平成27年度 学生選書
看護 学科選定図書 132冊が入りました!!
看護学科の学生選書は、例年書店での店頭選書をしています。
今年もジュンク堂書店難波店で行いましたが、店内は広く、本が多いと評判は上々でした。
選書方法はバーコードの読み取り機で図書のバーコードを
読ませるだけという簡単なもので、
図書を持ち歩かずに選ぶことができました。

＜看護１回生＞
まだ人体の機能や構造など、基本的なことしか学べていない学年なので、書
店にある看護書の題名も馴染みのない用語ばかりでした。よって、まだ医療
について深く学ぶ前の学生でも興味がわくような、絵や図が多くわかりやす
い本を中心に選ばせていただきました。
どうぞ一度手にとってご覧ください。

No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

1

ナースが書いた看護に活かせる心電図ノート / 鈴木まどか著. -- 照林社,
2015.11.

医9F図書 492.123//SU96//1711

2

病気のなぜ?ガイドブック : Q&Aでわかる この一冊で解決 / 山田幸宏監修. -医学芸術新社.

医8F図書 492.9//B99//1714

3

エビデンスに基づく糖尿病・代謝・内分泌看護ケア関連図 / 任和子, 細田公則
編集. -- 中央法規出版, 2015.11.

医8F図書 492.926//N76//1712

4

プロフェッショナル・ケア循環器 : 経験をより確かな力に変える / 西野雅巳編
著. -- メディカ出版, 2015.11.

医8F図書 492.926//N85//1713

「これ」だけは知っておきたい高齢者ケアにおける命を守る知識と技術 : 看護
5 師は絶対マスター介護職はスキルアップ / 高野真一郎著 ; 超基礎編. -- メ
ディカルパブリッシャー, 2014.9.
6

褥瘡治療・ケアの「こんなときどうする?」 / 渡邊千登世 [ほか] 編集. -- 照林
社, 2015.8.

1 / 7 ページ

超基礎編

医9F図書 493.185//TA47//1715
医9F図書 494.8//W46//1710

＜看護２回生＞
昨今、看護師という職業は病院内だけでなく、介護や訪問看護などで、地域
に繰り出して患者さんを支援する時代になってきました。実習に役立つ本で
はありませんが、教科書にもあまり詳しく触れられていない最新の看護現場
に関する話題を載せている書籍中心に集めました。また多職種とかかわる
ことも多い看護師は、他職種のノウハウから学ぶことも多いのではないかと
考え、介護・保育・福祉現場等での実践がわかる書籍もあわせて集めてみ
ました。

No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

7

精神の自由ということ : 神なき時代の哲学 / アンドレ・コント=スポンヴィル著 ;
小須田健, C.カンタン訳. -- 紀伊國屋書店, 2009.10.

医8F図書 104//C85//1718

8

ゼロからはじめる心理学・入門 : 人の心を知る科学 / 金沢創, 市川寛子, 作田
由衣子著. -- 有斐閣, 2015.9. -- (有斐閣ストゥディア).

医8F図書 140//KA48//1725

9

カウンセリングテクニック入門 : プロカウンセラーの技法30 / 岩壁茂編. -- 金
剛出版, 2015.8. -- (臨床心理学増刊 ; 第7号).

医8F図書 146.8//I93//1728

10

幸せが見つかる23のヒント / アルベルト・エスピノーザ著 ; 松枝愛訳. -- 日本
能率協会マネジメントセンター, 2014.4.

医8F闘病記 159//E74//9830//小児がん5

11

生命倫理をみつめて : 医療社会学者の半世紀 / レネー・C.フォックス[著] ; 中
野真紀子訳. -- みすず書房, 2003.2.

医8F図書 289//F42//1722

12

実践"高齢者の住まい" : 医療・介護・住宅からのアプローチ / 高齢者住まい
研究会編著. -- 創樹社, 2010.5.

医8F図書 365.3//KO79//1750

13

自立を促す排泄ケア・排泄用具活用術 / 浜田きよ子編著. -- 中央法規出版,
2010.7. -- (基礎から学ぶ介護シリーズ).

医8F図書 369.26//H22//1737

14

高齢者虐待防止のための家族支援 : 安心づくり安全探しアプローチ(AAA)ガ
イドブック / 副田あけみ, 土屋典子, 長沼葉月著. -- 誠信書房, 2012.10.

医8F図書 369.26//SO21//1719

15

居宅ケアプランのつくり方 : 事例付き : わかりやすいアセスメント / 石山麗子,
長谷憲明 [著]. -- 東京都福祉保健財団, 2015.10.

医8F図書 369.261//I83//1752

16

スウェーデンの老人ホーム : 日本型ユニットケアへの警鐘 / 岡田耕一郎, 岡
田浩子著. -- 環境新聞社シルバー新報編集部, 2011.5.

医8F図書 369.263//O38//1744

医療現場の保育士と障がい児者の生活支援 : 独立行政法人国立病院機構
17 全国保育士協議会倫理綱領ガイドブック / 国立病院機構全国保育士協議会
倫理綱領ガイドブック改訂版作成委員会編. -- 改訂版. -- 生活書院, 2013.5.

医8F図書 369.4//KO49//1746

重症児のきょうだい : ねぇ、聞いて…私たちの声 / 家森百合子, 大島圭介, 全
18 国重症心身障害児(者)を守る会近畿ブロック編著. -- 第2版. -- クリエイツか
もがわ.

医8F図書

369.49//Y49//1754

19

ICFをとり入れた介護過程の展開 / 黒澤貞夫編著 ; 小櫃芳江 [ほか] 共著. - 建帛社, 2007.3.

医9F図書 369//KU76//1727

20

地域包括ケアの実践と展望 : 先進的地域の取り組みから学ぶ / 大橋謙策,
白澤政和共編. -- 中央法規出版, 2014.12.

医8F図書 369//O28//1739

21

保育者が知っておきたい発達が気になる子の感覚統合 / 木村順著 : 小黒早
苗協力. -- 学研教育出版, [2014.8]. -- (Gakken保育books).

医8F図書 376.1//KI39//9838

22

多様な子どもたちの発達支援 : なぜこの行動?なぜこの対応?理解できる10の
視点 / 藤原里美著. -- [学研教育みらい]. -- (Gakken保育books).

医8F図書 378//F68//9839

23

特別なニーズのある子どもの早期介入と地域支援 : 東京発:子ども・学校・家
庭へのアプローチ / 舩越知行編著 ; 荒井聡 [ほか] 著. -- 学苑社, 2011.7.

医8F図書 378//F89//1726

24

写真でみる障碍のある子どものための課題学習と教材教具 / 菅原伸康著. - ミネルヴァ書房, 2012.3. -- (障碍のある子どものための教育と保育 ; 2).

医8F図書 378//SU28//1723

25

癒されて旅立ちたい : ホスピスチャプレン物語 / 沼野尚美著. -- 佼成出版社,
2002.6.

医9F図書 490.14//N99//9812

2 / 7 ページ

No
26

タイトル

巻号次 配置場所

パパやママががんになったら : チャイルド・ライフの出会いから / 藤井あけみ
著. -- 新教出版社, 2015.2.

直接訓練・食事介助・外科治療. -- Ver.2. -- 医歯薬出版, 2015.10. -- (第4分
27 野摂食・嚥下リハビリテーションの介入 : 日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会eラーニング対応 / 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会編集 ; 2).

請求記号

医9F図書 490.145//F57//9814
医9F図書 491.343//N77//9843

28

気管挿管 / 大谷典生編集・執筆. -- 学研メディカル秀潤社. -- (ビジュアルプ
ラクティス).

医9F図書 492.28//O84//1730

29

ALS : 写真と動画でわかる二次救命処置 / 平出敦, 小林正直監修. -- 改訂
版. -- 学研メディカル秀潤社.

医9F図書 492.29//A41//1729

30

ナースをねらえ! : 看護学生奮闘記 / シバキヨ著. -- イースト・プレス, 2015.7.
-- (コミックエッセイの森).

医8F図書 492.9049//SH17//9823

31 感染管理・感染症看護テキスト / 大曲貴夫, 操華子編集. -- 照林社, 2015.6.

医8F図書 492.911//O61//1734

看護の現場ですぐに役立つ看護記録の書き方 : 患者さんのために記録をム
32 ダなく的確に書く! / 大口祐矢著. -- 秀和システム, 2015.10. -- (ナースのため
のスキルアップノート).

医8F図書 492.912//O26//9825

33

適切で効率的な書き方がわかる看護記録パーフェクトガイド / 東京都立病院
看護部科長会編集. -- 学研メディカル秀潤社.

医8F図書 492.912//TO46//9822

34 ナーストリアージ / 平尾明美編. -- 中山書店, 2012.6.

医8F図書 492.916//H67//1720

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
35 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//1748

36

救命救急ディジーズ : 疾患の看護プラクティスがみえる / 山勢博彰, 山勢善
江編集. -- 学研メディカル秀潤社.

医8F図書 492.916//Y43//1731

手術室ナース・トレーニングブック : 器械出し・外回り看護マニュアル : これさ
37 えあれば器械出しだって,看護計画だって,楽々・簡単!! / 及川慶浩編著 ; 石川
豊子 [ほか] 著. -- 真興交易(株)医書出版部, 2006.6.

医8F図書 492.9163//O32//9836

38

回復期リハディジーズ : 疾患ごとの看護実践がみえる / 和田玲編集. -- 学研
メディカル秀潤社.

医8F図書 492.9179//W12//1732

39

イラストわかりやすい移動のしかた : 患者と介助者のために / 井口恭一著. - 第4版. -- 三輪書店, 2015.3.

医8F図書 492.926//I24//1751

脳神経疾患のマンガ看護計画 : 観察・アセスメントの基本がわかる,指導でき
40 る / 神戸市立医療センター中央市民病院看護部編著. -- メディカ出版,
2010.11.

医8F図書 492.926//KO13//9832

41

精神看護という営み : 専門性を超えて見えてくること・見えなくなること / 阿保
順子著. -- 批評社, 2008.5. -- (サイコ・クリティーク ; 4).

医8F図書 492.927//A14//1741

42

リエゾン精神看護 : 患者ケアとナース支援のために / 野末聖香編 ; 宇佐美し
おり [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 2004.6.

医8F図書 492.927//N98//9842

エンド・オブ・ライフを見据えた"高齢者看護のキホン"100 : 看護管理者と創る
43 超高齢社会に求められる看護とは / 岡本充子 [ほか] 編. -- 日本看護協会
出版会, 2015.8.

医8F図書 492.929//O42//1740

44

周産期・子育て期の家族支援 : 家族を見つめ、ケアするための家族看護事例
集 / 松原まなみ, 田中千絵編著. -- メディカ出版, 2015.9.

医8F図書 492.99//MA73//1743

45

在宅医療と訪問看護・介護のコラボレーション / 前川厚子編著. -- 改訂2版.
-- オーム社, 2015.4.

医8F図書 492.993//MA27//9844

46

開業ナースのエッセンス / 村松静子編. -- 日本評論社, 2015.8. -- (こころの
科学増刊 ; 2015).

医8F図書 492.993//MU48//1721

在宅におけるエンドオブライフ・ケア : 看護職が知っておくべき基礎知識 =
47 End-of-life care at home / 島内節, 内田陽子編著. -- ミネルヴァ書房,
2015.9.

医8F図書 492.993//SH43//1724

栄養指導・薬剤指導のための生活習慣病治療薬 : 基礎と活用 : 効果・副作用
48 および食品との相互作用 / 城西大学薬学部医療栄養学科編著 ; [2004] 2008 医9F図書 493.18//J76//1747
2008. -- フットワーク出版, 2004.3-.
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タイトル

巻号次 配置場所

49 オープンダイアローグとは何か / 斎藤環著+訳. -- 医学書院, 2015.7.

請求記号

医9F図書 493.72//SA25//1717

50

決定版!家庭でできる脳卒中片マヒのリハビリやさしい図解「川平法」 / 川平和
美監修. -- 小学館, 2012.7.

医9F図書 493.73//KA92//1716

51

失語症のすべてがわかる本 / 加藤正弘, 小嶋知幸監修. -- 講談社, 2006.7. - (健康ライブラリー : イラスト版).

医9F図書 493.73//SH92//9840

アディクション・ケースブック : 「物質関連障害および嗜癖性障害群」症例集 /
52 ペトロス・ルヴォーニス, アビゲイル・J・ヘロン編 ; 松本俊彦訳. -- 星和書店,
2015.10.

医9F図書 493.74//L57//1733

53

認知症の人の食事支援book : 食べる力を発揮できる環境づくり / 山田律子
著. -- 中央法規出版, 2013.5.

医9F図書 493.758//Y19//1738

54

こどもにやさしい病院 : わたしはチャイルド・ライフ・スペシャリスト / 藤井あけ
み著. -- 小学館, 2010.8.

医9F図書 493.92//F57//9810

55

18トリソミー : 子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして / 櫻井浩子, 橋
本洋子, 古庄知己編著. -- メディカ出版, 2014.12.

医9F図書 493.94//SA47//9833

NICU夜勤・当直マニュアル : まんがとチャートで強力バックアップ! / 鈴木悟編
56 著. -- メディカ出版, 2007.9. -- (Neonatal care : the Japanese journal of
neonatal care ; 2007年秋季増刊(通巻268号)).

医9F図書 493.95//SU96//9831

57

在宅におけるストーマケアマニュアル / 藤原泰子, 大塚邦子編. -- 真興交易
医書出版部, 2009.5.

医9F図書 494.658//F68//1749

58

ステップアップのための排泄ケア / 西村かおる著. -- 中央法規出版, 2009.7.
-- (基礎から学ぶ介護シリーズ).

医9F図書 494.95//N84//1735

59

子宮頸がんワクチン、副反応と闘う少女とその母たち / 黒川祥子著. -- 集英
社, 2015.6.

医8F闘病記 495.43//KU74//9806//がん7

60

みんなの医療安全 : 病院で働く / 東京海上日動メディカルサービス株式会社
メディカルリスクマネジメント室著. -- 日本看護協会出版会, 2015.7.

医9F図書 498.163//TO46//9829

61

PT・OT・STのためのリハビリテーション栄養 : 栄養ケアがリハを変える / 若林
秀隆著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2015.4.

医9F図書 498.58//W17//9841

62

チームで実践 : 高齢者の栄養ケア・マネジメント / 江頭文江著 ; 阿部充宏協
力. -- 中央法規出版, 2010.5.

医9F図書 498.59//E28//1736

63

できる!感染対策コンサルテーション : 今日から即実践!ICTのための / 笠原敬,
一木薫編著. -- メディカ出版, 2015.2.

医9F図書 498.6//KA71//1742

64

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//TO63//1745

65

赤ちゃんにきびしい国で、赤ちゃんが増えるはずがない。 / 境治著. -- 三輪
舎, 2014.12.

医8F図書 599//SA29//1753

66 癌だましい / 山内令南著. -- 文藝春秋, 2011.8.

医8F闘病記 913.6//Y46//9811//がん57

67

ぼくどうして涙がでるの / 伊藤文学著. -- スペースシャワーネットワーク,
2013.12.

医8F闘病記

68

えがおの宝物 : 進行する病気の娘が教えてくれた「人生で一番大切なこと」 /
加藤さくら著. -- 光文社, 2015.8.

医8F闘病記 916//KA86//9813//疾病28

69 神様がくれたHIV / 北山翔子著. -- 増補新装版. -- 紀伊國屋書店, 2010.6.

916//I89//9837//心臓12

医8F闘病記 916//KI74//9818//疾病9

70

僕の声は届かない。でも僕は君と話がしたい。 / 近藤崇著. -- KADOKAWA,
2015.6.

医8F闘病記

71

未来のことは未来の私にまかせよう : 31歳で胃がんになったニュースキャス
ター / 黒木奈々著. -- 文芸春秋, 2015.3.

医8F闘病記 916//KU75//9817//がん31

72

私、乳がん。夫、肺がん。39歳、夫婦で余命宣告。 : 私は、"私の命"をあきら
めない / 芽生著. -- 大和出版, 2013.8.

医8F闘病記 916//ME22//9828//がん0

73

キミの目が覚めたなら : 8年越しの花嫁 / 中原尚志, 中原麻衣著. -- 主婦の
友社, 2015.7.

医8F闘病記

74 耐えて、咲く / 大塚範一著. -- 講談社, 2013.4.

916//KO73//9808//脳24

916//N33//9809//脳3

医8F闘病記 916//O88//9807//がん99
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No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

75

娘になった妻、のぶ代へ : 大山のぶ代「認知症」介護日記 / 砂川啓介著. -双葉社, 2015.10.

医8F闘病記

76

サッカーボーイズ明日への絆 : 君のためならがんばれる / 清水久美子著. -カンゼン, 2009.12.

医8F闘病記 916//SH49//9834//小児がん19

77

オレ、3年で咲いてみせます。 / 高橋雅也著. -- 泰文堂, 2014.10. -- (リンダ
ブックス).

医8F闘病記 916//TA33//9827//疾病28

78 「だから、生きる。」 / つんく♂著. -- 新潮社, 2015.9.

916//SA16//9816//脳1

医8F闘病記 916//TS79//9821//がん51

79

18トリソミーはるの : 15か月の優しく切ない日記 / 宇井千穂著. -- かもがわ
出版, 2014.9.

医8F闘病記

80

そんな軽い命なら私にください : 余命ゼロいのちのメッセージ / 渡部成俊著. - 大和書房, 2007.8.

医8F闘病記 916//W45//9815//がん42

81 妻が遺した一枚のレシピ / 山田和夫著. -- 青志社, 2015.8.

916//U56//9820//障害0

医8F闘病記 916//Y19//9835//がん42

82

雨上がりに咲く向日葵のように : 「余命半年」宣告の先を生きるということ / 山
下弘子著. -- 宝島社, 2014.12.

医8F闘病記 916//Y44//9826//がん38

83

ナプキン・ノート : 父から娘へ、826枚の「お弁当メッセージ」 / ガース・キャラ
ハン著 ; 小林玲子訳. -- 辰巳出版, 2015.10.

医8F闘病記 936//C13//9819//がん43

84

最後の日まで毎日が贈り物 : がんと共に生きた医師の18か月のメモワール /
リー・リプセンタール著 ; 小西敦子訳. -- 草思社, 2013.3.

医8F闘病記 936//L67//9824//がん57

＜看護３回生＞
No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

85

わかる!使える!はじめての心理学 : イラスト図解 / ゆうきゆう監修. -- 学研プ
ラス, 2015.11.

医8F図書 140.4//W25//1755

86

手にとるように発達心理学がわかる本 / 小野寺敦子著. -- かんき出版,
2009.7.

医8F図書 143//O67//1778

87

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8F図書 369.26//O93//1785

88

発達障害の子どもを伸ばす魔法の言葉かけ / shizu著. -- 講談社, 2013.12. - (健康ライブラリー ; スペシャル).

医8F図書 378//SH94//1756

89

なにがちがうの?LD学習障害の子の見え方・感じ方 / 杉本陽子編. -- ミネル
ヴァ書房, 2014.2. -- (新しい発達と障害を考える本 ; 7).

医8F図書 378//SU38//1776

90

なにがちがうの?ADHD注意欠陥多動性障害の子の見え方・感じ方 / 高山恵
子編. -- ミネルヴァ書房, 2014.2. -- (新しい発達と障害を考える本 ; 8).

医8F図書 378//TA56//1777

91

発達が気になる子の心に届く叱り方・ほめ方 / 上野一彦編著 ;小林玄著 ; 小
学校編. -- 学陽書房, 2015.10.

92

身体のしくみとはたらき : 楽しく学ぶ解剖生理 / 増田敦子執筆者. -- サイオ
出版, 2015.4.

医9F図書 491.31//MA66//1794

93

読んでわかる解剖生理学 : テキスト / 竹内修二著 ; 生理学TN編集委員会編
著. -- 医学教育出版社, 2014.2.

医9F図書 491.31//TA67//1793

94

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//F85//1759

95 はじめての看護研究 : この1冊でできる! / 前田樹海著. -- ナツメ社, 2015.4.

小学校編

医8F図書 378//U45//1758

医8F図書 492.907//MA26//1813

96

基礎と臨床がつながるバイタルサイン / 三浦英恵, 村田洋章編集. -- 学研メ
ディカル秀潤社. -- (Nursing canvas book ; 1).

医8F図書 492.911//MI67//1779

97

画像のみかた : 早わかり : マンガでわかる、正常・異常ポイント! / 長嶺貴一
編著. -- メディカ出版, 2011.12. -- (Smart nurse Books ; 08).

医8F図書 492.911//N15//1795

98

まるごとやりなおしのフィジカルアセスメント : チャートとイラストで見てわかる!
/ 山勢博彰編著. -- メディカ出版, 2015.10.

医8F図書 492.913//Y43//1792

99

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. -学研メディカル秀潤社. -- (Nursing canvas book ; 4).

医8F図書 492.914//KI59//1781

100

人工呼吸器デビュー : はじめてでも使いこなせる・すぐ動ける / 露木菜緒編
集. -- 学研メディカル秀潤社.

医8F図書 492.916//TS96//1780
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101

ドレーン・カテーテル・チューブ管理完全ガイド / 窪田敬一編集. -- 照林社,
2015.7.

医8F図書 492.9163//KU14//1783

102

見てわかる腎・泌尿器ケア : 看護手順と疾患ガイド / 奴田原紀久雄 [ほか]
編集. -- 照林社, 2015.6.

医8F図書 492.926//N99//1782

103

看護師・介護士が知っておきたい高齢者の解剖生理学 : 気持ちに寄り添う仕
事をするための実践知識 / 野溝明子著. -- 秀和システム, 2014.12.

医9F図書 493.185//N94//1784

104

史上最強図解これならわかる!精神医学 / 上島国利監修. -- ナツメ社,
2011.6.

医9F図書 493.7//KA37//1787

105

図解やさしくわかる強迫性障害 : 上手に理解し治療する / 原井宏明, 岡嶋美
代著. -- ナツメ社, 2012.5.

医9F図書 493.74//H32//1789

統合失調症の人の気持ちがわかる本 : 不思議な「心」のメカニズムが一目で
106 わかる / 伊藤順一郎, 地域精神保健福祉機構(コンボ)監修. -- 講談社,
2009.11. -- (こころライブラリー : イラスト版).

医9F図書 493.76//TO23//1757

107

図解やさしくわかるパーソナリティ障害 : 正しい理解と付き合い方 / 牛島定信
著. -- ナツメ社, 2012.1.

医9F図書 493.76//U93//1788

108

図解やさしくわかる非定型うつ病 : 正しい理解と治療の進め方 / 貝谷久宣監
修. -- ナツメ社, 2014.7.

医9F図書 493.764//Z6//1790

109

図解よくわかるアスペルガー症候群 : 発達障害を考える心をつなぐ / 広瀬宏
之著. -- ナツメ社, 2008.7.

医9F図書 493.9375//H72//1786

110 こちら、ナース休憩室。 / 小林光恵著. -- PHP研究所, 2006.9.

医9F図書 498.14//KO12//1775

111

親子でいっしょにつくろう!女の子のおりがみ / 青柳祥子著. -- 成美堂出版,
[2015.6].

医8F図書 754.9//A57//1760

112

おりがみランド! / 金杉登喜子著. -- 日本文芸社, [2005.8]. -- (実用best
books).

医8F図書 754.9//KA46//1761

113

親子でカンタン&楽しくあそべる!男の子のおりがみ / 丹羽兌子著. -- ナツメ
社, 2015.8.

医8F図書 754.9//N89//1791

＜看護４回生＞
既に所蔵がある本が多そうなので、医学分館になさそうな本を探しました。
薬関係の本は、３回生の実習でよく使用した本を選びました。

No
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巻号次 配置場所
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114

ナイチンゲールの市街戦 = NIGHTINGALE,FIELD NURSE / 鈴木洋史原作 ;
東裏友希漫画. -- 小学館, 2014.11-.

1

医9Fよみもの

115

ナイチンゲールの市街戦 = NIGHTINGALE,FIELD NURSE / 鈴木洋史原作 ;
東裏友希漫画. -- 小学館, 2014.11-.

2

医9Fよみもの

116

検査値早わかりガイド / 江口正信編著. -- 新訂版, 第2版. -- サイオ出版,
2014.3.

医9F図書 492.1//E33//1810

117

「何か変?」を見逃さない!急変アセスメント / 佐藤憲明編著. -- 照林社,
2015.3.

医8F図書 492.913//SA85//1806

118

病態関連図が書ける観察・アセスメントガイド / 鈴木美穂, 荒井知子編集. -照林社, 2015.11. -- (プチナースBooks).

医8F図書 492.914//B99//1805

119

ドレーン管理デビュー : はじめてでもすぐできるすぐ動ける / 小松由佳編集. - 学研メディカル秀潤社.

医8F図書 492.9163//KO61//1804

120

はじめてのがん疼痛ケア / 木澤義之編集. -- メディカ出版, 2015.10. -- (カ
ラービジュアルで見てわかる!).

医8F図書 492.926//KI98//1809
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121

透析看護ポケットナビ / 宮下美子, 小川洋史編. -- 中山書店, 2009.11. -(Pocket Navi).

医8F図書 492.926//MI83//1797

122

がん化学療法看護ポケットナビ / 本山清美, 遠藤久美編. -- 中山書店,
2011.9. -- (Pocket Navi).

医8F図書 492.926//MO92//1798

123

ナースのためのやさしくわかるストーマケア / 溝上祐子監修. -- ナツメ社,
2015.8.

医8F図書 492.926//N56//1807

124

はじめてでもやさしい透析看護 : 透析療法の知識・技術と患者マネジメント /
渋谷祐子編集. -- 学研メディカル秀潤社.

医8F図書 492.926//SH23//1803

125

手にとるようにぐんぐんわかる!消化器内視鏡EMR/ESD看護 / 湯浅淑子 [ほ
か] 編集. -- 金芳堂, 2015.10.

医8F図書 492.926//Y96//1802

126

児童青年期精神看護学 : セルフケアへの支援 / 宇佐美しおり, 岡田俊編著.
-- 医歯薬出版, 2012.6.

医8F図書 492.927//U92//1796

127

認知症訪問看護 / 諏訪さゆり編著. -- 中央法規出版, 2015.10. -- (Q&Aと事
例でわかる訪問看護 / 日本訪問看護財団監修).

医8F図書 492.993//SU87//1812

128

小児・重症児者の訪問看護 / 田中道子, 前田浩利編著. -- 中央法規出版,
2015.9. -- (Q&Aと事例でわかる訪問看護 / 日本訪問看護財団監修).

医8F図書 492.993//TA84//1799

129

ねころんで読める呼吸のすべて : ナース・研修医のためのやさしい呼吸器診
療とケア : やさしい呼吸入門書 / 倉原優著. -- メディカ出版, 2015.7.

医9F図書 493.3//KU51//1808

130

新生児室・NICUで使う薬剤ノート / 北東功, 伊東祐順編著. -- 改訂4版. -- メ
ディカ出版, 2014.12.

医9F図書 493.95//H82//1800

131

手術室・ICUで使う薬剤ノート / 河本昌志編集. -- 改訂6版. -- メディカ出版,
2015.8.

医9F図書 494.22//KA95//1801

132

助産学実習プレブック : 助産過程の思考プロセス / 町浦美智子編著. -- 医
歯薬出版, 2015.11.

医9F図書 495.9//MA18//1811
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