27年度版 健康保険組合連合会編ぎょうせい 2015 R364.4||ズ||2015

社会福祉六法 平成28年版 : 1 新日本法規出版2015 R369.1||シ||2016-1

社会福祉六法 平成28年版 : 2 新日本法規出版2015 R369.1||シ||2016-2

文部科学白書 平成26年度 文部科学省編 財務省印刷局 2015 R373.1||モ||2014

医療と医薬品 : 数字に見る 2015 アステラス製薬株式会社2015 R490.59||イ||2015

医育機関名簿 2015-'16(52版) 羊土社編 羊土社 2015 R490.77||イ||2015-16

最新・医療実務用語3600 : 医療機関の実務・マネジメントに必須な医事・医学用語事典 〔2015〕第6版日本病院事務研究会編著医学通信社 2015 R498.033||サ

幸せはあなたの心が決める 渡辺和子著 PHP研究所 2015 159.6||シ
面倒だから、しよう 渡辺和子著 幻冬舎 2013 198.24||メ
大丈夫、死ぬには及ばない : 今、大学生に何が起きているのか稲垣諭著 学芸みらい社 2015 367.6||ダ
リベンジポルノ : 性を拡散される若者たち 渡辺真由子著 弘文堂 2015 367.9||リ
車椅子の人も片麻痺の人もいっしょにできる新しいレクリエーション斎藤道雄著 黎明書房 2015 369.26||ク
看護・医療系の願書・面接(メディカルVブックス) 石関直子著 学研教育出版/学研マーケティング (発売)2015 377.9||カ
公式で解く!!看護医療福祉系面接 改訂6版(YELL books) ケア人材研究会著エール出版社 2015 377.9||コ
基礎から学ぶ生物学・細胞生物学 第3版 和田勝著 羊土社 2015 460||キ
はたらく細胞 02(シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 2015 726.1||ハ||2

危険な娘(幻冬舎文庫:や-10-8) 矢口敦子 [著] 幻冬舎 2015 913.6||ヤ

　その他

　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

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

◆『るるぶ』 最新版入りました！旅やお出かけ、春休みの計画に活用ください♪ 

◆春休み長期貸出 

貸出期間：2月3日（水）～3月16 日（水） 

返却日： 4月7日（木）（1・2年生） 

       3月4日（金（3年生）   

貸出冊数：7冊 

◆開館時間変更 

2月  5日（金） 15時閉館 （予定） 

2月15日（月）～3月16日（水） 17時閉館 
3月17日（木）～4月  4日（月） 休館        

図書館からのお知らせ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ 
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『看護師の臨床の「知」: 看護職生涯発達学の視点から 』 
 佐藤紀子著 ,東京 : 医学書院, 2007.9 （492.9||N248||カ） 

臨床の看護師たちがどのように考え、判断しているのかを論理

的に記述し、看護師たちが何をよりどころにして働いているか

が書かれています。本書によって、普段知ることのない卓越し

た看護師の臨床の知の一部を知ることができます。 

学生の皆さんには、臨床実習での経験と重ね合わせて共感でき

る場面もあるのではないでしょうか。また、これから看護師と

して臨床に旅立つ前に自分の看護観を振り返る機会となればと

思います。ぜひ一読してみてください。 

森 智恵子先生 

木村 紀子先生 

『東京百景』 
 又吉直樹著,ヨシモトブックス ,2013.9  （913.6||マ） 

「火花」で芥川賞を受賞された又吉さんが、その少し前に書かれ

た作品です。私自身、東京はあまり散策したことがないのですが、

読み進めると行ったことのない場所であっても風景が浮かび、な

ぜかその場に又吉さんといっしょにいるような不思議な気持ちに

なります。クスッと笑えて少し寂しくて何となく怖い、奥の深い

作品だと思います。 

短編集なので、ちょっと気分転換したい時など少しずつ読み進め

てはいかがでしょうか。 
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本学機関リポジトリ公開決定！ 

※ 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。 

今春本公開に向けて  シリーズ解説（6） 

図書館利用のご案内 

リポジトリの公開により、本学紀要がWEB上で閲覧・複写する

ことが可能となりました。公開1か月で、多くのアクセスが記録

されています。 

リポジトリは、教育資源の電子化・保存・公開を行う、電子書

庫の役割だけではありません。アクセス情報から、閲覧の多

い論文や、注目の検索キーワード、どのような機関がアクセス

しているかなどを解析することも可能です。本学に対しての、

評価や関心度のほか、研究分野の最新動向をつかむ参考

にもなるのではないかと、期待しています。 

図書館ホーム>>データベース>>ジャイロ

http://jairo.nii.ac.jp/ から、他機関のリポジトリを検索、閲覧

することが可能です。ぜひアクセスしてみてください。 ※上記アクセス数には、 

本学図書館スタッフの作業用ログも含まれます。 

本学紀要 
の提供！ 

昨年12月、本学紀要である、『川崎市立看護短期大学紀要』 
18巻～20巻を、リポジトリで公開しました。 
（今春には、バックナンバーも公開の予定です。） 
一般に流通することが少なく、入手が困難と言われる「紀要」を広く一般に 
公開することは、とても意義のあることだと考えられます。リポジトリを通して 
本学の教育研究成果の一端を、社会に発信してゆきます！ 

節分を迎え、暦の上では春になりました

が、まだまだ寒い日が続きます。 

2月は国試、3月は卒業式と 

重要なイベントが控えています。 

風邪などひかないよう 

体調管理に気をつけましょう！ 

 

◆アクセス数 

 20巻  269 

 19巻   63 

 18巻   57 

 

◆ファイルダウンロード数  

  192 

祝！公開1ヶ月！ 
リポジトリへのアクセス数！ 
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