
　

　

　

　

　

　

 

 

　 　

大学図書館だより

　

歴史に詳しくなります

物語もあります

かわさき歴史ウォーク

前川 清治 著, 東京新聞出版局,

2002.11月,291.37||カ

神奈川の宿場を歩く

神奈川東海道ウォークガイドの会 著,

2008.9月, 291.37||カ

川崎・たちばなの古代史 －寺院・郡衙

（ぐんが）・古墳から探る

村田 文夫 著,有隣新書, 2010.12月,

213.7||カ

海岸地方の物語

ドラガン・オグルリッチ編著 / イワン・ミシュコ

ヴィッチ挿絵 / 山本郁子訳

川崎市 リエカ市,1999.３月, 388.3935||カ

川崎の民話と伝説

萩坂 昇 著,多摩川新聞社, 1993.7月, 

388.137||カ

(書影はありません）

先日のサッカーのワールドカップで、

クロアチアと日本が対戦しましたが、

実は 川崎市は、そのクロアチアの都

市リエカ市と姉妹都市として提携して

います。リエカは港町で、その地に伝

わる民話を収めています。

明けましておめでとうございます。今年もみなさんによいことが

沢山ありますように。

みなさんは、わが町「かわさき」に詳しいですか？ 他県からの入学のひとも、通学するようになって、神奈

川、または川崎に親しみが湧きましたか？ わが町のことをもっと知ってほしいと思い、いくつか図書をご紹

介します。地名もいろんなものがありますよね。下記の本に何度も登場する「影向寺」も、（ようごうじ）と

読みますが、川崎の人なら読める、知らない人には読めない地名だと思います。

あるいは、川崎ってどんなところなの？と聞かれたとき、何と答えましょうか。そんなときのために、下記に

ご紹介する本にちらっと目を通しておくと 大人の会話ができますよ。

あなたの話題の一つに、ぜひ 加えて下さい。

川崎市立看護大学図書館

2023年1月

東海道の川崎の宿から、箱根西坂までを

取り上げています。みどころ、史跡、伝

承について紹介する、東海道入門にピッ

タリの本です。現在、時代の移り変わり

で、取り壊された建物があるなど内容に

加筆修正された新版が発売されています。

（新版は図書館に所蔵なし）

図書館では帯は外して

所蔵しています

臨海部から多摩川沿いには、貝塚、古墳、古代の役所跡、

伝説から近代建築などが数多くあります。

地名の起こりを掘り下げながら、かわさきの古代から現

代までの歴史と文化の流れを追いかける、全８３ヶ所を

解説しています。

郡衙とは、聞きなれない言葉ですが、「奈良時代

の川崎市役所」というべき古代の行政を行う役所

のこと。１９９６年の高津区千年伊勢山台の発掘

調査のこと、現代の「川崎」の原点となった古代

の多摩川下流域の歴史について語っています。

義経・弁慶、鎌倉時代の有力な

御家人だった稲毛三郎の伝説や

寺院や神社に伝わるお話、村で

語られた昔話、海や池の伝説な

どを収めています。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

ナイチンゲールのマネジメント考 : 組織管理者としての責任 / 井部俊子 [ほか] 著 井部, 俊子(1947-) ナイチンゲールの越境 日本看護協会出版会 2022.9 9784818025318 SK00091270492.9||N020||ナ8

人工知能はナイチンゲールの夢を見るか / 服部圭, 宮川祥子編 ; 山海嘉之 [ほか] 著 服部, 圭 ナイチンゲールの越境 日本看護協会出版会 2022.9 9784818025325 SK00091271492.9||N020||ナ9

看護師国試必修問題完全予想550問 / 看護師国家試験対策プロジェクト編集 照林社 プチナース 照林社 2022.7 9784796527477 SK00091146492.9||N039||カ

聴く力 / 田村美子監修 , 二重作清子, 久木原博子, 実藤基子編著 田村, 美子 「看護者に期待されるもの」シリーズ ふくろう出版 2022.6 9784861868627 SK00091172492.9||N049||カ４

ナイチンゲールの看護思想を求めて : 看護職者として歩んだ60年を振りかえる : フローレンス・ナイチンゲール生誕200年 / 城ケ端初子著 城ケ端, 初子 (1945-) ナイチンゲールの看護思想を学ぶ会 2022.6 9784883257669 SK00091141492.9||N049||ナ

　看護技術・教育・研究　 (N ２００番台 )

看護にいかす画像の見かたガイド : X線・CT・MRI・エコーでアセスメントの精度が上がる / 林尚三編集 林, 尚三 中央法規出版 2022.7 9784805887479 SK00091147492.9||N212||カ

デキる看護師の検査値note : NsCan / 酒井博崇編集 酒井, 博崇 南山堂 2022.8 9784525504915 SK00091173492.9||N212||デ

看護診断の看護過程ガイド : ゴードンの機能的健康パターンに基づくアセスメント / 上野栄一, 西田直子編集 上野, 栄一 中央法規出版 2022.8 9784805887486 SK00091197492.9||N220||カ

怒った人に振り回されない自分をつくる : ナースのためのアンガーマネジメント 2 / 田辺有理子著 田辺, 有理子 メヂカルフレンド社 2022.6 9784839216900 SK00091056492.9||N232||ナ２

　成人看護学　 (N ５００番台 )

マンガで学ぶ脳神経疾患患者の急変対応33場面 : 急変しても、もううろたえない!あわてない! / 日本脳神経看護研究学会監修 日本脳神経看護研究学会 Brain nursing メディカ出版 2022.8 9784840476133 09108459 SK00091175492.9||N541||マ

甲状腺疾患と乳がんのケア : 伊藤病院×相良病院 / 石澤緑, 江口惠子編著 伊藤, 公一(1958-) 新興医学出版社 2022.7 9784880027982 SK00091176492.9||N551||コ

ぎゅっと耳鼻咽喉科看護 / 東野正明編 ; 大阪医科薬科大学病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科病棟著 東野, 正明 メディカ出版 2022.8 9784840478830 SK00091177492.9||N565||ギ

　精神看護学　 ( Ｎ７００番台 )

看護の現場ですぐに役立つ精神看護のキホン : 患者さんの心の健康を保つ技術が身に付く! / 廣島麻揚, 林世津子, 新榮こゆき, 稲垣晃子著 廣島, 麻揚 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2022.7 9784798065618 SK00091148492.9||N740||カ

 地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

訪問看護実務相談Q&A / 全国訪問看護事業協会編集 全国訪問看護事業協会 中央法規出版 2022.8 9784805887554 SK00091254492.9||N810||ホ

訪問看護師のための診療報酬&介護報酬のしくみと基本 : 図解でスイスイわかる / 清崎由美子, 宮崎和加子編著 清崎, 由美子 メディカ出版 2022.8 9784840478793 SK00091150492.9||N820||ホ

訪問看護お悩み相談室 : 報酬・制度・実践のはてなを解決 / 日本訪問看護財団編集 日本訪問看護財団 中央法規出版 2022.7 9784805887431 SK00091149492.9||N820||ホ2022

　状態別看護　 (N ９００番台 )

周術期看護 : 安全・安楽な看護の実践 / 坂本文子指導 中村, 美知子 インターメディカ 2022.8 9784899964537 SK00091198492.9||N951||シ

術後アセスメント・ケアポケットBOOK : 術後の変化を見逃さない / 慶應義塾大学病院看護部編著 慶應義塾大学病院 照林社 2022.8 9784796525640 SK00091199492.9||N951||ジ

ICUナースが書いた補助循環の管理がもっとできるようになる本 / 齋藤大輔著 ; 山下淳医学監修 齋藤, 大輔(看護師) 照林社 2022.7 9784796525633 SK00091174492.9||N953||ア

Dr.阿南のABCDとキーワードで立ち向かう救急・急変 : 一歩先に動くナースになる! / 阿南英明著 阿南, 英明 メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ メディカ出版 2022.8 9784840478922 SK00091145492.9||N954||ド

　医学全般　(請求記号　４９０)

ふたつの誕生日 : 移植ってわがままですか? / 大谷邦郎著 大谷, 邦郎(1961-) はる書房 2022.7 9784899842019 SK00091165490.15||フ

JMPによる医療統計 : Ver.16対応 : 使い方から検定結果の解釈まで / 吉田寛輝著 吉田, 寛輝 アトムス 2022.6 9784904307892 SK00091171490.19||ジ

教科書には載っていない調査研究がうまくいくコツ / 板垣貴志著 板垣, 貴志 クロスメディア・パブリッシング 2022.7 9784295405979 SK00091133490.7||キ

　基礎医学　（請求記号　４９１）

面白くて眠れなくなる解剖学 / 坂井建雄著 坂井, 建雄(1953-) PHP文庫 PHP研究所 2022.8 9784569902432 SK00091196491.1||オ

面白くて眠れなくなるウンチ学 / 左巻健男著 左巻, 健男(1949-) PHPエディターズ・グループ 2022.8 9784569852607 SK00091239491.346||オ

面白くて眠れなくなる脳科学 / 毛内拡著 毛内, 拡(1984-) PHPエディターズ・グループ 2022.8 9784569852416 SK00091134491.371||オ

オンライン脳 : 東北大学の緊急実験からわかった危険な大問題 / 川島隆太著 川島, 隆太(1959-) アスコム 2022.8 9784776212348 SK00091189491.371||オ

世界最先端の研究が教えるすごい脳科学 / 坂上雅道監修 坂上, 雅道(1960-) 総合法令出版 2022.8 9784862808615 SK00091240491.371||セ

ダマシオ教授の教養としての「意識」 : 機械が到達できない最後の人間性 / アントニオ・ダマシオ著 ; 千葉敏生訳 Damasio, Antonio R. ダイヤモンド社 2022.8 9784478112663 SK00091190491.371||ダ

脳大図鑑 = Visual book of the brain / 河西春郎, 柳沢正史, 坂上雅道監修 河西, 春郎 Newton大図鑑シリーズ ニュートンプレス 2022.9 9784315525991 SK00091241491.371||ノ

がん予防の教科書 / 浅香正博著 浅香, 正博 潮出版社 2022.8 9784267023552 SK00091191 491.658||ガ

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

消化器内視鏡検査・周術期管理の標準化ハンドブック / 内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会編集 = Handbook for standardization of periprocedural management for gastrointestinal endoscopy 内視鏡検査・周術期管理の標準化に向けた研究会 日本メディカルセンター 2022.6 9784888753227 SK00091062492.14||シ

人工呼吸管理はじめの一歩 : 適応、モード設定から管理・離脱、トラブル対応まで、まるっとわかる!すぐできる! / 方山真朱編 方山, 真朱 レジデントノート 羊土社 2022.8 9784758116848 SK00091144492.28||ジ

　内科学・精神医学・小児科学　 ( 請求記号　４９３ )

疑問に答える糖尿病外来 / 清野弘明著 清野, 弘明 同文書院 2022.8 9784810377897 SK00091164493.123||ギ

血糖値について気になることを言われた人やその家族に落ち着いて読んでほしい本を長年医療者向けの専門誌をつくってきた糖尿病ケア+がつくりました : 「ちょっと血糖が高いね」から「糖尿病です」まで / 糖尿病ケアプラス編集委員会編 メディカ出版 メディカ出版 2022.9 9784840478908 SK00091242493.123||ケ

できる!糖尿病診療 : みんなの疑問はこれで解決 / 辻本哲郎著 辻本, 哲郎(医師) 南江堂 2022.7 9784524231577 SK00091151493.123||デ

糖尿病コンサルテーションブック / 吉岡成人, 森保道編 吉岡, 成人 プラクティス・セレクション 医歯薬出版 2022.7 9784263236581 SK00091201493.123||ト

水俣病闘争史 / 米本浩二著 米本, 浩二(1961-) 河出書房新社 2022.8 9784309228624 SK00091247493.152||ミ

ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん : 病気を克服する最新治療と生活のアドバイス / 永井英成監修 永井, 英成 オールカラー家庭の医学 法研 2022.7 9784865138405 SK00091091493.47||ウ

精神科医の本音 : 患者の前で言えない本当のこと / 益田裕介著 益田, 裕介 SB新書 SBクリエイティブ 2022.8 9784815616229 SK00091250493.7||セ

暮らしを診るこころの訪問診療 / 青木藍著 青木, 藍 日本評論社 2022.8 9784535985162 SK00091192493.72||ク

精神科の薬抗精神病薬・抗うつ薬・睡眠薬・抗認知症薬…はや調べノート : これだけは押さえておきたい / 杉田尚子, 諏訪太朗編集 杉田, 尚子 メディカ出版 2022.9 9784840478991 SK00091261493.72||セ

勝手にせん妄検定 : 50厳選問題 / 井上真一郎著 ; 岡山大学病院精神科リエゾンチーム監修 ; 横林恵理子イラスト 井上, 真一郎 中外医学社 2022.7 9784498229402 SK00091153493.73||カ

徹底ガイド!高次脳機能障害 : ひと目でわかる基礎知識と患者対応 / 新貝尚子, 森田将健編集 新貝, 尚子 総合医学社 2022.7 9784883784585 SK00091152493.73||テ

軽度認知障害と認知症の人および家族・介護者のためのリハビリテーションマニュアル / 荒井秀典監修 ; 前島伸一郎監修 ; 大沢愛子編集主幹 ; 2019年度厚生労働科学研究費・長寿科学政策研究事業認知症の人に対する生活機能及び活動維持・向上に資する効果的なリハビリテーションプログラムの策定に関する研究班編集 荒井, 秀典 国立長寿医療研究センター 2022.6 9784898017579 SK00091103493.758||ケ

 看護学

　看護学　総記・叢書・全集　（N０００番台）

　医学全般(請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く)

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職員にお訊ね下さい。



「認知症の人」への接し方のきほん : あなたの家族に最適な方法が見つかる!「場面別」かかわり方のポイント / 矢吹知之著 矢吹, 知之 はじめての在宅介護シリーズ 翔泳社 2022.8 9784798176161 SK00091188493.758||ニ

早期発見で乗り超える「統合失調症」の本 : 正しい理解と家族の対応法 / 水野雅文監修 水野, 雅文 心のお医者さんに聞いてみよう 大和出版 2022.8 9784804763996 SK00091193493.763||ソ

うつ病の原因と治療の基本がわかる本 / メアリー・ジェーン・タッキ, ジャン・スコット著 ; 大庭有美, 林カオリ訳 Tacchi, Mary Jane ニュートン新書 ニュートンプレス 2022.8 9784315525892 SK00091139493.764||ウ

感染症の基礎講座 / マルタ・L・ウェイン, ベンジャミン・M・ボルカー著 ; 青山薫訳 Wayne, Marta L., 1966- ニュートン新書 ニュートンプレス 2022.8 9784315525908 SK00091140493.8||カ

基礎からわかる感染爆発 (パンデミック) / クリスチャン・W・マクミレン著 ; 杉山千枝訳 McMillen, Christian W., 1969- ニュートン新書 ニュートンプレス 2022.9 9784315526042 SK00091251493.8||キ

子どものくすり便利帳 / 小嶋純, 米子真記編集 小嶋, 純 南山堂 2022.8 9784525780319 SK00091178493.92||コ

小児在宅人工呼吸療法マニュアル : 子どもと家族を支える医療者のための / 日本呼吸療法医学会小児在宅人工呼吸検討委員会編著 日本呼吸療法医学会 メディカ出版 2022.8 9784840478885 SK00091202493.92||シ

BSケア基本の型 : 赤ちゃんの母乳吸啜メカニズムに基づく乳房ケア : 新たな知見・イラストの追加で、さらに分かりやすく! / 寺田恵子, 浅野美智留著 寺田, 恵子 日総研出版 2022.7 9784776019336 SK00091179493.983||ビ

　外科学　(請求記号　４９４)

がん患者の語りを聴くということ : 病棟での心理療法の実践から / L・ゴールディ, J・デマレ編著 Goldie, Lawrence, 1923- 誠信書房 2022.7 9784414414844 SK00091263494.5||ガ

運動器・整形外科の基本 : オールカラー / 石井賢監修 石井, 賢 運動・からだ図解 マイナビ出版 2022.7 9784839978075 SK00091166494.7||ウ

褥瘡予防のためのポジショニングとケア : QOLを高める! / 水原章浩監修 水原, 章浩 ナツメ社 2022.9 9784816372537 SK00091265494.8||ジ

床ずれ予防プログラム : ケアプランが変わる!在宅介護が変わる! : 床ずれ危険度チェック表を活かす / 日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会編集 日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会 春恒社(印刷) 2022.7 9784915698200 SK00091154494.8||ト

　婦人科学・産科学　 ( 請求記号　４９５ )

現場の疑問に答える周産期医療Q&A / 伊東宏晃編 伊東, 宏晃 中外医学社 2022.7 9784498160361 SK00091186495.5||ゲ

女性の新しいライフスタイルと最新医療 / 名古屋市立大学編 名古屋市立大学 名市大ブックス 中日新聞社 2022.8 9784806207955 SK00091266495||ジ

　衛生学・公衆衛生・予防医学　(請求記号　４９８)

医事法判例百選 / 甲斐克則, 手嶋豊編 甲斐, 克則(1954-) 別冊ジュリスト 有斐閣 2022.7 9784641115583 SK00091203498.12||イ

戦争のある場所に看護師がいる / 「教養と看護」編集部編集; 難波妙 [ほか] 執筆 = Nurses in wartime 「教養と看護」編集部 Nursing Todayブックレット 日本看護協会出版会 2022.8 9784818025295 SK00091267498.14||セ

withコロナ時代に役立つICT活動の進め方マニュアル : タスクごとだからわかりやすい! / 塚田真弓編著 塚田, 真弓 Infection control メディカ出版 2022.8 9784840476775 09191011 SK00091185498.6||ウ

子産みを支えた政策と助産者のケアする力 : 「母子健康センター事業」全58年の盛衰から / 中山まき子著 中山, まき子(1953-) 日本評論社 2022.8 9784535587717 SK00091194498.7||コ

職場の健康づくりを支援する : 働く人の心とからだの健康づくりテキスト / 中央労働災害防止協会編 中央労働災害防止協会 中央労働災害防止協会 2022.6 9784805920510 SK00091104498.8||シ

働く人の健康状態の評価と就業措置・支援 / 森晃爾編 森, 晃爾(1960-) 産業保健ハンドブックシリーズ 労働調査会 2022.6 9784863199170 SK00091155498.8||ハ

神奈川県道路地図 県別マップル 昭文社 2022.7 9784398630766 SK00091096 R291.37||カ

高齢社会白書 / 内閣府編 内閣府 サンワ 2022.7 9784990971250 SK00091256 R369.26||コ||2022

障害者総合支援六法 中央法規出版 2022.7 9784805887349 SK00091143 R369.27||シ||2022

保険薬事典Plus+ : 適応・用法付 : 薬効別薬価基準 / 薬業研究会編集 薬業研究会 じほう 2022.8 9784840754446 SK00091252R499.1||ホ||2022-2

　視聴覚資料

プロフェッショナル仕事の流儀 専門看護師 北村愛子の仕事DVD  NHKエンタープライズ$D SK00091525DVDNo.163-1

プロフェッショナル仕事の流儀 がん専門看護師 田村恵子の仕事DVD  NHKエンタープライズ$D SK00091527DVDNo.163-2

できるOutlook 2021 : Office 2021&Microsoft 365両対応 : 基本編+活用編 / 山田祥平著 ; できるシリーズ編集部著 山田, 祥平 インプレス 2022.10 9784295015338 SK00091273007.63||デ

SNS別最新著作権入門 : 「これって違法!?」の心配が消えるITリテラシーを高める基礎知識 / 井上拓著 井上, 拓(1984-) 誠文堂新光社 2022.8 9784416522820 SK00091231021.2||エ

考えるあなたのための倫理入門 / メアリー・ウォーノック著 ; 高屋景一訳 Warnock, Mary 春秋社 2022.8 9784393324035 SK00091232150||カ

法むるーむ : 社会と法がわかる15のストーリー : おとなになるあなたへ / 法むるーむネット編集・執筆 法むるーむネット 清水書院 2022.7 9784389225995 SK00091162320||ホ

対話からはじまる憲法 / 橋下徹, 木村草太著 橋下, 徹(1969-) 河出文庫 河出書房新社 2022.8 9784309419121 SK00091195323.14||タ

日本国憲法を考える / 松井茂記著 松井, 茂記(1955-) 大阪大学新世紀レクチャー 大阪大学出版会 2022.8 9784872597646 SK00091233323.14||ニ

ハラスメントとメンタルヘルス対策 : 総務・人事の安心知識 / 古見明子著 古見, 明子 Do books 同文舘出版 2022.8 9784495541163 SK00091163366.3||ハ

差別は思いやりでは解決しない : ジェンダーやLGBTQから考える / 神谷悠一著 神谷, 悠一(1985-) 集英社新書 集英社 2022.8 9784087212266 SK00091248367.1||サ

「ごみ屋敷」で暮らす高齢者の実態 : 「重度のためこみ状態にある住宅」の要因から居住者への支援まで / 河合美千代著 河合, 美千代 明石書店 2022.8 9784750354392 SK00091279367.75||ゴ

身近に潜む詐欺 : あなたはもう騙されている / 杉山雅浩著 ; 浜田ブリトニーライター 杉山, 雅浩 みなみ出版企画編集室 2022.8 9784434308192 SK00091235368.6||ミ

少年非行 : 社会はどう処遇しているか / 鮎川潤著 鮎川, 潤(1952-) 放送大学叢書 左右社 2022.8 9784865283327 SK00091187368.71||シ

ケアの現場・地域で活用できる回想法実践事例集 : つながりの場をつくる47の取り組み / 野村豊子編集代表 ; 伊波和恵 [ほか] 編集 野村, 豊子(1947-) 中央法規出版 2022.8 9784805887585 SK00091253369.26||ケ

市民活動論 : ボランティア・NPO・CSR / 大澤史伸著 大澤, 史伸(1966-) 学文社 2022.4 9784762031601 SK00091455369.7||シ

ボランティア・市民活動実践論 / ボランティアセンター支援機構おおさか編 ボランティアセンター支援機構おおさか ミネルヴァ書房 2019.5 9784623084081 SK00091461369.7||ボ

「ヤングケアラー」とは誰か : 家族を"気づかう"子どもたちの孤立 / 村上靖彦著 村上, 靖彦(1970-) 朝日選書 朝日新聞出版 2022.8 9784022631213 SK00091236369||ヤ

不登校の理解と支援のためのハンドブック : 多様な学びの場を保障するために / 伊藤美奈子編著 伊藤, 美奈子(1960-) ミネルヴァ書房 2022.8 9784623092536 SK00091238371.42||フ

ひきこもりと関わる : 日常と非日常のあいだの心理支援 / 板東充彦著 板東, 充彦 遠見書房 2022.8 9784866161488 SK00091161372.42||ヒ

狙って獲りにいく!科研費 : 採択される申請書のまとめ方 / 中嶋亮太著 中嶋, 亮太(1981-) すばる舎 2022.8 9784799110652 SK00091257377.7||ネ

看護師採用試験面接試験攻略法 : 看護師就活のプロが教える面接の攻略本 : 面接官に好印象をもたれる自己PRの作り方を徹底分析 / 濱田安岐子監修 濱田, 安岐子 つちや書店 2022.7 9784806917809 SK00091063377.9||カ

病原体の世界 : 最小にして人類最大の宿敵 : 歴史をも動かすミクロの攻防 / 旦部幸博, 北川善紀著 旦部, 幸博(1969-) ブルーバックス 講談社 2022.8 9784065290781 SK00091249408||ビ

解きながら学ぶ統計学超入門 / 大川内隆朗著 大川内, 隆朗 技術評論社 2022.10 9784297130183 SK00091278417||ト

湘南ERが教える大切な人を守るための応急手当 : おうちでできることがたくさん! / 湘南ER著 湘南ER KADOKAWA 2022.7 9784046058010 SK00091167598.5||シ

パラスポーツ・ボランティア入門 : 共生社会を実現するために / 松尾哲矢, 平田竹男編 松尾, 哲矢 旬報社 2019.12 9784845116126 SK00091456780.13||パ

中皮腫とともに生きる : 希少・難治性がん患者と家族の26の「ものがたり」 / 大島寿美子編 大島, 寿美子 寿郎社 2022.7 9784909281425 SK00091168916||チ

刑期なき殺人犯 : 司法精神病院の「塀の中」で / ミキータ・ブロットマン著 ; 仁木めぐみ訳 Brottman, Mikita, 1966- 亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ 亜紀書房 2022.8 9784750517520 SK00091169936||ブ
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こんな本も所蔵しています

利用案内

「子どもが苦手」な研修医へ小児救急の極意を伝授

林 寛之 著,学研メディカル秀潤社 , 学研プラス(発売)

2022.9月, 493.92||コ

Dr.林の高齢者救急・急変 お助け本 ： 高齢者が好きになる

林 寛之 著,日本医事新報社, 2021.3月, 493.185||ド

冬季休暇に伴う長期貸出の返却日は

1月16日（月）です。

お忘れなきようにご返却お願いします。

１月６日から開館しますが、１７時閉館です。

１月１０日（火）から通常開館です。

ペナルティが発生すると借りたい時に

貸出できなくなります。ご注意ください。

冒頭から、高齢者とのコミュニケーションのコツ、【人生の先輩に敬意を

払う】とあります。「おじいちゃん」「おばあちゃん」ではなく、お名前

をしっかり呼ぼう、と言っています。

また、高齢者の視界は狭いと心得よ、服はたくさん着込んでいるものと考

える、などの解説も親しみやすいです。『患者はクイズ形式で真実を伝え

てくる』ザックリ主訴にだまされない、など興味を惹く見出しも。

医療者でない人も、これらのコツを心得ておくと、日常の生活でも役に立

つと思いました。

キーワードは、『明日はわが身』だそうです。

子どもを診るための心得とは。『子どもの心を鷲掴みにするコミュニケーション力を鍛え

よ！』 その極意は、”子どもを一人前の紳士淑女として扱おう”

読んでみたいと思いませんか？ そして第４章の信頼関係についての著者の意見も、コラム

「男の育児のメリット１０か条」も、男性女性問わず読んでもらいたい箇所です！

保護者は第二の患者だと思って接する、というのも極意の一つのようです。

脱水の症状で幼児の体重を計りたい。でも一人では体重計に乗ってくれない。

そこでどうするか。各所に楽しいマンガを挟みながら、コツを解説しています。
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