
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護・医学略語・用語ガイドブック 飯田恭子監修 サイオ出版 2016 492.9||N034||カ
エキスパートが教える!国試で頻出・臨床で必須のキーワード Vol.1(Nursing canvas book:5)尾野敏明監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2015 492.9||N039||エ
書いて覚える解剖生理ワークブック(プチナースBooks. BASIC)安谷屋均著 照林社 2016 492.9||N039||カ
事例でまなぶケアの倫理(ナーシング・サプリ) ナーシング・サプリ編集委員会 [ほか] 編メディカ出版 2015 492.9||N039||ナ
イメージできる解剖生理学(ナーシング・サプリ. 自学自習用)ナーシング・サプリ編集委員会, 林正健二編集メディカ出版 2016 492.9||N039||ナ
イメージできる病態生理学(ナーシング・サプリ. 自学自習用)ナーシング・サプリ編集委員会, 角謙介編集メディカ出版 2016 492.9||N039||ナ
イメージできる生化学・栄養学(ナーシング・サプリ. 自学自習用)ナーシング・サプリ編集委員会, 赤尾正編集メディカ出版 2016 492.9||N039||ナ
「て・あーて」に学ぶ : 川嶋みどり講演会「今求められる看護の力」によせて美須賀病院看護部編集美須賀病院看護部2015 492.9||N049||テ
看護学概論 第16版(系統看護学講座:専門分野 1. 基礎看護学:1)茂野香おる著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ1

脳・神経 第14版(系統看護学講座:専門分野2. 成人看護学:7)竹村信彦著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ11

運動器 第14版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:10)加藤光寶著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ14

アレルギー : 膠原病 : 感染症 第14版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:11)岩田健太郎著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ15

皮膚 第14版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:12)渡辺晋一著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ16

母性看護学概論 第13版(系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:1)森恵美著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ24

母性看護学各論 第13版(系統看護学講座:専門分野 2. 母性看護学:2)森恵美著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ25

臨床看護総論 第6版(系統看護学講座:専門分野 1. 基礎看護学:4)香春知永著者代表医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ4

病態生理学 第2版(系統看護学講座:専門基礎分野. 疾病のなりたちと回復の促進:2)田中越郎著 医学書院 2016 492.9||N080||ケ-セ5

解剖生理学 第2版(新体系看護学全書. 人体の構造と機能:1)内山安男, 養老孟司編集メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ1

看護学概論 第3版(新体系看護学全書. 基礎看護学:1) 佐藤登美編集 メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ1

成人看護学概論・成人保健 第5版(新体系看護学全書. 成人看護学:1)黒江ゆり子編 メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ1

女性生殖器 第4版(新体系看護学全書. 成人看護学:10) 恩田貴志, 竹村禎子編集メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-セ10

皮膚/眼 第4版(新体系看護学全書. 成人看護学:12) 新村眞人 [ほか] 編集メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-セ12

耳鼻咽喉/歯・口腔 第3版(新体系看護学全書. 成人看護学:13)神崎仁 [ほか] 編集メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-セ13

小児看護学概論小児保健 第5版(新体系看護学全書. 小児看護学:1)松尾宣武, 濱中喜代編集メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ16

健康障害をもつ小児の看護 第5版(新体系看護学全書. 小児看護学:2)松尾宣武, 濱中喜代編集メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ17

母性看護学概論/ウィメンズヘルスと看護 第5版(新体系看護学全書. 母性看護学:1)新道幸惠, 中野仁雄, 遠藤俊子編集メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ18

マタニティサイクルにおける母子の健康と看護 第5版(新体系看護学全書. 母性看護学:2)新道幸惠, 中野仁雄, 遠藤俊子編集メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ19

栄養生化学 第4版(新体系看護学全書. 人体の構造と機能:2)脊山洋右 [ほか] 編メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ2

基礎看護技術 第4版 1(新体系看護学全書. 基礎看護学:2)深井喜代子編 メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ2

精神看護学概論精神保健 第4版(新体系看護学全書. 精神看護学:1)岩崎弥生, 渡邉博幸編集メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-セ20

精神障害をもつ人の看護 第4版(新体系看護学全書. 精神看護学:2)岩崎弥生, 渡邉博幸編集メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ21

基礎看護技術 第3版 2(新体系看護学全書. 基礎看護学:2-3)深井喜代子編 メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ3

微生物学・感染制御学 第2版(新体系看護学全書. 疾病の成り立ちと回復の促進:2)辻明良編集 メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ4

血液・造血器 第3版(新体系看護学全書. 成人看護学:4) 溝口秀昭, 泉二登志子, 川野良子編集メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ4

公衆衛生学 第3版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:2)小野寺伸夫編集メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-セ7

社会福祉 第8版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:3)山崎泰彦, 鈴木眞理子編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-セ8

内分泌/栄養・代謝 第4版(新体系看護学全書. 成人看護学:8)紫芝良昌, 宗村美江子, 村勢敏郎編集メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ8

関係法規 第12版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:4)山本光昭編著 メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-セ9

感染症/アレルギー・免疫/膠原病 第3版(新体系看護学全書. 成人看護学:9)竹田美文編集代表/竹田美文 [ほか] 編集メヂカルフレンド社2014 492.9||N080||シ-セ9

看護実践マネジメント医療安全 第2版(新体系看護学全書. 看護の統合と実践:1)佐藤エキ子編集メヂカルフレンド社2012 492.9||N080||シ-ト2

災害看護学 第2版(新体系看護学全書. 看護の統合と実践:2)辺見弘監修/小井土雄一, 山西文子編メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-ト3

リハビリテーション看護 第2版(新体系看護学全書:別巻)粟生田友子編集メヂカルフレンド社2015 492.9||N080||シ-ベ6

看護管理・看護研究・看護制度 第5版(新体系看護学全書:別巻)矢野正子編集 メヂカルフレンド社2013 492.9||N080||シ-ベ9

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

看護学生のための心理学 第2版 長田久雄編集/大木桃代 [ほか] 執筆医学書院 2016 492.9||N140||カ

看護学生のための解剖生理 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs)江連和久, 村田栄子編著メヂカルフレンド社2014 492.9||N192||カ

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　看護理論　 (N100 番台 )
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
病理学 : 図解ワンポイント : 疾病の成り立ちと回復の促進 新訂版岡田英吉著 サイオ出版 2015 492.9||N198||ビ

基礎看護技術 第2版(看護実践のための根拠がわかる) 角濱春美, 梶谷佳子編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N210||カ
外科系実践的看護マニュアル 改訂版 川島みどり著者代表/井上智子, 本庄恵子, 根岸京田編集看護の科学社 2009 492.9||N210||ゲ
看護学生のためのバイタルサイン 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs)藏谷範子編集・執筆/牛尾陽子, 長尾淑子執筆メヂカルフレンド社2015 492.9||N212||カ
看護学生のための臨床検査 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs)林陸郎編著 メヂカルフレンド社2015 492.9||N212||カ
わかる!検査値とケアのポイント 第2版 大久保昭行, 井上智子編医学書院 2016 492.9||N212||ワ
看護過程から理解する看護診断 改訂2版 滝島紀子著 丸善出版 2016 492.9||N220||カ
経過がみえる疾患別病態関連マップ 第2版 山口瑞穂子, 関口恵子監修学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2016 492.9||N220||ケ
アセスメントに使える疾患と看護の知識(プチナースBooks)池西静江, 小山敦代, 西山ゆかり編集照林社 2016 492.9||N221||ア
New実践!看護診断を導く情報収集・アセスメント 第5版古橋洋子編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N221||ニ
フィジカルアセスメントワークブック : 身体の仕組みと働きをアセスメントにつなげる山内豊明著 医学書院 2014 492.9||N221||フ
フィジカルイグザミネーション&アセスメントポケットナビ(Pocket Navi)道又元裕, 露木菜緒, 戎初代編集中山書店 2015 492.9||N221||フ
院内教育プログラムの立案・実施・評価 第2版 定廣和香子 [ほか] 執筆医学書院 2015 492.9||N238||イ
看護学生実習ポケットノート : 系統別 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
看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 第2版 百瀬千尋編著 メヂカルフレンド社2016 492.9||N250||カ
質的研究を科学する 高木廣文著 医学書院 2011 492.9||N250||シ
混合研究法入門 : 質と量による統合のアート 抱井尚子著 医学書院 2015 492.9||N251||コ
看護者の基本的責務 : 定義・概念/基本法/倫理 2016年版手島恵監修 日本看護協会出版会2016 492.9||N260||カ

母性看護技術 第2版(看護実践のための根拠がわかる) 北川眞理子, 谷口千絵編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N340||カ
根拠と事故防止からみた母性看護技術 第2版 石村由利子編集/佐世正勝編集協力医学書院 2016 492.9||N340||コ
マタニティ診断ガイドブック 第5版 日本助産診断・実践研究会編/青木康子 [ほか] 執筆医学書院 2015 492.9||N340||マ

ハローキティの早引き子どもの看護 : 与薬・検査・処置 平田美佳, 染谷奈々子編ナツメ社 2015 492.9||N400||ハ

成人看護学 第2版 黒田裕子編/黒田裕子 [ほか] 執筆医学書院 2013 492.9||N500||セ
成人看護技術 : 急性・クリティカルケア看護 第2版(看護実践のための根拠がわかる)山勢博彰, 山勢善江編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N540||カ

成人看護技術 : 慢性看護 第2版(看護実践のための根拠がわかる)宮脇郁子, 籏持知恵子編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N540||カ
成人看護技術 : がん・ターミナルケア 第2版(看護実践のための根拠がわかる)神田清子, 二渡玉江編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N540||カ
すぐ使える医師・看護師・薬剤師・CRCのための分子標的薬トータルマネージメント : YURCCパッケージ 第2版冨田善彦編集 リッチヒルメディカル2015 492.9||N571||ス
理解が実践につながるステップアップがん化学療法看護 第2版小澤桂子, 菅野かおり, 足利幸乃監修学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N571||リ

老年看護学 : 日本老年看護学会誌 Vol.20 No.2(2016) 日本老年看護学会学会誌編集委員会編日本老年看護学会学会誌編集委員会/医学書院 (発売)2016 492.9||N600||ロ20(2)

老年看護技術 第3版(看護実践のための根拠がわかる) 泉キヨ子, 小山幸代編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N640||カ

精神看護技術 第2版(看護実践のための根拠がわかる) 山本勝則, 藤井博英, 守村洋編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N740||カ

在宅看護技術 第3版(看護実践のための根拠がわかる) 正野逸子, 本田彰子編著メヂカルフレンド社2015 492.9||N820||カ
訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応(Q&Aと事例でわかる訪問看護)道又元裕編著 中央法規出版 2016 492.9||N820||ホ

周術期看護 : 安全・安楽な看護の実践 坂本文子指導 インターメディカ2016 492.9||N951||シ

医療倫理学のABC 第3版 服部健司, 伊東隆雄編著メヂカルフレンド社2015 490.15||イ

SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 第4版石村貞夫 [ほか] 著東京図書 2016 490.19||エ

医学の歴史(サイエンス・パレット:029) William Bynum著/鈴木晃仁, 鈴木実佳共訳丸善出版 2015 490.2||イ

人体解剖ビジュアル : からだの仕組みと病気 新訂版 松村讓兒著 サイオ出版 2015 491.1||ジ
肝・胆・膵(イメカラ : イメージするカラダのしくみ) 医療情報科学研究所編集メディックメディア2016 491.3||カ

今日の治療指針 : 私はこう治療している ポケット判 2016年版日野原重明, 阿部正和監修医学書院 2016 492||コ||2016

Annual review循環器 2016 杉本恒明 [ほか] 編集中外医学社 2016 493.08||ア||2016

Annual review糖尿病・代謝・内分泌 2016 金澤康徳 [ほか] 編集中外医学社 2016 493.08||ア||2016

Annual review消化器 2016 岡博 [ほか] 編集中外医学社 2016 493.08||ア||2016

Annual review血液 2016 高久史麿 [ほか] 編集中外医学社 2016 493.08||ア||2016

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　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)

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　母性看護学　 (N ３００番台 )

　小児看護学　（Ｎ 400 番台）
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
Annual review 腎臓 2016 越川昭三 [ほか] 編集中外医学社 2016 493.08||ア||2016

Annual review 呼吸器 2016 太田保世 [ほか] 編集中外医学社 2016 493.08||ア||2016

Annual review神経 2016 後藤文男 [ほか] 編中外医学社 2016 493.08||ア||2016

高齢者医療から終末期医療へ(メトロポリタン新書:007)川口実著 メトロポリタンプレス2016 493.18||コ
医学的音楽療法 : 基礎と臨床 呉東進編著 北大路書房 2014 493.72||イ
ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版 / 坂井文彦改訂 田崎義昭, 斎藤佳雄著南山堂 2016 493.72||ベ
認知症介護を後悔しないための54の心得(健康人新書:043)工藤広伸著 広済堂出版 2015 493.75||ニ
重症心身障害療育マニュアル 新版 井合瑞江 [ほか] 編集医歯薬出版 2015 493.937||ジ

学生のための現代公衆衛生 改訂7版 野中浩一編著/苅田香苗, 内山有子, 助友裕子著南山堂 2016 498||ガ
医療法学入門 大磯義一郎, 加治一毅, 山田奈美恵著医学書院 2012 498.12||イ
医事法学 : 医療を学ぶひとのための入門書 久々湊晴夫, 姫嶋瑞穂著成文堂 2015 498.12||イ
日本食品標準成分表/ 文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会編 七訂 [本編]全国官報販売協同組合2015 498.51||ニ
みんなのための「ストレスチェック制度」明解ハンドブック : ゼロからわかる川口友万著 双葉社 2015 498.8||ミ
人間ドック完全ガイド : 人間ドック検査選びの超常識!(100%ムックシリーズ)晋遊舎 2016 498.81||ニ

今日の治療薬 : 解説と便覧 2016年版(第38版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著南江堂 2016 499.1||コ||2016

治療薬マニュアル 2016年版 菊池方利 [ほか] 編医学書院 2016 499.1||チ||2016

治療薬up‐to‐date : ポケット判 2016 松沢佑次, 永井良三, 奥村勝彦編集メディカルレビュー社2016 499.1||チ||2016

ナースのためのくすりの事典 2016年版(第25版) 守安洋子著 へるす出版 2016 499.1||ナ||2016

クリニカル・アロマテラピー : 介護福祉医療の現場に活かす 第3版ジェーン・バックル著エルゼビア・ジャパン/フレグランスジャーナル社 (発売)2015 499.87||ク

データでみる県勢 2016年版 矢野恒太記念会編国勢社 2016 R351||デ||2016

日本統計年鑑 第65回(平成28年) 総務庁統計局編日本統計協会 : 毎日新聞社2016 R351||ニ||65

国民生活基礎調査 平成26年 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R365.5||コ||2014

日本子ども資料年鑑 2016 日本総合愛育研究所編中央出版 2016 R367.6||ニ||2016

学校基本調査報告書 : 初等中等教育機関 専修学校・各種学校編 平成27年度文部省大臣官房調査統計課編大蔵省印刷局 2015 R370.59||ガ||2015

学校基本調査報告書 : 高等教育機関 平成27年度 文部省大臣官房調査統計課編大蔵省印刷局 2015 R370.59||ガ2015

国民医療費 平成25年度 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2013 R498.059||コ||2013

実務衛生行政六法 平成28年版 新日本法規出版2016 R498.1||ジ||2016

今日の治療薬 : 解説と便覧 2016年版(第38版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著南江堂 2016 R499.1||コ||2016

治療薬マニュアル 2016年版 菊池方利 [ほか] 編医学書院 2016 R499.1||チ||2016

ナースのためのくすりの事典 2016年版(第25版) 守安洋子著 へるす出版 2016 R499.1||ナ||2016

朝日キーワード 2017 朝日新聞社編 朝日新聞社 2017 R813.7||ア||2017

　視聴覚資料
ターミナルケアの面接 : 心のゆらぎに添うコミュニケーション技術(Media park video library. 面接教育ビデオシリーズ・応用編:第2巻)新宿スタジオ DVDNo.117-2

経管栄養の技術 : 映像で理解する(看護実践能力向上シリーズ)瀬藤真理江, 蓮井謙之指導ビデオ・パック・ニッポン/京都科学(発売)2012.6 DVDNo.118

老人の友(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:1)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-1

花のプレゼント(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:2)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-2

ブルースシンガー(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:3)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-3

普通の子(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:4)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-4

究極の選択(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:5)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-5

あなたの赤ちゃん(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:6)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-6

家系図(Maruzen audiovisual library. 生命倫理を考える : 終わりのない7編の物語:7)カナダ国立映[画]制作庁(NFB)制作丸善 [2009] DVDNo.119-7

許せないという病(扶桑社新書:202) 片田珠美著 扶桑社 2016 141.6||ユ
頭がいい人の仕事は何が違うのか? : 入社1年目から差がついていた!中尾ゆうすけ著すばる舎 2015 159||ア
行動が早い人の仕事と生活の習慣 : 入社1年目から差がついていた!野呂エイシロウ著すばる舎 2016 159||コ
抜擢される人の人脈力 : 早回しで成長する人のセオリー岡島悦子著 東洋経済新報社2008 336.4||バ
マタハラ問題(ちくま新書:1164) 小酒部さやか著筑摩書房 2016 366.38||マ
家族心理学研究 第29巻　第2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)2016 367.3||カ||29-2

こうすれば大丈夫!フローチャート式ケアスタッフのためのデイサービスリスクマネジメント : とっさの判断!gene編集 gene 2015 369.26||コ
家族幻想 : 「ひきこもり」から問う(ちくま新書:1163) 杉山春著 筑摩書房 2016 371.4||カ
波に映すこころ : 愛されて守られて /　外立とし江絵 詩 : 高田 榮一詩 ハシダテ 2011 723.1||ナ
海よ、永遠に : 3・11「東日本大震災」 : ふる里南三陸に静かな海をとりもどせ愛葉常二著 エリート情報社2012 913.6||ア
みつえばあちゃんとボク 岡野雄一著 西日本新聞社 2015 916||オ
ペコロスの母の贈り物 岡野雄一著 朝日新聞出版 2016 916||オ
96歳の姉が、93歳の妹に看取られ大往生 松谷天星丸著 幻冬舎 2015 916||マ

　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)

　薬学　 ( 請求記号　 499)
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※ 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 12時開館 

図書館利用のご案内 

図書館内の全パソコンで 

Ｗｏｒｄ と Ｅｘｃｅｌ が使えるようになりました。 

学習やレポートにお役立てください！！ 

企画展示は、人体にまつわる生化学です。 
 

生化学は生命現象を理解するのに必須であ

り、人をはじめとする動物の体の仕組みを学

ぶ学問です。 
 

人体の仕組みや、生命や細胞に関する図書

を展示してます。 
 

展示図書としては、 

・『看護に必要な やりなおし生物・化学』 

 時政孝之 著 照林社 

・『トリセツ・カラダ カラダ地図を描こう』 

 海堂尊 著 ヨシタケシンスケ 絵 宝島社 

・『美しい人体図鑑 ミクロの目で見る細胞の世界』 
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