
書名 著者名 出版社 出版年 請求記号

オールカラーパッと引けてしっかり使える検査値の読み方ポケット事典 第3版栗原毅監修 成美堂出版 2016 492.9||N034||パ
在宅看護 第5版(看護国試シリーズ. みるみるナーシング)峰村淳子, 田山友子, 関川久美子著/テコム編集委員会編集医学評論社 2016 492.9||N039||カ
小児看護 第6版(看護国試シリーズ. みるみるナーシング)横井茂夫, 井田博幸編著/テコム編集委員会編集医学評論社 2016 492.9||N039||カ
母性看護 第5版(看護国試シリーズ. みるみるナーシング)飯野好明, 佐藤康世, 保倉夕紀子編著/テコム編集委員会編集医学評論社 2016 492.9||N039||カ
看護師・看護学生のためのレビューブック 第18版 2017岡庭豊編集 メディックメディア2016 492.9||N039||カ2017

必修ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ 2017 井上大輔編著 TECOM (発行)/医学評論社 (発売)2016 492.9||N039||ヒ2017

ワークブック国際保健・看護基礎論 堀内美由紀, 岩佐真也編集PILAR PRESS 2016 492.9||N090||ワ

看護実践の語り : 言葉にならない営みを言葉にする 西村ユミ著 新曜社 2016 492.9||N120||カ
楽しく学ぶ!看護につながる解剖生理 改訂版(プチナースBooks. BASIC)小寺豊彦著 照林社 2016 492.9||N192||タ
ケアに役立つ!ナースのためのカンタン免疫学 江本正志, 江本善子著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N197||ケ

シュタイナー・リズミカルアインライブング : イタ・ヴェーグマン・クリニックのハンドブックよりモニカ・フィンガドー著 : 伊藤良子, 伊藤寿浩翻訳イザラ書房 2016 492.9||N210||シ
看護に生かす検査マニュアル 新訂版, 第2版 高木康編著 サイオ出版 2016 492.9||N212||カ
ハート先生の心電図教室 復刻新版 基礎と不整脈編 市田聡著/心臓病看護教育研究会編集医学同人社 (発売)2016 492.9||N212||ハ
これなら使える看護介入 : 厳選47NANDA-I看護診断への看護介入 第2版江川隆子編集/江川隆子 [ほか] 執筆医学書院 2016 492.9||N220||コ
根拠がわかる疾患別看護過程 : 病態生理と実践がみえる関連図と事例展開 改訂第2版新見明子編集 南江堂 2016 492.9||N220||コ
人工呼吸管理の合格ポイント : 一般病棟でもベテランがいなくても使いこなせる100のコツ道又元裕監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N235||ジ
看護学生と考える教育学 : 「生きる意味」の援助のために古川雄嗣著 ナカニシヤ出版2016 492.9||N240||カ
看護のための法学 : 自律的・主体的な看護をめざして 第4版(法学シリーズ職場最前線:1)野崎和義, 柳井圭子著 ミネルヴァ書房2016 492.9||N260||ホ1

ナースとコメディカルのための小児科学 5版 白木和夫, 高田哲編集 日本小児医事出版社2016 492.9||N400||ナ

オールカラーまるごと図解ケアにつながる脳の見かた 波多野武人編著 照林社 2016 492.9||N541||マ
はじめての整形外科看護(カラービジュアルで見てわかる!)労働者健康安全機構関西労災病院看護部編著メディカ出版 2016 492.9||N553||ハ

看護師のための地域看護学 豊島泰子編著 PILAR PRESS 2016 492.9||N800||カ
訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル 新版 第3版日本訪問看護財団監修日本看護協会出版会2016 492.9||N810||ホ
在宅でみる創傷・褥瘡・スキントラブルのケア : 訪看・在宅診療医に贈る自宅にある道具でできるケア(かゆいところに手がとどく心得シリーズ:6)水原章浩著 医学と看護社 2016 492.9||N820||ザ
在宅医療をはじめよう! : 非がん患者の自宅での看取り 永井康徳, 永吉裕子著/こしのりょう作画/矢野道子作画(協力)南山堂 2016 492.9||N820||ザ

テーマで読み解く生命倫理 小泉博明 [ほか] 編著 教育出版 2016 490.15||テ

からだの地図帳解剖学用語 佐藤達夫監修 講談社 2016 491.1||カ
A child is born : 赤ちゃんの誕生 レナルト・ニルソン写真/ラーシュ・ハンベルイェル解説/楠田聡, 小川正樹訳あすなろ書房 2016 491.354||エ

アセスメントに役立つ!検査値ガイド 高木康, 市川幾恵編集 総合医学社 2016 492.1||ア
緊急・応急処置Q&A : もしもの時に必ず役立つ! 第2版 三上剛人編集 日本看護協会出版会2016 492.29||キ

糖尿病を診るポケット検査事典 島田朗, 黒瀬健, 三浦義孝編著医歯薬出版 2016 493.123||ト
貧血大国・日本 : 放置されてきた国民病の原因と対策(光文社新書:813)山本佳奈著 光文社 2016 493.175||ヒ
循環器疾患最新の治療 2016-2017 安田寿一, 杉本恒明編集南江堂 2016 493.2||ジ||2016-2017

もう悩まない!喘息・COPD・ACOSの外来診療 : 名医が教える吸入薬の使い分けと効果的な指導法田中裕士編 羊土社 2016 493.36||モ

　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）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　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)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

2016年 7月 

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 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
ALSマニュアル決定版! Part2 月刊『難病と在宅ケア』編集部編集/中島孝監修日本プランニングセンター2016 493.6||エ||2

新生児蘇生法テキスト : 日本版救急蘇生ガイドライン2015に基づく 第3版細野茂春監修 メジカルビュー社2016 493.95||シ

新生児の疾患・治療・ケア : 家族への説明に使える!イラストでわかる オールカラー最新2版楠田聡監修 メディカ出版 2016 493.95||シ

実践マタニティ診断 第4版 日本助産診断・実践研究会編集/青木康子 [ほか] 執筆医学書院 2016 495.9||ジ

公衆衛生マニュアル 34版 (2016年版) 柳川洋, 中村好一編集/柳川洋 [ほか] 執筆南山堂 2016 498||コ||2016

うそをつかない医療 : 患者と医療者をつなぐ仕事 増補新版豊田郁子著 亜紀書房 2016 498.12||ウ
大学生の健康ナビ : キャンパスライフの健康管理 2016 岐阜県大学保健管理研究会企画岐阜新聞社/岐阜新聞情報センター出版室 (発売)2016 498.3||ダ||2016

食品成分表 2016 : セット 香川芳子監修 女子栄養大学出版部2016 498.51||シ||2016

看護学生のための疫学・保健統計 車谷典男, 松本泉美編著/伊木雅之 [ほか] 共著建帛社 2016 498.6||カ

世界の統計 (国際統計要覧) 2016 総務庁統計局編 大蔵省印刷局 : 日本統計協会2016 R350.9||セ||2016

日本の統計 2016 総理府統計局編 大蔵省印刷局 2016 R351||ニ||2016

看護関係統計資料集 平成27年 日本看護協会出版会2016 R492.9||N054||カ2015

看護法令要覧 平成28年版 井上幸子 [ほか] 編 日本看護協会出版会2016 R492.9||N261||カ2016

図書館を変える! : ウェブスケールディスカバリー入門(ジャパンナレッジライブラリアンシリーズ)飯野勝則著 ネットアドバンス/出版ニュース社 (発売)2016.1 017.7||ト
若い有権者のための政治入門 : 18歳から考える日本の未来藤井厳喜著 勉誠出版 2016.4 310||ワ
18歳からの政治の教科書 : メディアに踊らされない賢い有権者になろう宇都隆史著 彩雲出版/星雲社 (発売)2016.4 310.4||ジ
18歳からの選挙Q&A : 政治に新しい風を18歳選挙権 全国民主主義教育研究会編同時代社 2015.9 314.8||セ
大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川幸一著 慶應義塾大学出版会2016.4 320||ダ

女性のためのライフプランニング 第2版 田和真希著 大学教育出版 2016.4 367.1||ジ
社会福祉関係施策資料集 34(『月刊福祉』増刊号・施策資料シリーズ) 全国社会福祉協議会1986.4- 369.1||シ||34

去りゆく人に寄り添う看取りの心得 : 大切な人の人生の締めくくりにあなたができること筒井大八著 現代書林 2016.4 369.26||サ
分子細胞生物学 第7版 H.Lodish [ほか著]/石浦章一 [ほか] 訳東京化学同人 2016.4 463||ブ

環境メディア・リテラシー : 持続可能な社会へ向かって(関西学院大学研究叢書:第175編)ガブリエレ ハード著 関西学院大学出版会2016.3 519||カ
一生使える!作りおきおかず大全 武蔵裕子著 PHP研究所 2016.2 596||イ

JISS国立スポーツ科学センターのアスリートレシピ : 日本のトップアスリートを支えるバランスごはん115国立スポーツ科学センター著主婦と生活社 [2012.5]780.19||ジ

夢に向かってチャレンジ!(心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの:1)学校図書 2016.3 780.69||コ||1

マンガでわかるメンタルトレーニング : 実は精神力を鍛えることが、成功者になるいちばんの近道!(サイエンス・アイ新書:SIS-271)児玉光雄著 ソフトバンククリエイティブ2013.2 780.7||マ

また、同じ夢を見ていた 住野よる著 双葉社 2016.2 913.6||ス
長いお別れ 中島京子著 文藝春秋 2015.5 913.6||ナ
硝子の太陽Rouge : ルージュ 誉田哲也著 光文社 2016.5 913.6||ホ
硝子の太陽Noir : ノワール 誉田哲也著 中央公論新社 2016.5 913.6||ホ

ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ著 光文社 2016.5 913.6||ミ

闘う力 : 再発がんに克つ なかにし礼著 講談社 2016.2 916||ナ

           ※ 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。

　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)

　その他

　調べるための本

休館 

図書館カレンダー 

      先生のおすすめ本 

夏休み長期貸出 

2016年7月20日（水）～8月31日（水）までに 

貸出した本は 

9月14日（水）が返却日になります。 

貸出冊数は、7冊です。 
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      先生のおすすめ本 
今年は、実習や授業に役立つシリーズや国試対策シリーズなど、 

授業や実習のスケジュールに合わせた本を紹介していただきます。 

＜実習に役立つシリーズ＞ 

成人看護学実習Ⅰ 成人看護領域 先生一同 

老年看護学実習Ⅰ 松本 佳子先生 

小児看護学実習Ⅰ 木村 紀子先生 

「ザ・ロイ適応看護モデル」 著者：シスター・カリスタ・ロイ、監訳：松木光子、出版社：医学書院  
492.9||N110||ロ 
「エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図」 著者：阿部俊子、出版社：中央法規  492.9||N220||エ 
「エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図」 著者：阿部俊子、出版社：中央法規  492.9||N220||エ 
「経過がみえる疾患別病態関連マップ」 監修：山口瑞穂子・関口恵子、出版社：学研メディカル秀潤社 
492.9||N220||ケ 
「病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図」 編集：井上智子、佐藤千史、出版社：医学書院  
492.9||N220||ビ 
「疾患別看護過程の展開」 監修：山口瑞穂子・関口恵子、出版社：学研メディカル秀潤社  492.9||N220||シ 
 
成人看護学実習Ⅰでは、対象のフィジカルアセスメントをしっかり行いましょう！病態・看護の復習には、まず医学書
院のテキスト！アセスメントには『ザ・ロイ適応看護モデル』！情報関連図には、『症状別・疾患別看護ケア関連図』、
『疾患別病態関連マップ』などの本が、そして看護計画立案には『疾患別症状別看護過程の展開』などが役立ちます。
ケアの根拠がわかると、看護の意味が明確になってきます。患者さんの個別性も大切に！レベルアップ間違いなし！
さあ、一緒にがんばりましょう！  

「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護学」 著者：北川公子・井出訓ほか、出版社：医学書院  

492.9||N080||ケｰセ20 

「急性期にある認知症高齢者 安心・安全を届けるかかわり」 著者：上野優美、出版社：仲村書林          

492.9||N680||ケ 

 

1年生～3年生まで、実習で出会う高齢者さんや高齢患者さんを、理解し看護するために改めて、このテキストをお勧

めします。３年生は老年看護学実習Ⅱで活用されていますよ。 

もう一冊は認知症看護認定看護師さんのお書きになった本です。著者は本文p53で「認知症の患者のそのときどきの

気持ちにできるだけ寄り添い、今の相手の困りごとをあれこれ考えながら、患者の「まだできること」に視点を当てて、そ

の力を最大限生かしていくように支援する」「この姿勢が看護者として認知症を持つ患者にかかわる第一歩」と述べて

います。大変心にしみるところです。かかわりに迷った時の道しるべになればと思います。 

「子供の心の発達がわかる本」 著者：小西 行郎、出版社：講談社  376.11||コ 

 
この本は、同志社大学教授であり赤ちゃん学研究センター長である小西先生が執筆された本です。2007年発行で
古く、学術書ではなく一般向けに書かれた本ですが、子どものこと（特に心の発達）がとてもわかりやすく書かれてい
て、高橋教授も私も大好きな一冊です。科学的で学際的な内容は、小児看護を学ぶ上でとても参考になると思いま
す。保育園実習の前に一読しておくと、子どもが本来持っている力がどのようなものかがイメージできると思います。 
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運動・体力づくり 西端 泉先生 

「美しいカラダに変わる 女子の体幹プログラム」 監修：森俊憲、出版社：日本文芸社 780.7||ジ 

 

皆さんは「ロコモティブシンドローム（ロコモ：運動器症候群）」を知っていますか。ロコモというのは、運動器の障害に

よって要介護のリスクの高い状態になることです。ところが、なんと、子供の間にもロコモが広がっていることがわ

かってきました。ここ40年間で、中学生の骨折発生率が約2.5倍にも増加したのです。そこで、皆さんにとって興味

のある「美容」の観点から書かれている本の中から、ロコモ予防にも役立つ本を推奨します。 

図書館企画展示 ー7月ー 

18歳、はじめての選挙 

７月10日の参議院選挙は、  

選挙権年齢が18歳以上になってから 

                         はじめての選挙です。 

未来につながる一票のためにも、 

選挙や政治の本を読んでみませんか。 

オリンピック開催！私も体づくりをしてみよう！ 

この夏は、 

リオデジャネイロでオリンピックが開催されます。 

オリンピックを見るだけでなく、 

                          体を動かしてみませんか？ 

図書館では、オリンピック開催にちなみ  

「体力づくり」に関連する図書を展示しています。 

4


