
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

ナースのための人体解剖&看護用語・略語ポケット事典 : 臨床で知りたいことがまるわかり!ユーキャン人体解剖&看護用語・略語研究会編ユーキャン学び出版/自由国民社 (発売)2014 492.9||N033||ナ
疾病・病理の総まとめ : 必修疾病病理成人母性小児精神(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||シ
女性生殖器 第14版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:9) 末岡浩著者代表 医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ13

臨床放射線医学 第9版(系統看護学講座:別巻) 福田国彦著者代表 医学書院 2016 492.9||N080||ケ-ベ10

看護の生理学 : 人間をみる看護の視点 3(現代社白鳳選書:21-23) 薄井坦子, 瀬江千史著 現代社 2015 492.9||N080||ゲ23

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る 第5巻(現代社白鳳選書:24, 25, 29, 31, 38, 43)瀬江千史, 本田克也, 小田康友著現代社 2015 492.9||N080||ゲ38

医学教育概論 : 医学生・看護学生に学び方を語る 第6巻(現代社白鳳選書:24, 25, 29, 31, 38, 43)瀬江千史, 本田克也, 小田康友著現代社 2015 492.9||N080||ゲ43

看護学原論 : 看護の本質的理解と創造性を育むために 改訂第2版(看護学テキストnice)高橋照子編集 南江堂 2016 492.9||N100||カ
これだけは知っておきたい看護英語の基本用語と表現 改訂新版 園城寺康子, 川越栄子編著/Christine D.Kuramoto英文校閲メジカルビュー社2016 492.9||N170||コ
すぐに使える医療・看護英語 井上麻未 [ほか] 著 メジカルビュー社2016 492.9||N170||ス

検査値早わかりガイド 新訂版, 第2版 江口正信編著 サイオ出版 2014 492.9||N212||ケ
とんでもなく役立つ検査値の読み方 西崎祐史, 渡邊千登世著 照林社 2013 492.9||N212||ト
関連図の書き方をマスターしよう 蔵谷範子編著 サイオ出版 2015 492.9||N220||カ
看護カンファレンス 第3版 川島みどり, 杉野元子著 医学書院 2008 492.9||N234||カ
はじめての人工呼吸器 パワーアップ版(はじめてのシリーズ) 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センターIRCU著メディカ出版 2016 492.9||N235||ハ
経験型実習教育 : 看護師をはぐくむ理論と実践 安酸史子編 医学書院 2015 492.9||N245||ケ
計画・実施・評価を循環させる授業設計 : 看護教育における講義・演習・実習のつくり方野崎真奈美, 水戸優子, 渡辺かづみ著医学書院 2016 492.9||N245||ケ
看護管理のベースとなる統計データの読み方入門 : 地域包括ケア時代のニーズを読む!森山幹夫編集 日本看護協会出版会2015 492.9||N251||カ
私たちの拠りどころ保健師助産師看護師法 第2版 田村やよひ著 日本看護協会出版会2015 492.9||N261||ワ

小児看護ケアマニュアル 国立成育医療研究センター看護部編集中山書店 2015 492.9||N400||シ
小児緩和ケアガイド 大阪府立母子保健総合医療センターQOLサポートチーム編集医学書院 2015 492.9||N471||シ

脳卒中看護ケアマニュアル 伊藤文代編集 中山書店 2015 492.9||N541||ノ
離床への不安を自信に変える脳卒中急性期における看護ケアとリハビリテーション完全ガイド(Early Mobilization Mook:3)飯田祥 [ほか] 著/曷川元編集/日本離床研究会編集協力慧文社 (発売) 2015 492.9||N541||リ
糖尿病に強くなる! : 療養指導のエキスパートを目指して 桝田出編 医学書院 2015 492.9||N551||ト
高齢透析患者治療とケアのための透析療法Q&A 飯田喜俊, 椿原美治編 医歯薬出版 2014 492.9||N555||コ

精神保健・多職種のつながり 改訂第2版(看護学テキストnice. 精神看護学 : こころ・からだ・かかわりのプラクティス:1)萱間真美, 野田文隆編集 南江堂 2015 492.9||N700||セ1

臨床で活かすケア 改訂第2版(看護学テキストnice. 精神看護学 : こころ・からだ・かかわりのプラクティス:2)萱間真美, 野田文隆編集 南江堂 2015 492.9||N700||セ2

うつ・せん妄・認知症の人へのアプローチ : 3Dサポートチームの事例にみる横浜市立みなと赤十字病院3Dサポートチーム編サイオ出版 2015 492.9||N740||ウ

プリンシプル在宅看護学 原礼子編著 医歯薬出版 2015 492.9||N820||プ
訪問看護が支えるがんの在宅ターミナルケア 全国訪問看護事業協会編集日本看護協会出版会2015 492.9||N820||ホ
家族看護学 : 19の臨床場面と8つの実践例から考える 改訂第2版(看護学テキストnice)山崎あけみ, 原礼子編集 南江堂 2015 492.9||N860||カ

リハビリテーション看護 : 障害をもつ人の可能性とともに歩む 改訂第2版(看護学テキストnice)酒井郁子,  金城利雄編集 南江堂 2015 492.9||N920||リ
消化器外科手術の器械・器具85はや調べノート : 特徴と渡し方がわかる! : 違いが見分けられる!器械出しに生かせる!貝沼純, 大木進司編著 メディカ出版 2015 492.9||N951||シ
チーム医療による周術期管理まるわかり : 安全で質の高い術前術後管理を行うための、チーム内の役割と連携川口昌彦, 古家仁編 羊土社 2015 492.9||N951||チ

医学概論 : 医学のコンセプトと医療のエッセンス 中島泉著 南江堂 2015 490||イ
医学概論(ちくま学芸文庫:[カ32-1]) 川喜田愛郎著 筑摩書房 2012 490||イ
現代医学概論 第2版 柳澤信夫著 医歯薬出版 2015 490||ゲ
今日から使える医療統計 新谷歩著 医学書院 2015 490.19||キ

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 )

　小児看護学　（Ｎ 400 番台）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　医学全般　(請求記号　４９０)
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驚くほど相手に伝わる学会発表の技術 : わかるデザイン60のテクニック飯田英明著 中山書店 2015 490.7||オ
音声と例文でおぼえる基本医療英語1000 : イラストページ入り 笹島茂, Chad Godfrey, 小島さつき著南雲堂 2015 490.7||オ

グラント解剖学図譜 第7版 Anne M.R. Agur, Arthur F. Dalley [著]/小林靖 [ほか] 訳医学書院 2016 491.1||グ
人体図 : しくみ, 機能, 病気と原因(ニュートン別冊)(NEWTONムック) ニュートンプレス2015 491.3||ジ
標準生理学 第8版(Standard textbook) 本間研一 [ほか] 編集 医学書院 2014 491.3||ヒ
標準生化学(Standard textbook) 藤田道也執筆 医学書院 2012 491.4||ヒ
標準薬理学 第7版(Standard textbook) 飯野正光, 鈴木秀典編集 医学書院 2015 491.5||ヒ
ウイルス・細菌の図鑑 : 感染症がよくわかる重要微生物ガイド(知りたい!サイエンスILLUSTRATED:003)北里英郎, 原和矢, 中村正樹著技術評論社 2016 491.77||ウ

ベイツ診察法 第2版 リン S. ビックリー, ピーター G. シラギ著/福井次矢, 井部俊子, 山内豊明監修メディカル・サイエンス・インターナショナル2015 492.11||ベ

糖尿病の薬がわかる本 桝田出著 医学書院 2015 493.12||ト
糖尿病学 門脇孝 [ほか] 編集 西村書店 2015 493.12||ト
糖尿病治療薬の最前線 改訂第2版(ヴィジュアル糖尿病臨床のすべて)稲垣暢也専門編集 中山書店 2015 493.12||ト
フレイルの予防とリハビリテーション 島田裕之編 医歯薬出版 2015 493.18||フ
老人のリハビリテーション 第8版 福井圀彦原著/前田眞治著医学書院 2016 493.18||ロ
がん研有明病院の胃がん治療に向きあう食事 中濱孝志, 望月宏美食事指導/熊谷厚志医療解説女子栄養大学出版部2015 493.45||ガ
がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 : 術前術後の疑問に答えます!高木久美食事指導/小西毅医療解説/松浦信子ストーマケア女子栄養大学出版部2015 493.46||ガ
がん研有明病院の肝臓がん・胆道がん・膵臓がん治療に向きあう食事 : 術前術後の不安を解消します!比企直樹監修 : 中濱孝志食事指導 : 高木久美食事指導 : 井上陽介医療解説女子栄養大学出版部2015 493.47||ガ
標準神経病学 第2版(Standard textbook) 栗原照幸, 中野今治編集/中野今治 [ほか] 執筆医学書院 2012 493.7||ヒ
女性のADHD(健康ライブラリー : イラスト版) 宮尾益知監修 講談社 2015 493.73||ジ
認知リハビリテーション実践ガイド McKay Moore Sohlberg , Lyn S. Turkstra [著]/穴水幸子 [ほか] 訳医学書院 2015 493.73||ニ
ニューロリハビリテーション 道免和久編 医学書院 2015 493.73||ニ
発達障害の自分の育て方 岩本友規著 主婦の友社 2015 493.76||ハ
標準小児科学 第8版(Standard textbook) 原寿郎, 高橋孝雄, 細井創編集/武田英二 [ほか] 執筆医学書院 2013 493.9||ヒ
小児リハビリテーション医学 第2版 栗原まな著 医歯薬出版 2015 493.937||シ
　外科学＜請求記号　494＞
ADLとその周辺 : 評価・指導・介護の実際 第3版 水落和也, 渡邉愼一, 高畑進一編医学書院 2016 494.78||エ
標準リハビリテーション医学 第3版(Standard textbook) 伊藤利之 [ほか] 編集 医学書院 2012 494.78||ヒ
標準泌尿器科学 第9版(Standard textbook) 並木幹夫, 堀江重郎編集/本間之夫 [ほか] 執筆医学書院 2014 494.9||ヒ

不妊治療体外受精のすすめ : 未来の赤ちゃんに出会うために 改訂2版成田収著 南山堂 2015 495.48||フ

人間関係が楽になる医療・福祉現場のコミュニケーション : コーチング思考で“人"を理解するための25の事例小薗真知子, 井原くみ子, 櫻田毅著三輪書店 2015 498.14||ニ
実践!ケースに学ぶ栄養管理・食事指導エキスパートガイド 稲垣暢也, 長嶋一昭, 幣憲一郎編南山堂 2015 498.58||ジ
基礎から学ぶ楽しい疫学 第3版 中村好一著 医学書院 2013 498.6||キ

治療薬インデックス 2016 日経ドラッグインフォメーション編集日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2012 499.1||ナ||2016

南山堂医学大辞典 第20版 南山堂 2015 R490.33||ナ

生涯人間発達論 : 人間への深い理解と愛情を育むために 第2版 服部祥子著 医学書院 2010 143||シ
最後の冒険家(集英社文庫:[い65-2]) 石川直樹著 集英社 2011 289.1||サ
北陸新幹線で行こう!金沢富山(るるぶ情報版:27. 中部) JTBパブリッシング2015 291||ル||チ27

国境なき医師団 : 終わりなき挑戦、希望への意志 レネー・C.フォックス [著]/坂川雅子訳みすず書房 2015 329.36||コ
女性と子どもの貧困 : 社会から孤立した人たちを追った 樋田敦子著 大和書房 2015 367.21||ジ
ルポ老人地獄(文春新書:1056) 朝日新聞経済部著 文藝春秋 2015 367.7||ル
まさか私が!?女性を守るセキュリティ・マニュアル23 佐伯幸子著 潮出版社 2015 368.6||マ
がん患者のケアマネジメント : 在宅ターミナルをささえる7つのフェーズ・21の実践市橋亮一, 若林英樹, 荒木篤著中央法規出版 2015 369.1||ガ
ルポ消えた子どもたち : 虐待・監禁の深層に迫る(NHK出版新書:476)NHKスペシャル「消えた子どもたち」取材班著NHK出版 2015 369.4||ル
受験うつ : どう克服し、合格をつかむか(光文社新書:793) 吉田たかよし著 光文社 2015 376.8||ジ
もっと知りたい大学教員の仕事 : 大学を理解するための12章 羽田貴史編著 ナカニシヤ出版2015 377.13||モ
発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ(健康ライブラリー:スペシャル)shizu著 講談社 2013 378||ハ
発達障害の子どもの心と行動がわかる本 : イラスト図解 田中康雄監修 西東社 2014 378||ハ
病院早わかり読本 第5版 飯田修平編著 医学書院 2015 468.16||ビ
365日のスキンケア 慶田朋子著 池田書店 2015 595||サ
イラストでわかる寝たきりにさせないPNF介助術 : 家庭でできるリハビリテーション市川繁之著 医道の日本社 2015 598.4||イ
スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介著 文藝春秋 2015 913.6||ハ
流 東山彰良著 講談社 2015 913.6||ヒ
東京百景 又吉直樹著 ヨシモトブックス/ワニブックス (発売)2013 914.6||マ
あの日 小保方晴子著 講談社 2016 916||オ
オペラ座の怪人(角川文庫) ガストン・ルルー [著]/長島良三訳角川書店 2000 953||ル

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　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

　その他

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）
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学生時代に出会った詩集「きょう一日を」は、私の  

看護観に大きな影響を与えました。著者のシスター  

寺本は日本における終末期看護の先駆者であり50年  

以上の長きにわたり天使病院、聖母病院、聖母女子 

短期大学（現  上智大学）で看護に携わり、2001年  

にはナイチンゲール記章を授与されました。 

嬉しい時、辛い時、迷った時、初心を忘れかけた時、 

私たちの大先輩シスター寺本の著書を手にしてみて 

ください。きっと何かが見えてくると思います。 

美 

寺本松野著 ，日本看護協会出版会，2002 
請求記号：492.9||N049||カ 

看護のなかの死 

そのときそばにいて： 

死の看護をめぐる論考集 

寺本松野著，日本看護協会出版会，1985  

請求記号：書庫 490.14||ソ 

寺本松野著，日本看護協会出版会，1988 

請求記号：文庫 916||テ きょう一日を 

寺本松野著 ，日本看護協会出版会，2001 
請求記号：492.9||N049||カ 

患者さんの遺した言葉 
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リポジトリ 

利用の可能性 

IRDBに登録されたメタデータ 

はJAIRO（学術機関リポジトリ 

ポータル）で公開され、また 

IRDBは様々なシステムと連携 

し日本の学術情報流通のハブと 

して機能しています。 

サービス連携は機関リポジトリに登録された論文を広く知ってもらい、読んでもらうために 

とても重要なのです。論文検索ではぜひ活用してみましょう。 

春季休暇に伴い、 
長期貸出中！ 

対象は１・２年生です。 

貸出期間：３月１６日（水）まで 

返却日：４月７日（木） 

貸出冊数：７冊まで 

機関リポジトリで公開された論文は、CiNii Articlesや医中誌Webなどで検索できるように 

サービス連携がされていることをご存じでしょうか？ 

ＩＲＤＢ 

メタデータ 
の登録 

データ 
連携 

閲覧 

機関リポジトリに登録された 

コンテンツは、そのコンテンツ 

の書誌情報（メタデータ）が国

立情報学研究所が定めるフォー 

マットに従っていると、学術機 

関リポジトリデータベース

（IRDB）に収集されます。 

国立情報学研究所 

学術機関リポジトリ構築連携支援事業HPを参考に 
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