
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

青木康子の助産道 青木 康子著 青海社 2016 492.9||N020||ア
統計学 第7版(系統看護学講座:基礎分野) 高木晴良著 医学書院 2016 492.9||N080||ケ-キ4

心理学 第6版(系統看護学講座:基礎分野) 山村豊, 高橋一公 [著] 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-キ6

社会保障・社会福祉 第18版(系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:3)福田素生著者代表 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ10

看護関係法令 第49版(系統看護学講座:専門基礎分野. 健康支援と社会保障制度:4)森山幹夫著 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ11

眼 第13版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:13) 大鹿哲郎, 丸尾敏夫, 平井明美著医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ17

耳鼻咽喉 第13版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:14) 小松浩子 [ほか著] 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ18

歯・口腔 第13版(系統看護学講座:専門分野 2. 成人看護学:15) 渋谷絹子 [ほか] 著 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ19

精神看護の基礎 第5版(系統看護学講座:専門分野:2. 精神看護学:1)武井麻子著者代表 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ26

精神看護の展開 第5版(系統看護学講座:専門分野:2. 精神看護学:2)武井麻子著者代表 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ27

基礎看護技術 第17版 2(系統看護学講座:専門分野:1. 基礎看護学:3)有田清子 [ほか著] 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-セ3

在宅看護論 第5版(系統看護学講座:統合分野) 河原加代子著者代表/秋山正子 [ほか執筆]医学書院 2017 492.9||N080||ケ-ト1

臨床外科看護総論 第11版(系統看護学講座:別巻) 矢永勝彦, 高橋則子編/矢永勝彦 [ほか] 執筆医学書院 2017 492.9||N080||ケ-ベ1

看護情報学 第2版(系統看護学講座:別巻) 中山和弘著者代表 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-ベ13

精神保健福祉 第3版(系統看護学講座:別巻) 末安民生著者代表 医学書院 2016 492.9||N080||ケ-ベ14

看護研究(系統看護学講座:別巻) 坂下玲子著者代表 医学書院 2016 492.9||N080||ケ-ベ16

臨床薬理学(系統看護学講座:別巻) 井上智子, 窪田哲朗編/井上智子 [ほか] 執筆医学書院 2017 492.9||N080||ケ-ベ17

臨床外科看護各論 第9版(系統看護学講座:別巻) 北島政樹, 江川幸二編/朝本俊司 [ほか] 執筆医学書院 2017 492.9||N080||ケ-ベ2

がん看護学 第2版(系統看護学講座:別巻) 小松浩子著者代表 医学書院 2017 492.9||N080||ケ-ベ4

老年看護学概論・老年保健 第4版(新体系看護学全書. 老年看護学:1)亀井智子編集 メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ14

健康障害をもつ高齢者の看護 第4版(新体系看護学全書. 老年看護学:2)亀井智子編集 メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ15

呼吸器 第3版(新体系看護学全書. 成人看護学:2) 工藤翔二, 青木きよ子編集メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ2

循環器 第3版(新体系看護学全書. 成人看護学:3) 島田和幸, 宗村美江子編集メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ3

消化器 第3版(新体系看護学全書. 成人看護学:5) 井廻道夫, 菅原スミ編集 メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ5

公衆衛生学 第4版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:2)佐々木明子, 井原一成編集メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ7

社会福祉 第9版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:3) 山崎泰彦, 鈴木眞理子編著メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ8

関係法規 第13版(新体系看護学全書. 健康支援と社会保障制度:4)山本光昭編著 メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-セ9

在宅看護論 第4版(新体系看護学全書) 河野あゆみ編集 メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-ト1

治療法概説 第3版(新体系看護学全書:別巻) 柴輝男, 安原洋編集 メヂカルフレンド社2016 492.9||N080||シ-ベ8

患者接遇マナー基本テキスト : 医療に従事する人のための 改訂版田中千惠子編 日本能率協会マネジメントセンター2017 492.9||N150||カ
看護学生スタートアップトレーニング : 4科目のまなびを「看護」につなげるワークブック : 理科・数学・国語・社会児玉善子, 鳥井元純子, 水方智子監修メディカ出版 2017 492.9||N180||カ

ケアのなかの癒し : 統合医療・ケア実践のためのエビデンス ルース・リンクイスト, マラヤ・スナイダー, メアリ・フラン・トレーシー編/尾崎フサ子, 伊藤壽記監訳看護の科学社 2016 492.9||N200||ケ
臨床看護スキル大全 : 看護計画・看護活動・実践その根拠 パメラ・リン著/山田浩子, 紅順子, 久保美代子翻訳ガイアブックス2016 492.9||N200||リ
排泄ケアガイドブック : コンチネンスケアの充実をめざして : オールカラー日本創傷・オストミー・失禁管理学会編照林社 2017 492.9||N211||ハ
介護のための『教育学』(シリーズ・看護・介護・福祉のための「教育学」-教育心理をふまえた患者教育指導実践の手引き-:4)新谷奈苗編著 あいり出版 2017 492.9||N240||カ4

看護研究サポートブック : ワークシートで研究計画書がラクラク完成! 改訂4版足立はるゑ著 メディカ出版 2017 492.9||N250||カ
看護者の基本的責務 : 定義・概念/基本法/倫理 2017年版 手島恵監修 日本看護協会出版会2016 492.9||N260||カ

子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 多田羅竜平著 金芳堂 2016 492.9||N440||コ
小児救急トリアージテキスト 伊藤龍子, 矢作尚久編著 医歯薬出版 2010 492.9||N440||シ

パスの中の看護過程がひとめでわかる!循環器科・心臓外科病棟ケア(新配属ナースお助けガイド)済生会横浜市東部病院看護部編著メディカ出版 2017 492.9||N545||パ
がん化学療法の薬抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬・支持療法薬はや調べノート : これだけは押さえておきたい(プロフェッショナルがんナーシング : プロフェッショナルを目指す看護師のために:2017年別冊)古瀬純司編著 メディカ出版 2017 492.9||N571||ガ
そのまま使える緩和ケア患者説明ガイド : 苦痛症状+治療・処置別(プロフェッショナルがんナーシング : プロフェッショナルを目指す看護師のために:2017年春季増刊(通巻39号))大坂巌編著 メディカ出版 2017 492.9||N571||ソ

コンサルテーションを学ぶ 改訂版 川野雅資著 クオリティケア2017 492.9||N700||コ

　看護学
　看護学　総記・叢書・全集　(Ｎ０００番台)

　看護技術・教育・研究　 ( Ｎ２００番台 )

　看護理論　 ( Ｎ１００番台 )

　成人看護学　 ( Ｎ５００番台 )

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

　小児看護学　（Ｎ４００番台）

図書館に入った新しい本 
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

最新公衆衛生看護学 第2版改題版 2017年版 総論 宮崎美砂子 [ほか] 編集 日本看護協会出版会2017 492.9||N800||サ1

自殺未遂患者に対する看護師の態度とその変容 : 救命救急センターの看護師を対象とした質的・量的研究瓜崎貴雄著 すぴか書房 2017 492.9||N954||ジ

臨終の七不思議 : 医師が見つめた、その瞬間の謎と心構え 志賀貢著 三五館 2017 490.14||リ
大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました 井上由季子著 筑摩書房 2017 490.145||タ
新・いのちの法と倫理 改訂版(HBB+) 葛生栄二郎, 河見誠, 伊佐智子著法律文化社 2017 490.15||シ
学生のためのカレントメディカルイングリッシュ 第4版 飯田恭子, マーシャル スミス著医学書院 2017 490.7||ガ

からだと筋肉のしくみ : 世界一ゆる〜いイラスト解剖学 有川譲二著・イラスト 高橋書店 2017 491.169||カ
英語対訳で読む人体の仕組みの謎 : 意外と知らないことばかり!(じっぴコンパクト新書:311)James Miller英文執筆 実業之日本社 2017 491.3||エ
摂食嚥下の機能解剖 : 基本のきほん 阿部伸一著 医歯薬出版 2014 491.344||セ
アルコール医学生物学:新しい時代の胎動 Vol.34(2015)(アルコールと医学生物学:Vol.34(2015))響文社 2016 491.47||ア||34

ガイドライン外来診療 : 今日の診療のために 2017(第17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)2017 492||ガ||2017

臨床検査データブック 2017-2018 黒川清 [ほか] 編集 医学書院 2017 492.1||リ||2017-2018

胃瘻?経鼻胃管?CVポート?…在宅静脈・経腸栄養?(心に残る栄養療法の患者さんたち : 栄養医療のスペシャリストがつづる:2)井上善文編集 フジメディカル出版2016 492.2||イ
栄養医療のスペシャリストがつづる心に残る経腸栄養の患者さんたち : 胃瘻?経鼻胃管?…CVポート?井上善文編集 フジメディカル出版2015 492.26||エ
BLS : 写真と動画でわかる一次救命処置 改訂第3版 小林正直, 石見拓監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.29||ビ
地域理学療法学 第4版(Standard textbook. 標準理学療法学専門分野)牧田光代, 金谷さとみ編集医学書院 2017 492.508||ヒ

高齢者の嚥下障害診療メソッド 改訂2版 西山耕一郎著 中外医学社 2017 493.185||コ
うつ病から相模原事件まで : 精神医学ダイアローグ 井原裕著 批評社 2017 493.7||ウ
当事者研究の研究(シリーズケアをひらく) 石原孝二編 医学書院 2013 493.72||ト
超・急性期脳梗塞治療への挑戦! : 初期症状の気づきで命を救う荒木攻著 みずほ出版新社/日興企画 (発売)2017 493.73||チ
よくわかる大人のADHD「注意欠如/多動性障害」 最新版(こころのクスリBOOKS)司馬理英子著 主婦の友社 2017 493.73||ヨ
家族と自分の気持ちがす〜っと軽くなる認知症のやさしい介護 板東邦秋著 ワニ・プラス 2018 493.758||カ
認知症 : 正しい知識と最新治療・効果的なケア : すぐわかるセミナー形式 改訂版高野喜久雄著 : 黒田真喜著言視舎 2016 493.758||ニ
認知症予防におすすめ図書館利用術 : フレッシュ脳の保ち方 結城俊也著 日外アソシエーツ/紀伊國屋書店 (発売)2017 493.758||ニ
標準小児外科学 第7版(Standard textbook) 上野滋, 仁尾正記, 奥山宏臣編集医学書院 2017 493.94||ヒ
　外科学＜請求記号　４９４＞
腎疾患・透析最新の治療 2017-2019 飯野靖彦, 槙野博史編集 南江堂 2015 494.93||ジ||2017-2019

胎児心拍数モニタリング講座 : 大事なサインを見逃さない! : オールカラー 改訂3版藤森敬也著 メディカ出版 2017 495.6||タ

聴覚障害者、ろう・難聴者と関わる医療従事者のための手引 アンナ・ミドルトン編/小林洋子, 松藤みどり訳明石書店 2017 496.6||チ

治療を支えるがん患者の口腔ケア 日本口腔ケア学会学術委員会編集/夏目長門, 池上由美子編集代表医学書院 2017 497.9||チ

医療の現場で役立つイラストカット&写真素材集3500 : 使えるフリー素材満載!林泰史監修 ナツメ社 2017 498.16||イ
気持ちの片づけ術(Sanctuary books) 笠原彰著 サンクチュアリ出版2017 498.39||キ
日本食品成分表 : 七訂2017 本表編 医歯薬出版編 医歯薬出版 2017 498.51||ニ

ナースのためのくすりの事典 2017年版(第26版) 守安洋子著 へるす出版 2017 499.1||ナ||2017

社会福祉六法 平成29年版 : 1.2.3 新日本法規出版2017 R369.12||シ||2017-1,2,3

日本子ども資料年鑑 2017 日本総合愛育研究所編 中央出版 2017 R371.45||ニ||2017

精神保健看護辞典 精神保健看護辞典編集委員会編オーム社 2010 R492.9||N700||セ
ナースのためのくすりの事典 2017年版(第26版) 守安洋子著 へるす出版 2017 R499.1||ナ||2017

かながわ環境白書 平成27年版 神奈川県 [編] 神奈川県環境部環境総務室2017 R519.1||カ||2015

病院年報 [CD-ROM版] 第10号（平成26年度）,第11号（平成27年度）川崎市立多摩病院指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学編集川崎市立多摩病院事務部総務課2017 CD-ROM No.100-14,15

情報リテラシー教科書 : Windows 10/Office 2016対応版 矢野文彦監修 オーム社 2017 007.6||ジ
地図や案内図のつくり方 : Word/Excel/PowerPoint対応版(ああしたい!こうしたい!)井上健語著 技術評論社 2017 007.63||チ
図書館徹底活用術 : ネットではできない!信頼される「調べる力」が身につく 洋泉社 2017 015||ト
他人を平気で振り回す迷惑な人たち(SB新書:382) 片田珠美著 SBクリエイティブ2017 361.4||タ
発達障害の子のためのすごい道具 : 使ってみたら、「できる」が増えた(Oyakoムック)安部博志著 小学館 2017 378||ハ
川崎の環境今・昔 第1巻 : 大気編 環境研究会かわさき編 環境研究会かわさき2014 519.21||カ||1

川崎の環境今・昔 第2巻 : 大気汚染・自動車対策編 環境研究会かわさき編 環境研究会かわさき2015 519.21||カ||2

川崎の環境今・昔 第3巻 : 水環境編 環境研究会かわさき編 環境研究会かわさき2016 519.21||カ||3

　状態別看護　 ( Ｎ９００番台 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　薬学　 ( 請求記号　４９９ )

　調べるための本

　その他

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　臨床医学　（請求記号　４９２）

　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)

　歯科学（請求記号　４９７）

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　４９８)

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
家庭科2の私でもうまくいくラクする家事10の法則 みしぇる著 SBクリエイティブ2017 590||カ
まいにちおべんとう : 朝・昼・晩がおいしくつながる、240のおかず : 家族で役立つ、一生使える!大原千鶴著 高橋書店 2017 596.4||マ
はじめて学ぶデザインの基本 小島トシノブ著 ナツメ社 2017 727||ハ
教養バカ : わかりやすく説明できる人だけが生き残る(SB新書:380)竹内薫著 SBクリエイティブ2017 809.2||キ
がん消滅の罠 : 完全寛解の謎 岩木一麻著 宝島社 2017 913.6||イ
騎士団長殺し 第1部 村上春樹著 新潮社 2017 913.6||ム||1

騎士団長殺し 第2部 村上春樹著 新潮社 2017 913.6||ム||2

近年、溢れかえる情報から必要なものを的確にセレクトし 
整理する能力（『コンピュータリテラシー』と呼びます）が 

強く求められるようになってきました 

コンピュータの 

操作方法 

アプリケーション 

ソフトの使い方 

インターネット

ユーザーとしての

モラル 

情報セキュリティ 

対策の実行 
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図 書 館 

カ レ ン ダ ー 

看護の日にちなみ、ナイチンゲールに関連する図書を集めてみました 

看護師をめざすみなさんの原点になる本をぜひ見つけてみてください 
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