
　　　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

看護国試によく出る疾患BEST10(ゼッタイ聞きたいさわ先生の人気講座)さわ研究所講師陣著医歯薬出版 2016 492.9||N039||カ

看護師国家試験対策出題傾向がみえる精神看護学 : 短期集中!完全制覇! 2017年高橋ゆかり編著PILAR PRESS2016 492.9||N039||カ2017

ガイドラインに基づくまるわかり褥瘡ケア 田中マキ子著 照林社 2016 492.9||N211||ガ

褥瘡ケアデビュー : 評価・選択・実行できる 丹波光子監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N211||ジ

看護の現場ですぐに役立つ「輸液」のキホン : 患者さんを不安にさせない投与法が身に付く!(ナースのためのスキルアップノート)佐藤弘明著 秀和システム 2016 492.9||N212||カ

看護診断 Vol.21 No.1 日本看護診断学会編集医学書院 2016 492.9||N220||カ21-1

疾患別看護過程の展開 第5版 山口瑞穂子, 関口恵子監修学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N220||シ

日常生活行動からみるヘルスアセスメント : 看護形態機能学の枠組みを用いて大久保暢子編 日本看護協会出版会2016 492.9||N221||ニ

NANDA-I-NIC-NOCの基本を理解する : 最新の動向と看護計画への活用の仕方黒田裕子編集 医学書院 2016 492.9||N222||ナ

看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸ケアのキホン : 患者さんのための適切な操作法をマスター!(ナースのためのスキルアップノート)レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ著秀和システム 2016 492.9||N235||カ

臨地実習の"不安"をなくす12のトレーニング(Nursing canvas book:7)石川雅彦, 斉藤奈緒美編著学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N246||リ

はじめて学ぶケーススタディ : 書き方のキホンから発表のコツまで國澤尚子編著 総合医学社 2016 492.9||N251||ハ

エビデンスに基づく小児看護ケア関連図 山口桂子, 柴邦代, 服部淳子編集中央法規出版 2016 492.9||N440||エ

エビデンスに基づく小児看護ケア関連図 山口桂子, 柴邦代, 服部淳子編集中央法規出版 2016 492.9||N440||エ

看護師のための脳の解剖生理超入門 第1版 西村卓士著 日総研出版 2016 492.9||N541||カ

ハート先生の心臓カテーテル教室 復刻新版 市田聡著/心臓病看護教育研究会編医学同人社 (発売)2016 492.9||N545||ハ

がん患者の口腔マネージメントテキスト : 看護師がお口のことで困ったら上野尚雄, 山田みつぎ, 岩隈好恵編文光堂 2016 492.9||N571||ガ

看護実践能力習熟段階に沿った急性期病院でのステップアップ認知症看護 第1版鈴木みずえ著/吉村浩美, 加藤滋代編集アドバイス日本看護協会出版会2016 492.9||N680||キ

訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 平成28年改定対応版日本訪問看護財団編集中央法規出版 2016 492.9||N820||ホ

ナースのちから: 心臓外科手術術後管理のために 第2版 南淵明宏著/茨木保イラスト・マンガ三輪書店 2016 492.9||N951||ナ

死を見据えた日常生活のケア(高齢者のエンドオブライフ・ケア実践ガイドブック:1)桑田美代子, 湯浅美千代編集中央法規出版 2016 492.9||N980||コ1

死を見据えたケア管理技術(高齢者のエンドオブライフ・ケア実践ガイドブック:2)桑田美代子, 湯浅美千代編集中央法規出版 2016 492.9||N980||コ2

疾病と病態生理 改訂第4版 市田公美, 辻勉, 秋葉聡編集南江堂 2016 491.6||シ

ガイドライン外来診療 : 今日の診療のために 2016(第16版)泉孝英編集主幹日経メディカル開発/日経BP出版センター (発売)2016 492||ガ||2016

カンタン理解!呼吸のしくみとはたらき 岩田充永編著 照林社 2016 493.3||カ

精神医学歴史事典 エドワード・ショーター [著]/下地明友 [ほか] 共訳みすず書房 2016 493.7||セ

　看護学　総記・叢書・全集　 (N ０００番台 )

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　看護学

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

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。

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ 800 番台）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　小児看護学　（Ｎ 400 番台）

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）
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脳卒中の臨床神経リハビリテーション : 理論と実践 鈴木恒彦, 紀伊克昌, 真鍋清則編市村出版 2016 493.73||ノ

発達障害キーワード&キーポイント 市川宏伸監修 金子書房 2016 493.937||ハ

ステップアップ新生児循環管理 : 図解とQ&Aでここまで分かる与田仁志編著 メディカ出版 2016 493.95||ス

リハビリテーション医学テキスト 改訂第4版 出江紳一, 加賀谷斉編集南江堂 2016 494.78||リ

色弱の子どもがわかる本 : 家庭・保育園・学校でできるサポート術 : コミックQ&Aカラーユニバーサルデザイン機構原案/福井若恵コミックかもがわ出版 2016.8 496.45||シ

男女共同参画白書 平成28年版 総理府編 大蔵省印刷局 2016 R367.21||ダ||2016

国民の福祉と介護の動向 2016/2017(厚生の指標臨時増刊:第59巻第10号, 第60巻第10号, 第61巻第10号, 第62巻10号, 第63巻10号)厚生労働統計協会編厚生労働統計協会2016 R369||コ||2016-2017

高齢社会白書 平成28年版 総務庁編 大蔵省印刷局 2016 R369.26||コ||2016

障害者白書 [市販本版] 平成28年版 総理府編 大蔵省印刷局 2016 R369.27||シ||2016

18歳「成人」社会 : 「成人」とは何か(子ども白書:2016. 「子どもを大切にする国」をめざして)日本子どもを守る会編本の泉社 2016 R369.4||コ||2016

新しい地域医療への挑戦 : 地域全体で治し、支える医療の実現に向けて(医療白書:2016-2017年版)ヘルスケア総合政策研究所企画・制作日本医療企画 2016 R498||イ||2016-2017

国民衛生の動向 2016/2017年(厚生の指標臨時増刊) 厚生統計協会編厚生統計協会 2016 R498||コ||2016-2017

地域保健・健康増進事業報告 平成26年度 地域保健編 厚生労働省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R498.059||チ||2014-1

地域保健・健康増進事業報告 平成26年度 健康増進編 厚生労働省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R498.059||チ||2014-2

最新医事関連法の完全知識 : これだけは知っておきたい医療事務66法 2016年版安藤秀雄著 医学通信社 2016 R498.12||サ||2016

医療施設調査・病院報告 平成26年(全国編)上巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R498.16||イ||2014-1

医療施設調査・病院報告 平成26年(都道府県編)下巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R498.16||イ||2014-2

母子保健の主なる統計 平成27年(2015) 母子衛生研究会編母子保健事業団2016 R498.7||ボ||2015

保険薬事典plus+ : 適応・用法付薬効別薬価基準 平成28年8月版薬業研究会編 じほう 2016 R499.1||ホ||2016-2

地球温暖化対策の新たなステージ(環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書:平成28年版)環境省編 日経印刷/全国官報販売協同組合 (発売)2016 R519.1||カ||2016

戦争と看護婦 川嶋みどり [ほか] 著国書刊行会 2016 210.75||セ

1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林博史著 ミネルヴァ書房2016 350.1||イ

結婚クライシス : 中流転落不安 山田昌弘編著 東京書籍 2016 367.4||ケ

最下層女子校生 : 無関心社会の罪(小学館新書:[262]) 橘ジュン著 小学館 2016 367.68||サ

児童心理学の進歩 2016年版(VOL.55) 日本児童研究所編集金子書房 2016 371.45||ジ||55

科研費採択される3要素 : アイデア・業績・見栄え 郡健二郎著 医学書院 2016 377.7||カ
大学生のためのメンタルヘルスガイド : 悩む人、助けたい人、知りたい人へ(シリーズ大学生の学びをつくる)松本俊彦編 大月書店 2016 377.9||ダ
統計学の図鑑(まなびのずかん) 涌井良幸, 涌井貞美著技術評論社 2015 417||ト
ヘルプマン!! 3 : 高齢ドライバー編 くさか里樹著 朝日新聞出版 2015 726.1||へ||3

ヘルプマン!! 4 : 排泄編 くさか里樹著 朝日新聞出版 2015 726.1||へ||4

ヘルプマン!! 5 : 排泄編 くさか里樹著 朝日新聞出版 2015 726.1||へ||5

パラリンピックの楽しみ方 : ルールから知られざる歴史まで藤田紀昭著 小学館 2016 780.69||パ
パラリンピックを学ぶ 平田竹男, 河合純一, 荒井秀樹編著早稲田大学出版部2016 780.69||パ
陸王 池井戸潤著 集英社 2016 913.6||イ
危険なビーナス 東野圭吾著 講談社 2016 913.6||ヒ
弱いつながり : 検索ワードを探す旅(幻冬舎文庫:あ-59-1)東浩紀著 幻冬舎 2016 914.6||ア

　衛生学・公衆衛生・法医学　 ( 請求記号　 496)

　その他

　外科学＜請求記号　 494 ＞

　調べるための本

土曜日開館のお知らせ 
 

10月15日（土） 9：00～17：00 

入館時は、図書館入口に設置する 入退館記録に  

「学年・名前・入館時間と、退館時間」  

を記入してください。 

ご利用ください！ 
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今月のおすすめ本 
＜授業に役立つシリーズ＞ 

老年看護学 
領域 

「ヘルプマン!!」 
著者：くさか里樹 
出版社：朝日新聞出版 
726.1||ヘ|| 
 
高齢者介護を題材にした、漫画作品です。 
介護蘇生編、高齢ドライバー編、排泄編等々
シリーズとして出版されており、軽いタッチ
の描画で高齢社会の問題点をわかりやすく、
リアルに描いています。厳しい介護の現実の
中、壊れてしまいそうな人々が多数登場しま
す。「人間らしく、よく生きるとは、どうい
うことなのだろうか？」そのような問いを突
きつけられ考えさせられる中、理想の光を見
出すことができます。 
 

小児看護学 
領域 

①「こどもの病気の地図帳」    
著者：鴨下重彦  

出版社：講談社  

493.9||コ 
 
 

②「発達段階を考えたアセスメントに 
もとづく小児看護過程」492.9||N440||シ 

著者：茎津智子 出版社：医師薬出版株式会社 
 

③「発達段階からみた 小児看護過程+ 

病態関連図 」492.9||N440||ハ 
著者：石黒 彩子、出版社：医学書院 
 
授業では、『川崎病』の事例を使って看護過程
を学んでいきます。「こどもの病気の地図帳」
は、発病のしくみや病気の状態・経過などをカ
ラーイラストや写真を使って分かりやすく図解
しているので、病気の全体像がイメージしやす
い本です。 

 小児看護では、成長発達をふまえたアセスメ

ントが必要となってきます。「発達段階を考え

たアセスメントにもとづく小児看護過程」と

「発達段階からみた 小児看護過程+病態関連

図 」は、事例を用いながら、成長発達のポイン

トを押さえつつ、アセスメントや看護計画立案

まで具体的に解説されているので、おすすめで

す。 
 

母性看護学 
領域 

「ウェルネス診断に 
もとづく母性看護過程」 
第2版 
編著：大田操  
出版社：医歯薬出版株式会社 
492.9||N300||ウ 
  

母性看護学の対象は、基本的に健康な人であり、

病気を持っていない人です。対象者の健康の維

持・増進、疾病の予防などが看護の特徴になり

ます。このような特性から、ウェルネス志向で

考えなければ、適切な看護診断が見えてこない

ことがあります。ウェルネス志向とはどういう

ことなのか、どのように看護過程を展開するの

かを参考にし、母性看護方法や3年次の母性看

護学実習に生かしましょう。 
 

精神看護学 
領域 

①「べてるの家の「非」援助論：そのままでいいと思えるための25章」 
著者：浦河べてるの家 出版社：医学書院 369.28||ベ 

②「ためらいの看護 : 臨床日誌から」 
著者：西川勝 出版社：岩波書店 492.9||N049||タ 

③「クワイエットルームにようこそ」 
著者：松尾スズキ 出版社：文藝春秋（文春文庫）913.6||マ 
 
学生の頃、「べてるの家」（精神障害者の当事者グループ）に関する書籍や映像をひたすら読んだ
り、観たりしていました。①はそんな「べてるの家」のことがよく分かる本です。 

②の【病棟から】に出てくる患者さん達のエピソードはどれも胸に沁みます。 
③は内田有紀主演で映画化もされていて精神科病院の不思議な魅力が感じられる作品です。精神看
護では人間理解や援助の多様性がより求められるところがあり、これらはそのヒントになる本です。 
 

【加藤博之先生】 
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「こころを看取る」  
著者：押川真喜子  
出版社：文藝春秋 
490.14||コ 
 
図書館にて在宅看護方法Ⅱでの演習のために
COPDの本を集めた特設コーナーを作ってい
ただきましたが、ご活用いただけたでしょうか。 
在宅領域より、講義では触れていない在宅での
看取りについて書かれているこの本をご紹介し
ます。長年訪問看護師として携わっている押川
真喜子さん。住み慣れた家で最後を送る人々の
揺れ動く気持ちや家族の思いをはじめ、訪問看
護師のやりがいや苦悩などリアルに描かれてい
ます。また、ご自身の体験記や在宅医療の現状
などもわかりやすく書かれています。ぜひ手に
とって在宅看護の世界に触れていただければと
思います。 

在宅看護 
領域 

9月に引き続き、10月も新しい領域のグループワー
クが始まります!! 
今月は【脳卒中・誤嚥性肺炎・せん妄】についての
展示です。 
書架の案内や本の調べ方などの案内を参考に図書館
の資料をたくさん利用しましょう!! 

グループワーク貸出のラベルがついてい

る図書は通常の2週間貸出ではなく 

当日返却です。 
多くのグループで使えるようにご協力を
お願いします。 
 

 グループワーク貸出  

・ 当日返却 
・ 一人10冊まで  
・ 参考図書や雑誌も貸出可 

【闘病記】をテーマにした図書を 
探すヒントが、展示スペース・
OPACコーナー・書架などに案内し
ています。この機会に色んな探し方
を発見しましょう!! 
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