
書名 配置場所 請求記号

災害時の栄養・食糧問題 / 板倉弘重, 渡邊昌, 近藤和雄責任編集. -- 建帛社, 2011.11. 4F開架新体系 369.3//I87//8604

地震災害と高齢者福祉 : 阪神淡路と東日本大震災の経験から / 峯本佳世子著. -- 久美,

2015.10.
4F開架新体系 369.31//MI42//6509

共震ドクター : 阪神、そして東北 / 長尾和宏, 熊田梨恵著. -- ロハスメディア, 2011.7. --

(ロハス・メディカル . ロハスメディカル叢書 ; 04).
医9F図書北 369.31//N17//6389

災害がほんとうに襲った時 : 阪神淡路大震災50日間の記録 / 中井久夫 [著]. -- みすず書

房, 2011.4.
4F開架新体系 369.31//N34//6480

 DMAT : disaster medical assistance team/大友康裕編集. -- 永井書店, 2009.8. -- (プレ

ホスピタルMOOK ; 9)
医9F図書南 492.29//P91//2621

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図書南 493.74//SU22//6386

不測の衝撃 : 最新大災害メンタルヘルスケアガイド : 危機介入に備えて知っておくべき

こと / フレデリック J.スタッダードJr. [ほか] 編 ; 東日本大震災支援合同チーム訳. -- 金

剛出版, 2014.9.

3F開架新体系 493.79//ST7//4741

医療と地域社会のゆくえ : 震災後の国で / 非営利・協同総合研究所いのちとくらし編. --

新日本出版社, 2013.4.
医9F図書南 498.021//H54//7681

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図書南 498.16//SA75//8066

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図書南 498.89//A16//7466

いのちの砦 : 「釜石方式」に訊け : 釜石医師会医療継続に捧げた医師たちの93日間 / 芦

崎治著. -- 朝日新聞出版, 2015.5.
医9F図書南 498.89//A92//9645

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図書南 498.89//C52//5456

東日本大震災石巻災害医療の全記録 : 「最大被災地」を医療崩壊から救った医師の7ヵ

月 / 石井正著. -- 講談社, 2012.2. -- (ブルーバックス ; B-1758).
4F新書版 498.89//I75//0079

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図書南 498.89//KO29//1129

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図書南 498.89//KU43//6376

救命 : 東日本大震災、医師たちの奮闘 / 海堂尊監修. -- 新潮社, 2011.8. 医9F図書南 498.89//KY8//6384

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図書南 498.89//MI73//5565

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図書南 498.89//N77//9170

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図書南 498.89//O26//6375
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書名 配置場所 請求記号

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図書南 498.89//P21//5277

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図書南 498.89//R89//6378

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図書南 498.89//SA17//6379

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図書南 498.89//SA75//1454

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.
医9F図書南 498.89//ST7//8986

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図書南 498.89//TO63//1745

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図書南 498.89//W12//6380

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9F図書南 498.89//Y48//1041

『災害看護』
書名 配置場所 請求記号

幸せをつくる、ナースの私にできること : 3・11東日本大震災看護師3770人を被災地へ

/ 石井美恵子著. -- 廣済堂出版, 2013.3.
医9F図書北 492.9//I75//0756

ナース発東日本大震災レポート : ルポ・そのとき看護は / 日本看護協会出版会編集部編.

-- 日本看護協会出版会, 2011.9.
医9F図書北 492.904//N77//0205

演習で学ぶ災害看護 / 小原真理子監修. -- 南山堂, 2010.3. 医9F図書北 492.916//E63//3732

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図書北 492.916//KU72//6461

災害看護 : 寄り添う,つながる,備える / 三澤寿美, 太田晴美編集. -- 学研メディカル秀潤

社. -- (看護学テキスト統合と実践 : Basic & Practice).
医9F図書北 492.916//MI51//2839

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9F図書北 492.916//N95//3662

災害看護 : 看護の専門知識を統合して実践につなげる / 酒井明子, 菊池志津子編集. -- 改

訂第2版. -- 南江堂, 2014.3. -- (看護学テキストnice).
医9F図書北 492.916//SA29//8049

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9F図書北 492.916//TA78//1408

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図書北 492.916//Y48//7586

『災害を知る』
書名 配置場所 請求記号

しなやかな社会の挑戦 : CBRNE、サイバー攻撃、自然災害に立ち向かう / 「レジリエン

ス社会」をつくる研究会著. -- 日経BPコンサルティング.
4F開架新体系 369.3//R25//0928

自然災害と被災者支援 / 山崎栄一著. -- 日本評論社, 2013.9. 4F開架新体系 369.3//Y43//1685

自然災害とストレスマネジメント : それでも僕らは歩み出す / 磯野清著. -- 文芸社,

2012.3.
7F新体系 369.31//I85//3138



書名 配置場所 請求記号

 平成の風水害 : 地域防災力の向上を目指して/山本晴彦著. -- 農林統計出版, 2014.2 4F開架新体系 369.33//Y31//8948

日本の自然災害 : M8.0大地震襲来 : 日本は、家族・住居は. -- 日本専門図書出版,

2010.12.
医9F図書南 450.981//N77//9498

強絆復興 : 東日本大震災対応の記録 2011.3.11 / 東日本大震災対応記録誌編集委員会編 ;

: 本編. -- 岩手県医師会, 2014.6.
医9F図書南 498.89//H55//9735

強絆復興 : 東日本大震災対応の記録 2011.3.11 / 東日本大震災対応記録誌編集委員会編 ;

: 資料編-- 岩手県医師会, 2014.6.
医9F図書南 498.89//H55//9736

自然災害の予測と対策 : 地形・地盤条件を基軸として / 水谷武司著. -- 朝倉書店, 2012.7. 3F開架新体系 519.9//MI97//6299

逃げないですむ建物とまちをつくる : 大都市を襲う地震等の自然災害とその対策 3F開架新体系 524.9//N71//5733

『災害時、身を守る』
書名 配置場所 請求記号

災害フィールドワーク論 / 木村周平, 杉戸信彦, 柄谷友香編. -- 古今書院, 2014.9. -- (100

万人のフィールドワーカーシリーズ ; 5).
4F開架新体系 361.9//H99//3887

災害対応ハンドブック / 野呂雅之, 津久井進, 山崎栄一編. -- 法律文化社, 2016.5. 4F開架新体系 369.3//N96//1662

自然災害から人命を守るための防災教育マニュアル / 柴山元彦, 戟忠希著. -- 創元社,

2015.4.
4F開架新体系 369.3//SH19//2749

大避難 何が生死を分けるのか : スーパー台風から南海トラフ地震まで / 島川英介, NHK

スペシャル取材班著. -- NHK出版, 2017.3. -- (NHK出版新書 ; 512).
4F新書版 369.3//SH37//8813

防災・減災につなげるハザードマップの活かし方 / 鈴木康弘編. -- 岩波書店, 2015.3. 4F開架新体系 369.3//SU96//1964

こころの危機管理 : “いざ"というときのために / 吉川武彦著. -- 関西看護出版, 1997.6. 3F開架新体系 493.79//Y89//2232

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 498.163//F74//9018

巨大災害と医療・社会保障を考える : 阪神・淡路大震災、東日本大震災、津波、原発震

災の経験から : 特別講演・対談小出裕章×鎌仲ひとみ / 兵庫県保険医協会, 協会西宮・
医9F図書南 498.89//H99//9318

自然災害のシミュレーション入門 / 井田喜明著. -- 朝倉書店, 2014.9. 3F開架新体系 519.9//I18//4621


