
大学図書館だより
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川崎市立看護短期大学図書館

今月は 地域包括ケアシステム について考えてみましょう。

図書館からのお願い：図書館入館時には学籍番号と入館時刻を、

　退館時には、退館時刻をお書き下さい。座席を利用したら、座席の番号も書いてください。

『やすらぎの在宅医療を求めて
あなたのまちの地域包括ケアシステム』

齋藤泰子, 鈴木育子, 梁原裕恵, 柴野裕子著
2021年３月 秀明大学出版会 498¦¦ヤ

在宅医療や在宅看護や介護サービスをこれから
利用したいがどうすれば利用できるのかわから
ない、という人を主な対象としてわかりやすく
説明した本です。在宅看護の中心である、訪問
看護ステーションの経営者や訪問看護を行って
いる訪問看護師の方のインタビューも掲載され
ています。

高齢化の現状と将来像、国際動向、世
帯構成や生活環境など、高齢者に関す
る様々な情報を得ることができます。
日本は高齢化が急激に進んでいること
やなぜ地域包括ケアシステムが必要な
のかが理解できます。”自分が要介護
の状態になった時に、誰に介護しても
らいたいか。”など、高齢者の心情が
わかるアンケート結果も公表されてい
ます。

「Nursing Canvas」
2021年8月号

特集：看護学生の
ための,今知っておき
たい 地域包括ケア
システム

『高齢社会白書
令和３年版』

編集：内閣府
2021年7月 日経印刷
R369.26||コ||2021

特集で、地域包括ケアシステムが誕生
した背景と、それはどういうものなの
か、をカラーページと写真を多用して、
丁寧に説明しています。また、地域包
括ケアの拠点である事業所をいくつか
取材して、利用者のためにどのような
取り組みをしているかを紹介していま
す。地域ケアの事業所で活動している
訪問看護師の方から、看護学生に贈る
言葉も紹介されています。

『「暮らしの保健室」
ガイドブック

「相談/学び/安心/交流/

連携/育成」の場』
総編集：秋山正子

2021年2月 日本看護協会
出版会

492.9||N810||ク

地域に住んでいる人が気軽に健康や生活に関
することを相談できる場所をつくりたい。訪
問看護師の秋山正子さんは、そんな気持ちで
2011年に東京に暮らしの保健室を開設しまし
た。今、暮らしの保健室は全国に広がってい
て、地域の人たちの健康や介護、生活につい
ての相談を受けたり、住 同 が交流する場
になっています。ここで活動している人の多
くは看護師です。全国の暮らしの保健室が紹
介されていて、川崎市の保健室も紹介されて
います。

2025年（令和７年）に、1947年 1949年生まれの団塊世代の人たちが75歳以
上になります。これが2025年問題です。一方で子供の数は減っています。
かつては、家庭で大勢の家族がお年寄りの面倒をみていましたが、核家族化
がすすみ、お年寄り夫婦だけの世帯や単身の高齢者が増えています。家庭で
家族だけでお年寄りの面倒をみることが難しくなった現在、”地域で高齢者の
生活を支えていこう。”という発想で生まれたのが、地域包括ケアシステム
です。その主な担い手は市町村です。川崎市でも、誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らし続けるための取り組みを推進しています。みなさんも、地域
包括ケアシステムについて考えてみませんか。



今からスタート!予想看護国試問題でパワーアップ : 1年生から学習進度で取り組む状況設定問題の自己学習 / 内藤直子編著 内藤, 直子 サイオ出版 2021.8 9784907176990 SK00089519492.9¦¦N039¦¦イ

看護学の概念と理論 / 野嶋佐由美編集 野嶋, 佐由美(1950-) 日本看護協会出版会 2021.10 9784818023574 SK00089606492.9¦¦N110¦¦カ
ナイチンゲールの『看護覚え書』 : イラスト・図解でよくわかる! /  井 薫編著  井,  薫  東社 2021.11 9784791631070 SK00089662492.9¦¦N110¦¦ナ
5つの「現場の看護の知」 : 5人の看護師さんの体験談からすくいあげられた / 山中恵利子著 山中, 恵利子(1951-) 晃洋書房 2021.9 9784771035386 SK00089565492.9¦¦N120¦¦イ

褥瘡・ストーマ・排泄・スキンケアナースポケットブック / 藤本かおり編集 藤本, かおり 学研メディカル秀潤社 2021.10 9784780914108 SK00089622492.9¦¦N211¦¦ジ
解剖と病態がつぎつぎつながる!バイタルサイン / 橋本さとみ編著 橋本, さとみ 学研メディカル秀潤社 2021.10 9784780914504 SK00089614492.9¦¦N212¦¦カ
看護師をめざすあなたへ / 高橋則子 [ほか] 著 高橋, 則子 日本看護協会出版会 2021.8 9784818023468 SK00089525492.9¦¦N230¦¦カ
看護管理塾第7章/サルの罠 : Who's Got the Monkey? / 井部俊子, 竹内良子編著 井部, 俊子(1947-) Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2021.9 9784818023536 SK00089624492.9¦¦N230¦¦カ
医療者のための教える技術 : オンラインと対面のハイブリッド教育研修 / 杉浦真由美著 杉浦, 真由美 Candy link books メディカ出版 2021.9 9784840475808 SK00089504492.9¦¦N238¦¦イ
看護学実習指導ガイドブック : teachingからlearning / 荒川眞知子, 齊藤茂子, 山川美喜子監修・[著] ; 荒添美紀 [ほか執筆] 荒川, 眞知子 日本看護学校協議会共済会 2021.9 SK00089575492.9¦¦N246¦¦カ
ズボラな学生の看護実習本ずぼかん / 中山有香里著 ; 中山祐次郎, 角田直枝監修 中山, 有香里 看護roo!BOOKS クイック 2021.9 9784796580502 SK00089566492.9¦¦N246¦¦ズ
看護学生のための「読む力」「書く力」レッスンBOOK / 坂井浩美, 山﨑啓子著 坂井, 浩美 日本看護協会出版会 2021.10 9784818023567 SK00089605492.9¦¦N251¦¦カ

実践!外国人妊産婦対応マニュアル : 不安軽減!もう困らない! / 高橋弘枝監修 ; 大阪府医師会周産期医療委員会医学監修 高橋, 弘枝 メディカ出版 2021.9 9784840475600 SK00089507492.9¦¦N390¦¦ジ

補助循環、ちゃんと教えます。 : 新人にわかる言葉・イラスト・写真で解説! / 湊谷謙司編集 湊谷, 謙司 メディカ出版 2021.11 9784840475877 SK00089667492.9¦¦N545¦¦ホ
消化器内視鏡介助&看護パーフェクトBOOK : 器具、薬剤、前処置、観察まるごと!わかる・できる・ラクになる! / 山本夏代編集 山本, 夏代 消化器ナーシング メディカ出版 2021.10 9784840473880 24344575 SK00089620492.9¦¦N548¦¦シ
イチから学ぶ!ナースのための皮膚科看護学入門 / 安部正敏著 安部, 正敏 学研メディカル秀潤社 2021.9 9784780914382 SK00089536492.9¦¦N562¦¦イ
ナースのためのはじめての眼科 / 石岡みさき著 石岡, みさき 金芳堂 2021.8 9784765318754 SK00089488492.9¦¦N564¦¦ナ

認知症と拘束尊厳回復に挑むナースたち : restraints in nursing / 平岩千代子執筆 ; 田中とも江, 小藤幹恵, 永田久美子語り ; 大熊由紀子寄稿 平岩, 千代子 Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2021.10 9784818023581 SK00089666492.9¦¦N680¦¦ニ

統合失調症急性期看護学 : 患者理解の方法と理論にもとづく実践 / 阿保順子, 岡田実, 東修, 那須典政共著 阿保, 順子 すぴか書房 2021.9 9784902630305 SK00089623492.9¦¦N740¦¦ト

緩和ケアと看取りの訪問看護 / 平原佐斗司, 本田彰子編 平原, 佐斗司 Q&Aと事例でわかる訪問看護 / 日本訪問看護財団監修 中央法規出版 2021.9 9784805851548 SK00089508492.9¦¦N820¦¦カ
テレナーシングガイドライン : 2020年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業 / 日本在宅ケア学会編集 日本在宅ケア学会 照林社 2021.10 9784796525442 SK00089616492.9¦¦N820¦¦テ
訪問看護アイデアノート : 現場に学ぶ・現場で活かせる / 健和会訪問看護ステーション編著 健和会訪問看護ステーション 照林社 2021.10 9784796525411 SK00089625492.9¦¦N820¦¦ホ
ゆっくり、いっしょに : 精神科訪問看護師、15のストーリー / 稲岡勲著 稲岡, 勲 幻冬舎メディアコンサルティング 2021.9 9784344936676 SK00089585492.9¦¦N820¦¦ユ

回復期リハ病棟の失敗する介入×成功する介入 : うまくいかなかった事例は学びの宝庫だった / 岡本隆嗣, 杉本真理子監修 岡本, 隆嗣 リハビリナース = Rehabilitation nurse メディカ出版 2021.10 9784840474665 18823335 SK00089568492.9¦¦N920¦¦カ
麻酔看護ぜんぶ見せパーフェクトBOOK : 現場のふとした"なぜ?"を取り上げたQ&Aもたっぷり! / 山本千恵編集 山本, 千恵(看護師) Ope nursing メディカ出版 2021.9 9784840473101 09135014 SK00089521492.9¦¦N952¦¦マ
ナース・研修医のための救急・ICUで使うME機器 / 竹内一郎編 竹内, 一郎 Emer-log メディカ出版 2021.10 9784840473392 24344559 SK00089592492.9¦¦N954¦¦ナ

まとめないACP : 整わない現場、予測しきれない死 / 宮子あずさ著 宮子, あずさ(1963-) 医学書院 2021.9 9784260047197 SK00089502490.145¦¦マ
命をどこまで操作してよいか : 応用倫理学講義 / 澤井努著 澤井, 努(1986-) 慶應義塾大学出版会 2021.9 9784766427684 SK00089590490.15¦¦イ
医療統計、データ解析しながらいつの間にか基本が身につく本 : Stataを使ってやさしく解説 / 道端伸明, 麻生将太郎, 藤雄木亨真著 道端, 伸明 羊土社 2021.10 9784758123792 SK00089591490.19¦¦イ
数式不要!はめ込み統計学 : EZRでできる保健医療統計これだけ / 加藤丈夫著 加藤, 丈夫 医学書院 2021.10 9784260045827 SK00089669490.19¦¦ス
これで解決!みんなの臨床研究・論文作成 / 辻本哲郎著 辻本, 哲郎(医師) 医学書院 2021.10 9784260047784 SK00089663490.7¦¦コ
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ハンドブック 薬事日報社 2021.9 9784840815642 SK00089612490.7¦¦ヒ

摂 嚥下リハビリテーション栄養専 管理栄養 のための摂 嚥下障害者の栄養アセスメント実践マニュアル / 上島順  [ほか] 編 上島, 順  医 薬出版 2021.8 9784263708163 SK00089532491.343¦¦セ

かんテキ消化器 / 畑啓昭, 久保健太郎編集 畑, 啓昭 患者がみえる新しい「病気の教科書 (テキスト)」 メディカ出版 2021.10 9784840475891 SK00089596492¦¦カ
非がん疾患のエンドオブライフ・ケア(EOLC)に関するガイドライン / 非がん疾患のエンドオブライフ・ケア(EOLC)に関するガイドライン作成研究班著 ; 日経メディカル編集 非がん疾患のエンドオブライフ・ケア(EOLC)に関するガイドライン作成研究班 日経BP 2021.9 9784296110193 SK00089562492¦¦ヒ
救急・ICU重要薬クイックノート / 湘南鎌倉総合病院薬剤部・集中治療部編著 湘南鎌倉総合病院薬剤部・集中治療部 照林社 2021.9 9784796525404 SK00089564492.29¦¦キ
簡易懸濁法マニュアル / 倉田なおみ, 石田志朗編著 ; 日本服薬支援研究会執筆 倉田, なおみ じほう 2021.9 9784840753791 SK00089615492.3¦¦カ

　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・診断・治療　（請求記号　４９２）

　母性看護学　（N３００番台）

　成人看護学　（N５００番台）

　老人看護学　（Ｎ６００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　（N９００番台）

新しく入った本です。
図書は請求記号の所にあります。見つからない時はカウンターに聞いてください。

　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　（N２００番台）



看護・介護のための指定難病 : どんな病気か 主な症状 主な治療 在宅介護・リハビリのポイント / 星恵子, 増子佳世共著 星, 恵子(1948-) 日本医学出版 2021.9 9784865770476 SK00089595493.11¦¦カ
Q&Aでわかる!糖尿病×循環器疾患の治療 : 血糖管理だけではない新しい考え方 / 伊藤浩編集 伊藤, 浩(内科医) 南江堂 2021.9 9784524229581 SK00089537493.123¦¦キ
糖尿病のくすり徹底ナビゲートBOOK : 薬の特徴・処方のポイント・インスリンポンプ療法がわかる! / 武藤達也編 武藤, 達也(薬剤師) 糖尿病ケア = The Japanese journal of diabetic caring メディカ出版 2021.9 9784840474443 13489968 SK00089522493.123¦¦ト
アルコール依存症治療を切り拓いた人 : 小杉好弘の診療活動と研究を振り返り未来につなぐ / 植松直道 [ほか] 編著 植松, 直道 中央法規出版 2021.9 9784805883792 SK00089586493.156¦¦ア
誤嚥性肺炎の包括的アプローチ : 診断・治療から,栄養管理・呼吸リハ・嚥下リハ・ 腔ケアまで /  畠英昭編  畠, 英昭 医 薬出版 2021.8 9784263266410 SK00089523493.38¦¦ゴ
オープンダイアローグ : 私たちはこうしている / 森川すいめい著 森川, すいめい(1973-) 医学書院 2021.9 9784260048033 SK00089538493.72¦¦オ
やってみたくなるアディクション診療・支援ガイド : アルコール・薬物・ギャンブルからゲーム依存まで / 松本俊彦, 佐久間寛之, 蒲生裕司編 松本, 俊彦(1967-) 文光堂 2021.9 9784830636295 SK00089627493.74¦¦ヤ
認知症の人の心を知り、「語り出し」を支える : 本当の想いを聴いて、かかわりを変えていくために / 大塚智丈著 大塚, 智丈 中央法規出版 2021.9 9784805883761 SK00089560493.758¦¦ニ
認知症の私から見える社会 / 丹野智文[著] 丹野, 智文(1974-) 講談社+α新書 講談社 2021.9 9784065250426 SK00089588493.758¦¦ニ
世界を大きく変えた20のワクチン / 齋藤勝裕著 齋藤, 勝裕 秀和システム 2021.9 9784798065670 SK00089497493.82¦¦セ
川崎病がよくわかる本 / 土屋恵司監修 土屋, 恵司 健康ライブラリー : イラスト版 講談社 2021.10 9784065249789 SK00089648493.931¦¦カ
 児がん治療後の 期フォローアップガイド / JCCG 期フォローアップ委員会 期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編 JCCG 期フォローアップ委員会 期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ クリニコ出版 2021.9 9784910396132 SK00089569493.94¦¦シ
新 児の呼吸・循環 : 判断 ・実践 UPのためのケース71 : 治療法選択・ケアのエビデンスがつかめる / 千葉洋夫, 中 秀彦編集 千葉, 洋夫 with NEO メディカ出版 2021.9 9784840473170 24344540 SK00089524493.95¦¦シ
標準的医療説明 : インフォームド・コンセントの最前線 / 内科系学会社会保険連合編集 内科系学会社会保険連合 医学書院 2021.8 9784260047388 SK00089503493¦¦ヒ

透析療法における様々な疑問に答える 川口, 良人 透析フロンティア メディカルレビュー社 2021.6 9784779225741 SK00089468494.93¦¦ト

ICUにおける口腔ケア : わが国でのエビデンス構築をめざして / 岸本裕充, 梅田正博編・著 岸本, 裕充 口腔保健協会 2021.6 9784896053746 SK00089467497.9¦¦ア
 本 腔ケア学会認定資格標準テキスト : 公式 /  本 腔ケア学会編  本 腔ケア学会 医 薬出版 2021.8 9784263446409 SK00089539497.9¦¦ニ
ひとりだちできる口腔ケア : 現場で役立つ!知っておきたいQ&A : 基本知識用具・薬液症状・状態・疾患別の口腔ケア在宅のケアと評価・アセスメント / 山崎裕, 渡邊裕編著 山崎, 裕(1959-) Clinical nursing skills 学研メディカル秀潤社 2021.10 9784780914153 SK00089628497.9¦¦ヒ

心の健康教育ハンドブック : こころもからだも健康な生活を送るために / 坂野雄二, 百々尚美, 本谷亮編著 坂野, 雄二(1951-) 金剛出版 2021.9 9784772418508 SK00089598498.07¦¦コ
そろそろ医療の費 対効果を考えてみませんか? : 医療関係者のための医療経済評価   / 康永秀 ,   孝明,  寺聡著 康永, 秀  中外医学社 2021.8 9784498148024 SK00089540498.13¦¦ソ
病院・医療のしくみ : イラスト図解 : そこが知りたい! 木村, 憲洋 朝日新聞出版 2021.9 9784023340367 SK00089587498.13¦¦ビ
サッとわかる!栄養療法のトリセツ / 吉村芳弘編著 ; 熊本リハビリテーション病院栄養サポートチーム著 吉村, 芳弘 金芳堂 2021.10 9784765318785 SK00089659498.58¦¦サ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)からの教訓 : これまでの検証と今後への提言 / 帝京大学大学院公衆衛生学研究科編 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 大修館書店 2021.11 9784469269215 SK00089660498.6¦¦シ

世界国勢図会 : 世界がわかるデータブック / 矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2021.9 9784875494560 SK00089500R350.9¦¦セ¦¦2021-22
家計調査年報 / 総務省統計局編 総務省統計局 日本統計協会 2021.8 9784822341268 SK00089600R365.4¦¦カ¦¦2020-1
介護・看護サービス統計データ集 三冬社 2021.9 9784865630756 SK00089609 R369.26¦¦カ¦¦2022
高齢社会白書 / 内閣府編 内閣府 日経印刷 2021.7 9784865792737 SK00089501 R369.26¦¦コ¦¦2021
障害者白書 / 内閣府編 内閣府 内閣府 2021.7 9784909946294 SK00089531 R369.27¦¦シ¦¦2021
発達障害白書 / 日本発達障害連盟編 日本発達障害連盟 明石書店 2021.9 9784750352497 SK00089589R369.28¦¦ハ¦¦2022
年報医事法学 / 日本医事法学会編 日本医事法学会 日本評論社 2021.9 9784535054363 09127194 SK00089599R498.12¦¦ネ¦¦36
JAPIC一般用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター 日本医薬情報センター 2021.9 9784865151831 SK00089571R499.1¦¦ジ¦¦2022
JAPIC医療用医薬品集 / 日本医薬情報センター編集 日本医薬情報センター 日本医薬情報センター [2021.9] SK00089541R499.1¦¦ジ¦¦2022-1

ソーシャルネットワーク時代の情報モラルとセキュリティ / 山住富也著 山住, 富也 近代科学社Digital 2021.8 9784764960220 SK00089499007.3¦¦ソ
Excelの本当に正しい使い方 / 田中亨著 田中, 亨(1959-) 日経BP 2021.9 9784296110353 SK00089583007.63¦¦エ
著作権ハンドブック : 先生、勝手にコピーしちゃダメ : 著作権を制する者は授業を制す! / 宮武久佳, 大塚大著 宮武, 久佳(1957-) 東京書籍 2021.9 9784487813384 SK00089514021.2¦¦チ
認知行動療法「ベーシック」 : コミュニケーションのあり方と効果的なカウンセリングスキル / 谷口知子著 谷口, 知子 金子書房 2021.9 9784760830404 SK00089530146.8¦¦ニ
Microsoft 365&Teams徹底活用ガイド : Web会議だけじゃない!Teamsで自分もみんなも仕事がラクに! / 天野貴之, 清水香里著 天野, 貴之 日経BP 2021.9 9784296080069 SK00089604336.57¦¦マ
大学1年生からのコミュニケーション入門 : ワークシート課題付 / 中野美香著 中野, 美香 ナカニシヤ出版 2010.8 9784779504693 SK00089436361.45¦¦ダ
VIPSですすめるパーソン・センタード・ケア : よいケア文化の土壌をつくる / ドーン・ブルッカー, イザベル・レイサム著 ; 中川経子, 村田康子訳 Brooker, Dawn, 1959- クリエイツかもがわ 2021.9 9784863423138 SK00089516369.26¦¦ブ
社会福祉・医療従事者のための災害福祉論 /   川洋昭編著   川, 洋昭 学 社 2021.9 9784762031120 SK00089610369.3¦¦シ
児童養護施設施設 殺害事件 : 児童福祉制度の狭間に落ちた「 ども」たちの悲鳴 /  藪謙介, 間野まりえ著  藪, 謙介(1985-) 中公新書ラクレ 中央公論新社 2021.10 9784121507433 SK00089649369.43¦¦ジ
子ども介護者 : ヤングケアラーの現実と社会の壁 / 濱島淑惠 [著] 濱島, 淑惠 角川新書 KADOKAWA 2021.9 9784040822846 SK00089529369¦¦コ
ヤングケアラーを支える :  young carers / Nursing today ブックレット編集部編集 Nursing today ブックレット編集部 Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2021.9 9784818023529 SK00089584369¦¦ヤ
ヤングでは終わらないヤングケアラー : きょうだいヤングケアラーのライフステージと葛藤 / 仲田海人, 木村諭志編著 仲田, 海人(1993-) クリエイツかもがわ 2021.10 9784863423152 SK00089661369¦¦ヤ
就活キャリアスキル読本 / 中川直毅編著 中川, 直毅(1960-) 三恵社 2021.9 9784866934891 SK00089611377.9¦¦シ
あのね、ほんとうはね : 言葉の向こうの子どもの気持ち / 副島賢和著 副島, 賢和 へるす出版 2021.9 9784867190234 SK00089561378.4¦¦ア
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村田翔先生のおすすめの本です。

『チャーリー・ブラウンなぜなんだい : ともだちがおもい病気

になったとき』 チャールズ Ｍ．シュルツ 著 / 細谷 亮太 訳

121月11日（火）返却期限
12月24日（金）まで

17時閉館休　館

1991年10月 岩崎書店　726.6¦¦チ　

利用案内

月～金曜日  9：00 ～19 : 30 開館                  

16時30分閉館

貸出冊数 7冊まで

冬休みの長期貸出について
12月10日（金）から貸出期間

The world’s most famous dogともいわれるスヌー
ピーは、誰もが知っていることと思います。この本では、
そんなスヌーピーと仲間たちが、小児がんのお友だちを
通して、みなさんに語りかけてくれます。
小児がんの子どもたちを取り巻く問題は、治療や副作用
だけではありません。学校生活やお友だち、きょうだい
のことと、治療中も治療後も、その子どもの”生活”に目
を向けることが大切になります。みなさん、スヌーピー
と一緒に、小児がんの世界をのぞいてみませんか？
ずいぶん寒くなりましたが、きっと読み終わった時には、
ほっこり温かい気持ちにしてくれる1冊だと思います。

大学図書館だより 2021年12月
川崎市立看護短期大学図書館


