
　　　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

看護師国試必修問題完全予想450問 2017(プチナース) 看護師国家試験対策プロジェクト編照林社 2017 492.9||N039||カ2017

看護師国試ラピッドスタディ 2017 法橋尚宏著 EDITEX 2017 492.9||N039||カ2017

看護師国家試験パーフェクト!必修問題対策 2017 メヂカルフレンド社編集部編メヂカルフレンド社2017 492.9||N039||カ2017

心理学 カレッジ版 山村豊, 高橋一公著医学書院 2017 492.9||N140||シ
ナースが知りたい!患者さんの心理学 大木桃代編著/小林孝雄, 城佳子著西東社 2013 492.9||N140||ナ
楽しくわかる生物・化学・物理 : 解剖生理や生化学をまなぶ前の岡田隆夫著/村山絵里子イラスト羊土社 2017 492.9||N180||タ

臨床病態学 : 看護のための 改訂3版 浅野嘉延, 吉山直樹編南山堂 2017 492.9||N220||リ
実習でよく挙げる看護診断・計画ガイド(プチナースBooks)小田正枝編著 照林社 2017 492.9||N222||ジ
査読者が教える看護研究論文の採用されるコツ30 高島尚美著 総合医学社 2017 492.9||N251||サ

たった20項目で学べる皮膚疾患(皮膚科学看護スキルアップシリーズ:3)安部正敏編著 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング(発売)2015 492.9||N562||ヒ3

がん患者の皮膚障害 : 事例でわかるアセスメントとケアのポイント祖父江正代編著サイオ出版 2015 492.9||N571||ガ

認知症ケアの考え方と技術 第2版 六角僚子著 医学書院 2015 492.9||N680||ニ

在宅看護論 : 自分らしい生活の継続をめざして 改訂第2版(看護学テキストnice)石垣和子, 上野まり編集南江堂 2017 492.9||N820||ザ
訪問看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ川越博美著 日本看護協会出版会2017 492.9||N820||ホ

基礎からはじめる鎮痛・鎮静管理マスター講座 : せん妄予防と早期離床のために剱持雄二編集 南江堂 2015 492.9||N930||キ

死に逝く人は何を想うのか : 遺される家族にできること(ポプラ新書:116)佐藤由美子著 ポプラ社 2017 490.14||シ
あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ! : シンプルに伝える魔法のテクニック渡部欣忍著 南江堂 2014 490.7||ア

解剖学総論/運動器系 第3版(プロメテウス : 解剖学アトラス)Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher著/足立和隆 [ほか] 訳医学書院 2017 491.1||カ
カラー図解人体の正常構造と機能 全10巻縮刷版, 改訂第3版坂井建雄, 河原克雅総編集日本医事新報社2017 491.31||カ
トートラ人体解剖生理学 Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson [著]/佐伯由香 [ほか] 編訳/石橋隆治 [ほか訳]丸善出版 2017 491.31||ト
血液・免疫の事典 : ぜんぶわかる 奈良信雄監修 成美堂出版 2017 491.321||ケ
なぜ人はドキドキするのか? : 神経伝達物質のしくみ(知りたいサイエンス:139)中西貴之著 技術評論社 2017 491.37||ナ

医療スタッフのための微生物検査のススメ 栁原克紀編 ヴァンメディカル2017 492.18||イ
日本版・集中治療室における成人重症患者に対する痛み・不穏・せん妄管理のための臨床ガイドライン日本集中治療医学会J-PADガイドライン作成委員会編日本集中治療医学会/総合医学社 (発売)2015 492.29||ニ
ヴィジュアルでみるステロイド外用薬の使い方ガイド : 副作用の正確な知識から役に立つ裏ワザまで江藤隆史, 大槻マミ太郎編学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 492.38||ビ
内部障害理学療法学 第2版(ビジュアルレクチャー) 高橋哲也編 医歯薬出版 2017 492.5||ナ

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

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。

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　看護学

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　看護理論　 (N100 番台 )

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

　老人看護学　（Ｎ 600 番台）
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図書館に入った新しい本 
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運動療法学 第4版 総論(Standard textbook. 標準理学療法学専門分野)吉尾雅春, 横田一彦編集医学書院 2017 492.508||ヒ
運動療法学 第4版 各論(Standard textbook. 標準理学療法学専門分野)吉尾雅春, 横田一彦編集医学書院 2017 492.508||ヒ

糖尿病患者のヤル気を引き出す! : 今日から使える学習プラン齋藤宣彦著 文光堂 2016 493.123||ト
糖尿病療養指導の手びき 改訂第5版 日本糖尿病学会編・著南江堂 2015 493.123||ト
オトナ女子のカラダあたためBOOK : 「冷え」をとれば不調は消える!(タツミムック)石原新菜監修 辰巳出版 2017 493.14||オ
高齢者プライマリケア漢方薬ガイド : チーム医療で必ず役立つ56処方加藤士郎著 中山書店 2016 493.185||コ
食べる力 : 口腔医療革命(文春新書:1114) 塩田芳享著 文藝春秋 2017 493.185||タ
病態生理の基礎知識から学べる循環器治療薬パーフェクトガイド古川哲史著 総合医学社 2016 493.2||ビ
心不全の緩和ケア : 心不全患者の人生に寄り添う医療 大石醒悟 [ほか] 編集南山堂 2014 493.235||シ
慢性心不全のあたらしいケアと管理 : チーム医療地域連携在宅管理終末期ケアの実践百村伸一, 鈴木誠編南江堂 2015 493.235||マ
メカニズムから見る吸入デバイスのピットホール : 喘息・COPD吸入療法の患者指導に必携!大林浩幸著 日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2016 493.36||メ
PSLSガイドブック2015 : 救急隊員による脳卒中の観察・処置の標準化 : prehospital stroke life support 第3版PCEC・PSLS改訂小委員会編へるす出版 2015 493.73||ピ
不安でたまらない人たちへ : やっかいで病的な癖を治す : 新装版ジェフリー・M・シュウォーツ著/吉田利子訳草思社 2017 493.74||フ
「認知症時代」を生きる 渡辺正樹著 ワールドプランニング2016 493.758||ニ
もくもくワクワクで認知症を予防する 渡辺正樹著 ワールドプランニング2016 493.758||モ
知って・やって・覚えて医療現場の真菌対策 矢野邦夫著 ヴァンメディカル2017 493.8||シ
こどもの医療に携わる感染対策の専門家がまとめた小児感染対策マニュアル日本小児総合医療施設協議会小児感染管理ネットワーク編じほう 2015 493.938||コ
ネルソン小児感染症治療ガイド 第2版 John S. Bradley, John D. Nelson [著]/新潟大学小児科学教室訳医学書院 2017 493.938||ネ
　外科学＜請求記号　494＞
がん治療のための緩和ケアハンドブック : 症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛薬の使い方から心のケアまで吉田健史著 羊土社 2017 494.5||ガ
化粧品ハンドブック : 医師・医療スタッフのための 平尾哲二著 中外医学社 2016 494.8||ケ
褥瘡治療外用剤レシピ 古田勝経著 照林社 2014 494.8||ジ
ドレッシング材のすべて : 皮膚科医による根拠に基づく選び方・使い方前川武雄編 学研メディカル秀潤社/学研マーケティング (発売)2015 494.8||ド
知りたいことがよくわかる腎臓病教室 第4版 中尾俊之編著 医歯薬出版 2015 494.93||シ
透析の話をする・聞く前に読む本 菅野義彦著 文光堂 2015 494.93||ト
透析療法事典 第2版 中本雅彦, 佐中孜, 秋澤忠男編集医学書院 2009 494.93||ト

妊婦健診に一歩差がつく産科超音波検査 谷垣伸治執筆 医学書院 2014 495.5||ニ

もっと!エンジョイできる在宅医療 : 患者さん、ご家族の不安を解消する在宅医療の秘訣を全公開小林直哉著 現代書林 2017 498.021||モ
看護師のメンタルヘルス対策ハンドブック : これならできる!堤明純著 慧文社 2016 498.14||コ
在宅栄養管理 : 経口から胃瘻・経静脈栄養まで 改訂2版(在宅医療の技とこころ)小野沢滋編著 南山堂 2016 498.59||ザ
感染源 : 防御不能のパンデミックを追う ソニア・シャー著 : 上原ゆうこ訳原書房 2017 498.6||カ
子どもの保健 第7版 巷野悟郎編 診断と治療社 2017 498.7||コ

メディカルアロマテラピーの科学 藤本幸弘著 コスモ21 2017 499.87||メ

日本統計年鑑 第66回(平成29年) 総務庁統計局編日本統計協会 : 毎日新聞社2017 R351||ニ||66

患者調査 平成26年 上巻 全国編 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2017 R490.59||カ||2014-1

患者調査 平成26年 下巻 都道府県・二次医療圏編 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2017 R490.59||カ||2014-2

看護師国家試験問題 : 解答・解説 2017年版 メヂカルフレンド社2017 R492.9||N039||カ2017

社会医療診療行為別調査 平成26年上巻 概要・統計表編(診療行為大分類・細分類・調剤行為)厚生労働省大臣官房統計情報部編集厚生統計協会 2015 R498.059||シ||2014-1

社会医療診療行為別調査 平成26年下巻 統計表編(薬剤使用状況)厚生労働省大臣官房統計情報部編集厚生統計協会 2015 R498.059||シ||2014-2

受療行動調査 平成26年 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2015 R498.059||ジ||2014

医療六法 平成29年版 医療法制研究会監修中央法規出版 2017 R498.12||イ||2017

日本語シソーラス : 類語検索辞典 第2版 山口翼編 大修館書店 2016 R813.5||ニ

Office2016で学ぶコンピュータリテラシー 小野目如快著 実教出版 2017 007.6||オ
質的研究法 G・W・オルポート著/福岡安則訳弘文堂 2017 361.9||シ
最新最強の履歴書・職務経歴書 '18年版 矢島雅己監修 成美堂出版 2017 366.29||サ||2018

出産・子育てのナラティブ分析 : 日本人女性の声にみる生き方と社会の形秦かおり, 岡本多香子, 井出里咲子著大阪大学出版会2017 367.21||シ
目の不自由な方を誘導するガイドヘルプの基本 : 初心者からベテランまで 第2版村上琢磨, 関田巖共著文光堂 2009 369.275||メ
プロの板書 基礎編 釼持勉編著 教育出版 2013 374.35||プ
プロの板書 応用編 釼持勉編著 教育出版 2013 374.35||プ
子どもをあずかる人のための救命マニュアル 日本小児蘇生研究機構監修[学研メディカル秀潤社]/[学研マーケティング (発売)]2015 376.14||コ
アクティブラーニングを創るまなびのコミュニティ : 大学教育を変える教育サロンの挑戦池田輝政, 松本浩司編ナカニシヤ出版2016 377.15||ア
アクティブ・ラーニングで身につけるコミュニケーション力 : 聞く力・話す力・人間力切田節子, 長山恵子著近代科学社 2016 377.15||ア
大学におけるアクティブ・ラーニングの現在 : 学生主体型授業実践集小田隆治編 ナカニシヤ出版2016 377.15||ダ

　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

　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)

　薬学　 ( 請求記号　 499)
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最後の秘境東京藝大 : 天才たちのカオスな日常 二宮敦人著 新潮社 2016 377.28||サ
最新最強の就職面接 '18年版 福沢恵子著 成美堂出版 2017 377.9||サ||2018

自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワークシート [2018年度版](内定獲得のメソッド)岡茂信著 毎日コミュニケーションズ2017 377.9||ジ||2018

大学生が狙われる50の危険 最新情報版(青春新書PLAY BOOKS:P-1079)三菱総合研究所, 全国大学生活協同組合連合会, 全国大学生協共済生活協同組合連合会著青春出版社 2017 377.9||ダ
ダントツ面接+エントリーシートズバリ必勝対策 [2018年版]採用情報研究会著ナツメ社 2017 377.9||ダ||2018

面接自己PR志望動機 [2018年度版](内定獲得のメソッド)才木弓加著 毎日コミュニケーションズ2017 377.9||メ||2018

自閉症と感覚過敏 : 特有な世界はなぜ生まれ、どう支援すべきか?熊谷高幸著 新曜社 2017 378||ジ
ライフサイエンスのための化学 安藤祥司 [ほか] 共著化学同人 2017 464||ラ
つくおき : 週末まとめて作り置きレシピ(美人時間ブック)nozomi [著] 光文社 2016 596||ツ
つくおき : 週末まとめて作り置きレシピ [もっとつくおき : もっとかんたん、もっとおいしい](美人時間ブック)nozomi [著] 光文社 2016 596||ツ
配色手帳 日本カラーデザイン研究所監修玄光社 2017 757.3||ハ
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法Eiko著 サンマーク出版2016 781.4||ド
終わった人 内館牧子著 講談社 2015 913.6||ウ
ヴァラエティ 奥田英朗著 講談社 2016 913.6||オ
ぼくは明日、昨日のきみとデートする(宝島社文庫:[Cな-10-1])七月隆文著 宝島社 2014 913.6||ナ
i (アイ) 西加奈子著 ポプラ社 2016 913.6||ニ
みかづき 森絵都著 集英社 2016 913.6||モ
夜行 森見登美彦著 小学館 2016 913.6||モ

新入生のみなさん、 

ご入学おめでとうございます！ 

自分の目標に向かって頑張ろうと意欲を 

燃やしている事と思います。 

そんな頑張る看護学生のみなさんを応援 

すべく、入学してすぐに学ぶ「生化学」 

について、理解を深めてもらうための 

図書館活用法をご案内します！ 

資料を上手に利用して、「生化学」への 

苦手意識を取り除きましょう!! 
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図 書 館 案 内 利 用 

  
新生活を 
応援する 
図書の紹介 

この春、大学へ通うために初めて親元を離れて 
生活する学生さんも多いかと思います。 
これから新しく学んでいく事も多いのに、 
生活していく上での不安もいっぱい… 

そんな新入生のみなさんへおすすめしたい本を 
集めて展示してみました。 
図書館には、生活に役立つ本をたくさん 
所蔵していますので、ぜひ参考にしてくださいね！ 

 

とりあえず図書館に来たけど、 
どうしていいか分からない…。 

そんな時は、国試対策コーナー上の 

「図書館使い方ガイド」 
を見て、図書館を上手に利用しましょう！ 
直接カウンターで相談も受け付けていますので 
お気軽に声をかけてくださいね！ 

長期貸出の返却日は 

4月7日(金) です 

お忘れなく！ 
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