
　　　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

健康支援と社会保障制度 2017(看護国試シリーズ. みるみるナーシング)テコム編集委員会編集 : 柳沢裕之, 佐藤富美子, 福本正勝編集協力テコム出版事業部2016 492.9||N039||カ2017

ラ・スパ : 看護国試でるでるデータ満載 2016 ラ・スパ編集委員会編T・M・S (発行)/医学評論社 (発売)2016 492.9||N039||ラ2017

周手術期看護(Nursing selection:9) 森田孝子監修 学研 2016 492.9||N080||ナ9

いのちの生成とケアリング : ケアのケアを考える 丹木博一著 ナカニシヤ出版2016 492.9||N120||イ

化学基礎 竹内敬人 [ほか] 著東京書籍 2012 492.9||N183||カ

医療関係者のための臨床に生かしたいくすりの話 改訂第5版中原保裕著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング(発売)2014 492.9||N195||イ

新イラストによる安全な動作介助のてびき 第3版 飛松好子編著/岩崎洋, 吉田由美子, 井上美紀著医歯薬出版 2016 492.9||N211||シ

理学療法を活かす褥瘡ケア : 評価・治療・予防 杉元雅晴編著 文光堂 2016 492.9||N211||リ

生体検査検体検査看護技術 : 臨地実習でよく出会う!看護師国試で問われる!(Nursing canvas book:8)Nursing canvas編集室編集学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 492.9||N212||セ

ポイントすっきり人工呼吸ケア 磨田裕著 照林社 2016 492.9||N235||ポ

新人看護職員研修ノート 第2版 日本看護協会出版会2016 492.9||N238||シ

看護師に役立つレポート・論文の書き方 第4版 高谷修著 金芳堂 2016 492.9||N251||カ

ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 第3版 佐世正勝, 石村由利子編医学書院 2016 492.9||N340||ウ

ベッドサイドのリンパ浮腫ケア : はじめの一歩!ナースができる 新装版近藤敬子 [ほか] 編集日本看護協会出版会2016 492.9||N543||ベ

ナースのための肝炎看護ハンドブック : C型肝炎対策を中心に 改訂版清澤研道編 医薬ジャーナル社2016 492.9||N548||ナ

糖尿病を併せ持つ患者へのチームアプローチ 数間恵子編集 看護の科学社 2016 492.9||N551||ト

腎不全看護 第5版 日本腎不全看護学会編集医学書院 2016 492.9||N556||ジ

分子標的治療薬とケア(がん看護実践ガイド) 遠藤久美, 本山清美編集医学書院 2016 492.9||N571||ブ

快をささえる難病ケアスターティングガイド 河原仁志, 中山優季編集医学書院 2016 492.9||N572||カ

難病看護の基礎と実践 : すべての看護の原点として 改訂版(ナーシング・アプローチ)中山優季編集 桐書房 2016 492.9||N572||ナ

生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 第3版山田律子 [ほか] 編集医学書院 2016 492.9||N640||セ

いつもと違う高齢者をみたら : 在宅・介護施設での判断と対応 : 高齢者ケアのキーノート荒井千明著 医歯薬出版 2016 492.9||N820||イ

在宅人工呼吸器ケア実践ガイド : ALS生活支援のための技術・制度・倫理川口有美子, 小長谷百絵編著医歯薬出版 2016 492.9||N820||ザ

つながる・ささえる・つくりだす在宅現場の地域包括ケア秋山正子著 医学書院 2016 492.9||N820||ツ

手術看護の歴史 : 専門性を求めつづけた歩み 日本手術看護学会編集/石橋まゆみ [ほか] 執筆東京医学社 2016 492.9||N951||シ

死にゆく患者 (ひと) と、どう話すか 國頭英夫著 医学書院 2016 492.9||N980||シ

ナニコレ?痛み×構造構成主義 : 痛みの原理と治療を哲学の力で解き明かす阿部泰之著 南江堂 2016 493.1||ナ

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。

　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 )

　老 年
ネン

看護学　（Ｎ 600 番台）

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　看護学

　看護理論　 (N100 番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　母性看護学　 (N ３００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )

January  2017 

図書館に入った新しい本 
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発生状況からみた急性中毒初期対応のポイント 家庭用品編日本中毒情報センター編集へるす出版 2016 493.15||ハ

国循のなぜこれが生活習慣病にいいのか? : データでまるわかり!国立循環器病研究センター著 : 宮本恵宏監修 : 渡邉至監修アスコム 2016 493.18||コ

心臓リハビリテーションポケットマニュアル ジャパンハートクラブ編集医歯薬出版 2016 493.23||シ

一歩先のCOPDケア : さあ始めよう、患者のための集学的アプローチ河内文雄, 巽浩一郎, 長谷川智子編集医学書院 2016 493.38||イ

医療スタッフのための動機づけ面接法 : 逆引きMI学習帳北田雅子, 磯村毅著医歯薬出版 2016 493.72||イ

ケアする人も楽になる : マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK1伊藤絵美著 医学書院 2016 493.72||ケ||1

ケアする人も楽になる : マインドフルネス&スキーマ療法 BOOK2伊藤絵美著 医学書院 2016 493.72||ケ||2

精神・神経の治療薬事典 : 専門医からのアドバイス ポケット版 2014-'15樋口輝彦総監修総合医学社 2016 493.72||セ||2014-15

機能解剖高次脳機能障害 丸石正治 [著] ニューロエビデンス社2016 493.73||キ

チャレンジング行動から認知症の人の世界を理解する : BPSDからのパラダイム転換と認知行動療法に基づく新しいケアイアン・アンドリュー・ジェームズ著星和書店 2016 493.75||チ

認知症の語り : 本人と家族による200のエピソード 健康と病いの語りディペックス・ジャパン編日本看護協会出版会2016 493.75||ニ

絵で見てわかる認知症「食事の困った!」に答えます : 「食べてくれない」には理由があります菊谷武著 女子栄養大学出版部2015 493.758||エ

認知症医療の限界、ケアの可能性 : 訪問精神科医が教える認知症でも幸せに暮らす方法!!上野秀樹著 メディカ出版 2016 493.758||ニ

認知症にならないための歩き方 : 歩くだけで健康寿命を延ばす!椎名一博著 幻冬舎 2016 493.758||ニ

保健師、医療・看護・介護関係従事者のための「認知症」ガイドブック粟田主一, 金田大太監修母子保健事業団2016 493.758||ホ

臨床児童青年精神医学ハンドブック 本城秀次, 野邑健二, 岡田俊編西村書店 2016 493.937||リ

発達を理解した支援(上手に食べるために:[1]) 田村文誉 [ほか] 著医歯薬出版 2005 493.98||ジ||1

摂食指導で出会った子どもたち(上手に食べるために:2) 田村文誉著 医歯薬出版 2009 493.98||ジ||2

摂食機能にあわせた食事と栄養のヒント(上手に食べるために:3)田村文誉, 水上美樹編著医歯薬出版 2016 493.98||ジ||3

JPTEC外傷のためのファーストレスポンダーテキスト JPTEC協議会編著へるす出版 2016 494.3||ジ

医療関連機器圧迫創傷の予防と管理 : ベストプラクティス日本褥瘡学会編集照林社 2016 494.33||イ

ここが知りたかった緩和ケア 増補版 余宮きのみ著 南江堂 2016 494.5||コ

脳機能の電気生理学的検討 上田守三著 へるす出版 2016 494.627||ノ

全部わかる!心臓血管外科 : 治療法と術後管理 水野友裕編集 総合医学社 2016 494.643||ゼ

活動と転倒 : リハ効果を最大に,リスクを最小に : 回復期リハビリテーションの実践戦略大高洋平編著 医歯薬出版 2016 494.78||カ

リアルフィジカルアセスメント : リハ臨床のためのケーススタディ星孝編著 文光堂 2016 494.78||リ

リハビリテーションビジュアルブック 第2版 稲川利光編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 494.78||リ

皮膚科学 第10版 上野賢一原著/大塚藤男著金芳堂 2016 494.8||ヒ
腎臓病食品交換表 : 治療食の基準 第9版 中尾俊之他編 医歯薬出版 2016 494.93||ジ

産み育てと助産の歴史 : 近代化の200年をふり返る 白井千晶編著/岩田重則 [ほか] 執筆医学書院 2016 495.9||ウ

介護に役立つ口腔ケアの実際 : 用具選びからケアのポイントまで大泉恵美 [ほか] 編著中央法規出版 2016 497.9||カ
基礎からわかる高齢者の口腔健康管理 下山和弘著 医歯薬出版 2016 497.9||キ

基礎から学ぶ楽しい保健統計 中村好一著 医学書院 2016 498.019||キ
地域医療と暮らしのゆくえ : 超高齢社会をともに生きる高山義浩著 医学書院 2016 498.021||チ
医事・看護従事者のための接遇/対話力向上の技術 守谷雄司著 産労総合研究所出版部経営書院2016 498.14||イ
看護と介護の連携ワークブック 大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校監修滋慶出版/つちや書店2016 498.14||カ
イラストでわかる!特定保健用食品と医薬品 : 作用機序と相互作用がまるわかり藤本浩毅, 篠塚和正著文光堂 2016 498.5||イ
嚥下調整食学会分類2013に基づく回復期リハビリテーション病棟の嚥下調整食レシピ集105栢下淳, 高山仁子編著医歯薬出版 2016 498.59||エ
かみやすい飲み込みやすい食事のくふう : 絵で見てわかる山田晴子食事指導/横田洋子絵女子栄養大学出版部2016 498.59||カ
働く人たちのメンタルへルス対策と実務 : 実践と応用 森下高治, 本岡寛子, 枚田香編ナカニシヤ出版2016 498.8||ハ

簡易生命表 平成27年 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R358.1||カ||2015

発達障害事典 日本LD学会編 丸善出版 2016 R378.036||ハ
医学書院医学大辞典 第2版 伊藤正男, 井村裕夫, 高久史麿総編集医学書院 2009 R490.33||イ
人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える(厚生労働白書:平成28年版)厚生労働省編 日経印刷/全国官報販売協同組合 (発売)2016 R498.1||コ||2016

哲学入門 : 身体・表現・世界 第2版 伊藤泰雄著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2013 104||テ
考える力をつける本(講談社+α新書:746-1C) 畑村洋太郎 [著] 講談社 2016 141.5||カ
介護殺人 : 追いつめられた家族の告白 毎日新聞大阪社会部取材班著新潮社 2016 367.3||カ
精神障がい者の家族への暴力というSOS : 家族・支援者のためのガイドブック蔭山正子編著/横山恵子 [ほか執筆]明石書店 2016 369.28||セ
子どもの貧困の解決へ 浅井春夫 [ほか] 著新日本出版社 2016 369.4||コ
重症心身障害児「者」医療福祉の誕生 : その歴史と論点岡田喜篤, 蒔田明嗣著医歯薬出版 2016 369.49||ジ
SAS enterprise guide 保健・看護統計編 高柳良太著 オーム社 2016 417||サ

　外科学＜請求記号　494＞

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　 495)

　歯科学（請求記号497）

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　調べるための本

　その他
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カナ発音常用臨床英語辞典 小林充尚編 文光堂 2008 490.033||カ
医療者の心を贈るコミュニケーション : 患者さんと一緒に歩きたい日下隼人著 医歯薬出版 2016 490.14||イ
臨床瞑想法 : 心と身体がよみがえる4つのメソッド 大下大圓編著 日本看護協会出版会2016 490.16||リ
描かれた病 : 疾病および芸術としての医学挿画 リチャード・バーネット著/中里京子訳河出書房新社 2016 490.2||エ
新入門解剖図譜 三井但夫, 須田都三男共著建帛社 2007 491.1038||シ
生命科学ただいま講義中 : 人体の成り立ちと働き、さらに!健康と病気がよくわかる!!岡田安弘著 金芳堂 2016 491.3||セ
処方がわかる医療薬理学 第9版 2016-2017 中原保裕著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2016 491.5||シ||2016-2017

やさしい薬理のメカニズム : 薬のはたらきを知る 第3版中原保裕著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 491.5||ヤ
診断に直結する検査値の読み方事典 ハンディ版 池田均編著 総合医学社 2014 492.1||シ
パーフェクトガイド検査値事典 第2版 中原一彦監修 総合医学社 2014 492.1||パ
イラストレイテッド心電図を読む : 鑑別に迷わないために 改訂第2版土居忠文著 南江堂 2016 492.123||イ
楽しく学んで好きになる!心電図トレーニングクイズ 谷内亮水著 医歯薬出版 2016 492.123||タ
アプローチの一般化に基づく救急科診療ことはじめ 改訂第2版木村昭夫, 佐々木亮, 小林憲太郎著へるす出版 2016 492.29||ア
合格賢脳レシピ80 : 受験生をごはんで応援! 篠原菊紀監修 法研 2016 596||ゴ
恋のゴンドラ 東野圭吾著 実業之日本社 2016 913.6||ヒ
雪煙チェイス(実業之日本社文庫:ひ13) 東野圭吾著 実業之日本社 2016 913.6||ヒ
奇跡は準備ができた者にだけ訪れる : ある日突然、下半身不随になった京大生の軌跡Mahiro Shu著 文芸社 2016 916||マ
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※国試までの月曜日は、開館時間を9時に変更いたします。 
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   2016年に読んだ本の中で、心がほんのり温かくなり、切なくて優しい涙を誘った素敵な作品を
ご紹介します。すでに読まれた方は沢山いらっしゃると思います。話題の作者、住野よるさんの
「君の膵臓を食べたい」「また、同じ夢を見ていた」です。前者は恋愛、死生観が織り交ざった切
ないストーリーで、最後は涙が止まりません。後者は心を病んでいる主人公の過去から未来の自分
との出会い（私が勝手に解釈しています）が淡々と優しく綴られていて、読者を何とも不思議な世
界に迷い込ませます。心の中が満たされ優しい涙を誘います。「愛とは」「幸せとは」を考えさせ
てくれます。 
 そんな思いの原点を探るのにぴったりの本があります。私が若いころ出合って、今もつまづいた
とき読む本です。エーリッヒ・フロムの「愛するということ」世界のロングセラーです。「愛は技
術ではない。配慮、責任、尊敬、知がその要素である。」と言っています。 
 春休みに気持ちをリセットしてみてはどうでしょう！ 
  
 ●「君の膵臓をたべたい」 
       住野よる著, 双葉社, 2015 913.6||ス 
 ●「また、同じ夢を見ていた」 
       住野よる著, 双葉社, 2016 913.6||ス 
 ●「愛するということ」 
       エーリッヒ・フロム著, 紀伊國屋書店, 1991 152||ア 
 

 
 
                                      今回は、1年生の「基礎看護学実習Ⅱ」の実習に 
                                      関しての本の紹介です。 
                                      この実習での＜はてな？＞を解き明かすうえで役立つ 
                                      本として以下の 2冊をおすすめします。     
 
 
  ●看護の「なぜ・何」QA  
      野中廣志著, 照林社, 2013      492.9||N210||カ 
      **** 呼吸、循環、排泄など7つの系統別に、＜解剖・生理病態＞ 
      ＜症状・疾患と観察＞＜治療・処置とケア＞に関してわかりやすく解説されています。 

  ●看護過程に沿った対症看護   
     高木永子監修, 第4版，学研メディカル秀潤社，2010 492.9||N220||カ 

     ***** 呼吸困難、倦怠感、発熱などよくみられる50の症状・徴候についての＜定義＞ 
     ＜メカニズム＞＜随伴症状＞＜成り行き＞＜主な診察と検査＞＜主な治療＞ 

     ＜看護のポイント＞がわかりやすく解説されています。 
          

    実習で遭遇した＜はてな？＞は、本を活用してドンドン解き明かしていきましょう。 
 

今月のおすすめ本 
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