
展示期間：2017/9/4～9/30

配置場所 請求記号 書名

医9F図書 492.17//SA17//8448
災害医療と臨床検査 : 診療現場での簡易型迅速検査を中心に / 〆谷直人, 松尾収二監修. --
宇宙堂八木書店,2008.11.

医9F図書 492.29//I85//7700
特濃救急診療・集中治療から災害医学までの最新知識 / 磯谷栄二編. -- メディカ出版,
2013.10. -- (エマージェンシー・ケア別冊 . 救急医療達人に学ぶ! ; vol. 1).

医8F図書 492.916//E63//3732 演習で学ぶ災害看護 / 小原真理子監修. -- 南山堂, 2010.3.

医8F図書 492.916//KA88//5221
災害救護 : 災害サイクルから考える看護実践 / 勝見敦, 小原真理子編集. -- ヌーヴェルヒロカ
ワ, 2012.2.

医8F図書 492.916//MI21//0801
緊急・応急処置Q&A : もしもの時に必ず役立つ! / 三上剛人編集. -- 日本看護協会出版会,
2013.10.

医8F図書 492.916//MI37//0066 災害看護学習テキスト / 南裕子, 山本あい子編. -- 概論編. -- 日本看護協会出版会, 2007.

医8F図書 492.916//MI37//0065 災害看護学習テキスト / 南裕子, 山本あい子編. -- 実践編. -- 日本看護協会出版会, 2007.

医8F図書 492.916//N95//3662 実践!災害看護 : 看護者はどう対応するのか / 野中廣志著. -- 照林社, 2010.5.

医8F図書 492.916//SA17//0385
災害看護 : 人間の生命と生活を守る / 黒田裕子, 酒井明子監修. -- 新版. -- メディカ出版,
2008.7.

医8F図書 492.916//TA78//1408
英語で学ぶ災害看護 : 基礎とコミュニケーション / 玉巻欣子, 安達和美, 宮本純子著. -- 看護
の科学社, 2014.12.

医8F図書 492.916//Y48//1041
災害現場でのトリアージと応急処置 : DVD+BOOK / 山崎達枝著. -- 第2版. -- 日本看護協会
出版会, 2016.12.

医8F図書 492.916//Y48//7586
被災地で活動するナースのための災害派遣シミュレーションQ&A / 山崎達枝編著. -- 日本看
護協会出版会, 2013.9.

医9F図書 493.2//N77//4135
循環器内科医のための災害時医療ハンドブック / 日本心臓病学会編集. -- 日本医事新報社,
2012.9.

医9F図書 498.89//A16//7466
MIMMS大事故災害への医療対応 : 現場活動における実践的アプローチ / Advanced Life
Support Group [著] ; Kevin Mackway-Jones編 ; MIMMS日本委員会訳. -- 第3版. -- 永井書店,
2013.7.

医9F図書 498.89//C52//5456
大規模災害時医療 / 長尾和宏総編集 ; 長純一, 永井康徳専門編集. -- 中山書店, 2015.8. --
(スーパー総合医 / 長尾和宏総編集).

医9F図書 498.89//KO29//1129
多職種連携で支える災害医療 : 身につけるべき知識・スキル・対応力 / 小井土雄一, 石井美恵
子編著. -- 医学書院, 2017.2.

医9F図書 498.89//MA54//6136 経験から学ぶ大規模災害医療 : 対応・活動・処置 / 丸川征四郎編著. -- 永井書店, 2007.4.

災害医療2017
～いつでも備えたい　災害大国・日本～

災害現場



配置場所 請求記号 書名

医9F図書 498.89//N77//9170
DMAT標準テキスト
日本集団災害医学会DMATテキスト改訂版編集委員会編集 ; 日本救急医学会, 日本救急看護
学会編集協力. -- 改訂第2版. -- へるす出版, 2015.3.

医9F図書 498.89//O26//6375 一般医・研修医のための災害医療トレーニング / 小倉真治著. -- へるす出版, 2010.2.

医9F図書 498.89//P21//5277
災害後の遺体管理 : 一次対応者のための現場マニュアル / PAHO, WHO著 ; 佐藤元監訳. --
国立保健医療科学院, 2012.2.

医9F図書 498.89//SA75//1454
医療従事者のための災害対応アプローチガイド / 佐々木勝著. -- 改訂版. -- 新興医学出版
社, 2015.3.

医9F図書 498.89//SY9//4036
集団災害時における一般医の役割 : Mass‐gathering medicine / 山本保博監修. -- へるす出
版, 2002.5.

医9F図書 498.89//W12//6380
保健・医療従事者が被災者と自分を守るためのポイント集 / 和田耕治, 岩室紳也編集. -- 中外
医学社, 2011.6.

医9F図書 498.89//Y48//0215 災害現場でのトリアージと応急処置 / 山崎達枝著. -- 日本看護協会出版会, 2009.11.

配置場所 請求記号 書名

医8F図書 146.8//TA36//2272 グリーフケア入門 : 悲嘆のさなかにある人を支える / 高木慶子編著. -- 勁草書房, 2012.4.

医8F図書 369.26//G72//7850
災害時の要介護者へのケア : いのちとくらしの尊厳を守るために / 後藤真澄, 高橋美岐子編
集. -- 中央法規出版, 2014.2.

医8F図書 369.26//H44//8110
介護の事業継続計画 : どうする、どうなる大規模災害地域包括ケア : business continuity plan
/ 服部万里子, 須藤康夫編著. -- PILAR PRESS, 2014.3.

医8F図書 369.31//H99//4438
災害後のメンタルヘルス活動に関する国際比較 : 阪神・淡路大震災と台湾大地震の比較を通し
て. -- 兵庫県長寿社会研究機構こころのケア研究所, 2001.3.

医8F図書 374//B75//0307
学校心理学による問題対応マニュアル : 学校で起きる事件・事故・災害にチームで備え、対処
する / S.ブロック, J.サンドバル, S.ルイス著 ; 今田里佳監訳 ; 吉田由夏訳. -- 誠信書房,
2006.6.

医8F図書 374.92//F62//7992
学校トラウマと子どもの心のケア : 実践編 : 学校教員・養護教諭・スクールカウンセラーのため
に / 藤森和美編著. -- 誠信書房, 2005.9.

医8F図書 492.916//I55//0361 いのちとこころを救う災害看護 / 小原真理子監修. -- 学習研究社, 2008.6.

医8F図書 492.916//KU72//6461
事例を通して学ぶ避難所・仮設住宅の看護ケア / 黒田裕子, 神崎初美著. -- 日本看護協会出
版会, 2012.7.

医9F図書 493.74//A77//0613 3・11と心の災害 : 福島にみるストレス症候群 / 蟻塚亮二, 須藤康宏著. -- 大月書店, 2016.6.

医9F図書 493.74//SU22//6386
災害列島に生きる : ストレス障害と「こころのケア」 / 菅原誠著 ; 島内晴美インタビュー. -- 平凡
社, 2011.11. -- (最先端医療の現場から).

医9F図書 493.74//Y24//6462 災害ストレスの対処法 / 山口昌樹, 中島康, 中山友紀著. -- 講談社, 2011.12.

ケア/支援



配置場所 請求記号 書名

医9F図書 493.79//A44//4714
災害時のこころのケア : サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き / アメリカ国立子どもトラ
ウマティックストレス・ネットワーク, アメリカ国立PTSDセンター著 ; 兵庫県こころのケアセンター
訳. -- 医学書院, 2011.7.

医9F図書 493.937//F62//4906
大災害と子どものストレス : 子どものこころのケアに向けて / 藤森和美, 前田正治編著. -- 誠
信書房, 2011.10.

医9F図書 498//C43//1412
災害が問いかける「公衆衛生とは?」 / 地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究センター編.
-- 医療文化社, 2011.11. -- (健康なくに / 地域医療振興協会ヘルスプロモーション研究セン
ター編 ; 2011).

医9F図書 498.89//KU43//6464 災害時の公衆衛生 : 私たちにできること / 國井修編. -- 南山堂, 2012.7.

医9F図書 498.89//N77//1082
日精診東日本大震災復興支援中間報告集 / [日本精神神経科診療所協会編]. -- 日本精神神
経科診療所協会, 2017.3.

医9F図書 498.89//SA17//6379
災害時の健康支援 : 行動科学からのアプローチ / 災害行動科学研究会, 島津明人編. -- 誠信
書房, 2012.9.

医9F図書 498.89//ST7//8986
災害精神医学 / フレデリック・J.スタッダードJr., アナンド・パーンディヤ, クレイグ・L.カッツ編著.
-- 星和書店, 2015.1.

配置場所 請求記号 書名

医8F図書 369.3//I54//6558
大規模災害に強い自治体間連携 : 現場からの報告と提言 / 稲継裕昭編著. -- 早稲田大学出
版部, 2012.4. -- (早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える ; 014).

医8F図書 369.31//SH79//0978 大震災100の教訓 / 塩崎賢明 [ほか] 編. -- クリエイツかもがわ,2002.10.

医8F図書 492.916//SA17//1748
グローバル災害看護マニュアル : 災害現場における医療支援活動 / 災害人道医療支援会
(HuMA)災害看護研修委員会編集. -- 真興交易(株)医書出版部, 2007.12.

医8F図書 492.916//SA17//5024
災害看護 : 心得ておきたい基本的な知識 / 小原真理子, 酒井明子監修. -- 改訂2版. -- 南山
堂, 2012.2.

医9F図書 493.123//N77//8023
糖尿病医療者のための災害時糖尿病診療マニュアル / 日本糖尿病学会編著. -- 文光堂,
2014.3.

医9F図書 493.2//N77//9683
災害時循環器疾患の予防・管理に関するガイドライン : (日本循環器学会/日本高血圧学会/日
本心臓病学会合同ガイドライン). -- 日本循環器学会, 2015.3. -- (循環器病ガイドシリーズ ; 共
通 ; 2014年版).

医9F図書 498//Y31//0067
災害初動期における活動マニュアル / 厚生省災害医療研究会監修 ; 山本保博編集. -- へる
す出版, 2000.4.

医9F図書 498.16//I74//1470
病院防災ガイドブック : 災害発生時における病院防災対策のあり方 防災対策から防火訓練ま
での手引き・実践シナリオ付き / 石原哲編著. -- 真興交易(株)医書出版部, 2001.2.

医9F図書 498.16//SA75//8066 病院のBCP : 災害時の医療継続のために / 佐々木勝著. -- 新興医学出版社, 2014.3.

医9F図書 498.163//F74//9018
災害に強い病院であるために : 被災者であり救援者でもある病院 / 福田幾夫, 池内淳子, 鵜飼
卓編. -- 医薬ジャーナル社, 2014.12.

医9F図書 498.89//H55//6552
大規模災害リハビリテーション対応マニュアル / 東日本大震災リハビリテーション支援関連10
団体『大規模災害リハビリテーション対応マニュアル』作成ワーキンググループ企画・編集. --
医歯薬出版, 2012.5.

備え



配置場所 請求記号 書名

医9F図書 498.89//KO29//4988
平成22年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「自然災害に
よる広域災害時における効果的な初動期医療の確保及び改善に関する研究」研究報告書. --
平成22年度 総括. -- [小井土雄一], 2011.3.

医9F図書 498.89//MI73//5565
3.11 東日本大震災透析医療確保の軌跡 : その時我々は / [宮城県透析医会編]. -- 宮城県透
析医会, 2012.4.

医9F図書 498.89//MU58//8634
大槌町保健師による全戸家庭訪問と被災地復興 : 東日本大震災後の健康調査から見えてきた
こと / 村嶋幸代, 鈴木るり子, 岡本玲子編著. -- 明石書店, 2012.3.

医9F図書 498.89//R89//6378
災害ルール : disaster rules / Rob Russell [ほか著] ; MIMMS日本委員会監訳. -- へるす出版,
2012.2.

医9F図書 498.89//TA84//6554
災害医療とIT = Disaster medicine and information technology / 田中博編著. -- ライフメディコ
ム, 2012.8.

医9F図書 498.89//TO25//6030
2011.3.11東日本大震災 : 東北6県血液センターからの報告. 震災に備える血液事業
東北管内赤十字血液センター被災記録合同編集委員会編. -- 日本赤十字社東北ブロック血液
センター, 2012.8.

医9F図書 498.89//TO63//1745
高齢社会における災害と緊急時への備え / John A. Toner, Therese M. Mierswa, Judith L.
Howe編. -- ワールドプランニング, 2015.2.

医9F図書 498.89//U32//6385
東日本大震災医療と介護に何が起こったのか : 震災関連死を減らすために
上田耕蔵著 ; 全国保健師活動研究会企画・編集. -- 萌文社, 2012.7. -- (PHNブックレット / 全
国保健師活動研究会企画・編集 ; 12).

医9F図書 498.89//W18//7455
報告と提言 : いわき市の透析患者集団避難に学ぶ : 首都圏大災害への備え / 若井幸子編. --
東京都区部災害時透析医療ネットワーク, 2012.10.

医8F図書 369.31//H29//4762
阪神・淡路大震災と大阪市立大学の対応 : 大震災に関する大阪市立大学の活動資料リスト
阪神・淡路大震災に関する大阪市立大学の活動資料収集スタッフ編集. -- 大阪市立大学,
1998.3.

医8F図書 369.31//O73//5232
東日本大震災から見えてきたもの
大阪市立大学都市防災研究グループ編. -- 大阪公立大学共同出版会, 2012.3. -- (いのちを守
る都市づくり ; 課題編).

みんなで備える広域複合災害
大阪市立大学都市防災研究グループ編. -- 大阪公立大学共同出版会, 2013.3. -- (いのちを守
る都市づくり ; アクション編).

https://www.cerd.osaka-cu.ac.jp/

大阪市立大学では、『いのちを守る都市づくり』を課題に掲げ、活動しています。

市大の取り組み

受入準備中


