
書名 著者名 出版社 出版年請求記号

災害看護 第4版(ナーシング・グラフィカ. 看護の統合と実践:3)酒井明子, 長田恵子, 三澤寿美編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-カ3
看護学概論 第6版(ナーシング・グラフィカ. 基礎看護学:1)志自岐康子, 松尾ミヨ子, 習田明裕編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-キ1
基礎看護技術 第6版(ナーシング・グラフィカ. 基礎看護学:3)志自岐康子[ほか]編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-キ3
小児の疾患と看護 第2版(ナーシング・グラフィカ. 小児看護学:3)中村友彦編 メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-シ3
情緒発達と精神看護の基本 第4版(ナーシング・グラフィカ. 精神看護学:1)出口禎子, 松本佳子, 鷹野朋実編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-セ1
精神障害と看護の実践 第4版(ナーシング・グラフィカ. 精神看護学:2)出口禎子, 松本佳子, 鷹野朋実編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-セ2
周術期看護 第3版(ナーシング・グラフィカ. 成人看護学:4)中島恵美子, 山崎智子, 竹内佐智恵編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-セ4
リハビリテーション看護 第3版(ナーシング・グラフィカ. 成人看護学:5)奥宮暁子, 金城利雄, 石川ふみよ編メディカ出版 2017 492.9||N080||ナ-セ5

看護学生のためのウォーミングアップ : 数学、物理、生物、化学、小論文平田雅子, 平田昌, 石関直子著サイオ出版 2016 492.9||N180||カ
からだのしくみ : ナースの視点 杉崎紀子著/神崎史絵朝倉書店 2016 492.9||N193||カ
看護のための薬理学 : はじめる!つかえる! 時政孝行著 南山堂 2017 492.9||N195||カ

写真でわかる基礎看護技術アドバンス : 基礎的な看護技術を中心に!(DVD BOOK)吉田みつ子, 本庄恵子監修インターメディカ2016 492.9||N210||シ
進化を続ける!褥瘡・創傷治療・ケアアップデート 真田弘美, 市岡滋, 溝上祐子編集照林社 2016 492.9||N211||シ
注射・検査に関する看護技術を中心に!(DVD BOOK. 写真でわかる臨床看護技術アドバンス:1)インターメディカ2016 492.9||N212||シ1
呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技術を中心に!(DVD BOOK. 写真でわかる臨床看護技術アドバンス:2)インターメディカ2016 492.9||N212||シ2
スマホ・PCで聴ける!一番最初に読みたいナースのための肺の聴診長坂行雄著 金芳堂 2016 492.9||N212||ス
対象を理解して学ぶ領域別コミュニケーション(Nursing canvas book:9)Nursing canvas編集室編集学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.9||N214||タ
実習記録・看護計画の解体新書(Nursing canvas book:10)石川ふみよ編著 学研メディカル秀潤社2017 492.9||N220||ジ
はじめて学ぶ看護過程 古橋洋子編集 医学書院 2017 492.9||N220||ハ
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 第3版井上智子, 窪田哲朗編医学書院 2016 492.9||N220||ビ
組織で生きる : 管理と倫理のはざまで 勝原裕美子著 医学書院 2016 492.9||N230||ソ
看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2016 日本看護協会編 日本看護協会出版会2016 492.9||N234||カ2016
看護にいかすインストラクショナルデザイン : 効果的・効率的・魅力的な研修企画を目指して浅香えみ子著 医学書院 2016 492.9||N238||カ
質的研究 step by step : すぐれた論文作成をめざして 第2版波平恵美子著 医学書院 2016 492.9||N250||シ
看護学生のためのレポート・論文の書き方 : 正しく学ぼう「書く基本」「文章の組み立て」 第6版高谷修著 金芳堂 2017 492.9||N251||カ

小児看護学概論 : 子どもと家族に寄り添う援助 改訂第3版(看護学テキストnice)二宮啓子, 今野美紀編南江堂 2017 492.9||N400||シ
小児看護学 : 子どもと家族の示す行動への判断とケア 第8版江本リナ, 川名るり編日総研出版 2016 492.9||N400||シ
小児看護技術 : 子どもと家族の力をひきだす技 改訂第3版(看護学テキストnice)今野美紀, 二宮啓子編南江堂 2017 492.9||N440||シ

喘息マネージメント入門 : 喘息ガイドライン準拠のやさしい解説 : ナース・患者のための(初歩からのメディカル)宮本昭正監修・編集/森田寛 [ほか] 著技術評論社 2017 492.9||N547||ゼ
まるごと図解呼吸の見かた 長尾大志著 照林社 2016 492.9||N547||マ
がん化学療法看護はじめの一歩 鈴木美穂, 濱敏弘編集照林社 2016 492.9||N571||ガ

これからの精神看護学 : 病態生理をふまえた看護実践のための関連図 改訂版森千鶴監編著/田中留伊編著PILAR PRESS2016 492.9||N700||コ

公衆衛生看護学 第2版 上野昌江, 和泉京子編中央法規出版2016 492.9||N800||コ
ケアプロ式新卒・新人訪問看護師教育プログラム ケアプロ株式会社編著学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.9||N820||ケ
在宅医療が必要な子どものための図解ケアテキストQ&A : 家族といっしょに読める!梶原厚子編著 メディカ出版 2017 492.9||N820||ザ

急性期・周手術期 第2版(パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看護技術と看護の展開. 成人看護:1)井上智子編集 照林社 2016 492.9||N900||セ1
写真でわかる急変時の看護アドバンス : 心肺蘇生法を中心に…処置の流れとポイントを徹底理解!(DVD BOOK)松月みどり監修 インターメディカ2017 492.9||N950||シ
NICUナースのための必修知識 第4版 河井昌彦著 金芳堂 2016 492.9||N953||エ

　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 )

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )

資料は請求記号順にならんでいます。 
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書名 著者名 出版社 出版年請求記号

医療倫理学の方法 : 原則・ナラティヴ・手順 第3版宮坂道夫著 医学書院 2016 490.15||イ
SPSSで学ぶ医療系データ解析 第2版 対馬栄輝著 東京図書 2016 490.19||エ
コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです!(ライフサイエンス選書)上岡洋晴著 ライフサイエンス出版2016 490.7||コ

イラスト解剖学 第9版 松村讓兒著 中外医学社 2017 491.1||イ
生きているしくみがわかる生理学 大橋俊夫, 河合佳子編集医学書院 2016 491.3||イ
摂食嚥下リハビリテーション 第3版 出江紳一 [ほか] 編集医歯薬出版 2016

今日の治療指針 : 私はこう治療している 2016年版(Vol.58)日野原重明, 阿部正和編医学書院 2016 492||コ||2016
初学者のためのわかる腹部エコー : 所見からみた超音波鑑別診断 第2版森秀明著 文光堂 2016 492.14||シ
知っておきたい救急法のすべて : あなたの勇気が命を救う 第3版富本靖著 開成出版 2016 492.29||シ
マスク換気・気管挿管の基礎をマスターしよう!(Dr.あさいのみんなの気道確保:第1巻)浅井隆著 中外医学社 2016 492.29||ド||1
気道確保のエキスパートになろう!(Dr.あさいのみんなの気道確保:第2巻)浅井隆著 中外医学社 2016 492.29||ド||2
最新運動療法大全 1 : 基礎編 キャロリン・キスナー, リン・アラン・コルビー著/黒沢和生日本語版監修/川島由紀子, 高橋由美子訳ガイアブックス2016 492.5||サ||1
はじめてのタクティールケア : 手で"触れて"痛み・苦しみを緩和する(C.C.MOOK)木本明恵総監修 日本看護協会出版会2016 492.7||ハ

国立障害者リハビリテーションセンター社会復帰をめざす高次脳機能障害リハビリテーション飛松好子, 浦上裕子編集南江堂 2016 493.73||コ
愛着障害は治りますか? : 自分らしさの発達を促す愛甲修子著 花風社 2016 493.74||ア
認知症(神経内科Clinical questions & pearls) 高尾昌樹編集 中外医学社 2016 493.75||ニ
認知症の人とのおつきあい : 家族の心をととのえる対応と工夫認知症の人と家族の会東京都支部編三一書房 2016 493.758||ニ
認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント : 快一徹!脳活性化リハビリテーションで進行を防ごう 第3版山口晴保編著/佐土根朗, 松沼記代, 山上徹也著協同医書出版社2016 493.758||ニ
精神保健 新版 第3版 浅野弘毅 [ほか] 共著医学出版社 2016 493.79||セ
こどものがんと治療 : 患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママにイラストでやさしく解説細野亜古編著 メディカ出版 2017 493.94||コ
NICU : ベッドサイドの診断と治療 第4版 河井昌彦著 金芳堂 2016 493.95||エ
　外科学＜請求記号　494＞
いのちを見つめる : がん患者の心理 小久保正昭著 産業能率大学出版部2016 494.5||イ
がんで死ぬ県、死なない県 : なぜ格差が生まれるのか(NHK出版新書:507)松田智大著 NHK出版 2017 494.5||ガ
頚髄損傷のリハビリテーション 改訂第3版 二瓶隆一, 陶山哲夫, 飛松好子編著協同医書出版社2016 494.63||ケ
標準整形外科学 第13版(Standard textbook) 井樋栄二, 吉川秀樹, 津村弘編集/中村利孝 [ほか] 執筆医学書院 2017 494.7||ヒ
介護に役立つリハビリ・マジック 麦谷真里著 東京堂出版 2016 494.78||カ

母児の予後からみた娩出のタイミングと方法(周産期学シンポジウム抄録集:No.34)メジカルビュー社2016 495.08||シ||34

事例問題から学ぶ看護疫学・保健統計学 : 重要事項をねこそぎcheck!安武繁著 医歯薬出版 2016 498.019||ジ
これからの医療と介護のカタチ : 超高齢社会を明るい未来にする10の提言佐々木淳編著 日本医療企画2016 498.04||コ
おくすり飯114 大友育美著 ワニブックス 2017 498.583||オ
洗浄・消毒・滅菌関連製品をかしこく選びたいときにすぐに読む本 : 探せる・学べる器材処理関連製品のすべて : 洗浄剤、消毒薬、ウォッシャーディスインフェクター、高圧蒸気滅菌装置、etc.(Infection control:2016年別冊2. インフェチョイスシリーズ)大久保憲監修 メディカ出版 2016 498.6||セ
子どもの保健演習 改訂第2版 大西文子編集/執筆/輿水めぐみ [ほか] 執筆中山書店 2017 498.7||コ
母親のメンタルヘルスサポートハンドブック : 気づいて・つないで・支える多職種地域連携 : 妊娠期からの立花良之著 医歯薬出版 2016 498.7||ハ
災害現場でのトリアージと応急処置 : DVD+BOOK 第2版山崎達枝著 日本看護協会出版会2016 498.89||サ

今日の治療薬 : 解説と便覧 2017年版(第39版) 水島裕, 宮本昭正 [共] 編著南江堂 2016 499.1||コ||2017
治療薬マニュアル 2017年版 菊池方利 [ほか] 編医学書院 2016 499.1||チ||2017
治療薬up‐to‐date : ポケット判 2017 松沢佑次, 永井良三, 奥村勝彦編集メディカルレビュー社2016 499.1||チ||2017
危険ドラッグ大全 阿部和穂著 武蔵野大学出版会2016 499.15||キ

病院年報 第45号(2015) 川崎市立井田病院編集川崎市立井田病院2016 R091||ビ||45
女性労働の分析 2015年 厚生労働省雇用均等・児童家庭局編21世紀職業財団2016 R366.38||ジ||2015
社会福祉施設調査報告 平成26年 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会2016 R369||シ||2014
障害者総合支援六法 平成28年版 中央法規出版2016 R369.27||シ||2016
医育機関名簿 2016-'17(53版) 羊土社編 羊土社 2016 R490.7||イ||2016-17
看護白書 平成28年版 日本看護協会編 日本看護協会出版会2016 R492.9||N051||カ2016
実務衛生行政六法 平成29年版 新日本法規出版2016 R498.1||ジ||2017
国民医療費 平成26年度 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会2016 R498.13||コ||2014
国民健康・栄養の現状 : 厚生労働省国民健康・栄養調査報告より 平成25年健康・栄養情報研究会編第一出版 2016 R498.55||コ||2013
結核の統計 2016年版 厚生省公衆衛生局結核成人病課編結核予防会 2016 R498.6||ケ||2016

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

　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)

　薬学　 ( 請求記号　 499)

　調べるための本

　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)
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書名 著者名 出版社 出版年請求記号

　視聴覚資料

周産期の異常とケア(看護教育シリーズ. 周産期の実際と支援:vol.3)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2016 DVDNo.121-3
フィジカルアセスメントの実際(看護教育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol. 1)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2008 DVDNo.127-1
皮膚・頭頸部・眼・耳(看護教育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol. 2)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2008 DVDNo.127-2
呼吸・心血管・乳房(看護教育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol. 3)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2008 DVDNo.127-3
腹部・筋骨格・神経(看護教育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol. 4)医学映像教育センター制作・著作医学映像教育センター2009 DVDNo.127-4
フィジカルアセスメントの所見(看護教育シリーズ. フィジカルアセスメント:vol. 5)医学映像教育センター制作著作医学映像教育センター2009 DVDNo.127-5
呼吸、SpO[2](山内豊明教授のバイタルサインの測定:1)山内豊明監修・指導ビデオ・パック・ニッポン/京都科学 (発売)2011 DVDNo.128-1
血圧、脈拍、心拍(山内豊明教授のバイタルサインの測定:2)山内豊明監修・指導ビデオ・パック・ニッポン/京都科学 (発売)2011 DVDNo.128-2
尿量、体温、意識レベル(山内豊明教授のバイタルサインの測定)山内豊明監修・指導ビデオ・パック・ニッポン/京都科学 (発売)2011 DVDNo.128-3
移動・移乗・移送(基礎看護技術マスターシリーズ) ビデオ・パック・ニッポン制作・著作ビデオ・パック・ニッポン2014 DVDNo.129-1
褥瘡(基礎看護技術マスターシリーズ) ビデオ・パック・ニッポン制作・著作ビデオ・パック・ニッポン2014 DVDNo.129-3
血液の検査と静脈血採血(基礎看護技術マスターシリーズ)ビデオ・パック・ニッポン制作・著作ビデオ・パック・ニッポン2015 DVDNo.129-4
食事の介助(基礎看護技術マスターシリーズ) ビデオ・パック・ニッポン制作・著作ビデオ・パック・ニッポン2015 DVDNo.129-5
口腔のケア(基礎看護技術マスターシリーズ) ビデオ・パック・ニッポン制作・著作ビデオ・パック・ニッポン2015 DVDNo.129-6
しっかり学ぼう!インフルエンザ予防(NHKDVD教材) NHKエンタープライズ2013 DVDNo.130
結核ってなに? : 予防できる結核のコンテンツ(知ってほしいシリーズ)ケーシーズ企画・制作・著作ケーシーズ (企画・開発・販売)/十勝毎日新聞社メディア局2010 DVDNo.131
子どもの障害の理解と支援 アローウィン製作・著作アローウィン 2014 DVDNo.132
障害児への専門的指導法 アローウィン製作・著作アローウィン 2014 DVDNo.133
車椅子の移乗動作/横田弘子監修(Japan Laim original DVD series:Medicine:ME116-, よくわかる、すぐ使える実践看護||ヨクワカル,  スグ ツカエル ジッセン カンゴ;1)ジャパンライム2012 DVDNo.134-1
多重課題トレーニング/横田弘子監修(Japan Laim original DVD series:Medicine:ME116-2, よくわかる、すぐ使える実践看護||ヨクワカル,  スグ ツカエル ジッセン カンゴ;2)ジャパンライム2012 DVDNo.134-2
正しい手洗い・正しいマスク ワイ・イーピー製作・著作ワイ・イーピー2011 DVDNo.135
酸素療法(基礎看護技術マスターシリーズ) ビデオ・パック・ニッポン制作・著作ビデオ・パック・ニッポン2014 DVDNo.192-2

最速で最高に魅せるPowerPointプロフェッショナルテクニック望月正吾著 技術評論社 2017 007.63||サ
生涯発達心理学 : 認知・対人関係・自己から読み解く(有斐閣アルマ:Specialized)鈴木忠, 飯牟礼悦子, 滝口のぞみ著有斐閣 2016 143||シ
認知症ケアにおける社会資源 改訂5版(認知症ケア標準テキスト:[4])日本認知症ケア学会編日本認知症ケア学会/ワールドプランニング (発売)2016 369.26||ニ
「日中おむつゼロ」の排泄ケア : 100の特養で成功! : 寝たきりの利用者が起き上がる、立ち上がる(もっと介護力!シリーズ)高頭晃紀著 : 竹内孝仁監修メディカ出版 2016 369.26||ニ
はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 : こうのとりのゆりかご・24時間SOS赤ちゃん電話相談室の現場(シリーズ・福祉と医療の現場から:1)田尻由貴子著 ミネルヴァ書房2016 369.41||ハ
ダウン症児の学びとコミュニケーション支援ガイド 玉井浩, 里見恵子編診断と治療社2016 378.6||ダ
47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井千歩子著 丸善出版 5016 383.81||ヨ
できる研究者の論文作成メソッド : 書き上げるための実践ポイントポール・J・シルヴィア著/高橋さきの訳講談社 2016 816.5||デ
蜜蜂と遠雷 恩田陸著 幻冬舎 2016 913.6||オ
老乱 久坂部羊著 朝日新聞出版2016 913.6||ク
よるのばけもの 住野よる著 双葉社 2016 913.6||ス

　その他

春休み長期貸出のお知らせ 

  2月3日(金）～3月17日（金）までに 

  借りた本の返却は 

  2017年4月7日（水）です。 

  冊数は7冊まで。 

図書館カレンダー 

休館 

今年度も多くの図書が図書館に入りました 

その中から、3月は質的研究、量的研究など 

研究に関する図書を取り揃えました ぜひ、研究にお役立てください 

 

17時閉館 

3/18～4/4は、図書館は休館します 

 

図書館セレクト 研究におすすめ 

※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    
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医療関係の論文検索は医中誌Webが使いやすいですが 

博士論文は、原則として収録されていませんので、 

CiNii Dissertations 日本の博士論文をさがすをご活用ください 

CiNii が 

機能拡張されて 

便利になりました 

博士論文は検索しにくく、本文が読めないと思っていませんか？ 

CiNii Dissertations 日本の博士論文をさがすでは 

キーワードで検索する「全文検索」が行なえるようになり 

 「国立国会図書館デジタルコレクション」 （http://dl.ndl.go.jp/）との 

連携機能が新規追加されたことにより、本文の閲覧がしやすくなり便利になりました      

※画面は国立国会図書館ウェブサイト  

検

索

例 

      

全文検索にして、 

キーワードを入力して検索 

博士論文をさがすのページには 

CiNiiBooKなどの左上の 

博士論文をさがす をクリックします     

＊国立国会図書館の公開範囲には、 

インターネット公開/図書館送信限定/館内限定公開 の区別があります 

必ずしも、読みたい博士論文がインターネット公開されてるとはかぎりませんのでご注意ください 

 

詳細は、検索画面下のヘルプからマニュアルが見られますので、参考にしてください 

この例では 

リンクから、本文の閲覧ができます     
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