
書名 著者名 出版社 出版年請求記号

直前α : 看護師国試対策ブック : 公衆衛生・関係法規・社会福祉 2017今西春彦編著 メディカ出版 2016 492.9||N039||チ2017
看護のアジェンダ 井部俊子著 医学書院 2016 492.9||N049||カ
国際看護 : 言葉・文化を超えた看護の本質を体現する(看護学テキスト統合と実践 : Basic & Practice)一戸真子編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N090||コ

医療・看護系のための生物学 改訂版 田村隆明著 裳華房 2016 492.9||N189||イ

ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術 : マンガと写真でわかる石田弘子編著 ナツメ社 2016 492.9||N210||ナ
ゼロからわかる疾患別検査値読みこなし 栗原毅監修 成美堂出版 2016 492.9||N212||ゼ
ハート先生の心電図読本 市田聡著 : 心臓病看護教育研究会編集医学同人社 2016 492.9||N212||ハ
まるごとやりなおしのバイタルサイン : アセスメント力がつく!正常・異常がわかる!桑原美弥子編著 メディカ出版 2016 492.9||N212||マ
輸液・輸血指示の根拠とコール対応の見きわめ方 : 基礎からわかる!ケアに活かせる!石松伸一監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N212||ユ
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 改訂版小板橋喜久代, 山本則子編集中央法規出版2013 492.9||N220||エ
看護につなげる病態生理 : よくある症状のしくみがわかる(プチナースBooks)齋藤宣彦著 照林社 2016 492.9||N220||カ
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス : 生活者の視点から学ぶ身体診察法(DVD BOOK)守田美奈子監修/鈴木憲史医学指導インターメディカ2016 492.9||N221||シ
看護管理概説 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第1巻)井部俊子編集 日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-1
看護組織論 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第2巻)井部俊子, 勝原裕美子編集日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-2
看護マネジメント論 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第3巻)木村チヅ子, 村上美好編集日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-3
看護における人的資源活用論 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第4巻)手島恵編集 日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-4
看護情報管理論 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第5巻)上泉和子, 太田勝正編集日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-5
看護経営・経済論 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第6巻)金井Pak雅子編集 日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-6
看護制度・政策論 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第7巻)中西睦子編集 日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-7
看護管理学研究 第2版(2016年度刷)(看護管理学習テキスト:第8巻)中西睦子, 上泉和子, 増野園惠編集日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-8
看護管理基本資料集 2016年版(看護管理学習テキスト:別巻)中西睦子, 勝原裕美子, 増野園惠編集日本看護協会出版会2016 492.9||N230||カ2016-べ
使いこなし人工呼吸器 : 初めての人が達人になれる 改訂第2版(ナースビギンズ)露木菜緒著 南江堂 2016 492.9||N235||ツ
入門臨床事例で学ぶ看護の研究 : 目的・方法・応用から評価までジャキィ・ヒューウィット=テイラー著/遠藤公久 [ほか] 訳福村出版 2016 492.9||N250||ニ
基本からわかる看護統計学入門 第2版 大木秀一著 医歯薬出版 2016 492.9||N251||キ

ナースのための直感でとらえる!循環器疾患の総整理 : なっとく!18ステップ永井利幸著 メディカ出版 2016 492.9||N545||ナ
ハート先生の虚血性心臓病講座 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||N545||ハ
プラクティカル補助循環ガイド : 研修医・看護師・臨床工学技士のための : カラー図解で見てわかる!よくわかる! 新版澤芳樹総監修 メディカ出版 2016 492.9||N545||プ
日本糖尿病教育・看護学会誌 第20巻第2号 日本糖尿病教育・看護学会編集日本糖尿病教育・看護学会2016 492.9||N551||ニ20(2)
看護師さん、薬剤師さんに贈るやさしく学べる皮膚疾患32川島眞監修 メディカルレビュー社2016 492.9||N562||カ
たった20項目で学べるスキンケア(皮膚科学看護スキルアップシリーズ:4)安部正敏編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N562||タ
がん放射線治療パーフェクトブック 唐澤久美子, 藤本美生編集学研メディカル秀潤社2016 492.9||N571||ガ
Dr.服部とNs.神山のズバッと秘訣を伝授!!がん疼痛の治療とケア(メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ)服部政治, 神山智秋著メディカ出版 2016 492.9||N571||ド

よくわかる高齢者のからだと病気 : 看護師・介護士のための解剖生理学山口潔, 川野史子, 松井秀夫監修池田書店 2016 492.9||N600||ヨ
写真でわかる拘縮ケア : 介護に役立つ! 田中義行監修 ナツメ社 2016 492.9||N640||シ
そうだったんだ!認知症 : 治療・ケアがうまくいかないのは認知症のせい?小川朝生編集 文光堂 2016 492.9||N680||ソ
認知症になるとなぜ「不可解な行動」をとるのか : 深層心理を読み解きケアの方法をさぐる 増補新版加藤伸司著 河出書房新社2016 492.9||N680||ニ
もっと踏み込む認知症ケア : 患者だけじゃない!家族や地域の問題まで診る、現場で活かせるレシピ集井階友貴編集 羊土社 2016 492.9||N680||モ

フォレンジック看護 : 性暴力被害者支援の基本から実践まで加納尚美, 李節子, 家吉望み編集医歯薬出版 2016 492.9||N710||フ

在宅ケアリスクマネジメントマニュアル : "生活の場"のリスクをさらに検証! 第2版(C.C.MOOK)宮崎和加子編集・執筆/小菅紀子 [ほか] 執筆日本看護協会出版会2016 492.9||N820||ザ
写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ!(DVD BOOK)押川真喜子監修 インターメディカ2016 492.9||N820||シ
よくわかる在宅看護 : 知識が身につく!実践できる! 改訂第2版角田直枝編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N820||ヨ
　状態別看護　 (N ９００番台 )

手術看護の超重要ポイントオールカラーマスターブック : なぜ?だからこうする!がすぐわかる(Ope nursing:2016年臨時増刊)車武丸, 渡部早人編メディカ出版 2016 492.9||N951||シ
見てわかる!流れでわかる!脳神経外科手術レクチャー : 適応疾患の理解から術中看護のポイントまで木村俊運, 佐藤美智子, 原直子編著学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N951||ミ
ICU・救急ナース松田塾呼吸と循環に強くなる! 松田直之著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N953||ア
救急・急変看護ポケット事典 : パッと引けてしっかり使える : 緊急度判定ポイントと対応の流れがわかる : オールカラー 第3版佐々木勝教監修 成美堂出版 2016 492.9||N954||キ
ナースのための臨床推論で身につく院内トリアージ : 最速・最強の緊急度アセスメント伊藤敬介, 大西弘高編著学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N954||ナ

　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 )

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800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。 

川崎市立看護短期大学図書館 2016年 12月 
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書名 著者名 出版社 出版年請求記号

少子超高齢社会の「幸福」と「正義」 : 倫理的に考える「医療の論点」浅井篤, 大北全俊編日本看護協会出版会2016 490.15||シ

ヒトの基礎生化学 川上浩, 太田正人編著/青井啓悟 [ほか] 著アイ・ケイコーポレーション2016 491.4||ヒ

これからの常識!チームで成功させる脳梗塞血管内治療 : 救急隊・看護師・技師・救急医・内科医・神経内科医・脳神経外科医・リハビリスタッフのために幸原伸夫 [ほか] 編集診断と治療社2016 493.73||コ
注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第4版ADHDの診断・治療指針に関する研究会, 齊藤万比古編集じほう 2016 493.937||チ

CG動画でわかる!分娩のしくみと介助法 竹田省, 高橋眞理編集 2016 495.7||シ

よくわかるヘルスコミュニケーション(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)池田理知子, 五十嵐紀子編著ミネルヴァ書房2016 498||ヨ
すぐやる! : 「行動力」を高める"科学的な"方法 菅原洋平著 文響社 2016 498.39||ス
栄養代謝学 金行孝雄著 理工図書 2016 498.56||エ

医薬品とノーベル賞 : がん治療薬は受賞できるのか?(角川新書:[K-102])佐藤健太郎 [著] KADOKAWA 2016 499.1||イ

NDC10版改訂箇所一覧 大曲俊雄編 日本図書館協会2016 R014.45||エ
世界国勢図会 2016/17年版 矢野恒太記念会編 国勢社 2016 R350.9||セ||2016-17
介護・看護サービス統計データ集 2017-2018 廣瀬輝夫監修 三冬社 2016 R369.26||カ||2017-2018
災害情報学事典 日本災害情報学会編朝倉書店 2016 R369.3||サ
予防接種に関するQ&A集 2016(第16版) 細菌製剤協会2016 R493.82||ヨ||2016
医薬品識別ハンドブック : 医療用 2017 薬業時報社 2016 R499.1||イ||2017

入門 その1(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-1
入門 その2(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-2
様々なグリーフを抱えて その1(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち:第3巻-第4巻)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-3
様々なグリーフを抱えて その2(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち:第3巻-第4巻)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-4
悲嘆者を支える その1(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち:第5巻-第6巻)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-5
悲嘆者を支える その2(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち:第5巻-第6巻)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-6
これからのグリーフケア(V-toneビデオライブラリー. グリーフケア : 悲嘆と向き合う人たち)新宿スタジオ 2014 DVDNo.123-7

アクティブラーニングで学ぶ情報リテラシー 宇田隆哉, 井上亮文共著コロナ社 2016 007||ア
デジタルウィズダムの時代へ : 若者とデジタルメディアのエンゲージメント高橋利枝著 新曜社 2016 007.3||デ
新聞力 : できる人はこう読んでいる(ちくまプリマー新書:263)斎藤孝著 筑摩書房 2016 070||シ
精神科音楽療法ことはじめ : こころからだいのちを紡ぐ音楽療法笠嶋道子編 ミュージックセラピスト協会/クオリティケア (発売)2016 146.8||セ
虐待・DV・トラウマにさらされた親子への支援 : 子ども-親心理療法アリシア・F・リーバマン, シャンドラ・道子・ゴッシュ・イッペン, パトリシア・ヴァン・ホーン著/佐藤恵美子 [ほか] 訳日本評論社 2016 146.82||ギ
シシリー・ソンダース : 近代ホスピス運動の創始者 増補新装版シャーリー・ドゥブレイ, マリアン・ランキン著/若林一美 [ほか] 訳日本看護協会出版会2016 289.3||シ
クラウド情報管理の法律実務 松尾剛行著 弘文堂 2016 336.17||ク
データを利益に変える知恵とデザイン(統計学が最強の学問である:ビジネス編)ダイヤモンド社2016 350.1||ト
川崎あるある 水野嘉男著 : i‐BUG画TOブックス 2016 361.42||カ
キャリアストーリーをポートフォリオで実現する 鈴木敏恵著 日本看護協会出版会2016 366.29||キ
ルポ貧困女子(岩波新書:新赤版 1621) 飯島裕子著 岩波書店 2016 367.1||ル
本当に正しい医療が、終活を変える : お金と病気で悩まない!吉野敏明著 : 田中肇著 : 大和泰子著かざひの文庫2016 367.7||ホ
貧困の現場から社会を変える(POSSE叢書:001) 稲葉剛 [著] 堀之内出版 2016 368.2||ヒ
日本在宅ケア学会誌 Vol 20 No 1(September, 2016)日本在宅ケア学会編集医学書院エムワイダブリュー2016 369.261||ニ||20(1)
子どもと貧困 朝日新聞取材班著 朝日新聞出版2016 369.4||コ
発達心理学のこころを学ぶ : 心理学入門「対話篇」田丸敏高著 福村出版 2016 371.4||ハ
大学はコミュニティの知の拠点となれるか : 少子化・人口減少時代の生涯学習上杉孝實, 香川正弘, 河村能夫編著ミネルヴァ書房2016 377.04||ダ
データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書 2016-2017NTTドコモモバイル社会研究所編中央経済社 2016 694.6||デ||2016-2017
一流アスリートが実践!自分を操るメンタル強化法(じっぴコンパクト新書:298)浮世満理子著 実業之日本社2016 780.7||イ
へんな日本語 : 知らず知らずに使っていませんか?市野桂子著 自由国民社 2016 810||ヘ
アンマーとぼくら 有川浩著 講談社 2016 913.6||ア
坂の途中の家 角田光代著 朝日新聞出版2016 913.6||カ
悪果(角川文庫:16449) 黒川博行 [著] 角川書店/角川グループパブリッシング (発売)2016 913.6||ク
小説君の名は。(角川文庫:19809, [し57-3]) 新海誠 [著] KADOKAWA 2016 913.6||シ
朝が来る 辻村深月著 文藝春秋 2016 913.6||ツ
ORナース 内地シゲル著 今井出版 (発売)2014 913.6||ナ
白衣の嘘 長岡弘樹著 KADOKAWA 2016 913.6||ナ
羊と鋼の森 宮下奈都著 文藝春秋 2015 913.6||ミ
あの家に暮らす四人の女 三浦しをん著 中央公論新社2015 913.6||ミ
障害を持つ息子へ : 息子よ。そのままで、いい。 神戸金史著 ブックマン社 2016 916||カ
癌告知。生き方をガラッと変えて僕は生還した! 中山栄基著 風雲舎 2013 916||ナ
余命半年、僕はこうして乗り越えた! : がんの外科医が一晩でがん患者になってからしたこと西村元一著 ブックマン社 2016 916||ニ
ハリー・ポッターと呪いの子 第1部・第2部 J.K.ローリング, ジョン・ティファニー, ジャック・ソーン著/ジャック・ソーン舞台脚本/松岡佑子訳静山社 2016 932.7||ロ

　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

　視聴覚資料

　その他

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　 495)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )
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v 

 先生のおすすめ本 
                     
坂元 昇 先生 

医療・介護問題を読み解く  

池上直己、日本経済新聞出版社,498.13||イ 

 

平成26年の「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」が制定されて 

「地域医療構想」や「地域包括ケアシステム」など、今後の医療や介護の在り方を大きく変える 

社会保障制度改革の動きが進んでおります。このような複雑な医療・介護制度を歴史的過程を 

含めて丁寧に解説した本で、社会保障を勉強する方には、またとない教科書といえると思います。 

看護学生として自分たちが将来働く医療・介護の世界がどのように変わってゆこうとしているのか 

その流れの中で自分は将来どんな看護師として活躍したのかを模索する意味でも是非勉強して 

ほしい分野であると思います。これを読むことによって、新聞記事やニュースの内容がよりよく 

理解できるようになると思います。 

池上直己氏の他の著書も一緒に展示してあります。 

こちらも、おすすめ。 

図書館 

セレクト 

今年から着任された坂元先生の担当科目は 

『公衆衛生学』と『病理学』です。 

そこで、図書館では  

通学の電車や休憩中にも読みやすい新書を中心に 

公衆衛生や感染症に関連する本を選んでみました。 

冬休みのおともにどうぞ！ 
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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。

冬休み長期貸出のお知らせ 

  12月12日(月）～12月26日（月）までに 

  借りた本の返却は 

  2017年1月11日（水）です。 

  冊数は7冊まで。 

   

図書館カレンダー 

休館 

図書館企画展示 ー12月ー 
12月は、川崎病関連資料を検索する方法を 

展示しています。 

この機会に、医中誌等のデータベースを使った 

雑誌記事の検索をマスターしましょう。 
 

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 

グループワーク貸出のラベルがついている図書は 

当日返却です。 
多くのグループで使えるようにご協力ください。 
 

17時閉館 

開館時間変更のお知らせ 

 

      11月28日から2月17日までの 

      開館時間を9時に変更します。 

      国試の勉強等に 

      図書館を活用してください。 

風邪やインフルエンザ対策に 

ブランケットを貸し出し中。 

マスクはカウンターでも用意しています。 

ご利用ください。 

12/27～1/5は、図書館は休館します 

4 


