
No. 書名 配置場所 請求記号

1 長生きすりゃいいってもんじゃない / 日野原重明, 多湖輝著. -- 幻冬舎, 2010.5. 医9F図書北 159.79//H61//2915

2
医療連携 : 医療ニーズの高い人への支援のポイント / 鶴本和香著. -- 中央法規出版, 2018.9. --
(だいじをギュッと!ケアマネ実践力シリーズ).

医9F図書北 369.16//TS85//2919

3
もしあなたが「看取りケア」をすることになったら : 本人の意思をかなえる平穏な最期を迎えるお手伝い
/ 諏訪免典子著. -- ぱる出版, 2017.1. -- (New health care management).

医9F図書北 369.263//SU87//2918

4 いのちの言葉 / 日野原重明著. -- 増補版. -- 春秋社, 2013.10. 医9F図書南 490.49//H61//2914

5 看護学生が身につけたい論理的に書く・読むスキル /福澤一吉著. -- 医学書院, 2018.10. 医9F図書北 492.907//F85//2916

『看護学生が身につけたい論理的に書く・読むスキル』

沢山のレポートを書かなくてはいけない看護学生の手

助けになるような本が欲しいと思い推薦しました。

学 生 選 書
2018

『医療事故が止まらない』

医療技術は進歩してるのに医療事

故はなかなか減らない。そんな時

代だからこそ医療事故について

もっと考えてみたい。

『いのちの言葉』

『長生きすりゃいいってもんじゃない』

昨年105歳で人生の幕を閉じた日野原重明が

綴る言葉。長く生きるのではなくどう生きるのか、

人生の質について考えさせられる本です。

『子どものための精神医学』

医療者として子どもと関わる人に読んで欲

しいと思い推薦しました。

『医療安全ワークブック』

医療安全が保たれているかどうかは患者さんだけではな

く医療に携わる全ての人にとっても大切な事だと思います。

『もしあなたが「看取りケア」をすることになったら』

実際に看取りに携わる機会はあまりないかもしれません

が、そうであるからこそ、そうなった時に患者さんの最期

までどう寄り添えば良いのかを考えておくとこが必要だと

思います。

『医療連携』

近年チーム医療が特に重要視されていますが、その中

で医療者として働くに当たって医療連携とは何かを学

ぶ必要があると思い推薦しました。
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6 医療安全ワークブック / 川村治子著. -- 第4版. -- 医学書院, 2018.10. 医9F図書北 492.983//KA95//2917

7 子どものための精神医学 / 滝川一廣著. -- 医学書院, 2017.4. 医9F図書南 493.937//TA72//2980

医療事故がとまらない / 毎日新聞医療問題取材班著. -- 集英社, 2003.12. -- (集英社新書 ;
0223B).

No. 書名 配置場所 請求記号

8
呼吸/循環/生体防御機能障害 / 横手芳惠 [ほか] 編集 ; 江川隆子編集協力. -- 中央法規出版,
2018.9. -- (機能障害からみる看護過程 / 今川詢子, 長谷川真美監修 ; 1).

医9F図書北 492.914//KI46//2923

9
消化・吸収・代謝/排泄(腎・膀胱)/調節機能障害 / 今川詢子 [ほか] 編集 ; 江川隆子編集協力. -
- 中央法規出版, 2018.9. -- (機能障害からみる看護過程 / 今川詢子, 長谷川真美監修 ; 2).

医9F図書北 492.914//KI46//2924

10
基礎と臨床がつながる疾患別看護過程 / 菅原美樹, 瀬戸奈津子総監修 ; Part1. -- 学研メディカ
ル秀潤社. -- (Nursing canvas book ; 4, 12).

医9F図書北 492.914//KI59//2999

11
看護過程展開ガイド : 実習記録の書き方がわかる : ヘンダーソン, ゴードン, NANDA-I, オレム, ロイ /
任和子編著. -- 照林社, 2015.4. -- (プチナースBooks).

医9F図書北 492.914//N76//2985

12
症状別看護過程 : アセスメント・看護計画がわかる! / 小田正枝編著. -- 照林社, 2014.12. -- (プ
チナースBooks).

医9F図書北 492.914//O17//2984

13
看護の現場ですぐに役立つ術前・術後ケアの基本 : 患者さんが安心できる観察ポイントが身に付く! /
大口祐矢著. -- 秀和システム, 2016.12. -- (ナースのためのスキルアップノート).

医9F図書北 492.9163//O26//2983

14
病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ / 仲本りさ著. -- いろは
出版, 2018.5.

医9F図書北 498.14//N36//2922

No. 書名 配置場所 請求記号

15 解剖生理学超速!ゴロ勉 / ゴロー著. -- 永岡書店, [2018.3]. 医9F図書南 491.31//G68//2929

16
神経系の疾患と薬 ; 循環器系の疾患と薬 ; 腎・泌尿器系の疾患と薬 / 医療情報科学研究所編. --
Medic Media, 2014.10. -- (薬がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 1).

医9F図書南 492.3//KU93//3000

17
国際化と看護 日本と世界で実践するグローバルな看護をめざして / 大橋 一友編集. -- メディカ出
版, 2018.11.

医9F図書北 492.9//O28//2921

18 愛されナースのきらきらマナー術 / 松生恭子, 岩下宣子監修. -- エクスナレッジ, 2011.12. 医9F図書北 492.907//A25//2925

19
素敵ナースの練習帳 : 人工呼吸管理・急変対応・ドレーン管理・心電図対応 / 道又元裕監修. --
学研メディカル秀潤社.

医9F図書北 492.911//SU83//2927

20
母性看護実習クイックノート / 上敷領正子著 ; 池西静江監修. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナー
ス).

医9F図書北 492.924//KA38//2931

品切れのため購入できませんでした。
学情センター所蔵をご利用ください。

『病院というヘンテコな場所が教えてくれたこと』

この本は、インスタグラムでたまたまこの筆者の方の投稿をみつけて知り

ました。まだ実習にいってなくて看護師って具体的にどんな仕事なのかな

と思ってる低学年の方にも、実際に実習を経験した方にも、医療に携わる

人みんなに響くイラストと物語になっていると思うのでぜひ手に取ってみて

ください！本が苦手な方でも読みやすいものになってると思います！
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21 成人・老年看護実習クイックノート / 森田真帆, 伊藤美栄著. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナース). 医9F図書北 492.926//MO66//2932

22
看護の現場ですぐに役立つ婦人科ケアのキホン : 患者さんを不安にさせない技術が身に付く! / 岡田
宏子著. -- 秀和システム, 2018.6. -- (ナースのためのスキルアップノート).

医9F図書北 492.928//O38//2930

23 ねじ子のヒミツ手技# / 森皆ねじ子著. -- エス・エム・エス. -- (ナース専科BOOKS). 医9F図書南 494.2//MO54//2926

24
図説CTGテキスト : 助産実践能力習熟段階(クリニカルラダー)レベルIII認証必須研修CTG対応テキス
ト / 中井章人著. -- メジカルビュー社, 2016.3.

医9F図書南 495.6//N34//2928

25 看護学生のための疫学・保健統計 : 楽しく学べる! / 浅野嘉延著. -- 改訂3版. -- 南山堂, 2018.8. 医9F図書南 498//A87//2920

No. 書名 配置場所 請求記号

26
訪問看護のための図解でスッキリ診療報酬&介護報酬のしくみ / 清治邦章著 ; 川野恵美子著 ; 窪
田卓著 ; 青山美智子著. -- ナツメ社, 2018.11.

医9F図書北 364.4//SE17//2955

27 事例で考える介護職と医療行為 / 大平滋子, 野崎和義共著. -- NCコミュニケーションズ. 医9F図書北 369.17//O29//2935

28 介護のストレスマネジメント : 不安・イライラに振り回されない / 小野寺敦志著. -- ナツメ社, 2018.9. 医9F図書北 369.17//O67//2936

29 高齢者といっしょにつくる壁面かざり : かんたん、楽しい! / 小池寛子監修. -- ナツメ社, 2016.1. 医9F図書北 369.26//KO79//2939

30 要介護シニアも大満足!3分間ちょこっとレク57 / 斎藤道雄著. -- 黎明書房, 2018.2. 医9F図書北 369.26//SA25//2938

31
身近な人の上手な在宅介護のしかたがわかる本 / 下正宗監修. -- 第2版. -- 自由国民社,
2018.10. -- (備えて安心).

医9F図書北 369.261//MI19//2943

32
親の介護でパニックになる前に読む本 : 突然はじまる! / 結城康博著. -- 講談社, 2018.9. -- (介護
Library).

医9F図書北 369.261//Y97//2942

33
入所施設だからこそ起きてしまった相模原障害者殺傷事件 : 隣人を「排除せず」「差別せず」「共に生
きる」ための当事者視点の改革 / 河東田博著. -- 現代書館, 2018.7.

医9F図書北 369.27//KA86//2944

34
ねころんで読める漢方薬 : やさしい漢方入門書 : ナースと研修医が知っておきたい漢方のハナシ /
今津嘉宏著. -- メディカ出版, 2017.11.

医9F図書南 490.9//I46//2962

35 3ステップで推論する副作用のみかた・考えかた / 川口崇, 岸田直樹編著. -- じほう, 2018.8. 医9F図書南 491.5//KA92//2949

36 イラストで理解するかみくだき薬理学 / 町谷安紀著. -- 南山堂, 2018.9. 医9F図書南 491.5//MA18//2963

37
症状を知り、病気を探る : 病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る / 市原真著. -- 照林社,
2017.11.

医9F図書南 491.6//I13//2964

38
からだと病気のしくみ : オールカラー / 田中文彦監修. -- マイナビ出版, 2018.3. -- (運動・からだ図
解).

医9F図書南 491.6//KA62//2967

39
波形の異常から考える : “どこに注目したらいいの?"迷子のための道案内 / 栗田隆志編著. -- メディ
カ出版, 2018.5. -- (12誘導心電図よみ方マスター / 栗田隆志編著 ; 基礎編).

医9F図書南 492.123//KU67//2958

『母性看護実習クイックノート』

母性看護実習では妊娠、出産、産褥と短時間で女性の体が大きく変化し、その

日々変化する身体面そして精神面の変化をアセスメントし、すぐに具体的なケ

アを立案する能力が必要と感じました。推薦した図書は正常な経過をわかりや

すまとめられており、実習できっと役立つと思いました。ぜひ参考に使っていた

だけると嬉しいです。

国試の勉強に使えそうなものや実習でこの本あったらよかったなと

いうものを中心に選びました。

「参考書」というように堅苦しい感じではなくて、手に取りやすく、楽しく

疾患・看護の勉強ができるような書籍を選定致しました。

ぜひ、気軽な気持ちで一度読んでみてください。
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40 ゼロからわかるモニター心電図 / 吉野秀朗監修. -- 成美堂出版, 2014.4. 医9F図書南 492.123//Z3//2966

41 看護が変われば医療は変わる / 真野俊樹編著. -- はる書房, 2003.6. 医9F図書北 492.9//MA46//2946

42
危機状況にある患者・家族の危機の分析と看護介入 : 事例集 : フィンク/コーン/アグィレラ/ムース/
家族の危機モデルより / 小島操子, 佐藤禮子編集 ; 樺澤三奈子編集協力. -- 第2版. -- 金芳堂,
2017.7.

医9F図書北 492.9014//KO39//2950

43
看護師のための明治文学 : 漱石の時代の介抱・看病・看護 / 米沢慧編. -- 日本医療企画,
2018.10. -- (看護師のしごととくらしを豊かにする ; 6).

医9F図書北 492.9021//Y84//2945

44 Start Up質的看護研究 / 谷津裕子著. -- 第2版. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.907//Y66//2998

45 看護技術のなぜ?ガイドブック / 大川美千代監修. -- サイオ出版, 2016.3. 医9F図書北 492.911//KA54//2965

46
看護診断・共同問題によるすぐに役立つ標準看護計画 / 松浦正子編集 ; 神戸大学医学部附属病
院看護部執筆. -- 第2版. -- 照林社, 2015.11.

医9F図書北 492.915//MA89//2986

47
ICU3年目までに必ず身につけたい!ゴールデンテクニック : すぐに役立つ手技・コツ・ワザ / 道又元裕
特集編集. -- 総合医学社, 2017.6. -- (重症患者ケア / 岡元和文, 道又元裕 編 ; vol 6 no 2
(2017)).

医9F図書北 492.916//I17//2954

48 ICUマネジメント : クリティカルケア領域の看護管理 / 道又元裕編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.916//MI13//2951

49
臨床事例で学ぶ急性期看護のアセスメント : 地域医療連携時代の系統的・周術期アセスメント : 対象
を理解しながら身体を診る・生活を看る / 小澤知子編著. -- メディカ出版, 2018.10.

医9F図書北 492.916//O97//2948

50 まるごと図解摂食嚥下ケア : オールカラー / 青山寿昭編著. -- 照林社, 2017.11. 医9F図書北 492.926//A 58//2959

51
がん化学療法の薬抗がん剤・ホルモン剤・分子標的薬・支持療法薬はや調べノート : これだけは押さ
えておきたい / 古瀬純司編著. -- 第2版(2017・2018年版). -- メディカ出版, 2017.2. -- (プロ
フェッショナルがんナーシング : プロフェッショナルを目指す看護師のために ; 2017年別冊).

医9F図書北 492.926//F94//2957

52 カラー写真で学ぶ高齢者の看護技術 / 大塚眞理子編著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2018.10. 医9F図書北 492.929//O88//2960

53
一般病棟の認知症患者「こんなときどうする?」 : あなたの病棟の認知症看護・認知症ケア加算を成功
させるために / 内田陽子編著. -- 照林社, 2017.12.

医9F図書北 492.929//U14//2933

54 看護管理ファーストブック / 太田加世編集. -- 学研メディカル秀潤社. 医9F図書北 492.983//O81//2952

55
看護管理セカンドブック : 看護管理者としてステップアップを目指す人へ / 太田加世編集. -- 学研メ
ディカル秀潤社.

医9F図書北 492.983//O81//2953

56
できるリーダーが必ず実践している看護管理ポイントブック : Web動画付き / 太田加世著. -- 学研メ
ディカル秀潤社.

医9F図書北 492.983//O81//2956

57 看護職の社会学 / 佐藤典子著. -- 専修大学出版局, 2007.3. 医9F図書北 492.984//SA85//2947

58
介護予防リハビリ体操大全集 : 完全図解 / 大田仁史編著 ; 三好春樹編集協力. -- 講談社,
2010.10. -- (介護Library).

医9F図書南 493.185//O81//2937

59
シニアの転倒予防に役立つ体操・ゲーム : 支援のヒントと実際 / 余暇問題研究所著 ; 高橋和敏, 山
崎律子編. -- ミネルヴァ書房, 2004.4.

医9F図書南 493.185//Y74//2940

60
小児のくすりQ&A : 安全・適正な小児の薬物治療に向けて : 今これだけは知っておきたい! / 佐川賢
一監修・編集 ; 櫛田賢次編集. -- じほう, 2006.10.

医9F図書南 493.92//KU86//2934

61
歌うことが口腔ケアになる : 科学的エビデンスに基づく歌唱リハビリ : 音楽療法士のための「介護予防」
実践Book / 甲谷至著. -- あおぞら音楽社, 2008.9.

医9F図書南 497.9//KO96//2941

62
病棟でよく使われるくすり : 知らないと危ない! / 荒木博陽編集 ; 愛媛大学医学部附属病院薬剤部
著. -- 照林社, 2018.5.

医9F図書南 499.1//A64//2961

63
ケアする人だって不死身ではない : ケアギヴァーの負担を軽くするためのセルフケア / L. M. ブラマー,
M. L. ビンゲイ著 ; 森田明子編訳 ; 池田寿美子 [ほか] 訳. -- 北大路書房, 2005.8.

医9F図書北 598.4//B71//2996

64 母さん、ごめん。 : 50代独身男の介護奮闘記 / 松浦晋也著. -- 日経BP社. 医9F図書北 598.4//MA89//2995



No. 書名 配置場所 請求記号

65
家で死んでもいいんだよ : 高齢者を家で看取るための「お別れプロジェクト」 : 家族を自宅で看取るため
のバイブル / 川上嘉明著. -- 法研, 2018.11.

医9F図書南 490.15//KA94//2991

66 一瞬で読める!モニター心電図 / 三宅良彦著. -- ナツメ社, 2018.12. -- (ナースのミカタ!). 医9F図書南 492.123//MI76//2968

67
対話をめぐる現象学 : 看護の経験を意味づける / 西村ユミ [ほか] 編. -- 日本看護協会出版会,
2018.10. -- (教養と看護).

医9F図書北 492.9//N84//2978

68 実践に生かす看護理論19 / 城ケ端初子編著. -- 新訂版 第2版. -- サイオ出版, 2018.11. 医9F図書北 492.901//J61//2981

69
看護の地図帖 : ナースを護り導く看護理論・看護学入門 / 高橋照子著. -- ライフサポート社,
2018.9.

医9F図書北 492.901//TA33//2977

70
看護現場の研究法 : 悩めるナースのための研究ガイド / 粟生田友子, 石川ふみよ著. -- 医歯薬出
版, 2018.10.

医9F図書北 492.907//A56//2976

71
基礎看護学 / 医療情報科学研究所編. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.3. -- (なぜ?どうし
て? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 1).

医9F図書北 492.91//I67//3001

72
基準看護計画 : 臨床でよく出合う看護診断と潜在的合併症 / 矢田昭子, 秦美恵子編集 ; 島根大学
医学部附属病院看護部編著. -- 第3版. -- 照林社, 2016.7.

医9F図書北 492.915//Y66//2987

73 周産期ケアマニュアル / 立岡弓子編著. -- 新訂版 第2版. -- サイオ出版, 2014.3. 医9F図書北 492.923//TA94//2975

74
女性生殖器/母性看護学 / 医療情報科学研究所編集. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.4. -
- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 8).

医9F図書北 492.924//I67//3008

75
根拠と事故防止からみた母性看護技術 / 石村由利子編集 ; 佐世正勝編集協力. -- 第2版. -- 医
学書院, 2016.1.

医9F図書北 492.924//I78//2979

76
根拠がわかる母性看護過程 : 事例で学ぶウェルネス志向型ケア計画 / 中村幸代編集. -- 南江堂,
2018.4.

医9F図書北 492.924//N37//2988

77
老年看護学/小児看護学 / 医療情報科学研究所編集. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.4. -
- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 7).

医9F図書北 492.925//I67//3007

78
小児の入退院支援と訪問看護実践ガイド : 診療報酬まるわかり / 梶原厚子, 萩原綾子, 又村あおい
著. -- へるす出版, 2018.10.

医9F図書北 492.925//KA23//2997

79 小児看護実習クイックノート / 四俣芳子著 ; 池西静江監修. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナース). 医9F図書北 492.925//Y94//2994

80
成人看護学総論 / 医療情報科学研究所編. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.3. -- (なぜ?ど
うして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 2).

医9F図書北 492.926//I67//3002

81
消化管 ; 肝胆膵 ; 循環器 / 医療情報科学研究所編. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.3. --
(なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 3).

医9F図書北 492.926//I67//3003

82
内分泌・代謝/腎・泌尿器. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.4. -- (なぜ?どうして? : 看護師・
看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 4).

医9F図書北 492.926//I67//3004

83
免疫/血液/感染症/呼吸器. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.4. -- (なぜ?どうして? : 看護
師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 5).

医9F図書北 492.926//I67//3005

84
脳・神経/運動器/感覚器 / 医療情報科学研究所編集. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.4.
-- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 6).

医9F図書北 492.926//I67//3006

85
ちびナス整形 : 困ったときのお助けBOOK / 大阪医科大学整形外科学教室編著 ; 大阪医科大学附
属病院看護部編著. -- メディカ出版, 2018.11.

医9F図書北 492.926//KO61//2969

86
ちびナス泌尿器 : 困ったときのお助けBOOK : 看護の現場をスイスイ泳ごう! / 信州大学医学部附属
病院泌尿器科病棟編著. -- メディカ出版, 2018.10.

医9F図書北 492.926//KO61//2970

87
ちびナス循環器 : 困ったときのお助けBOOK : 看護の現場をスイスイ泳ごう! / 池田隆徳編著. -- メ
ディカ出版, 2018.10.

医9F図書北 492.926//KO61//2971

88
ちびナス消化器 : 困ったときのお助けBOOK : 看護の現場をスイスイ泳ごう! / 山中若樹監修 ; 矢吹
浩子編集. -- メディカ出版, 2018.10.

医9F図書北 492.926//KO61//2972

89 ちびナス脳神経 : 困ったときのお助けBOOK / 久保道也監修. -- メディカ出版, 2018.11. 医9F図書北 492.926//KO61//2973

90 精神看護実習クイックノート / 濱川孝二, 山門真樹著. -- 照林社, 2018.5. -- (プチナース). 医9F図書北 492.927//H23//2993

91
精神看護学/在宅看護論 / 医療情報科学研究所編集. -- 第7版. -- メディックメディア, 2017.4. -
- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ; 9).

医9F図書北 492.927//I67//3009

92
老年看護学 : 実習に役立つ!国家試験に使える! : 中項目別に総まとめ / 工藤綾子編著 ; 島田広美
編著. -- PILAR PRESS, 2018.11.

医9F図書北 492.929//KU17//2990



No. 書名 配置場所 請求記号

93
看護の統合と実践/健康支援と社会保障 / 医療情報科学研究所編集. -- 第7版. -- メディックメ
ディア, 2017.4. -- (なぜ?どうして? : 看護師・看護学生のための / 医療情報科学研究所編集 ;
10).

医9F図書北 492.98//I67//3010

94
看護師のためのキャリアデザインBOOK : 働き方を考えるためのデザインワークブック / 濱田安岐子監
修. -- つちや書店, 2018.11.

医9F図書北 492.984//KA54//2992

95 精神疾患にかかわる人が最初に読む本 / 西井重超著・イラスト原案. -- 照林社, 2018.11. 医9F図書南 493.7//N83//2989

96
フィンランドのネウボラに学ぶ母子保健のメソッド : 子育て世代包括支援センターのこれから / 横山美
江, Hakulinen Tuovi編著. -- 医歯薬出版, 2018.10.

医9F図書南 498.7//Y79//2974
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