
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

これは使えるカタカナ看護用語辞典 エキスパートナース編集部編照林社 2016.3 492.9||N034||コ

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 2016.3 492.9||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 2016.3 492.9||N039||カ

これだけ!公衆衛生・関係法規 : 看護師国試につかえる 技術評論社 2016.6 492.9||N039||コ

これで完璧!看護国試必修完全攻略集 2017年版 さわ研究所編 啓明書房 2012.5- 492.9||N039||コ2017

現代の看護におけるケアリングとしての技術力 : 実践のためのモデル 第3版Rozzano C. Locsin原著/谷岡哲也 [ほか] 監訳ふくろう出版 2016.3 492.9||N110||ゲ

仙人と妄想デートする : 看護の現象学と自由の哲学 村上靖彦著 人文書院 2016.5 492.9||N120||セ

なぜ?できる!わかる!私の看護技術 : 卒業時の到達レベルに準拠した私の看護技術!鈴木みずえ, 片山はるみ編集クオリティケア2016.3 492.9||N210||ナ

看護技術がうまくなる!聴診静脈注射採血 : 見てすぐわかる ケアに活かせる月刊ナーシング編集部編学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016.6 492.9||N212||カ

ハート先生の心電図教室 心房細動編 市田聡著/心臓病看護教育研究会編医学同人社 2012- 492.9||N212||ハ

看護と放射線 : 放射線を怖がらない看護職であるために : 放射線を正しく理解する日本アイソトープ協会編集日本アイソトープ協会/丸善出版 (発売)2016.4 492.9||N213||カ

感情のマネージメント : 効果的な患者支援と看護師のメンタルヘルスのための自己調節(看護に活かすカウンセリング:2)伊藤まゆみ編 ナカニシヤ出版2016.3 492.9||N214||カ2

看護のための症状Q&Aガイドブック 岡田忍監修 サイオ出版 2016.3 492.9||N220||カ

見てわかる看護記録 : アセスメント,監査でも困らない! 第3版 清水佐智子著 日総研出版 2016.4 492.9||N228||ミ

看護のためのシミュレーション教育はじめの一歩ワークブック 第2版阿部幸恵著 日本看護協会出版会2016.5 492.9||N245||カ

よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 : 看護研究のエキスパートをめざして 第2版グレッグ美鈴, 麻原きよみ, 横山美江編著医歯薬出版 2016.3 492.9||N251||ヨ

すぐに役立つ小児&周産期の疾患とケア : 成育看護の基準として 第2版国立成育医療センター看護基準手順委員会編中山書店 2016.3 492.9||N440||ス

新人ナースのための塗って覚えて理解する!はじめての脳の神経・血管解剖窪田惺編著 : 馬見塚勝郎解剖図メディカ出版 2016.6 492.9||N541||シ

ナースのためのかんたん脳・脊髄画像の見かた・読みかた 片岡丈人編集 診断と治療社 2016.4 492.9||N541||ナ

心臓外科手術と術後ケア術式別ポイントチェック : イラストでどんな手術かよくわかる!志水秀行編著 メディカ出版 2016.6 492.9||N545||シ

ハート先生の心不全講座 改訂新版 市田聡著/心臓病看護教育研究会編集医学同人社 (発売)2016.5 492.9||N545||ハ

看護に生かす腹臥位療法 : うつぶせ寝で「身体と心」を取り戻す川嶋みどり, 丸川征四郎編著日本看護協会出版会2016.5 492.9||N640||カ

急性期にある認知症高齢者 : 安心・安全を届けるかかわり(Series.看護のエスプリ)上野優美著 仲村書林/星雲社 (発売)2016.4 492.9||N680||キ

認知症ケアガイドブック 日本看護協会編 照林社 2016.6 492.9||N680||ニ

現場で使える訪問看護便利帖 介護と医療研究会著 翔泳社 2016.6 492.9||N820||ゲ

在宅看取りマニュアル : 訪問看護師のための5ステージによるケア藤原泰子著 真興交易医書出版部2016.4 492.9||N820||ザ

今日も私は、老人ホームの看護師です : おとぼけナースと、かわいい仲間たち 1鈴橋加織著 リーダーズノート出版2016.5 492.9||N850||キ1

　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 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）
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手術看護10日間速習&完全マスター : オペナース必修講座 妹尾安子編著 メディカ出版 2016.6 492.9||N951||シ

ゼロからわかる救急・急変看護 佐々木勝教監修 成美堂出版 2016.6 492.9||N954||ゼ

あなたはそこにいるだけで価値ある存在 樋野興夫著 KADOKAWA 2016.4 490.14||ア

ステロイド : 服薬指導のためのQ&A 改訂4版 宮本謙一著 フジメディカル出版2016.4 492.38||ス

糖尿病学 2016 小坂樹徳, 赤沼安夫編 診断と治療社 1976- 493.123||ト||2016

糖尿病治療ガイド 2016-2017 日本糖尿病学会編 文光堂 1999.5- 493.123||ト||2016-2017

DSM時代における精神療法のエッセンス : こころと生活をみつめる視点と臨床モデルの確立に向けて広沢正孝著 医学書院 2016.5 493.72||デ

高次脳機能障害のリハビリテーション : 実践的アプローチ 第3版本田哲三編集/本田哲三 [ほか] 執筆医学書院 2016.6 493.73||コ

脳卒中ガイドライン : 患者さん・介護する方々と医療従事者をつなぐ : 知りたいこと, ききたいことがわかる!篠原幸人, 中山健夫監修 東京医学社 2016.4 493.73||ノ

新生児・小児医療にかかわる人のための看取りの医療 改訂第2版船戸正久, 鍋谷まこと編集診断と治療社 2016.5 493.9||シ

はじめてであう小児科の本 改訂第4版 山田真著 福音館書店 2016.6 493.9||ハ

NICUに入院している新生児の痛みのケア実践テキスト : ガイドライン準拠「NICUに入院している新生児の痛みのケアガイドライン」委員会監修/横尾京子, 田村正徳編集メディカ出版 2016.5 493.95||エ

　外科学＜請求記号　494＞

JPTECガイドブック : Japan prehospital trauma evaluation and care : load and go : the right patient in the right time to the right place 改訂第2版JPTEC協議会編著 へるす出版 2016.3 494.3||ジ

患者さんのための頸椎後縦靭帯骨化症ガイドブック : 診療ガイドラインに基づいて日本整形外科学会診療ガイドライン委員会頸椎後縦靭帯骨化症ガイドライン策定委員会, 厚生労働省特定疾患対策研究事業「脊柱靭帯骨化症に関する研究」班編集南江堂 2007.11494.66||カ

手足のしびれ,歩きにくい症状がある方に : 診療ガイドラインに基づいた頸椎症性脊髄症ガイドブック日本整形外科学会診療ガイドライン委員会頸椎症性脊髄症ガイドライン策定委員会編集南江堂 2007.11494.66||テ

肘が痛い方のために : 診療ガイドラインに基づいた上腕骨外側上顆炎(テニス肘)ガイドブック日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 上腕骨外側上顆炎ガイドライン策定委員会編集南江堂 2012.6 494.77||ヒ

足の大学 : 予防のための実践フットケア : 足と全身の健康はつながっています。大杉京子, 飯田祐巳著 フレグランスジャーナル社2016.5 494.8||ア

透析患者の食事指導最重要ポイントBOOK : 目安量が写真でパッとみてわかる : リン・カリウム・塩分・水分井上啓子編著 メディカ出版 2016.6 494.93||ト

女性ホルモンの教科書 : わたしのカラダは、私が守る 黒住紗織, 佐田節子著/日経ヘルス編日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2016.6 495||ジ

在宅医療 : 多職種連携ハンドブック : “最期まで住み慣れた地域での生活"を支援する悠翔会編集 法研 2016.4 498||ザ

看護師になる.2016/朝日新聞出版(週刊朝日MOOK) 朝日新聞出版 2016.5 498.14||カ

メッセンジャーナース : 看護の本質に迫る 甲州優, 武田美和, 川口奏子編看護の科学社 2016.4 498.14||メ

エッセンシャル臨床栄養学 第8版 佐藤和人, 本間健, 小松龍史編医歯薬出版 2016.4 498.58||エ

日本薬局方 : 条文と注釈 第17改正 1 日本薬局方解説書編集委員会編廣川書店 2016.5 499.121||ニ||17-1

日本薬局方 : 条文と注釈 第17改正 2 日本薬局方解説書編集委員会編廣川書店 2016.5 499.121||ニ||17-2

日本薬局方 : 条文と注釈 第17改正 3 日本薬局方解説書編集委員会編廣川書店 2016.5 499.121||ニ||17-3

雑誌新聞総かたろぐ 2016年版 メディア・リサーチ・センター株式会社編メディア・リサーチ・センター1978- R027.5||ザ||2016

日本国勢図会 2016/17年版 矢野恒太記念会編 日本評論社 1927- R351||ニ||2016-2017

家族という病 [1](幻冬舎新書:375, 416) 下重暁子著 幻冬舎 2015.3- 367.3||カ1

日本在宅ケア学会誌 Vol 19 No 2(March, 2016) 日本在宅ケア学会編集 医学書院エムワイダブリュー1998- 369.26||ニ||19(2)

子どもの心の発達がわかる本 : 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる(こころライブラリー : イラスト版)小西行郎監修 講談社 2007.8 376.11||コ

はたらく細胞 03(シリウスKC:560) 清水茜著 講談社 2015.7 726.1||ハ||3

ねこの看護師ラディ(講談社の創作絵本) 渕上サトリーノ文/上杉忠弘絵講談社 2016.5 726.6||ﾈ

夜を乗り越える(小学館よしもと新書:[501]) 又吉直樹著 小学館 2016.6 910.26||マ

家日和(集英社文庫:お57-3) 奥田英朗著 集英社 2010.5 913.6||オ

希望荘 宮部みゆき著 小学館 2016.6 913.6||ミ

泣き虫ピエロの結婚式 望月美由紀著 リンダパブリッシャーズ2016.6 916||モ

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　薬学　 ( 請求記号　 499)

　その他

　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)

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　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)

　調べるための本
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実習に役立つシリーズ 
基 習 実 学 看 護 礎 

基礎看護学実習Ⅰでは、看護方法Ⅰで学んだ生活行動の援助技術を実際の患者さんの 
状態に合わせて実施していきます。そのため、授業で実施した看護技術等を復習して 
おくのに参考になる本・DVDです。 

看護技術の写真・図や動画を見て、実際の患者さんを想像し援助計画を立てるときの 
参考にしていきましょう。 

国家試験対策シリーズ 
3年生の皆さん、国家試験問題集は準備されましたか？ 
図書館には国家試験問題集のほかに、必修問題の対策本など様々な書籍が揃って 
います。理解しやすく学習をすすめやすい本をぜひ探してみてください。 
また、書籍のほかには、出版社から発行されたフリーペーパーが置いてあります。 

その中に芸人のオカリナさんの看護学生時代の国家試験受験の体験談があり、 
「とにかく油断せず走り抜けてほしい」という言葉があります。夏休みも”油断” 
せず目標に向かうために図書館を活用するのはいかがでしょうか。 

高橋先生、松本先生、小濱先生、加藤（良）先生、 

澁谷係長、以上図書委員会より 

永井睦子先生 

[図書]基礎看護技術 看護技術がみえる① 492.9||N210||カ1 

[図書]写真でわかる基礎看護技術 492.9||N210||シ 

[図書]根拠と写真で学ぶ看護技術.1 生活行動を支える援助 492.9||N210||コ1 

[図書]看護技術講義・演習ノート上巻 日常生活技術編 492.9||N210||カ1 

[図書]仲間とみがく看護技術 492.9||N210||ナ 

「日常生活の援助技術編」 

Vol.1 ベッドメイキング DVDNo.51-1 

Vol.2 リネン・寝衣交換 DVDNo.51-2 

Vol.3 体位変換 DVDNo.51-3 

Vol.4 食事の介助 DVDNo.51-4 

「清潔の援助技術編」 

Vol.1 入浴・シャワー浴 DVDNo.71-1||1 

Vol.2 全身清拭 DVDNo.71-1||2 

Vol.3 洗髪 DVDNo.71-1||3 

Vol.4 手浴・足浴 DVDNo.71-1||4 

Vol.5 口腔ケア DVDNo.71-1||5 

「排泄の援助技術編」 

Vol.1 排尿・排便の援助 DVDNo.71-3||1 

Vol.2 オムツを用いた排泄の援助 DVDNo.71-3||2 
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夏季休暇に伴い、 
長期貸出中！ 

受付期間：8月31日（水）まで 

返却日：9月14日（水） 

貸出冊数：７冊まで 

図書館で所蔵する本の中から、 
「筋肉」「トレーニング」「ストレッチング」 
「スポーツ医学」「栄養」などのキーワードを 

もつ本を展示しています。 
 

また西端先生よりおすすめいただき、新しく購入 
した本もあります。 
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