
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

Question bank select 必修 : 看護師国家試験問題集 2017(第12版)医療情報科学研究所編集 Medic Media 2016 492.9||N039||ク2017
看護学生スタディガイド 2017 : [セット] 池西静江, 石束佳子編集 照林社 2016 492.9||N039||ナ2017

ロイ適応看護理論の理解と実践 第2版 小田正枝 [ほか] 著/小田正枝編医学書院 2016 492.9||N110||ロ
看護師・コメディカルのための医療心理学入門 野口普子編著 金剛出版 2016 492.9||N140||カ

看護のための病気のなぜ?ガイドブック 山田幸宏監修 サイオ出版 2016 492.9||N210||カ
看護技術のなぜ?ガイドブック 大川美千代監修 サイオ出版 2016 492.9||N210||カ
看護技術講義・演習ノート : 授業で使える 自己学習にも役立つ 新訂版 第2版 上巻山口瑞穂子編著 サイオ出版 2016 492.9||N210||カ1
看護技術講義・演習ノート : 授業で使える 自己学習にも役立つ 新訂版 第2版 下巻山口瑞穂子編著 サイオ出版 2016 492.9||N210||カ2
看護アセスメントにつながる検査データの見かた 山中克郎, 石川隆志, 眞野惠子編集照林社 2016 492.9||N212||カ
ココが知りたい栄養ケア : ナースのためにナースが書いた 矢吹浩子編集 照林社 2016 492.9||N212||コ
臨床検査値×処方薬チェックポイント : 看護師・薬剤師がこれだけは知っておきたい原景子著 メディカ出版 2016 492.9||N212||リ
根拠がわかる症状別看護過程 : こころとからだの69症状 : 事例展開と関連図 改訂第3版関口恵子, 北川さなえ編集南江堂 2016 492.9||N220||コ
今日の看護指針 : 臨床実践能力の向上をめざして : 事例解説付き 改訂版川島みどり [ほか] 編集 看護の科学社 2016 492.9||N230||コ

ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護 : 出生前の家族支援から緩和ケアまで倉田慶子, 樋口和郎, 麻生幸三郎編集へるす出版 2016 492.9||N440||ケ

看護学生のための神経内科学 平田幸一編著 中外医学社 2016 492.9||N541||カ
呼吸器ビジュアルナーシング(見てできる臨床ケア図鑑) 近藤泰児監修/畑田みゆき編集学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N547||コ
日本腎不全看護学会誌 第17巻 第1号 日本腎不全看護学会編集 医学書院 2016 492.9||N556||ニ17(1)
日本腎不全看護学会誌 第17巻 第2号 日本腎不全看護学会編集 医学書院 2016 492.9||N556||ニ17(2)
エビデンスからわかる患者と家族に届く緩和ケア 森田達也, 白土明美著 医学書院 2016 492.9||N571||エ
オンコロジックエマージェンシー : 病棟・外来での早期発見と帰宅後の電話サポート(がん看護実践ガイド)森文子, 大矢綾, 佐藤哲文編医学書院 2016 492.9||N571||オ
がん看護の日常にある倫理 : 看護師が見逃さなかった13事例(がん看護実践ガイド)近藤まゆみ, 梅田恵編集 医学書院 2016 492.9||N571||ガ
サバイバーを支える看護師が行うがんリハビリテーション(がん看護実践ガイド)矢ケ崎香編集 医学書院 2016 492.9||N571||サ
はじめてのがん化学療法看護(カラービジュアルで見てわかる!) 辻晃仁編集 メディカ出版 2016 492.9||N571||ハ
見てわかるがん薬物療法における曝露対策(がん看護実践ガイド)平井和恵, 飯野京子, 神田清子編医学書院 2016 492.9||N571||ミ

在宅看護論 : 実践をことばに 第6版 杉本正子, 眞舩拓子編集 ヌーヴェルヒロカワ2016 492.9||N820||ザ
家族看護学 第2版 星直子編集 中央法規出版 2016 492.9||N860||カ

Year note 内科・外科等編 2015(第24版) 国試対策問題編集委員会編Medic Media 2016 490||イ||2015
Year note TOPICS : 内科・外科疾患 : 研修医・非専門医でも知っておくべき近年と今後の主な動向 2016-2017(第6版)(Year note 内科・外科等編:[別冊])医療情報科学研究所編集 Medic Media 2016 490||イ||2016-2017
Year note 内科・外科等編 2017(第26版) 国試対策問題編集委員会編Medic Media 2016 490||イ||2017
健康長寿のための医学(岩波新書:新赤版 1588) 井村裕夫著 岩波書店 2016 490||ケ
内科系専門医試験Quick check [2017](第14版)(Year note 内科・外科等編:[別冊])医療情報科学研究所編 Medic Media 2016 490||ナ||2017
教養としての生命倫理 村松聡, 松島哲久, 盛永審一郎編丸善出版 2016 490.15||キ
スピリチュアル・コミュニケーション : 医療者のための5つの準備・7つの心得・8つのポイント岡本拓也著 医学書院 2016 490.16||ス
ここから学ぼう!図解医療統計 : 本気で統計を始めたい人のための入門書柳澤尚武, 西崎祐史著 総合医学社 2016 490.19||コ

グレイ解剖学 Richard L.Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M.Mitchell原著/塩田浩平, 秋田恵一監修・監訳エルゼビア・ジャパン2016 491.1||グ
臨床のための解剖学 第2版 キース L. ムーア, アーサー F. デイリー, アン M.R. アガー著/佐藤達夫, 坂井建雄監訳メディカル・サイエンス・インターナショナル2016 491.1||リ
シンプル生理学 改訂第7版 貴邑冨久子, 根来英雄共著南江堂 2016 491.3||シ
脳・神経のしくみ : オールカラー(運動・からだ図解) 石浦章一監修 マイナビ出版 2016 491.371||ノ
わかりやすい病理学 改訂第6版 恒吉正澄, 小田義直編 南江堂 2016 491.6||ワ

消化器 第5版(病気がみえる:v. 1) 医療情報科学研究所編 メディックメディア2016 492||ビ||１
好きになる救急医学 : 病院前から始まる救急医療 第3版(好きになるシリーズ)小林國男著 講談社 2016 492.29||ス

　看護学
　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　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)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　臨床医学　（請求記号　４９２）
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呼吸器疾患最新の治療 2016-2018 工藤翔二 [ほか] 編集 南江堂 2016 493.3||コ||2016-2018
動画でわかる呼吸リハビリテーション 第4版 高橋仁美, 宮川哲夫, 塩谷隆信編集中山書店 2016 493.3||ド
Q&AでよくわかるCOPD : 概念・診断・治療・管理まで 多田裕司編集 メジカルビュー社2016 493.38||キ
臨床神経内科学 改訂6版 廣瀬源二郎, 田代邦雄, 葛原茂樹編集南山堂 2016 493.7||リ
小児科診療ガイドライン : 最新の診療指針 第3版 五十嵐隆編集 総合医学社 2016 493.92||シ
子どものアレルギー×母乳育児×スキンケア(Breastfeeding for a medical profession)水野克己, 下条直樹, 馬場直子編著南山堂 2016 493.931||コ
発達障害の素顔 : 脳の発達と視覚形成からのアプローチ(ブルーバックス:B-1954)山口真美著 講談社 2016 493.937||ハ
新生児・小児ME機器サポートブック : きほん・きづく・きわめる : 3つのきで使いこなす! 第2版松井晃著 メディカ出版 2016 493.95||シ
　外科学＜請求記号　494＞
在宅で褥瘡に出会ったら 改訂2版(在宅医療の技とこころ) 鈴木央編著 南山堂 2016 494.8||ザ

標準眼科学 第13版(Standard textbook) 中澤満, 村上晶編集/澤口昭一 [ほか] 執筆医学書院 2016 496||ヒ
公衆衛生がみえる 2016-2017 第2版 医療情報科学研究所編 Medic Media 2016 498||コ||2016-2017

死因大全 : 人の“最期"は千差万別 実業之日本社編 実業之日本社 2016 498||シ
シンプル衛生公衆衛生学 2016 鈴木庄亮, 久道茂編集 南江堂 2016 498||シ||2016
ヘルスプロモーション : 健康科学 和田雅史, 齊藤理砂子著 聖学院大学出版会2016 498||ヘ
医療再生 : 日本とアメリカの現場から(集英社新書:0817B) 大木隆生著 集英社 2016 498.021||イ
ここが知りたい職場のメンタルヘルスケア : 精神医学の知識&精神医療との連携法 改訂2版日本産業精神保健学会編 南山堂 2016 498.8||コ

医薬品情報学 第4版 望月眞弓, 武立啓子, 堀里子編東京大学出版会2016.3 499.1||イ

世界年鑑 2016 共同通信社編 共同通信社 2016 R059||セ||2016
読売年鑑 2016年版 読売新聞社 2016 R059.1||ヨ||2016
川崎市立看護短期大学 : 創立20周年記念誌 ( 川崎市立看護短期大学創立20周年記念事業実行委員会)川崎市立看護短期大学(2016) R090||カ
川崎市立看護短期大学紀要 Vol.21 No.1 川崎市立看護短期大学紀要編集委員会編川崎市立看護短期大学2016 R090||カ||21(1)
川崎市健康福祉年報 平成26年度 川崎市健康福祉局編 川崎市健康福祉局2016 R092||カ||2014
川崎市統計書 第58回(平成27年版) 川崎市総務局総務部統計課編川崎市総務局総務部統計課2016 R092||カ||58
県勢要覧 : 統計でみる神奈川のすがた 平成27年度版 神奈川県 2016 R351.37||ケ||2015
看護医学用語の読み方と意味 新訂版(第2版) 山口瑞穂子監修 サイオ出版 2016 R492.9||N034||カ
QUESTION BANK看護師国家試験問題解説 2017(第17版) 医療情報科学研究所編集 Medic Media 2016 R492.9||N039||ク2017
看護六法 平成28年版 厚生問題研究会編集 新日本法規出版2016 R492.9||N260||カ2016

はじめての今さら聞けないネット検索(Basic master:459) 羽石相著 秀和システム 2016 007.58||ハ
コンピュータリテラシ : 情報処理入門 第3版 大曽根匡編著/渥美幸雄 [ほか] 著共立出版 2015 007.6||コ
よくわかる情報リテラシー : 標準教科書 岡本敏雄監修 技術評論社 2013 007.6||ヨ
死ぬ力(講談社現代新書:2357) 鷲田小彌太著 講談社 2016 114.2||シ
自己愛モンスター : 「認められたい」という病(ポプラ新書:085)片田珠美著 ポプラ社 2016 145.7||ジ
日本史有名人の身体測定 篠田達明著 KADOKAWA 2016 281.04||二
るるぶ南武線(るるぶ情報版:34. 関東) JTBパブリッシング2016 291||ル||カ34
るるぶ北海道 '16-'17(るるぶ情報版) JTB 2016 291||ル||ホ1
少子社会日本 : もうひとつの格差のゆくえ(岩波新書:新赤版 1070)山田昌弘著 岩波書店 2007 334.31||シ
わかりすぎる情報セキュリティの教科書 : いい人も悪い人もいるインターネットの世界(SCC books:B-377)SCC教育事業推進本部セキュリティ教育部編著エスシーシー 2014 336.17||ワ
福祉・栄養・看護のための社会福祉論 赤木正典, 平松正臣編著/岩間文雄 [ほか] 共著建帛社 2016 369||フ
学校・大学リスクマネジメントの実践 : 地震対策・事故防止・情報管理本間基照著/インターリスク総研編同文舘出版 2016 374||ガ
すぐに使えるExcelによる統計解析とグラフの活用 内田治著 東京図書 2009 417||ス
すぐに使えるExcelによるアンケートの集計と解析 内田治著 東京図書 2009 417||ス
すぐに使えるEXCELによる品質管理 内田治著 東京図書 2011 509.66||ス
はじめての今さら聞けないツイッター入門(Basic master:463) 八木重和著 秀和システム 2016 547.4833||ハ
はじめての今さら聞けないWi-Fi入門(Basic master:458) 荒石正二著 秀和システム 2016 547.4835||ハ
Wi‐Fiがまるっとわかる本 : インターネットの始めかたからセキュリティまで迷わずできる!必ずつながる!!(M.B.MOOK)マガジンボックス2016 547.4835||ワ
今の家でもっとシックに暮らす方法(フランス人は10着しか服を持たない:2)ジェニファー・L・スコット著/神崎朗子訳大和書房 2016 590.4||フ||2
はじめてでも簡単!ヘアアレンジ1年生 : ヘアアレンジの基本がわかる!できるようになる!!(e-MOOK)宝島社 2016 595.4||ハ
コウノドリ 13(モーニングKC 2526) 鈴ノ木ユウ著 講談社 2016 726.1||コ||13
大学生のための文章表現練習帳 坂東実子著 国書刊行会 2016 816||ダ
プロジェクトとしての論文執筆 : 修士論文・博士論文の執筆計画大迫正弘, 砂原美佳, 關谷武司著関西学院大学出版会2016 816.5||プ
論文・プレゼンの科学 : 読ませる論文・卒論、聴かせるプレゼン、優れたアイディア、伝わる英語の公式 増補改訂版河田聡著 アドスリー/丸善出版 (発売)2016 816.5||ロ
天声人語 : 英文対照 v. 183 2015冬 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳原書房 2016 837||テ||183
まく子 西加奈子著 福音館書店 206 913.6||ニ
カエルの楽園 百田尚樹著 新潮社 2016 913.6||ヒ
64 上(文春文庫:[よ-18-4], [よ-18-5]) 横山秀夫著 文藝春秋 2015 913.6||ヨ||1
64 下(文春文庫:[よ-18-4], [よ-18-5]) 横山秀夫著 文藝春秋 2015 913.6||ヨ||2
だいじな娘を医療ミスで失って : 数々のミスに遭遇した乳癌患者の記録(銀鈴叢書)日野多香子著 銀の鈴社 2016 916||ヒ

　その他

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　衛生学・公衆衛生・法医学　 ( 請求記号　498)

　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
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授業で生じた疑問や、問題の解決、レポート 

作成には、文献検索することが必須となって 

きます。 

■文献検索 

■あなたの食生活は大丈夫？ 

健康相談室の中原先生より、健康診断の結果で貧血の学生が多いこと、 

ひとり暮らしで料理が苦手で困っている学生がいる、といったご相談を受けました。 
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土曜日開館のお知らせ 

６月１８日（土）  

９：００～１７：００ 

 

ぜひご利用ください。 

就職活動対策の図書を取りそろえた支援コーナーは、 

雑誌架の上に設置されています。 

面接対策、一般常識試験対策、履歴書・小論文の書き方、服装・ヘアアレンジ、 

マナーなどの本が並んでいます。 

また、最新の時事問題を知るための新聞、雑誌など就職活動を有利にするための 

資料があります。ぜひご活用ください。 

３年生は実習・就職試験・国試対策と大変な日々をどうか乗り切ってください。 

図書館でもみなさんの悩みをサポートできるように心がけていきます。 
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