学生選書
看護学科学生が選んだオススメ本 ９６冊がやってきた！！
今年も学生の皆さんに、図書館に置いて欲しい本を書店で選んでもらいました。
★が今回購入した図書です。ぜひご利用ください。
＜看護１回生＞

図があって分かりやすいかなと思った本を選びました。
病理(病態生理)学がよく分からなかったので、選びました。

タイトル

コメント

展示解除後
配置場所

請求記号

★ よくわかる病理学の基本としくみ / 田村浩一著. -- 秀和システム, 2011.1. -- (図解入門 . メディカルサイエンスシリーズ).
医9F図書
491.6//TA82//9724
★ 生理学の基本がわかる事典 : カラー図解 / 石川隆監修. -- 西東社, 2011.2.
医9F図書
491.3//SE19//9725
8F図書にあり 492.914//N72//2978
根拠がわかる疾患別看護過程
9F図書にあり 491.1//MA82//2053
イラストでまなぶ解剖学 第２版
8F図書にあり 492.9014//O63//4332
仲間とみがく看護のコミュニケーション・センス
★ 人体の構造と機能からみた 病態生理ビジュアルマップ １
493//SA85//9726
★ 人体の構造と機能からみた 病態生理ビジュアルマップ ２
493//SA85//9727
8FSSに置いて欲しい 医8FSS
★ 人体の構造と機能からみた 病態生理ビジュアルマップ ３
493//SA85//9728
★ 人体の構造と機能からみた 病体生理ビジュアルマップ ４
493//SA85//9729
★ 人体の構造と機能からみた 病体生理ビジュアルマップ ５
493//SA85//9730
8F図書にあり 492.9165//Y96//4324
そうだったのか！麻酔看護とバイタルサイン
9F図書にあり 491.3//P24//1828
みえる人体
★ 消化器疾患ビジュアルブック
医8FSS
493.4//KO75//9731
8F図書にあり 492.911//O95//3158
ビジュアル基礎看護技術ガイド
8F図書にあり 492.911//O38//7005
バイタルサインの見方・読み方
8F図書にあり 492.913//H61//7528
フィジカルアセスメント : ナースに必要な診断の知識と技術 第４版

＜看護２回生＞

タイトル

コメント

病態関連図が書ける観察・アセスメントガイド
症状別アセスメント・看護計画ガイド
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図
★ ケアに生かす検査値ガイド : 決定版 : 何をみる?どうみる?どんなとき検査する? / 西崎祐史,

展示解除後
配置場所

請求記号

8F図書にあり 492.914//A12//1171
8F図書にあり 492.913//O17//2043
8F図書にあり 492.913//KO35//2892
渡邊千登世編.
医9F図書
-492.1//N87//9732
照林社, 2011.4.

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック
8FSSに置いて欲しい
★ 皮膚科疾患ビジュアルブック
★ 呼吸器疾患ビジュアルブック
★ 人工肛門・人工膀胱の知識 : 腸や膀胱のない人の快適なくらしのために
疾患別小児看護 : 基礎知識・関連図と実践事例
水・電解質・内分泌系の異常と看護
ナースのための最新全科ドレーン管理マニュアル
はじめてのドレーン管理
看護記録パーフェクトガイド : 書くべきこと書いてはいけないこと
★ 看護記録・クリニカルパスQ&A : 看護記録を減らす! / 阿部俊子編著
患者さんとあなたを守るための院内感染対策Q&A

494.93//SH23//2974
494.8//I23//9733
493.3//I74//9734
494.658//KO96//9735
医9F図書
8F図書にあり 492.925//H84//3697
医分棟3F図2 492.926//Y58//0198
8F図書にあり 492.9163//KU14//7173
8F図書にあり 492.9163//SH49//8281
8F図書にあり 492.912//TO46//2219
医8F図書
492.912//A12//9736
9F図書にあり 498.6//TA47//7970
医8FSS

＜看護３回生＞

図が入って分かりやすいものや実習に使えるもの、
精神看護や食事管理等も必要と思い、選びました。
あと、闘病記も選びました。

タイトル

コメント

展示解除後
配置場所

請求記号

8F図書にあり 492.926//TA33//0880
ナースのためのやさしくわかる胃ろうケア
★ ストーマケア : エキスパートの実践と技術 / 日本ET/WOC協会編集. -- 照林社, 2007.9.
医8F図書
492.926//N77//9737
8F図書にあり 492.923//KU86//2583
カラー写真で学ぶ妊産褥婦のケア
★ New実践!ナースのための看護記録 / 古橋洋子著 ; 夏野美雨画. -- 改訂版. -- 学習研究社, 2008.2.
医8F図書
492.912//F93//9738
8F図書にあり 492.911//ME27//4537
やりなおしの検査値・パニック値対応
★ がんフーフー日記 / 川崎フーフ著. -- 小学館, 2011.4.
医8F図書
916//KA97//9739
★ ありがとう : 生きることそのすばらしさ / 大津秀一著. -- 致知出版社, 2011.6.
医8F図書
114.2//O87//9740
★ がんを生きる子 : ある家族と小児がんの終わりなき闘い / 松永正訓著. -- 講談社, 2011.11. 医9F図書
493.94//MA83//9741
★ 図解すぐわかる検査値の読み方 / 兼高達貮, 栗原毅監修. -- 成美堂出版, [2006.2].
医9F図書
492.1//Z6//9742
★ 病院の外で : 膠原病と生きて三十四年 / 康山みやび著. -- 幻冬舎ルネッサンス, 2011.10. 医8F図書
916//KO97//9743
8F図書にあり 492.927//SA37//9858
心を病む人の看護
9F図書にあり 493.9//KU14//2045
図解 小児科
9F図書にあり 494.8//MI71//6214
褥瘡の予防・治療ガイドライン
8F図書にあり 492.926//KI58//4233
成果の上がる口腔ケア
★ 必携!精神看護学実習ポケットブック / 野中浩幸, 乾富士男, 心光世津子編著. -- 精神看護出版,
医8F図書
2010.9.
492.927//N95//9744
★ 大丈夫やで : ばあちゃん助産師 (せんせい) のお産と育児のはなし / 坂本フジヱ著. -- 産業編集センター,
医8F図書
2011.4.
598.2//SA32//9745
9F図書にあり 493.95//KA93//4164
イラストで見る診る学ぶ 新生児内分泌
492.9163//N56//9746
★ ナースのための図解手術の話 / さいたま市立病院手術室監修. -- 学習研究社, 2007.9.
医8F図書
9F図書にあり 493.25//N22//7470
高血圧の人の食事
9F図書にあり 494.93//N21//7480
糖尿病性腎症の人の食事
8F図書にあり
胃腸手術後の人の食事
★ できる!かんたん!血糖値をどんどん下げる本 / 林泰監修. -- 池田書店, 2009.6.
医9F図書
493.123//D54//9747
★ はじめての妊娠・出産安心マタニティブック : お腹の赤ちゃんの成長が毎日わかる! / A.Christine
医8F図書
Harris著 ; 竹内正人監修.
598.3//H33//9748
-- 永岡書店
★ パーソナリティ障害がわかる本 : 「障害」を「個性」に変えるために / 岡田尊司著. -- 法研, 2006.5.
医9F図書
493.76//O38//9749
医分棟3F図2 にあり 492.926//F64//0195
心疾患をもつ人への看護
9F図書にあり 492.4//KU87//9208
ケアに使える画像の見かた
8F図書にあり 492.907//F93//3890
基本がわかる 看護研究ビギナーズＮＯＴＥ
8F図書にあり 492.907//A34//7533
サクサク看護研究
★ ママでなくてよかったよ―小児ガ ンで逝った八歳 498日間の闘い 森下 純子
準備中
★ 命耀ける毎日 中井まり(著)
★ ママ、ありがとう 各務優子(著)

★
★
★
★

8F図書にあり 916//R27//7334

新生児重症仮死～それでも我が子は百三十日生き抜いた～蓮月 嬰女 (著)
ママの声聞こえるよ 筒井好美(著) 朝日文庫
ガンに生かされて 飯島夏樹(著) 新潮文庫
天国で君に逢えたら 飯島夏樹(著) 新潮文庫
免疫不全で逝った息子へ ３年と３日の命をありがとう 吉川理江(著)

準備中

＜看護４回生＞

実習を経験して、必要なものを選びました。
日野原先生の本は、個人的に読みたかった。
養護教員になる人がいるので、発達障害の本。
それと、認知症の方への対応が分からなかったので。
他、英語関連なども選びました。

タイトル
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

★
★
★
★

★

★
★
★

コメント

展示解除後
配置場所

請求記号

8F図書にあり 492.907//J34//4328
ナースの英会話
やめられない : ギャンブル地獄からの生還 / 帚木蓬生著. -- 集英社, 2010.9.
医9F図書
493.74//H14//9750
NICUのちいさないのち : 新生児集中治療室からのフォトメッセージ / 宮崎雅子写真 ; ネオネイタルケア編集室編.
医9F図書
493.95//MI88//9751
-- メディカ出版, 2011
パッと引けてしっかり使える看護用語・聞き言葉ポケット辞典 / 栗原毅監修. -- 成美堂出版, 2009.3.
医8F図書
492.9//P27//9752
最高の一日最良の最期 : やっぱり病院!それとも在宅? / 柏木哲夫, 内藤いづみ著. -- 佼成出版社,
医9F図書
2011.11.490.14//KA77//9753
ナースのための図解検査の話. -- 学習研究社, 2004.10.
医8F図書
492.911//N56//9754
どうして私、片づけられないの? : 毎日が気持ちいい!ADHDハッピーマニュアル / 櫻井公子著. 医9F図書
-- 大和出版, 2004.3.
493.73//SA47//9755
ともに生きる : たとえ産声をあげなくとも / 流産・死産経験者で作るポコズママの会編集. -- 中央法規出版,
医9F図書
2007.6.
495.7//R99//9756
いのちを育む : 百歳の私から人生を楽しむための「道しるべ」 / 日野原重明著. -- 中央法規出版,
医9F図書
2011.9. 490.49//H61//9757
日野原先生からナースに贈る35のメッセージ / 日野原重明著. -- 日本看護協会出版会, 2009.10.
医8F図書
492.993//H61//9758
ナースのためのストレスコントロール術 : "幸せ笑顔"になるヒント / 下園壮太著. -- 中央法規出版,
医8F図書
2007.10.492.983//SH55//9759
ねじ子のヒミツ手技 / 森皆ねじ子著. -- 1st lesson
医9F図書
492//MO54//9760
ねじ子のヒミツ手技 / 森皆ねじ子著. -- 2nd lesson
医9F図書
492//MO54//9761
8F図書にあり 492.9//KO73//4343
知って考えて実践する国際看護
8F図書にあり 492.907//N95//6254
看護研究Q&A : 研究がうまくいかないあなたに
492.907//TA84//9762
英語を学ぶ看護学生のためのstories for nurses / 田中芳文編集 ; 田中芳文, 鈴木繁雄, 脇本聡美著.
医8F図書-- エルゼビア・ジャパン,
2007.1.
大切な人の看取り方 / デニー・コープ著 ; 上野容子, こやまはるこ訳. -- 飛鳥新社, 2011.6. 医9Fよみもの 490.14//C87//9763
焦らなくてもいい「拒食症」「過食症」の正しい治し方と知識 / 水島広子著. -- 日東書院本社, 2009.12.
医9F図書
493.74//MI96//9764
9F図書にあり 490.33//E42//5255
医学・看護用語のカタカナ語・略語便利辞典
8F図書にあり 492.9175//U96//4232
退院支援実践ナビ
完全図解アスペルガー症候群 / 佐々木正美総監修 : 梅永雄二監修. -- 講談社, 2011.11. -- 医9F図書
(健康ライブラリー
493.76//KA59//9765
スペシャル).
発達障害のある子へのサポート実例集 小学校編
医8F図書
378//U45//9766
発達障害の子どもの心がわかる本 : 自閉症・ADHD・アスペルガー症候群… / 主婦の友社編.医8F図書
-- 主婦の友社,
378//SH99//9767
2010.3. -- (主婦の友新実
発達障害・不登校のための新しい学びの場 2012
医8F図書
376.8//TA19//9768
8F図書にあり 492.911//O95//3158
ビジュアル基礎看護技術ガイド : 写真でわかる!根拠がわかる!
8F図書にあり 492.911//O87//1470
コミュニケーションと共に学ぶ基礎看護技術
9F図書にあり 492.4//KU87//9208
ケアに使える画像の見かた
8F図書にあり 492.911//ME27//4537
やりなおしの検査値・パニック値対応
492.927//TA84//9769
コミュニケーションでささえるうつ症状ケアブック : こころでこころを癒す66のシーン / 田中理香編著
医8F図書
8F図書にあり 492.9019//TA29//8780
ナースのための統計学 第２版
8F図書にあり 492.925//KU84//3762
やさしくわかる小児看護技術
ハローキティのはじめてのモニター心電図入門 : オールカラー / 丹野郁,浅野拓,笠間恵監修. 医9F図書
-- ナツメ社, 2010.8.
492.123//H33//9770
-- (Hello Kitty Natsum
492.123//MA77//9771
はじめてのモニター心電図 / 松井由美恵著. -- メディカ出版, 2006.4. -- (はじめてのシリーズ).
医9F図書
9Fインターネット 別シリーズを購入しました
よくわかるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｅｘｃｅｌ２０１０ 基礎
ナースに知ってほしい100の病気 / 安達洋祐編. -- メディカルレビュー社, 2009.11.
医8F図書
492.9//A16//9772

★
★
★
★

8F図書にあり 492.9//KA37//2325
全科に必要な精神的ケアＱ＆Ａ
492.929//SH49//9773
コミュニケーションからはじまる認知症ケアブック : ケアの9原則と66のシーン / 清水裕子編著.医8F図書
-- 学習研究社,
2008.9.
493.983//MI96//9774
よくわかる母乳育児 / 水野克己著 ; 水野紀子, 瀬尾智子 [著]. -- 第1版第4刷. -- へるす出版,
医9F図書
2010.5.
492.911//TO46//9775
よ～くわかる臨床検査の看護 : 疾患別検査と前・中・後のケア / 東京女子医科大学病院看護部編著.
医8F図書
-- 中央法規出版,
2009.10. -- (Pr
492.9163//SA25//9776
心臓血管外科 / 斎藤聡, 東京女子医科大学病院西病棟手術室編集. -- 学研, 2006.11. -- (術中看護マニュアル).
医8F図書

＜看護全回生＞

みんなで相談して決めました。

タイトル
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

コメント

展示解除後
配置場所

請求記号

婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック
495.4//TS82//9777
耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック
496.5//N41//9778
8FSSに置いて欲しい 医8FSS
リハビリテーションビジュアルブック
494.78//I52//9779
循環器疾患ビジュアルブック
493.2//O66//9780
脳神経疾患ビジュアルブック
493.73//MO66//9781
病気がみえる1 消化器
492//B99//9782
病気がみえる2 循環器
492//B99//9783
病気がみえる3 糖尿病・代謝・内分泌
492//B99//9784
病気がみえる4 呼吸器
492//B99//9785
8FSSに置いて欲しい 医8FSS
病気がみえる5 血液
492//B99//9786
病気がみえる6 免疫・膠原病・感染症
492//B99//9787
病気がみえる7 脳・神経
492//B99//9788
病気がみえる9 婦人科・乳腺外科
492//B99//9789
病気がみえる10 産科
492//B99//9790
492.926//KA84//9791
はじめてのストーマケア / 片山育子, 中北順子, 河村光子著. -- メディカ出版, 2007.12. -- (はじめてのシリーズ).
医8F図書
はじめての人工呼吸器 / 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センターIRCU著. -- メディカ出版,医8F図書
2007.12. -- (はじめてのシリーズ).
492.916//O73//9792
はじめての注射と採血 / 大阪労災病院看護部著. -- メディカ出版, 2006.4. -- (はじめてのシリーズ).
医8F図書
492.911//O73//9793
はじめての輸液 / 大阪労災病院看護部著. -- メディカ出版, 2006.4. -- (はじめてのシリーズ).医8F図書
492.911//O73//9794
ハローキティの図解人体解剖用語辞典
医9F図書
491.1//I26//9795
ハローキティの早引きがんの痛みケアハンドブック
医8F図書
492.926//N22//9796
ハローキティの早引きモニター心電図ハンドブック
医9F図書
492.123//G69//9797
ハローキティの早引き看護・カルテ用語ハンドブック
医8F図書
492.9//I26//9798
ハローキティの早引き看護に役立つデータブック
医8F図書
492.9//H51//9799
ハローキティの早引き看護に役立つハンドブック
医8F図書
492.9//H51//9800
ハローキティの早引き急変・救急看護ハンドブック
医8F図書
492.916//H51//9801
ハローキティの早引き検査値・数式ハンドブック
医8F図書
492.9//H51//9802
小さい本は実習にも
ハローキティの早引き呼吸器疾患ハンドブック
医8F図書
492.926//N37//9803
持っていけるので良
ハローキティの早引き循環器疾患ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9804
い
ハローキティの早引き消化器疾患ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9805
492.916//KA77//9806
ハローキティの早引き人工呼吸ケアハンドブック
医8F図書
ハローキティの早引き腎・泌尿器疾患ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9807
ハローキティの早引き整形外科ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9808
ハローキティの早引き注射・輸液・輸血・採血ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9809
ハローキティの早引き糖尿病・代謝・内分泌疾患ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9810
ハローキティの早引き内視鏡検査・治療ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9811
ハローキティの早引き脳神経疾患ハンドブック
医8F図書
492.926//H51//9812
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