
　　　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

看護データブック 第5版 神田清子, 二渡玉江編/飯田苗恵 [ほか] 執筆医学書院 2017 492.9||N036||カ

看護者が行う意思決定支援の技法30 : 患者の真のニーズ・価値観を引き出すかかわり川崎優子著 医学書院 2017 492.9||N140||カ
エキスパートナースの実践をポライトネス理論で読み解く : 看護技術としてのコミュニケーション舩田千秋, 菊内由貴編集/佐藤禮子 [ほか] 執筆/塩見美幸, 中内香菜執筆協力医学書院 2017 492.9||N150||エ
ナースのための微生物学 : 感染症とその対策の理解のために 改訂6版水口康雄, 中山宏明, 南嶋洋一著南山堂 2017 492.9||N196||ナ

看護の現場ですぐに役立つ感染症対策のキホン : 患者さんが安心できる処置が身に付く!(ナースのためのスキルアップノート)大口祐矢著 秀和システム 2017 492.9||N210||カ
看護技術“根拠"のポイント : 臨地実習・看護師国試でよく問われる!(Nursing canvas book:11)尾野敏明監修 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.9||N210||カ
検査値早わかりガイド 第3版 江口正信, 水口國雄編著サイオ出版 2017 492.9||N212||ケ
Dr.とらますくの採血&静脈ルート確保手技マスターノート佐藤智寛著 ナツメ社 2017 492.9||N212||ド
看護に活かせる心臓ペースメーカー・CRT・ICDノート : ナースが書いた鈴木まどか著 照林社 2017 492.9||N212||ナ
江川隆子のかみくだき看護診断 改訂9版 江川隆子著 日総研出版 2017 492.9||N222||エ
看護学生スタートブック 藤井徹也著 医学書院 2017 492.9||N240||カ
看護基礎教育と臨地との共有 : すくいあげよう！看護の気づき(神奈川県看護教育フォーラム:2017 第18回)神奈川県看護師等養成機関連絡協議会2017 492.9||N245||カ2017

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 第3版 太田操編著 医歯薬出版 2017 492.9||N300||ウ

エビデンスに基づく循環器看護ケア関連図 森山美知子 [ほか] 編集中央法規出版 2017 492.9||N545||エ
はじめての糖尿病看護(カラービジュアルで見てわかる!)石本香好子編著メディカ出版 2017 492.9||N551||ハ
脊髄損傷者の看護 : 病態、合併症、リハビリテーション、看護まで : 大事なポイントがすべてわかる!実践できる!(リハビリナース:別冊)吉備高原医療リハビリテーションセンター看護部編著メディカ出版 2017 492.9||N553||セ
はじめての婦人科看護(カラービジュアルで見てわかる!)永野忠義編著/田附興風会医学研究所北野病院産婦人科医師, 同看護部執筆メディカ出版 2017 492.9||N561||ハ
がん看護コアカリキュラム : 日本版 : 手術療法・薬物療法・放射線療法・緩和ケア日本がん看護学会教育・研究活動委員会コアカリキュラムワーキンググループ編医学書院 2017 492.9||N571||ガ
まるごとわかる!がん 元雄良治著 南山堂 2017 492.9||N571||マ

認知症の人びとの看護 第3版 中島紀惠子監修・編集/太田喜久子 [ほか] 執筆医歯薬出版 2017 492.9||N680||ニ

今日の夜からはじめる一般病棟のためのせん妄対策成功への道しるべ山川宣著 学研メディカル秀潤社2017 492.9||N740||セ

在宅看護論(放送大学教材:1519093-1-1711) 河野あゆみ, 永田智子編著放送大学教育振興会2017 492.9||N820||ザ
産業看護学 2017年版(地域看護学習Guide) 河野啓子著 日本看護協会出版会2017 492.9||N840||サ

よくわかる周手術期看護 石塚睦子編著 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.9||N951||ヨ
ICUトータルアセスメント : クリティカルケア領域の看護計画道又元裕編集 学研メディカル秀潤社/学研プラス (発売)2017 492.9||N953||ア

入門・医療倫理 改訂版 1 赤林朗編/稲葉一人 [ほか著]勁草書房 2017 490.15||ニ||1

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

　医学全般　(請求記号　４９０)

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)

　成人看護学　 (N ５００番台 )

　看護学

　母性看護学　 (N ３００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）

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ800番台）

　状態別看護　 (N ９００番台 )

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)
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図書館に入った新しい本 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
ぜんぶ絵で見る医療統計 : 身につく!研究手法と分析力 比江島欣慎著 羊土社 2117 490.19||ゼ

看護のための人間発達学 第5版 舟島なをみ, 望月美知代著医学書院 2017 491.3||カ
呼吸器 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:1) 牛木辰男, 小林弘祐著日本医事新報社2017 491.31||カ||1

運動器 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:10)坂井建雄 [ほか] 著日本医事新報社2017 491.31||カ||10

循環器 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:2) 大谷修, 堀尾嘉幸著日本医事新報社2017 491.31||カ||2

消化管 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:3) 河原克雅, 佐々木克典著日本医事新報社2017 491.31||カ||3

肝・胆・膵 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:4)泉井亮 [ほか] 著日本医事新報社2017 491.31||カ||4

腎・泌尿器 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:5)坂井建雄, 河原克雅著日本医事新報社2017 491.31||カ||5

生殖器 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:6) 年森清隆, 川内博人著日本医事新報社2017 491.31||カ||6

血液・免疫・内分泌 改訂第3版(カラー図解人体の正常構造と機能:7)山本一彦 [ほか] 著日本医事新報社2017 491.31||カ||7

神経系 改訂第3版 1(カラー図解人体の正常構造と機能:8) 河田光博, 稲瀬正彦著日本医事新報社2017 491.31||カ||8

神経系 改訂第3版 2(カラー図解人体の正常構造と機能:9) 河田光博, 稲瀬正彦著日本医事新報社2017 491.31||カ||9

高齢者の摂食嚥下サポート : 老嚥・オーラルフレイル・サルコペニア・認知症若林秀隆編著 新興医学出版社2017 491.343||コ
コンパクト生化学 改訂第4版 大久保岩男, 賀佐伸省編集南江堂 2017 491.4||コ

緩和医療・終末期ケア(スーパー総合医) 長尾和宏専門編集/新城拓也, 小澤竹俊編集協力中山書店 2017 492||カ
BLSプロバイダーマニュアル American Heart Association [著]Dai Nippon Printing/[シナジー (発売)]2016 492.29||ビ
病理学 第4版(Standard textbook. 標準理学療法学・作業療法学専門基礎分野)横井豊治, 村雲芳樹編/横井豊治 [ほか] 執筆医学書院 2017 492.508||ヒ

Annual review神経 2017 後藤文男 [ほか] 編中外医学社 2017 493.08||ア||2017

糖尿病 改訂版(インフォームドコンセントのための図説シリーズ)河盛隆造, 綿田裕孝編医薬ジャーナル社2017 493.123||ト
アレルギーのはなし : 予防・治療・自己管理 : メディカルスタッフから教職員まで秋山一男, 大田健, 近藤直実編朝倉書店 2017 493.14||ア
血液疾患最新の治療 2017-2019 直江知樹, 小澤敬也, 中尾眞二編集南江堂 2017 493.17||ケ||2017-2019

消化器疾患最新の治療 2017-2018 岡博 [ほか] 編 南江堂 2017 493.4||シ||2017-2018

成年後見人のための精神医学ハンドブック 五十嵐禎人著 日本加除出版 2017 493.7||セ
片麻痺の人のためのリハビリガイド : 感じることで動きが生まれる中里瑠美子著 協同医書出版社2017 493.73||ヘ
認知症の家族を支える : ケアと薬の「最適化」が症状を改善する(集英社新書:0867I)高瀬義昌著 集英社 2017 493.758||ニ
よくわかる境界性パーソナリティ障害 : 不安定な自分を変えていく、治療とセルフケア 新版(こころのクスリbooks)林直樹監修 主婦の友社 2017 493.76||ヨ

終末期の苦痛がなくならない時、何が選択できるのか? : 苦痛緩和のための鎮静〔セデーション〕森田達也著 医学書院 2017 494.5||シ
よい質問から広がる緩和ケア 余宮きのみ著 南江堂 2017 494.5||ヨ

食品成分表 2017 : セット 香川芳子監修 女子栄養大学出版部2017 498.51||シ||2017

子どもの保健 改訂第3版 渡辺博編著 中山書店 2017 498.7||コ

日本の図書館 : 統計と名簿 2016 日本図書館協会図書館調査事業委員会編日本図書館協会2017 R010.59||ニ||2016

読売年鑑 2017年版 読売新聞社 2016 R059.1||ヨ||2017

川崎市健康福祉年報 平成27年度 川崎市健康福祉局編川崎市健康福祉局2016 R092||カ||2015

川崎市統計書 第59回(平成28年版) 川崎市総務局総務部統計課編川崎市総務局総務部統計課2016 R092||カ||59

県勢要覧 : 統計でみる神奈川のすがた 平成28年度版 神奈川県 2016 R351.37||ケ||2016

系統別看護師国家試験問題集 : 必修問題・過去問題・国試でるでたBOOK 2018年版『系統看護学講座』編集室編集医学書院 2016 R492.9||N039||ケ2018

医療施設調査・病院報告 平成27年(全国編)上巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R498.16||イ||2015-1

医療施設調査・病院報告 平成27年(都道府県編)下巻 厚生省大臣官房統計情報部編厚生統計協会 2016 R498.16||イ||2015-2

情報リテラシー入門 2017年版 平田浩一 [ほか] 著/日経BP社編日経BP社/日経BPマーケティング (発売)2017 007.6||ジ
情報セキュリティの基礎知識 : イラスト図解満載 中村行宏 [ほか] 著技術評論社 2017 007.609||ジ
病院図書館の世界 : 医学情報の進歩と現場のはざまで(図書館サポートフォーラムシリーズ)奥出麻里著 日外アソシエーツ/紀伊國屋書店 (発売)2017 016.54||ビ
学びなおすと倫理はおもしろい 村中和之著 ベレ出版 2017 130||マ
心理統計法 新訂(放送大学教材:1529196-1-1711) 豊田秀樹著 放送大学教育振興会2017 140.7||シ
発達心理学概論 新訂(放送大学教材:1720023-1-1711) 向田久美子編著放送大学教育振興会2017 143||ハ
「仕事ができるやつ」になる最短の道 安達裕哉著 日本実業出版社2015 159.4||シ
川崎駅食本ぴあ : 老舗から新店・人気店までいい店ばかり!(ぴあMOOK)ぴあ 2017 291.093||カ
社会保障入門 2017 厚生省大臣官房政策課編集中央法規出版 2017 364||シ||2017

家族心理学研究 第30巻　第2号 日本家族心理学会家族心理学研究編集部日本家族心理学会/金子書房 (発売)2017 367.3||カ||30-2

愛する、愛される : デートDVをなくす・若者のためのレッスン7 増補版山口のり子著 梨の木舎 2017 367.68||ア
先生、貧困ってなんですか? : 日本の貧困問題レクチャーブック自立生活サポートセンター・もやい著合同出版 2017 368.2||セ
日本在宅ケア学会誌 Vol 20 No 2(March, 2017) 日本在宅ケア学会編集医学書院エムワイダブリュー2017 369.261||ニ||20(2)

　外科学＜請求記号　494＞

　調べるための本

　基礎医学　（請求記号　４９１）

　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 )

　衛生学・公衆衛生・法医学　(請求記号　498)

　その他
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号
ドキュメント・長期ひきこもりの現場から 石川清[著] 洋泉社 2017 371.42||ド
“折りたい!"がすぐ見つかる毎月のおりがみBook(ひろばブックス)朝日勇著 メイト 2016 376.156||オ
学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間にやっておきたいこと 改訂第4版日経HR編集部編著日経HR 2017 377.9||ガ
大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田眞, 浅倉むつ子, 上西充子著旬報社 2017 377.9||ダ
いいお産とは : 豊かな人生のはじまり 賀久はつ著 アートヴィレッジ2017 598.2||イ
遊べる!飾れる!折り紙で作るおはなし指人形(PriPriブックス)いしばしなおこ著世界文化社 2017 754.9||ア
いまいみさのおりがみ手紙 : 毎日楽しめまごころ伝わるハッピー・クラフトいまいみさ著 講談社 2017 754.9||イ
天声人語 : 英文対照 v. 187 2016冬 朝日新聞論説委員室編/英文朝日訳原書房 2017 837||テ||187

春に散る 上 沢木耕太郎著 朝日新聞出版 2017 913.6||サ||1

春に散る 下 沢木耕太郎著 朝日新聞出版 2017 913.6||サ||2

いのちの車窓から 星野源著 KADOKAWA 2017 914.6||ホ
74歳肺がん2回目の手術を乗り越えて 高橋邦雄著 幻冬舎メディアコンサルティング2017 916||タ

図書館からの   
お知らせ 

図書館システム 
入れ替えの 
お知らせ 

図書館新システム導入の為 
8/21(月)～9/3(日)までの期間 
図書館を休館いたします 
この期間は貸出・返却の他 
図書館のHPも停止いたします 
また、8/1(火)より、図書館の 
パソコンからプリントアウトが 
出来なくなりますので、 
情報処理室でプリントアウトする 
など、他の方法での出力を 
お願いいたします 
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授業で課題が出たので図書館に来てみたけれど 

どうやって探したらいいのか分からない… 

自分が探している文献がうまくヒットしない… 

そんなみなさんのモヤモヤを解決すべく 

今月は、みなさんに最も活用して欲しい 

「医中誌Web」をクローズアップしてみました！ 

図書館からのクイズに挑戦して、 

文献検索をマスターしましょう!! 
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