
No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1
マンガでわかるこころを癒すセラピー : 私ってアダルトチルドレンだっ
たの?

阿部ゆかり著 すばる舎 医9F図書 146.8//A12//2020

2 ヘンでいい。 : 「心の病」の患者学
斎藤学, 栗原誠
子著

大月書店 医8F図書 146.8//SA25//2006

3
アダルト・チルドレン癒しのワークブック : 本当の自分を取りもどす16
の方法

西尾和美著 学陽書房 医8F図書 367.68//N86//2008

4
「ユマニチュード」という革命; なぜ、このケアで認知症高齢者と心が
通うのか

イヴ・ジネスト著 誠文堂新光社 医8F図書 369.26//G46//2066

5
養護教諭のコミュニケーション : 子どもへの対応、保護者・教師間連
携のポイント

海保博之, 田村
節子著

少年写真新聞社 医8F図書 374.9//KA21//2043

6 養護教諭の常識?非常識? 岡田加奈子著 少年写真新聞社 医8F図書 374.9//O38//2044

7 満足して死に逝く為に : ホスピスチャプレンが見た「老い」の叫び 沼野尚美著 佼成出版社 医9F図書 490.14//N99//2009

8
生と死を抱きしめて : ホスピスのがん患者さんが教えてくれた生きる
意味

沼野尚美著 明石書店 医9F図書 490.14//N99//2014

9 在宅ホスピスノート 徳永進著 講談社 医9F図書 490.14//TO41//2004

10 癒しのターミナルケア 柏木哲夫著 最新医学社 医9F図書 490.15//KA77//2030

11 訪問看護師が見つめた人間が老いて死ぬということ 宮子あずさ著 海竜社 医9F図書 490.15//MI76//2039

12 在宅ホスピス物語 : 死と生に向き合うとき 二ノ坂保喜著 青海社 医9F図書 490.15//N76//2029

13 かぎりなき使命 : ホスピス・緩和ケアとそのプロたち 柴田岳三著 青海社 医9F図書 490.15//SH18//2028

14 死はこわくない 立花隆著 文芸春秋 医9F図書 490.15//TA13//2005

15 誰も知らないイタリアの小さなホスピス 横川善正著 岩波書店 医9F図書 490.15//Y74//2003

看護学科1回生

学生の選ぶ本！

お好みはあるかな？ 学生 選書

いま、私が興味を持っている分野であるターミナルケアとホスピス、精神科、救急医療、糖尿病

などについての本を中心に選ばせていただきました。実際の看護技術についてはできるだけ簡

単にわかりやすく説明してくれている本を選んだつもりです。また薬理学、統計学など、まだ１回

生なので学んでいませんが今後勉強することになる科目で難しそうなものに関する本も、今のう

ちに入門的に読んでおきたいと思いまして選びました。



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

16
ナースのための新しい薬の知識 : 薬の豆図鑑と索引が便利 : 豊富な
イラスト、図解、写真で薬の基本がわかる  (ナースのための知識シ
リーズ)

栗原博之著 誠文堂新光社 医9F図書 491.5//KU61//2012

17
薬理学がわかる : 薬の仕組みが基礎からしっかり理解できる!
(ファーストブック)

鈴木正彦著 技術評論社 医9F図書 491.5//SU96//2016

18 ナースのための読み解く薬理学 山岸昌一監修 メディカルレビュー社 医9F図書 491.5//Y53//2017

19 看護のアジェンダ 井部俊子著 医学書院 医8F図書 492.9//I11//2034

20
マンガでわかるナースの統計学 : データの見方から説得力ある発表
資料の作成まで

田久浩志, 小島
隆矢共著

オーム社 医8F図書 492.9019//TA74//2007

21 看護学生のためのレポート&実習記録の書き方  第2版. 百瀬千尋編著 メヂカルフレンド社 医8F図書 492.907//MO27//2021

22
重症外傷患者の管理 : 基本アルゴリズムと部位別外傷医療&ケア
(重症患者ケア  ; vol 5 no 3 (2016))

藤野智子特集編
集

総合医学社 医8F図書 492.916//F64//2025

23 もう怖くない急変対応 : チャートでまるわかり! 濱本実也編著 照林社 医8F図書 492.916//H24//2019

24 ゼロからわかる救急・急変看護 佐々木勝教監修 成美堂出版 医8F図書 492.916//Z3//2011

25 タタミの上で死なせたい : よりよいターミナルケアのために 芝田英昭編 文理閣 医8F図書 492.918//SH18//2026

26 糖尿病看護ビジュアルナーシング  初版.  (見てできる臨床ケア図鑑) 柏崎純子編集 学研メディカル秀潤社 医8F図書 492.926//KA77//2018

27 はじめてのがん化学療法看護  (カラービジュアルで見てわかる!) 辻晃仁編集 メディカ出版 医8F図書 492.926//TS41//2022

28 訪問看護の泣き笑い : あなたのお宅へ今日もゆく
訪問看護書籍編
集委員会編著

洛和会ヘルスケアシステム介護支援部介護事業部 医8F図書 492.993//R12//2024

29 精神科医がこころの病になったとき
クリストフ・アンド
レ編

紀伊國屋書店 医8F闘病記 493.7//A48//2064//精神0

30 生きることにつまずかないために : 精神科医がみた現代に病む人々 町沢静夫著 海竜社 医9F図書 493.7//MA19//2015

31 マンガで読むメンタルクリニック診察室 : 心の病の治し方 岡田尊司原作 ブックマン社 医9F図書 493.7//O38//2027

32 音楽嗜好症 (ミュージコフィリア) : 脳神経科医と音楽に憑かれた人々
オリヴァー・サック
ス著

早川書房 医9F図書 493.7//SA12//2067

33 痩せ姫 : 生きづらさの果てに エフ=宝泉薫著 KKベストセラーズ 医9F図書 493.74//H91//2013

34 あなたのためなら死んでもいいわ : 自分を見失う病「共依存」 水沢都加佐著 春秋社 医9F図書 493.74//MI96//2065

35 相方は、統合失調症
松本キック, ハウ
ス加賀谷著

幻冬舎 医8F闘病記 493.763//MA81//2010//精神9

36 父へ母へ。100万回の「ありがとう」 『PHP』編集部編 PHP研究所 医8F図書 914.68//P56//2038

37 天国ポスト : もう会えないあの人に想いを届けます。  (Twj books) 寺井広樹著 トランスワールドジャパン 医8F図書 914.68//TE45//2042

38
しあわせの王様 : 全身麻痺のALSを生きる舩後靖彦の挑戦  増補新
装版

舩後靖彦, 寮美
千子著

ロクリン社 医8F闘病記 916//F89//2045//疾病27

39 脳梗塞日誌 : 病棟から発信!涙と笑いとリハビリの100日間 日垣隆著 大和書房 医8F闘病記 916//H55//2037//脳24
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40 私は親に殺された! : 東大卒女性医師の告白  (朝日新書 ; 495) 小石川真実著 朝日新聞出版 医8F闘病記 916//KO33//2023//精神7

41
娘はまだ6歳、妻が乳がんになった : ドキュメント「妻ががんになった
ら」

桃山透著 プレジデント社 医8F闘病記 916//MO29//2041//がん1

42 でも、生きてるし、今日も恋してる。 : 難病女子の婚活ライフ
大橋グレース愛
喜恵著

宝島社 医8F闘病記 916//O28//2040//疾病91

43 たっくん : 生きたいと頑張った3年2カ月の記録 嶋藤登美子著 幻冬舎メディアコンサルティング 医8F闘病記 916//SH37//2035//小児がん19

44 112日間のママ 清水健著 小学館 医8F闘病記 916//SH49//2032//がん1

45 いつか貴い陽のしたで 辻聖郎著 幻冬舎メディアコンサルティング 医8F闘病記 916//TS41//2036//その他0

46 命の尊さについてぼくが思うこと 山田倫太郎著 角川書店 医8F闘病記 916//Y19//2031//心臓11

47 サックス先生、最後の言葉
オリヴァー・サック
ス著

早川書房 医8F闘病記 934.7//SA12//2033//がん0

No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 トラウマセラピー・ケースブック : 症例にまなぶトラウマケア技法
野呂浩史企画・
編集

星和書店 医8F図書 146.8//N96//0608

2
訪問看護師のための診療報酬&介護報酬のしくみと基本 : 図解でス
イスイわかる

宮崎和加子, 清
崎由美子編著

メディカ出版 医8F図書 364.4//MI88//0616

3
介護の現場で役立つ医療的ケアハンドブック : 介護職従事者必携! :
たんの吸引経管栄養  2訂版

ユーキャン介護職のため
の医療的ケア研究会編

ユーキャン学び出版 医8F図書 369//Y97//0617

4 心電図読み方の極意 : エキスパートはここを見る 三田村秀雄編 南山堂 医9F図書 492.123//MI58//0610

5 あらゆる場面で使える鎮静・鎮痛Q&A96 安宅一晃編 羊土社 医9F図書 492.37//A94//0604

6
看護技術がうまくなる!聴診静脈注射採血 : 見てすぐわかる ケアに活
かせる

月刊ナーシング
編集部編

学研メディカル秀潤社 医8F図書 492.911//G32//0614

7
救急での動きかた・患者のみかた : 観察・ケアの流れとポイントがこ
れ1冊でわかる!  (Emergency care ; 2016年夏季増刊(通巻375号))

芝田里花編集 メディカ出版 医8F図書 492.916//SH18//0611

8
決定版!オペナースのための手術室モニタリング : 麻酔導入～術直後
の流れに沿って読める!動ける!
 (Ope nursing ; 2016年秋季増刊(通巻417号))

讃岐美智義編 メディカ出版 医8F図書 492.9163//SA67//0606

書名：「決定版！オペナースのための手術室モニタリング」

かっこいいイメージのあるオペ室看護師。

そんな「オペ看」になるために必須の14のモニタリングを徹底解説！

イラストやマンガを使って説明してくれている本なので、1から学んでモニタリングを攻略しちゃいましょう！

看護学科2回生
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9
マンガでわかる!透析患者のよくある症状とケア : 透析しているとき・し
ていないときに気をつけたい36の訴え
  (透析ケア ; 2016年夏季増刊(通巻292号))

伊東稔, 相澤裕
編集

メディカ出版 医8F図書 492.926//I89//0615

10
もっとねころんで読める呼吸のすべて  (やさしい呼吸入門書 ; 2 .
ナース・研修医のためのやさしい呼吸器診療とケア ; 2)

倉原優著 メディカ出版 医9F図書 493.3//KU51//0612

11 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 医9F図書 493.74//A77//0613

12
ここからはじめる!新生児の呼吸管理ビジュアルガイド : 病態生理・人
工呼吸器のきほんからトラブル対応まで  (Neonatal care : the
Japanese journal of neonatal care ; 2016年秋季増刊(通巻394号))

長和俊編著 メディカ出版 医9F図書 493.95//C52//0605

13 医療関連機器圧迫創傷の予防と管理 : ベストプラクティス
日本褥瘡学会編
集

照林社 医9F図書 494.33//N77//2099

14
プラクティカル補助循環ガイド : 研修医・看護師・臨床工学技士のた
めの : カラー図解で見てわかる!よくわかる!  新版

澤芳樹総監修 メディカ出版 医9F図書 494.643//P97//0603

15
イラストでわかる!特定保健用食品と医薬品 : 作用機序と相互作用が
まるわかり

藤本浩毅, 篠塚
和正著

文光堂 医9F図書 498.5//F62//0602

16
在宅栄養管理 : 経口から胃瘻・経静脈栄養まで  改訂2版.  (在宅医
療の技とこころ)

小野沢滋編著 南山堂 医9F図書 498.59//O67//0618

17
産業保健スタッフのためのセルフケア支援マニュアル : ストレスチェッ
クと連動した相談の進め方

島津明人, 種市
康太郎編

誠信書房 医9F図書 498.8//SH46//0619

18 基礎からわかる服薬指導  第2版 浜田康次著 ナツメ社 医9F図書 499.2//H22//0609

19
膝関節疾患のリハビリテーションの科学的基礎  (Sports physical
therapy seminar series ; 10)

玉置龍也 [ほか]
編集

ナップ 医8F図書 780.19//TA78//0607

No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 触れることの科学 : なぜ感じるのかどう感じるのか
デイヴィッド・J.リ
ンデン著

河出書房新社 医8F図書 141.24//L63//2092

2
介護のためのボディメカニクス : 力学原理を応用した身体負担の軽
減 : body mechanics for careworkers

小川鑛一, 北村
京子共著

東京電機大学出版局 医8F図書 369.16//O24//2087

3 写真でわかる拘縮ケア : 介護に役立つ! 田中義行監修 ナツメ社 医8F図書 369.26//SH13//2097

4
発症から看取りまで認知症ケアがわかる本 : 介護がラクになる知恵
と工夫

渡辺千鶴著 洋泉社 医8F図書 369.26//W46//2098

5 解剖生理をおもしろく学ぶ  新訂版 増田敦子執筆 サイオ出版 医9F図書 491.31//MA66//2068

今回は、実習でよく学生が担当する疾患や、がん、糖尿病、慢性腎臓病、認知症を代表とする近

年増えている疾患に関して、絵・写真を多用していて参考にしやすいと感じた本を選書しました。

人間はさまざまな環境から影響を受けて暮らしを組み立てています。患者の生活継続を支援す

る看護師は、目の前の患者だけでなく患者を取り巻く環境、家族をふくめ援助を考えていかなけ

ればなりません。今、患者の状態を観察してなぜそうなっているのか、私たちに何ができるのか

を、この本たちとともに皆さんの柔軟な視点で考えていただけたら幸いです。

看護学科3回生
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6 咀嚼をそしゃくする : 食育・介護・栄養管理に役立つ咀嚼の基礎知識 山田好秋著 口腔保健協会 医9F図書 491.343//Y19//2086

7
睡眠科学 : 最新の基礎研究から医療・社会への応用まで  (Dojin
bioscience series ; 26)

三島和夫編 化学同人 医9F図書 491.371//MI53//2091

8 ナースのためのやさしくわかる基礎看護技術 : マンガと写真でわかる 石田弘子編著 ナツメ社 医8F図書 492.911//I72//2060

9
まるごとやりなおしのバイタルサイン : アセスメント力がつく!正常・異
常がわかる!

桑原美弥子編著 メディカ出版 医8F図書 492.911//KU95//2062

10 関連図の書き方をマスターしよう 蔵谷範子編著 サイオ出版 医8F図書 492.913//KU56//2069

11 ICU3年目ナースのノート 道又元裕総監修 日総研出版 医8F図書 492.916//I17//2048

12
急変対応のABCD : 予測 行動 意思疎通 記録 : anticipate behave
communicate document

石松伸一編著 照林社 医8F図書 492.916//I77//2050

13 エビデンスに基づく小児看護ケア関連図 山口桂子編集 中央法規出版 医8F図書 492.925//Y24//2089

14 Q&Aでナットクがん化学療法と看護 新井敏子編集 中央法規出版 医8F図書 492.926//A62//2051

15 褥瘡ケアデビュー : 評価・選択・実行できる 丹波光子監修 学研メディカル秀潤社 医8F図書 492.926//J67//2090

16
循環器疾患看護 : 病状・病態の理由がわかる病態関連図ケアの根
拠がわかる看護問題サブ関連図2つの関連図で観察・ケア・根拠

渕本雅昭監修 日総研出版 医8F図書 492.926//J96//2049

17
ナースのための直感でとらえる!循環器疾患の総整理 : なっとく!18ス
テップ

永井利幸著 メディカ出版 医8F図書 492.926//N14//2095

18
心臓病患者さんの生活・退院指導 : 説明上手なナースになる! : 読め
ば今日からすぐ役立つ

北風政史監修 メディカ出版 医8F図書 492.926//SH69//2052

19
疑問解決!らくらく理解!心臓病の生活・退院指導 : 説明シートで患者さ
んのハートをつかむ・まもる

山名比呂美編著 メディカ出版 医8F図書 492.926//Y33//2053

20 事例にみるうつ病の理解とケア  (シリーズ・ともに歩むケア ; 3)
白石弘巳, 田上
美千佳編著

精神看護出版 医8F図書 492.927//SH82//2055

21
家族にもケア : 統合失調症はじめての入院  (シリーズ・ともに歩むケ
ア ; [1])

田上美千佳編著 精神看護出版 医8F図書 492.927//TA89//2054

22 フォレンジック看護 : 性暴力被害者支援の基本から実践まで 加納尚美編集 医歯薬出版 医8F図書 492.928//KA58//2096

23
ナースの困ったに答える高齢者の看護ケア : よくみる疾患よく出合う
問題

東京都健康長寿医
療センター看護部
監修

学研メディカル秀潤社 医8F図書 492.929//N99//2058

24
ココに注意!高齢者の糖尿病 : 老年症候群を考えた治療とQOLを高め
る療養指導のコツ

荒木厚編 羊土社 医9F図書 493.123//A64//2046

25
糖尿病3Cワークブック : この1冊でカーボカウント・インスリンポンプ・
CGMがわかる!  改訂第2版

村田敬著 中山書店 医9F図書 493.123//MU59//2076

26
これだけでわかる食物アレルギー : 基礎的な知識から専門的な対応
まで  (アレルギー大学テキスト)

アレルギー支援
ネットワーク編

みらい 医9F図書 493.14//A41//2070

27 図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 永井正著 法研 医9F図書 493.173//N14//2084

28
よくわかる高齢者のからだと病気 : 看護師・介護士のための解剖生
理学

山口潔監修 池田書店 医9F図書 493.185//Y79//2056

29
乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を自分でケアする  最
新版

廣田彰男, 佐藤
佳代子監修

主婦の友社 医9F図書 493.29//N99//2088



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

30 拒食症と過食症の治し方  (健康ライブラリー : イラスト版) 切池信夫監修 講談社 医9F図書 493.7//KY5//2072

31
認知関連行動アセスメント : 日常生活から高次脳機能障害を理解す
る

森田秋子編 三輪書店 医9F図書 493.73//MO66//2079

32
摂食障害心と身体のケアアドバイスブック  (シリーズ・ともに歩むケア
; 2)

西園文著 精神看護出版 医9F図書 493.74//N87//0620

33 認知症の人の「食べられない」「食べたくない」解決できるケア 枝広あや子著 日総研出版 医9F図書 493.75//E21//2083

34
そうだったんだ!認知症 : 治療・ケアがうまくいかないのは認知症のせ
い?

小川朝生編集 文光堂 医9F図書 493.758//O24//2093

35
薬相談2万5千件のプロが答えるよくわかる認知症と薬のQ&A : 医療
従事者・家族が知りたい! : みんなが悩む高齢者への抗血栓治療薬
投与の疑問も解決

徳田正武著 メディカ出版 医9F図書 493.758//TO35//2061

36 はじめてであう小児科の本  改訂第4版 山田真著 福音館書店 医9F図書 493.9//Y19//2078

37
プロフェッショナルに聞いた!乳幼児の発熱
 (Rp.+ : やさしく・くわしく・強くなる ; Vol.15,No.4(2016年秋号))

南山堂 医9F図書 493.92//I89//2057

38 よくわかる子どものリハビリテーション : rehabilitation in children 栗原まな著 クリエイツかもがわ 医9F図書 493.937//KU61//2080

39 がん治療薬まるわかりbook 勝俣範之編著 照林社 医9F図書 494.53//KA88//2059

40 データに基づく臨床動作分析  第1版 藤澤宏幸編著 文光堂 医9F図書 494.78//F66//2081

41 慢性腎臓病(CKD)進行させない治療と生活習慣  改訂版
原茂子, 福島正
樹共著

法研 医9F図書 494.93//H31//2085

42
図解でわかる腎臓病 : 腎臓を守るおいしいレシピつき  (徹底対策シ
リーズ)

主婦の友社編 主婦の友社 医9F図書 494.93//I43//2073

43 いまさら訊けない!CKD患者栄養・運動療法の考えかた, やりかたQ&A 加藤明彦編著 中外医学社 医9F図書 494.93//KA86//2075

44 糖尿病腎症の食品交換表  第3版
日本糖尿病学会
編・著

文光堂 医9F図書 494.93//N77//2077

45 CG動画でわかる!分娩のしくみと介助法
竹田省, 高橋眞
理編集

メジカルビュー社 医9F図書 495.7//TA59//2047

46
写真でわかる助産技術アドバンス : 妊産婦の主体性を大切にしたケ
ア、安全で母子に優しい助産のわざ  (DVD BOOK)

平沢美惠子, 村
上睦子監修

インターメディカ 医9F図書 495.9//SH13//2063

47
やさしいコミュニケーション障害学 : 基礎からわかる言語聴覚療法の
実際

八王子言語聴覚
士ネットワーク編

三輪書店 医9F図書 496.9//H11//2082

48 関連図からみた口腔ケア : 病院から在宅まで
日本口腔ケア学
会編

永末書店 医9F図書 497.9//N77//2094

49 新ビジュアル食品成分表 : 食品解説つき  新訂第2版
新しい食生活を
考える会編著

大修館書店 医9F図書 498.51//A94//2071

50
新糖質量ハンドブック : 外食が多い人、自炊派にも糖質制限に役立
つ!

主婦の友社編 主婦の友社 医9F図書 498.55//SH99//0601

51 赤ちゃんすくすく時期別妊娠中の食事
食のスタジオ栄
養・食事指導

西東社 医9F図書 498.59//SH96//2074

*4回生は実習のため残念ながら不参加でした。
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