
No. 書名 著者 出版社 冊数
1 まなざしのレッスン 三浦篤 東京大学出版会 1
2 西洋美術史ハンドブック 高階秀爾他 新書館 1
3 世界演劇事典 ロビン・メイ 開文社出版 1
4 英単語記憶辞典 山田虎雄 開文社出版 1
5 女性と戦争 エルシュテイン 法政大学出版局 1
6 地域のロゴス 大峯顕他 世界思想社 1

7 快適！ストーマ生活
松浦信子
山田陽子

医学書院 1

8 これだけは知っておきたい整形外科 細野昇　編 医学書院 1

9 参加観察法入門

ジェイムズP.スプラッド
リー
田中美恵子/麻原きよ
み　訳

医学書院 1

10
質的研究の実践と評価のためのサブストラク
ション

北素子
谷津裕子

医学書院 1

11
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程
＋病態関連図

医学書院 1

12 フィジカルアセスメント完全ガイド 第2版 藤崎郁
学研メディカル秀潤
社

1

13 臨床実践フィジカルアセスメント 佐藤憲明 南江社 1

14
フィジカルアセスメントをケアにつなげる　12
事例で学ぶ看護の要点

藤崎郁
石賀奈津子

医学書院 1

15
カラー写真で見るニュートリション・フィジカル
アセスメント

市川和子 メディカ出版 1

16 ヘルス・フィジカルアセスメント
種池礼子
岡山寧子

照林社 1

17 実践するヘルスアセスメント 鎌倉やよい
学研メディカル秀潤
社

1

18
看護教諭のためのフィジカルアセスメント　見
て学ぶ応急処置の基礎基本

大谷尚子
大西文子
五十嵐徹

日本小児医事出版
社

1

19 看護倫理　シリーズ生命倫理学第14巻
浜渦辰二
宮脇美保子

丸善出版 1

20 臨床倫理ベーシックレッスン
石垣靖子
清水哲郎

日本看護協会出版
会

1

21
新しいチーム医療　看護とインタープロフェッ
ショナル・ワーク入門

田村由美 看護の科学社 1

22 看護学生のための医療倫理
盛永審一郎
長嶋隆

丸善出版 1

23
カンファレンスで根付かせる看護倫理現場導
入の仕方　院内研修・勉強会にそのまま使え
る

渕本雅昭 日総研出版 1

24 看護倫理学入門 石井トク 医歯薬出版 1
25 医療職のための臨床倫理のことば48 浅井篤 日本看護協会出版 1

26 ケアを深める看護倫理の事例検討
医療人を考える会
杉谷藤子
川合政恵

日本看護協会出版
会

1

27 これからの看護研究　基礎と応用　第3版
小笠原知枝
松本光子

ヌーヴェルヒロカワ 1

28 モース＆フィールドの看護研究

ジャニス・M.モース
ベギー・アン・フィール
ド
野地有子

日本看護協会出版
会

1

29 黒田裕子の看護研究Step　ｂｙ　Step　第4版 黒田裕子 医学書院 1
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30 看護研究のための文献レビュー
ジュディス・ガラード
安部陽子

医学書院 1

31
看護研究サポートブック　改訂3版
ワークシートで研究計画がラクラク完成

安藤満代 大学教育出版 1

32
社会人大学院生のススメ　働きながら、子育
てしながら博士・修士

松本肇
稲垣諭
長沼貴美

オクムラ書店 1

33 看護管理・看護研究・看護制度　第4版 矢野正子 メヂカルフレンド社 1

34
楽しくなる看護研究　テーマの決定から研究
デザイン、論文作成・発表まですべてがわか
る！

上野栄一
出口洋二
一ノ山隆司

メヂカルフレンド社 1

35 ナースのための研究発表のツボ211 及川慶浩 メディカ出版 1

36 カウンセリング心理学ハンドブック　実践編
松原達哉
楡木満生
田上不二夫

金子書房 1

37 ランニングと脳―走る大脳生理学者 [単行本] 久保田 競 朝倉書店 1

38 関節モーメントによる歩行分析 [単行本]
臨床歩行分析研究会
(編集)

医歯薬出版 1

39
立ち上がり動作の分析 (ボディダイナミクス入
門) [単行本]

江原 義弘 医歯薬出版 1

40
100歳！ 日野原重明のフレディ・エクササイズ
[単行本]

日野原重明 (監修) 飛鳥新社 1

41
看護技術 講義・演習ノート〈下巻〉日常生活
援助技術篇

山口 瑞穂子 (監修) 医学芸術社 1

42
看護技術 講義・演習ノート〈上巻〉日常生活
援助技術篇

山口 瑞穂子 (監修) 医学芸術社 1

43 衣環境の科学 (衣の科学シリーズ)
田村 照子 (著), 平田
耕造

建帛社 1

44
衣生活の科学―健康的な衣の環境をめざし
て

谷田貝 麻美子 (著),
間瀬 清美 (著)

アイケイコーポレー
ション

1

45 護学生のための 薬理学ワークブック [単行 食見 忠弘 (著) 医学書院 1
46 基礎看護技術 香春知永 南山堂 1

47
新体系看護学全書１２　基礎看護学③基礎看
護技術Ⅱ

深井喜代子　編 メヂカルフレンド社 1

48 最新注射・輸液マニュアル 上谷いつ子
日本看護協会出版
会

1

49 演習・実習に役立つ基礎看護技術　DVD付 三上れつ
NOUVELLE
HIROKAWA

1

50 はじめての注射と採血 大阪労災病院看護部 メディカ出版 1
51 医療のための人体解剖学 斉藤基一郎 廣川書店 1
52 災害看護 黒田裕子 メディカ出版 2
53 演習で学ぶ災害看護 小原真理子 南山堂 2
54 石巻赤十字病院の100日間 由井りょう子 小学館 1

55
ひとり　誰にも看取られず―激増する孤独死
とその防止策

佐々木とく子
阪急コミュニケー
ションズ

1

56
常盤平団地発信　孤独死ゼロ作戦―生きか
たは選べる！ 中沢卓実 本の泉社 1

57

ルポ　ゴミ屋敷に棲む人々―孤立死を呼ぶ
「セルフ・ネグレクト」の実態

岸恵美子 幻冬舎新書 1

58 高齢者の生活機能の総合評価 鳥羽研二 新興医学出版社 1

59
地域包括ケアの行方―「みえ高齢者元気・か
がやきプラン」から課題とあり方を探る

レジデンシャルケア研
究会

筒井書房 1
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60
大都市の地域包括ケアシステム―「見えにく
さ」と「描く力」

太田貞司 光生館 1

61 地域包括ケアシステム 高橋絋士 オーム社 1
62 呼び寄せ高齢者 伊藤シヅ子 風媒社 1
63 健康づくりへのアプローチ 石川兵衛 文光堂 1
64 運動器リハビリテーションシラバス リハビリ学会 南江堂 1
65 嚥下障害ポケットマニュアル 藤島一郎 医歯薬出版 1
66 口から食べる嚥下障害Ｑ＆Ａ 藤島一郎 中央法規 1
67 認知症患者の摂食・嚥下リハビリテーション 野原幹司 南山堂 1
68 インターライン式ケアアセスメント 池上直巳 医学書院 1
69 上級リーダー編 高口光子 医歯薬出版 1
70 自立支援のための住宅改修 鶴見隆正 医学書院 1
71 地域リハビリテーション原論 太田仁史 医歯薬出版 1
72 写真でわかる訪問看護 押川真喜子 インターメディカ 1
73 在宅看護実習ガイド 山田雅子 照林社 1
74 実践　地域看護学 中西勝子 建帛社 1
75 説明力で差がつく保健指導 坂根直樹 中央法規 1
76 地域保健にいかすＣＢＰＲ ＣＢＰＲ研究会 医歯薬出版 1
77 メンタルヘルスの知識と技術 姫井昭男 医学書院 1
78 乳幼児健診マニュアル第４版 福岡医師会 医学書院 1
79 第１巻公衆衛生看護概論 メヂカルフレンド社 1
80 第２巻公衆衛生看護技術 メヂカルフレンド社 1
81 第３巻公衆衛生活動論① メヂカルフレンド社 1
82 第５巻公衆衛生看護管理論第 メヂカルフレンド社 1
83 第７巻保健医療福祉行政論 メヂカリフレンド社 1
84 公衆衛生看護学第２版総論 日本看護協会 1
85 公衆衛生看護学第２版各論① 日本看護協会 1
86 公衆衛生看護論第２版各論② 日本看護協会 1
87 公衆衛生看護学．Ｊｐ改訂第３版 荒賀直子 インターメディカ 1
88 行動変容のための面接レッスン 足立淑子 医歯薬出版 1
89 戦略的個別保健指導ガイド 田中　英夫 看護の科学者 1

90 学校と家庭で育む子どもの生活習慣
日本学校保健会出
版部

1

91 養護教諭のための学校保健　第11版 少年写真新聞社 1

92
養護教諭、看護師、保健師のための学校看
護―学校環境と身体的支援を中心に

東山書房 1

93 改訂 保健室経営マニュアル その基本と実際 ぎょうせい 1
94 保健指導のレシピ 東山書房 1
95 Q&A 学校災害対応ハンドブック ぎょうせい 1
96 学校・子どもの安全と危機管理 少年写真新聞社 1

97
学校事故 知っておきたい!養護教諭の対応と
法的責任

時潮社 1

98
学校のための法律救急箱―危機管理のため
にすべきこと、してはいけないこと

学事出版 1

99
学校における情動・社会性の学習―就学前
から高等学校まで

日本学校保健会出
版部

1

100 エッチのまわりにあるもの―保健室の社会学 解放出版社 1
101 改訂2版　場面でまなぶ在宅看護論 メディカ出版 1
102 ＜弱さ＞のちから 鷲田 清一 講談社 1

103 コミュニティ 安全と自由の戦場
ジグムント バウマン ,
奥井 智之

筑摩書房 1

104 根拠と事故防止からみた 小児看護技術 浅野みどり 医学書院 3

105
発達段階を考えたアセスメントにもとづく小児
看護過程

茎津智子 医歯薬出版 3

106 こどもの腎炎・ネフローゼ 五十嵐隆 メディカルトリビュー 2

107
子どもの医療と生命倫理: 資料で読む　[第2
版]

玉井真理子 法政大学出版局 1

108 子どもの医療と法 第２版 小山剛 尚学社 1
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109
世界を救う７人の日本人~国際貢献の教科書
~

池上彰 日経BP社 1

110
パブリックヘルス 市民が変える医療社会―ア
メリカ医療改革の現場から―

細田満和子 明石書店 1

111 ルポ アメリカの医療破綻 ジョナサンコーン 東洋経済新報社 1

112
政府は必ず嘘をつく アメリカの「失われた１０
年」が私たちに警告すること

堤未果 角川マガジンズ 1

113
在日「外国人」読本―ボーダーレス社会の基
礎知識 (プロブレムQ&A)

佐藤文明 緑風出版 1

114 ニッポンに生きる�在日外国人は今  共同通信取材班 現代人文社 1

115
多文化共生社会と外国人コミュニティの力 �
ゲットー化しない自助組織は存在するか?

吉富志津代 現代人文社 1

116 ルポ 差別と貧困の外国人労働者 安田浩一 光文社 1

117 日本で暮らす移住者の貧困
移住労働者と連帯す
る全国ネットワーク貧
困プロジェクト

現代人文社 1

118
在日外国人と多文化共生―地域コミュニティ
の視点から―

佐竹真明 明石書店 1

119
移住者が暮らしやすい社会に変えていく30の
方法

移住労働者と連帯す
る全国ネットワーク

合同出版 1

120
もっと知ろう!! わたしたちの隣人―ニューカ
マー外国人と日本社会

加藤剛 世界思想社 1

121
介護現場の外国人労働者―日本のケア現場
はどう変わるのか―

塚田紀子 明石書店 1

122
グローバル化の中で生きるとは―日系ブラジ
ル人のトランスナショナルな暮らし

三田千代子 上智大学 1

123 日本を元気にする国ブラジル 秋山芳郎 早稲田出版 1

124
ブラジル人学校の子どもたち―「日本かブラ
ジルか」を超えて 

拝野寿美子 ナカニシヤ出版 1

125 在日ブラジル人の労働と生活 小内透 御茶ノ水書房 1
126 ブラジルにおけるデカセギの影響  小内透 御茶ノ水書房 1
127 在日ブラジル人の教育と保育の変容 小内透 御茶ノ水書房 1

128
「移動する子どもたち」の考える力とリテラ
シー

川上郁雄 明石書店 1

129
＜精神科臨床エキスパート＞抗精神病薬完
全マスター

中村純 医学書院 1

130
＜精神科臨床エキスパート＞これからの退院
支援・地域移行

水野雅文 医学書院 1

131
＜精神科臨床エキスパート＞児童・青年期患
者の診方と対応

青木省三 医学書院 1

132
＜精神科臨床エキスパート＞認知症診療の
実践テクニック

朝田隆 医学書院 1

133 精神看護学概論・精神保健 清水順三郎 メヂカルフレンド社 1
134 精神障害をもつ人の看護 清水順三郎 メヂカルフレンド社 1
135 出題傾向がみえる精神看護学 高橋ゆかり ピラールプレス 2

136
心理測定尺度集＜５＞個人から社会へ“自
己・対人関係・価値観”

堀洋道 サイエンス社 2

137
心理測定尺度集＜６＞現実社会とかかわる
“集団・組織・適応”

堀洋道 サイエンス社 2

138
心理測定尺度集＜４＞子どもの発達を支える
“対人関係・適応”

堀洋道 サイエンス社 2

139
知りたいことがなんでもわかる　子どものここ
ろのケア

市川宏伸 永井書店 2

140
児童精神科の入院治療　抱えること・育てるこ
と

山崎透 金剛出版 2

141 ストレス対処能力SOC 山崎喜比古 有信堂高文社 1
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142
思春期のストレス対処力SOC－親子・追跡調
査と提言

山崎喜比古 有信堂高文社 1

143 精神保健福祉白書
精神保健福祉白書編
集委員会

中央法規 3

144
100の思考実験あなたはどこまで考えられる
か

ジュリアン・バジーニ 紀伊国屋書店 1

145
リカバリー希望をもたらすエンパワーメントモ
デル

カタナ・ブラウン 金剛出版 1

146
楽しい毎日を送るためのスキル：発達障害の
ある子のステップアップトレーニング

辻井正次 日本評論社 1

147
新版発達障害児のための支援制度ガイドブッ
ク

日本発達障害ネット
ワーク

唯学書房 1

148
発達障害児者の防災ハンドブックーいのちと
生活を守る福祉避難所を

新井英靖 クリエイツかもがわ 1

149
発達障害のある子どもの視覚認知トレーニン
グ：教室、家庭ですぐできる

本多和子 学研教育出版 1

150
発達障害のある大学生のキャンパスライフサ
ポートブック

高橋知音 学研教育出版 1

151 精神看護臨地実習 川野雅資 医学書院 3

152
医療従事者と家族のための小児在宅医療支
援マニュアル 第2版

船戸 正久 メディカ出版 2

153 子どもと家族のための小児がんガイドブック
東京都立小児総合医
療センター血液腫瘍科

永井書店 1

154 思春期のメンタルヘルス 倉本英彦 北大路書房 1

155
やさしく学ぶ発達心理学―出逢いと別れの心
理学

浜崎 隆司 ナカニシヤ出版 2

156 STEP外科〈2〉消化器外科・小児外科 金廣 裕道 海馬書房; 第2版 1
157 これだけは知っておきたい小児ケアQ&A 五十嵐 隆 総合医学社; 第2版 3

158 小児・思春期糖尿病管理の手びき
日本糖尿病学会/日
本小児内分泌学会

南江堂; 3版 2

159
すぐに役立つ小児慢性疾患支援マニュアル
改訂版

加藤 忠明 東京書籍; 改訂版 2

160 小児看護とアレルギー疾患 山元恵子監修 中山書店 2
161 子どものヘルスプロモーション 八重垣健 医歯薬出版 2
162 小児クリテカルケア看護 中田輪編 　南江堂 2
163 NANDA-I看護診断定義と分類 2012-2014 日本看護診断学会 医学書院 2
164 黒田裕子の看護研究 Step by Step第４版 黒田裕子 医学書院 1

165
看護研究のための文献レビューマトリックス
方式

安部　陽子訳 医学書院 1

166 医療保育　改訂第3版 梶谷　喬他著 診断と治療社 1

167
新体系看護学全書　小児看護学　健康障害
をもつ小児の看護

濱中　喜代編集 メヂカルフレンド社 2

168
新体系看護学全書　小児看護学概論・小児
保健

濱中　喜代編集 メヂカルフレンド社 2

169 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 1

170 上田式　子どもの発達簡易検査 USDT 上田礼子 医歯薬出版 1

171
お母さんの疑問にこたえる子どもの食の育て
方 小児歯科医からのメッセージ

田中英一・佐々木洋・
井上美津子・

医歯薬出版 1

172
子どもの食と栄養 健やかに発育する食生活
をめざして

佐伯節子・赤塚順一・
野原八千代　ほか

医歯薬出版 1

173
たのしい子どものうたあそび　－現場で活か
せる保育実践－

木村鈴代　編著 同文書院 1

174 小児・思春期診療　最新マニュアル 五十嵐　隆監修 中山書店 1
175 小児の状態別スキンケア・ビジュアルガイド 村松　恵編集 中山書店 1
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176
チームで支える！子どものプレパレーション
小児看護ベストプラクティス

及川郁子 中山書店 3

177
保護者と学校の先生に伝えたい
食物アレルギーの基礎知識　改訂第2版

小林　陽之助 診断と治療社 2

178 こどもの咳嗽診療ガイドブック 徳山　研一　編著 診断と治療社 1
179 あたらしい学校保健皮膚科マニュアル 馬場　直子 診断と治療社 1
180 助産師基礎教育テキスト2012年版　1巻 責任編集：山本あい子 看護協会出版会 2
181 助産師基礎教育テキスト2012年版　2巻 責任編集： 看護協会出版会 2
182 助産師基礎教育テキスト2012年版　3巻 責任編集： 看護協会出版会 2
183 助産師基礎教育テキスト2012年版　4巻 責任編集： 看護協会出版会 2
184 助産師基礎教育テキスト2012年版　5巻 責任編集： 看護協会出版会 2
185 助産師基礎教育テキスト2012年版　6巻 責任編集： 看護協会出版会 2
186 助産師基礎教育テキスト2012年版　7巻 責任編集： 看護協会出版会 2

187
ペリネイタルケア2012年夏季増刊
産科の必須手技ベスト58
本当に知りたかった技とコツ

 村越 毅 メディカ出版 2

188
周産期医学2011年41巻増刊号
周産期医学必修知識 第7版

周産期医学編集委員
会

東京医学社 1

189 最新産科学 〈異常編〉 （改訂第２２版） 荒木勤 文光堂 3
190 周産期手術―イラストでよくわかる 岩下光利 診断と治療社 1

191
写真でわかる助産技術 ― 妊産婦の主体性
を大切にしたケア、安全で母子に優しい

平沢美恵子/村上睦
子

インタ－メディカ
2

192
臨床助産技術 ベーシック＆ステップアップテ
キスト

村上 睦子 メディカ出版 2

193
ペリネイタルケア2012年新春増刊
産む力をはぐくむ助産ケア

堀内 成子 メディカ出版 1

194 新生児学入門 （第４版） 仁志田博司 医学書院 3

195 周産期診療ワークブック
日本周産期・新生児
医学会 教育・研修委
員

メジカルビュー社 1

196 マタニティサイクルとメンタルヘルス 久米美代子 医歯薬出版 1
197 正常分娩の助産術 進純郎 医学書院 2
198 助産外来の健診技術 進純郎 医学書院 2
199 これならわかる産科学 岡村州博 南山堂 1
200 ＮＩＣＵのちいさないのち 宮崎雅子 メディカ出版 1

201 ≪助産学講座 10≫助産管理
我部山　キヨ子毛利
多恵子

医学書院 2

202
≪助産学講座 9≫
地域母子保健・国際母子保健

我部山　キヨ子毛利
多恵子

医学書院 2

203 実践 マタニティ診断
日本助産診断実践研
究会

医学書院 1

204 産科婦人科学 石原　理 メジカルビュー社 1

205
乳児健診で使える　はじめてことばが出るま
でのことばの発達検査マニュアル

長尾圭造 明石書店 1

206 助産業務指針第1版 加藤尚美 日本助産師会出版 2

207
系統看護学講座専門分野Ⅱ母性看護学１母
性看護学概論（第12版）

編：森恵美他 医学書院 2

208
系統看護学講座専門分野Ⅱ母性看護学2母
性看護学各論（第12版）

編：森恵美他 医学書院 2

209
ウイメンズヘルスナーシング概論 ［第2版］女
性の健康と看護

村本　淳子 ヌーベルヒロカワ 2

210
女性のライフサイクルとナーシング ［第2版］
女性の生涯発達と看護

村本　淳子 ヌーベルヒロカワ 2

211 周産期ナーシング ［第2版］ 村本　淳子 ヌーベルヒロカワ 2
212 すぐ調　産婦人科 谷垣　伸治 メディカ出版 2
213 いのちが生まれる 宮崎雅子 メディカ出版 1
214 妊婦食堂 妊娠食育研究会 ダイヤモンド社 1
215 最強母乳外来 ママをたすける実践編! SOLANIN 朝日新聞出版 1
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216 キセキ 今日ママに会いにいくよ MINMI 光文社 1

217
母乳育児支援講座 (Breastfeeding for a
medical pr)

水野克己他 南山堂 2

218
母乳育児支援コミュニケーション術―お母さ
んも支援者も自信がつく (Breastfeeding for a
medical pr)

本郷 寛子 南山堂 2

219 みるみる母性看護 (看護国試シリーズ)
 飯野 好明、 テコム編
集委員会

医学評論社 3

220 これでナットク母乳育児 水野克己 ヘルス出版 1

221
改訂2版 イラストで学ぶ妊娠・分娩・産褥の生
理

金山 尚裕 メディカ出版 2

222 児童虐待とネグレクト対応ハンドブック 太田真弓　他 明石書店 1
223  生殖医療ガイドブック 〈２０１０〉 日本生殖医学会 金原出版 1

224
妊娠と出産のためのクリニカル・アロマセラ
ピー

デニスティラン
フレグランスジャー
ナル社

1

225 出生早期の新生児正しい見方 田中太平 日総研出版 1

226
産婦人科学レビュー 2011―最新主要文献と
解説

木村正 鍬谷書店 1

227 今日の common disease 診療ガイドライン 小川聡 医学書院 1
228 今日の治療指針　2012年版 山口徹 医学書院 1

229
母性看護学〈２〉マタニティサイクル―母と子
そして家族へのよりよい看護実践

大平光子他 南江堂 2

230 周産期麻酔 奥富俊之他 克誠堂出版 1

231
産婦人科アトラス コンパクト超音波α シリ－
ズ （新版）

天野完 ベクトル・コア 1

232
エビデンスに基づく子ども虐待の発生予防と
防止介入 ― その実践とさらなるエビデンス
の創出に向けて

トニ－・ケ－ン他 明石書店 1

233
黒田裕子の看護研究Ｓｔｅｐ　ｂｙ　Ｓｔｅｐ （第４
版）

黒田裕子 医学書院 1

234 ２４０動画でわかる赤ちゃんの発達地図 木原秀樹 メディカ出版 1

235
妊産婦の観察と対応 ― 上手な聴き取りで一
大事を防ぐ

井上裕美/長谷川充
子

日総研出版 1

236 これからの看護研究 ― 基礎と応用 （第３版）
小笠原知枝/松木光
子

 ヌ－ヴェルヒロカワ 1

237 イラストで学ぶ新生児の生理と代表的疾患 堺武男 メディカ出版 2
238 更年期・老年期外来ベストプラクティス 神崎　秀陽 医学書院 1

239
母乳　育児　感染
赤ちゃんとお母さんのために

水野克己 南山堂 1

240 産婦人科ベッドサイドマニュアル 青野　敏博 医学書院 2

241 乳幼児健診マニュアル
福岡地区小児科医会
乳幼児保健委員会

医学書院 1

242
揺らぐ男性のジェンダー意識―仕事・家族・介
護

目黒依子/矢沢澄子 新曜社 1

243
シリ－ズ生命倫理学
生殖医療

菅沼信彦/盛永審一
郎

丸善出版 1

244 セクシュアリティ・スタディーズ 宮淑子 新水社 1

245
メディアリテラシーとジェンダー―構成された
情報とつくられる性のイメージ

諸橋泰樹 現代書館 1

246 参加観察法入門
ジェイムズ P. スプラッ
ドリー

医学書院 1

247 はじめて学ぶ臨床心理学の質的研究 岩壁茂 岩崎学術出版社 1
248 ベナー　ナースを育てる パトリシアベナー 医学書院 1

249
新体系看護学全書母性看護学②マタニティ
サイクルにおける母子の健康と看護

新藤幸惠、他編集 メジカルフレンド社 2
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250
オキシトシン　私たちのからだがつくる安らぎ
の物質

シャスティン・ウヴネー
ス・モベリ　瀬尾智子
谷垣暁美訳

晶文社 1

251 NANDA-I看護診断: 定義と分類 2012-2014 日本看護診断学会 医学書院 3

252
ゴードン看護診断マニュアル　原書第11版
機能的健康パターンに基づく看護診断

マージョリ・ゴードン
(著), 看護アセスメント
研究会 (著)

医学書院 3

253 看護診断をアセスメント―事例展開でわかる 黒田 裕子 医歯薬出版 3

254
嚥下の見える評価をしよう!頸部聴診法トレー
ニング―57症例の嚥下音と嚥下造影画像で
繰り返し練習できるDVD付き!

大野木 宏彰 メディカ出版 1

255
リハビリテーション効果を最大限に引き出すコ
ツ―応用行動分析で運動療法とADL訓練は
変わる

山崎 裕司 三輪書店 1

256
実践看護アセスメント―ヘンダーソン・ゴード
ンの考えに基づく

渡辺トシ子
ヌーヴェルヒロカワ;
第3版

3

257 救急蘇生法の指針　医療従事者用　２０１０ 日本救急医療財団 へるす出版 3

258 写真と動画でわかる一次救命処置　:　ＢＬＳ 平出敦   小林正直
学研メディカル秀潤
社

3

259 絶対にわかる心電図攻略のツボとコツ 平井恵二 エクスナレッジ 2

260
手術看護-手術室のプロをめざす (動画でわ
かるシリーズ)

南淵明宏 中山書店 3

261 ナースのための消化器外科ドレーン管理 山上裕機 メディカ出版 3

262
消化器外科ナースの基礎知識ズバッと図解
はやわかり帳

田中雅夫 メディカ出版 3

263 循環器疾患の看護50症例 CD‐ROM 日総研出版 2
264 最新　人工心肺［第四版］ -理論と実際- 上田 裕一 名古屋大学出版会 3
265 透析療法パーフェクトガイド 飯田 喜俊 医歯薬出版 2

266
救急看護に必要な疾患の知識これだけ
BOOK

大友 康裕 メディカ出版 3

267 NEW麻酔看護の基本Q&A55 多田羅 恒雄 メディカ出版 2

268
フィジカルアセスメント　ガイドブック―目と手
と耳でここまでわかる、第２版

山内　豊明 医学書院 2

269
フィジカルアセスメントをケアにつなげる: 12事
例で学ぶ看護の要点

藤崎 郁 医学書院 2

270 腎臓リハビリテーション 上月 正博 医歯薬出版 2
271 がん治療総決算 近藤 誠 文春文庫 2

272
がん放射線治療と看護の実践: 部位別でわ
かりやすい！　最新治療と有害事象ケア

井上俊彦 金原出版 2

273 がん疼痛ケアガイド 角田直枝 中山書店 2

274 在宅酸素療法ケアマニュアル
大阪府立呼吸器・アレ
ルギー医療センター

メディカ出版 2

275
がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイ
ドライン　2011年版

日本緩和医療学会緩
和医療ガイドライン作
成委員会

金原出版 2

276
がん患者の消化器症状の緩和に関するガイ
ドライン　2011年版

日本緩和医療学会緩
和医療ガイドライン作
成委員会

金原出版 2

277
 がん化学療法ケアガイド (ベスト・プラクティ
スコレクション)

濱口恵子 中山書店 2

278 エビデンスで解決!緩和医療ケースファイル  森田達也他 南江堂 2

279 ここが知りたかった緩和ケア  余宮 きのみ 南江堂 2
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280
最新！ がん治療　予防から緩和ケアまです
べてがわかる

 弘前大学大学院医学
研究科

朝日新聞出版 2

281 緩和医療における服薬指導Q&A  片山 志郎  医薬ジャーナル社 3

282
がん疼痛ケアガイド (ベスト・プラクティスコレ
クション)

角田直枝 中山書店 2

283 緩和ケアと時間
小森康永

金剛出版 2

284 ホスピス・緩和ケアのための環境デザイン 松本 啓俊 鹿島出版会 2

285
がんのリハビリテーションマニュアル 辻　哲也

医学書院 3

286 グリーフケア ―死別による悲嘆の援助
広瀬　寛子

メヂカルフレンド社 3

287
終末期がん患者の緩和ケア―一般病棟でも
できる!

堀 夏樹 総合医学社 2

288 腎不全看護 （第４版） 日本腎不全看護学会 医学書院 2

289
ＣＫＤ診療ガイド 〈２０１２〉

日本腎臓学会 東京医学社 2

290
神経難病在宅療養ハンドブック ― よりよい緩
和ケア提供のために

成田有吾　難波玲子
メディカルレビュ－
社

2

291
難病医療専門員による難病患者のための難
病相談ガイドブック

吉良潤一
九州大学出版会 2

292
腎疾患の服薬指導Ｑ＆Ａ ― ＣＫＤから透析
患者まで （改訂版）

平田純生
医薬ジャ－ナル社 2

293
がん治療と化学療法 ― がんチ－ム医療ス
タッフのための （第３版）

有森　和彦
じほう 2

294 がん看護の実践 スキルアップパ－トナ－ズ
池上峰子

照林社 2

295
抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっ
ぱいにする食事１１６

勝俣　範之 　主婦の友社 2

296 腎臓リハビリテーション 上月 正博 医歯薬出版 2

297
慢性疼痛の治療：治療者向けガイド‐認知行
動療法によるアプローチ‐

ジョン・D・オーティス 星和書店 2

298
注射・輸液手技完全マスター―事故防止とス
キルアップのための

安井 はるみ
学研メディカル秀潤
社

2

299 脳卒中看護実践マニュアル 田村 綾子 メディカ出版 2

300
根拠がわかる症状別看護過程―こころとから
だの61症状・事例展開と関連図

関口　恵子 南江堂 2

301 根拠がわかる疾患別看護過程 新見　明子 南江堂 2
302 早わかり画像のみかた 長嶺 貴一 メディカ出版 1

303
やりなおしの検査値・パニック値対応―疾患・
場面別見逃してはいけない検査値はコレだ!

前川 芳明 メディカ出版 1

304
やりなおしの心電図・不整脈対応―不整脈発
生!どうみる?医師にどう伝える?

田中 喜美夫 メディカ出版 1

305
やりなおしのアラーム・パニック対応とアセス
メント

石井 宣大 メディカ出版 1

306
急性期ケアに必要な輸液の知識これだけ
BOOK―「なんで?」が「なるほど!」にかわる

鶴田 良介 メディカ出版 1

307 救急患者のフィジカルアセスメント 大友康裕 メディカ出版 1

308
はじめてのICU看護―カラービジュアルで見
てわかる!

石井 はるみ メディカ出版 1

309
ICU・CCUのベッドサイドモニタリング―写真と
図解でマスター!

妙中 信之 メディカ出版 1

310
心臓CTを活かす新しい冠動脈疾患診断戦略
－こういう症例に活用する

平山 篤志 メジカルビュー社 1

311 CCUハンドブック 平山 篤志
メディカルレビュー
社

1

312 SICU Pearls　外科ICUで困った時に開く本 讃井 將満 中外医学社 1
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313 外科医のための循環器必須知識 吉野 秀朗 メジカルビュー社 1

314
心電図の読み方パーフェクトマニュアル―理
論と波形パターンで徹底トレーニング!

渡辺 重行 羊土社 1

315 ズバリわかる200キーワード重症集中ケア 道又元裕 日総研出版 1

316 循環器治療 この薬をつかう本当の理由 村川 裕二 文光堂 1
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