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医8F図書 369.26//O93//1785 介護現場で使えるコミュニケーション便利帖 / 尾渡順子著. -- 翔泳社, 2014.12.

医9F図書 490.14//F67//1167
患者さんに信頼される医院の心をつかむ医療コミュニケーション / 藤田菜穂子著. -- 同文舘出版, 2014.5. --
(Do books).

医9F図書 490.14//KO18//9777//西田蔵書
戦略としての医療面接術 : こうすればコミュニケーション能力は確実に向上する / 児玉知之著. -- 医学書院,
2015.11.

医9F図書 490.14//KU82//1040 医療者の心を贈るコミュニケーション : 患者さんと一緒に歩きたい / 日下隼人著. -- 医歯薬出版, 2016.2.

医9F図書 490.14//KU82//7308 医療の場のコミュニケーション : 言葉を贈る心を贈る / 日下隼人著. -- 篠原出版新社, 2013.3.

医9F図書 490.14//O54//4743
医者になったらすぐ読む本 : 医療コミュニケーションの常識とセルフコーチング / 奥田弘美著. -- 日本医事新報
社, 2011.4.

医9F図書 490.14//SA14//6632 あなたの患者になりたい : 患者の視点で語る医療コミュニケーション / 佐伯晴子著. -- 医学書院, 2003.10.

医9F図書 490.14//SA25//0775 はじめての医療面接 : コミュニケーション技法とその学び方 / 斎藤清二著. -- 医学書院, 2000.8.

医9F図書 490.14//SA85//4959
医師のためのパフォーマンス学入門 : 患者の信頼を得るコミュニケーションの極意 / 佐藤綾子著 ; 日経メディカ
ル編集. -- 日経BP社,2011.12.

医9F図書 490.14//SA86//9930 医者と患者のコミュニケーション論 / 里見清一著. -- 新潮社, 2015.10. -- (新潮新書 ; 638).

医9F図書 490.14//SU38//6820 医療者のためのコミュニケーション入門 / 杉本なおみ著. -- 改訂. -- 精神看護出版, 2013.3.

医9F図書 492//N51//8084
本当に知りたかった日常診療のコツ : 医療面接・診察・検査のあれこれを教えます / 奈良信雄編. -- 羊土社,
2014.4. -- (レジデントノート別冊ズバリ!日常診療の基本講座 ; 1).

医9F図書 492//N51//8104
こんな時どうする?患者の診かたが本当にわかる : 症候への対応や接遇スキルのあれこれ / 奈良信雄編. -- 羊
土社, 2014.4. -- (レジデントノート別冊ズバリ!日常診療の基本講座 ; 2).

医8F図書 492.9014//F85//1759 看護コミュニケーション : 基礎知識と実際 / 福沢周亮, 桜井俊子編著. -- 教育出版, 2006.4.

医8F図書 492.9014//H23//7907
病院のクレーム対応の基本 : できるナースの必須スキル!プロの対応法でテキパキ解決 / 濱川博招, 島川久美
子共著. -- ぱる出版, 2010.6. -- (New medical management).

医8F図書 492.9014//H38//7077
ナースの「聴いて・伝える」コミュニケーション術 : 誰とでも最高の関係を築ける / 橋本佐由理著. -- ぱる出版,
2013.6. -- (New medical management).

医8F図書 492.9014//MA16//8247
24の臨床シーンでわかるコミュニケーションの上手な方法 / 町田いづみ著. -- 照林社, 2006.8. -- (看護学生必
修シリーズ).

医8F図書 492.9014//N14//9850 どんな患者さんとも会話が続く話し方のルール64 / 永井則子著. -- エクスナレッジ, 2011.11.

医8F図書 492.9014//O57//4122
知識と実践がつながる看護学生のためのコミュニケーションLesson / 奥山美奈著. -- メヂカルフレンド社,
2011.3.

医8F図書 492.9014//TA33//8220 看護コミュニケーション : はじめての看護実習 : 基礎からステップアップ / 高橋清美編著. -- へるす出版, 2014.2.

医8F図書 492.9014//TA84//0877 看護師と医療従事者のための会話力トレーニング / 田中浩史著. -- 基礎編. -- 桐書房, 2011.

医8F図書 492.9014//TA84//0878 看護師と医療従事者のための会話力トレーニング / 田中浩史著. -- 実践編. -- 桐書房, 2011.

医8F図書 492.9014//W46//4333
対人コミュニケーション入門 : 看護のパワーアップにつながる理論と技術 / 渡部富栄著. -- ライフサポート社,
2011.3.

医8F図書 492.907//A22//0710
マンガで早わかり新人ナースの話しかた・聴きかた・マナーブック : コミュニケーションに自信が持てる!自分に自
信が持てる! / 相部博子著 ; 藤井昌子イラスト・マンガ. -- メディカ出版, 2013.4. -- (Smart nurse Books+).

麗しの医療者
～実習から始まる社会人としての自覚～

展示期間：6/19～7/8
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医8F図書 492.907//H23//7906
第一印象が良くなるナースのマナー : イラスト図解でよくわかる! / 濱川博招, 島川久美子共著. -- ぱる出版,
2014.1. -- (New medical management).

医8F図書 492.907//I57//4975
看護管理者・教育担当者のためのナースの品格 : 接遇・マナー指導ツール集 : Nursing business 5周年記念別
冊 / 井上富士子, 照沼則子著 ; 川村秀樹監修. -- メディカ出版, 2012.1.

医8F図書 492.907//KA54//7905
看護師のためのマナー・言葉かけ・接し方ハンドブック / 福井小紀子, 吉内一浩, 黒木由里子監修. -- ナツメ社,
2014.3.

医8F図書 492.907//N98//8364//西田蔵書KAN-TAN看護の実習マナー / 野崎真奈美, 田中美穂, 蜂ヶ崎令子著. -- 医学書院, 2009.4.

医8F図書 492.907//SE36//0249
ナースのためのマナー&接遇術 : 看護のこころとセンスを磨く / 関根健夫, 杉山真知子著. -- 中央法規出版,
2012.9.

医8F図書 492.927//SE19//0740
精神科看護の非言語的コミュニケーションUP術 : 事例で学ぶマンガでわかる / 平澤久一監修. -- メディカ出版,
2010.6.

医8F図書 492.983//H23//7918 どんな患者さんからもクレームがこない接遇のルール / 濱川博招, 島川久美子監修. -- エクスナレッジ, 2012.10.

医8F図書 492.984//H57//6537 看護・介護の快適コミュニケーション55のルール / 疋田幸子著. -- 日本看護協会出版会, 2012.10.

医9F図書 493.9//SO28//8242
小児科コミュニケーションスキル : 子どもと家族の心をつかむ対話術 / 秋山千枝子専門編集. -- 中山書店,
2014.4. -- (総合小児医療カンパニア / 田原卓浩総編集).

医9F図書 494.22//C99//5421 周術期コミュニケーション技法 / Allan M. Cyna [ほか] 編. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2012.5.

医9F図書 498.14//A44//7908
医療・介護の現場で働く人の接遇の教科書 : 患者・利用者の心にひびく接し方 / 雨宮惠美著. -- 中経出版,
2009.7.

医9F図書 498.14//I67//7648//西田蔵書
医療の接遇 : 基本テキスト&演習 : 医療接遇検定3級公式テキスト / 医療タイムス社編集. -- 医療タイムス社,
2012.7.

医9F図書 498.14//KO97//7149
患者接遇パーフェクト・レッスン : ケーススタディで学ぶ : 患者応対マナーのランクアップ教本 / 小山美智子著. -
- 医学通信社, 2012.11.

医9F図書 498.163//H23//8420
仕事がしやすくなる病院を作るコミュニケーション術 : あなたからはじめる / 濱川博招, 島川久美子共著. -- ぱる
出版, 2014.7. -- (New medical management).
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医8FAV DV//176//1//492.9
総論・医療スタッフ編 / 古川祐子, 長内佐斗子, 川上潤子指導. -- インターメディカ, c2012. -- (看護スキルアッ
プシリーズ ; .ナーシング・マナー). v.

医8FAV DV//176//2//492.9
受付・外来編 / 古川祐子, 長内佐斗子, 川上潤子指導. -- インターメディカ, c2012. -- (看護スキルアップシリー
ズ ; .ナーシング・マナー). v.

医8FAV DV//176//3//492.9
入院編 / 古川祐子, 長内佐斗子, 川上潤子指導. -- インターメディカ, c2012. -- (看護スキルアップシリーズ ; .
ナーシング・マナー). v.

医8FAV DV//176//4//492.9
検査・手術・救急・ICU・服薬指導・小児編 / 古川祐子, 長内佐斗子, 川上潤子指導. -- インターメディカ, c2012. -
- (看護スキルアップシリーズ ; .ナーシング・マナー). v.

医8FAV DV//134//1//492.9014
対話の基本 : 対話不安を除くマイクロカウンセリング技法の修得/ 医学映像教育センター制作著作. -- 医学映
像教育センター, c2010. -- (看護教育シリーズ / 医学映像教育センター制作著作 ; 看護のための対話学習). v.

医8FAV DV//106//2//492.9014
高齢者との対話 : 対話が弾むための態度 / 医学映像教育センター制作著作. -- 医学映像教育センター, c2010.
-- (看護教育シリーズ / 医学映像教育センター制作著作 ; 看護のための対話学習). v.

医8FAV DV//101//1//492.9014
がん患者との対話 : 安らかな死に向かい、家族の悲嘆を和らげるケア・コミュニケーション / 医学映像教育セン
ター制作著作. -- 医学映像教育センター, c2010. -- (看護教育シリーズ / 医学映像教育センター制作著作 ; 看
護のための対話学習). v.

DVD

DVDは８Fに配架しています

２泊３日で貸出することもできます


