
　大学図書館だより
2021年3月

川崎市立看護短期大学図書館

医療小説を特集します（図書館内には医療小説コーナーがあります。）

図書館では換気のため窓の開閉、送風を行っています。暖かい服装でお越し下さい。

今年度も最後の月となりました。図書館は3/15(月)から4/2(金)まで休館になります。
3/12(金)までに図書館をご利用下さい。図書の返却期限は4/7(水)です。
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個性的な患者さんの対応。看護師同士の休みの日
の希望の調整。病棟の仕事は大変な事も多いけれ
ど、だからこそ（夜勤の時に患者さんの容体が急
変した時などの）難しい局面をチームワークで
乗り切った時の喜びは格別なのです。

国立浪速大学附属病院の第二外科助教授の財前は
食道噴門癌の手術を得意として注目を浴び、
マスコミから取材を受けるほどでした。
それを快く思わない教授の東は、定年後の自分の
後任の教授を他大学から向ける事を考えるように
なります。著者が入院した時の主治医の人事異動が、
本作品執筆のきっかけになったそうです。

55歳の山咲みどりは産婦人科医の娘、理恵から頼み事を
されます。その内容は、病気が原因で子供を産めなく
なった自分の代わりに代理出産をして欲しいというもの
でした。驚くみどりでしたが、次第に娘の望みを叶えて
やりたいと考えはじめます。
2011年にNHK総合のドラマ10で放送された作品



 書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年  請求記号
　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　(N０００番台)

薬理学 / 荻田喜代一, 首藤誠編集 荻田, 喜代一 看護学テキストnice 南江堂 2020.11 9784524252916 SK00088530  492.9¦¦N080¦¦カ

医療概論 / 康永秀生著 康永, 秀生 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042246 SK00088585  492.9¦¦N080¦¦ケ-セ

教育学 / 木村元編集 ; 木村元 [ほか] 執筆 木村, 元 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042154 SK00088586  492.9¦¦N080¦¦ケ-キ

文化人類学 / 波平恵美子編集 ; 波平恵美子 [ほか] 執筆 波平, 恵美子(1942-) 系統看護学講座 医学書院 2021.1 9784260042093 SK00088587  492.9¦¦N080¦¦ケ-キ

　看護理論　　 (N1００番台 )

中医看護の自然生命理論 : 現代看護への活用 / 呉小玉著 ; 安達勇医学監修 ; 小玉城医学監修 呉, 小玉 日本看護協会出版会 2020.10 9784818022850 SK00088455 492.9¦¦N110¦¦チ

臨床看護英語 : let's listen, speak and learn / 仁木久恵, ナンシー・シャーツ‐ホプコ, 横田まり子著 仁木, 久恵(1937-) 医学書院 2020.10 9784260041980 SK00088444 492.9¦¦N170¦¦リ

看護学生スタートアップトレーニング : 4科目の学びを「看護」につなげるワークブック : 理科・数学・国語・社会 / 児玉善子監修 ; 鳥井元純子監修 ; 水方智子監修 児玉, 善子 メディカ出版 2020.11 9784840472432 SK00088456 492.9¦¦N180¦¦カ

解剖生理をひとつひとつわかりやすく。 [学研メディカル秀潤社] [2020.11] 9784780914139 SK00088490  492.9¦¦N192¦¦カ

　看護技術・教育・研究　 (N２００番台 )

看護の現場ですぐに役立つ疾患別看護過程 : 患者さんへの適切なアセスメントが身に付く! / 横山美樹 [ほか] 著 横山, 美樹 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2020.11 9784798059297 SK00088458 492.9¦¦N220¦¦カ

疾患別看護過程の展開 / 石川ふみよ, 高谷真由美監修 石川, ふみよ(1960-) 学研メディカル秀潤社 2020.11 9784780913668 SK00088457  492.9¦¦N220¦¦シ

疾患別看護過程の展開 / 石川ふみよ, 高谷真由美監修 石川, ふみよ(1960-) 学研メディカル秀潤社 2020.11 9784780913668 SK00088457  492.9¦¦N220¦¦シ

病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 / 井上智子, 窪田哲朗編 井上, 智子 医学書院 2020.11 9784260042451 SK00088446  492.9¦¦N220¦¦ビ

看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 / 日本看護協会編 日本看護協会 日本看護協会出版会 2020.11 9784818022867 SK00088492  492.9¦¦N234¦¦カ2020

臨床判断ティーチングメソッド / 三浦友理子, 奥裕美著 三浦, 友理子 医学書院 2020.11 9784260042772 SK00088491  492.9¦¦N245¦¦リ

看護師・保健師をめざす人のやさしい統計処理 : 保健・医療データの活用 / 豊田修一, 星山佳治, 宮崎有紀子執筆 豊田, 修一 実教出版 2020.10 9784407349535 SK00088450 492.9¦¦N251¦¦カ

　成人看護学　 (N５００番台 )

ナースが書いた看護に活かせる脳画像ノート / 久松正樹著 久松, 正樹 照林社 2020.11 9784796524995 SK00088460  492.9¦¦ N541¦¦ナ

看護の現場ですぐに役立つ心臓カテーテル看護の基本 : 患者さんへのアセスメント技術が身に付く! / 岩崎純恵著 岩崎, 純恵 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2020.11 9784798056876 SK00088459 492.9¦¦N545¦¦カ

透析室のフットケア : きほんの「き」から「困った」の乗り越えかたまでぜ んぶわかる! / 中村秀敏編集 ;   壽代編集 中村, 秀敏 メディカ出版 2020.12 9784840472241 SK00088536 492.9¦¦N556¦¦ト

　老人看護学　（Ｎ６００番台）

生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図 / 山田律子, 内ヶ島伸也編集 山田, 律子 医学書院 2020.11 9784260042741 SK00088447 492.9¦¦N640¦¦セ

看護師のための認知症患者さんとのコミュニケーション&“困った行動"にしない対応法 : 問題は患者さん?関わり方? / 浅野均編著 浅野, 均 メディカ出版 2020.12 9784840472753 SK00088494 492.9¦¦N680¦¦カ

　精神看護学　 (Ｎ７００番台 )

精神科看護師のための体の見かた : バイタルサイン+フィジカルアセスメントで異変のキャッチと状態像の把握がすぐ身につく! / 本田明著 本田, 明 メディカ出版 2020.12 9784840472692 SK00088493 492.9¦¦N740¦¦セ

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

明日からできる訪問看護管理 : これだけはおさえておきたい / 清崎由美子編著 清崎, 由美子 メディカ出版 2020.12 9784840472746 SK00088495 492.9¦¦N820¦¦ア

　状態別看護　 (N９００番台 )

NICU看護myポケットマニュアル : Nポケ / 國島美穂編著 ;   美樹編著 ; 平岩美緒編著 ; 古 惠 編著 ; 北東功医学監修 國島, 美穂 メディカ出版 2020.12 9784840472722 SK00088523 492.9¦¦N953¦¦エ

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

　医学全般　(請求記号　４９０)

医療の外れで : 看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと / 木村映里著 木村, 映里(1992-) 晶文社 2020.11 9784794972422 SK00088451 490.15¦¦イ

医療倫理超入門 / マイケル・ダン, トニー・ホープ [著] ; 児玉聡, 赤林朗訳 Dunn, Michael, 1980- 岩波科学ライブラリー 岩波書店 2020.10 9784000296977 SK00088452 490.15¦¦イ

　基礎医学　（請求記号　４９１）

つなげてみたらスルスルわかる!生化学・生理学・解剖学 / 橋本さとみ編著 橋本, さとみ 学研メディカル秀潤社 2020.12 9784780914191 SK00088529 491¦¦ツ

虜になる循環の生理学 : 循環とは何か? / 中村謙介著 中村, 謙介(救急医学) 三輪書店 2020.10 9784895907026 SK00088454  491.32¦¦ト

ぜんぶわかる消化器の事典 : 疾患の病態と治療を精密イラストで図解 / 中島淳監修 中島, 淳(内科医) 成美堂出版 2021.1 9784415329512 SK00088528 491.34¦¦ゼ

資料は請求記号順に並んでいます。分からないことがありましたらカウンターの図書館職員にお訊ね下さい。



 書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年  請求記号

白血病治療マニュアル / 清井仁, 宮本敏浩編集 宮脇, 修一 南江堂 2020.11 9784524226641 SK00088524  493.17¦¦ハ

メンタルヘルス時代の精神医学入門 : こころの病の理解と支援 / 松本卓也, 野間俊一編著 松本, 卓也(1983-) ミネルヴァ書房 2020.11 9784623090563 SK00088438 493.7¦¦メ

神経診察クローズアップ : 正しい病巣診断のコツ / 鈴木則宏編集 鈴木, 則宏 メジカルビュー社 2020.12 9784758318129 SK00088526 493.72¦¦シ

摂食障害のすべて / 高木洲一郎著 高木, 洲一郎 日本評論社 2020.11 9784535985001 SK00088453  493.74¦¦セ

認知症ハンドブック / 中島健二 [ほか] 編 中島, 健二(鳥取大学) 医学書院 2020.11 9784260041669 SK00088448 493.75¦¦ニ

認知症診療×介護Q&A : 患者・家族からの質問に答えるための / 新井平伊, 服部安子著 新井, 平伊 日本医事新報社 2020.11 9784784953820 SK00088482 493.758¦¦ニ

精神の病気 : 最新脳科学と行動心理学で発達障害のしくみがよくわかる ニュートンプレス ニュートン別冊 ニュートンプレス 2020.12 9784315522983 SK00088525 493.76¦¦セ

多職種でコロナの危機と向き合う : COVID-19 Pandemic / 梶原絢子編集 梶原, 絢子 Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2020.10 9784818022836 SK00088496 493.87¦¦タ

医療的ケア児・者在宅医療マニュアル / 前 浩利,   剛,  渡久 著 前 , 浩利(1962-) 南 堂 2020.11 9784525282417 SK00088486 493.9¦¦イ

今日の小児治療指針 / 水口雅 [ほか] 総編集 ; 市橋光 [ほか] 責任編集 水口, 雅 医学書院 2020.12 9784260039468 SK00088534 493.92¦¦コ

小児感染症治療ハンドブック / 尾内一信, 石和田稔彦, 岩田敏編著 尾内, 一信 診断と治療社 2020.12 9784787824530 SK00088535 493.938¦¦シ

1週間で学ぶ新生児学 / 河井昌彦著 河井, 昌彦 金芳堂 2020.11 9784765318440 SK00088449  493.95¦¦イ

透析治療と意思決定 : Dialysis Treatment / Nursing Todayブックレット編集部編集 日本看護協会出版会 Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2020.11 9784818022874 SK00088497 494.93¦¦ト

生命をめぐる葛藤 : ドイツ生命倫理における妊娠中絶、生殖医療と出生前診断 / 小椋宗一郎著 小椋, 宗一郎 生活書院 2020.11 9784865001198 SK00088485 495.5¦¦セ

なぜ、在宅では「いのち」の奇跡が起きるのか? : 在宅医療30年一筋 死にゆく人が教えてくれた真実! / 東郷清児著 東郷, 清児 コスモ21 2020.11 9784877953935 SK00088527 498¦¦ナ

図表でみる世界の保健医療 : OECDインディケータ / OECD編著 ; 村澤秀樹訳 Organisation for Economic Co-operation and Development 明石書店 2020.10 9784750351018 SK00088487 498.059¦¦ズ¦¦2019

看護師のための医療安全につながる接遇 : 自分と患者を守るコミュニケーション力 / 福岡かつよ著 福岡, かつよ 中央法規出版 2020.11 9784805882115 SK00088461 498.14¦¦カ

Letters : 今を生きる「看護」の話を聞こう : 私もエールをもらった10人のストーリー / 白石弓夏著 白石, 弓夏 メディカ出版 2020.12 9784840472715 SK00088488 498.14¦¦レ

子どもの保健 : 小児保健に携わるすべての人に / 日本小児保健協会幼児健康度調査委員会編著 日本小児保健協会幼児健康度調査委員会 ジアース教育新社 2020.11 9784863715592 SK00088498 498.7¦¦コ

　調べるための本

ワイドアトラス世界地図帳 / 平凡社編 平凡社 平凡社 2020.11 9784582417418 SK00088483  R290.38¦¦ワ

ワイドアトラス日本地図帳 / 平凡社編 平凡社 平凡社 2020.11 9784582417401 SK00088484  R291.038¦¦ワ

予防接種に関するQ&A集 岡部, 信彦(1946-) 日本ワクチン産業協会 2020.8 SK00088504  R493.82¦¦ヨ¦¦2020

　その他

医療従事者に必要な社会保障制度 / 太田幸美著 ; 太田惠一朗監修 太田, 幸美 メディカル情報サービス 2020.7 9784903906195 SK00088441 364¦¦イ

高齢者福祉のしおり / 川崎市健康福祉局 川崎市健康福祉局 川崎市健康福祉局 2020.8 SK00088505  369.26¦¦コ¦¦2020

統計学わかりません!! / 五十嵐中, 佐條麻里著 五十嵐, 中(1979-) 東京図書 2020.11 9784489023392 SK00088481 417¦¦ト

天声人語 : 英文対照 / 朝日新聞論説委員室編 ; 国際発信部訳 朝日新聞社論説委員室 原書房 2020.11 9784562057542 SK00088489 837¦¦テ¦¦202

　内科学・精神医学・小児科学　 (請求記号　４９３ )

　外科学　(請求記号　４９４)

　婦人科学・産科学　 (請求記号　４９５ )

　衛生学・公衆衛生・予防医学　(請求記号　４９８)



「多職種でコロナの危機と向き合う」
（Nursing Today ブックレット・07)

編集

受付期間 2月1日（月）から 3月15日（月）から
3月1２日（金）まで 4月2日（金）まで

返却日
※3年生は3月4日（木）まで 4月５日（月）は13:00から開館

貸出冊数 7冊 4月６日（火）以降は9:00開館です。

詳しい情報は４月以降にお知らせします。
緊急事態宣言の発令に伴い図書館の閲覧席および、視聴覚ブースの
使用を一時停止しています。密にならないよう、図書館の短時間
での利用など、ご協力をお願いします。
また、館内は定期的な換気や送風などを行いますので
どうぞ暖かい服装でお越し下さい。

月～金曜日 　 9：00 ～17：00
 ※新型コロナウィルス感染症対策のため17：00閉館

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

本書では、医療現場で働いている人たちが、医師、看護師、
理学療法士などそれぞれの職種の立場から、コロナ患者治療現場の
現状と問題点を報告しています。

コロナ禍における医療現場の図書を紹介します。

493.87¦¦タ

新型コロナウイルス感染症は、失業者の増加や自殺者の増加など
深刻な影響を社会に及ぼしています。大学生のうつ病発症者が
増加している事や、若い女性の自殺者の急増している事も

梶原絢子
日本看護協会出版会 2020年10月

 昨年からニュースや 雑誌の記事などに取り上げられています。

3

17時閉館休　館

利用案内

4月7日（水）

春季期間に伴う長期貸出 開館時間短縮・閉館のお知らせ

※蔵書点検作業のため 閉館

大学図書館だより 2021年3月
川崎市立看護短期大学図書館


