
今年も梅雨空に星も雲隠れしそうな七夕。みなさんは一体何を願うでしょうか。

コロナ禍における私たちの暮らしも、すでに1年半以上が過ぎようとしています。

今なお最前線で働いている看護師の方たちが、コロナ禍第一波の最中、現場では何が起きていたのか、

どんな思いで現場にいたのか、当時を振り返る記録が形になってきています。

原点に立ち返り今一度振り返る意味でも、読んでみていただきたい図書をご紹介します。

大学図書館だより
2021年7月

川崎市立看護短期大学図書館

新型コロナウイルス ナースたちの現場レポート

日本看護協会出版会編集部編

日本看護協会出版会 , 2021.3

492.9||N049||シ

「青空ハウス」看護の記録 : 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設の49日間

石川県看護協会編著

丸善プラネット , 丸善出版 (発売) , 2021.1

492.9||N049||ア

永寿総合病院看護部が書いた新型コロナウイルス感染症アウト

ブレイクの記録

高野ひろみ, 武田聡子, 松尾晴美著

医学書院 , 2021.4

498.6||エ

2020年1月の中国・武漢への自衛隊の災害派遣から、第3波が

来る12月までの約1年間にわたる、医療・ケア現場の様子と

日々の暮らしを綴った162人のコロナ禍レポート。

医療従事者としての使命感、未知のウイルスへの恐怖心、差

別・偏見に対する怒りや悲しみ、大切な人への思いなど、看護

職であり生活者でもある1人の「人」としての姿を垣間見るこ

とができる。

2020年4月から6月にかけての石川県の看護施設における第一

波での看護記録。

大切なことは何か、よりよく回復する過ごし方、体調の異変

への備え、癒しや励まし等。緊張と切迫の中で模索する道の

りにあった、看護師たちによる実践。

発熱者の増加、相次ぐスタッフの体調不良、それが新型コロナ

ウイルス感染症アウトブレイクの始まりだった。

病棟閉鎖、人員不足による業務負担の増加、そして感染への不

安。目まぐるしく状況が変わる中で、看護師たちがいかに感染

対策を進め、情報を共有し、患者さんと家族に対応したか。日

常の看護を守るために何をしてきたか。

実体験をもとにした、新型コロナウイルス感染症対応の記録。



書名/著者名/（叢書名）/出版社/出版年 請求記号

看護学生スタディガイド / 池西静江, 石束佳子編 池西, 静江 照林社 2021.3 492.9||N039||ナ2022

新型コロナウイルス ナースたちの現場レポート / 日本看護協会出版会編集部編 日本看護協会出版会 日本看護協会出版会 2021.3 492.9||N049||シ

社会保障・社会福祉 / 福田素生著者代表 福田, 素生 系統看護学講座 医学書院 2021.2 492.9||N080||ケ-セ

看護関係法令 / 森山幹夫著 森山, 幹夫 系統看護学講座 医学書院 2021.2 492.9||N080||ケ-セ

ケアを可視化!中範囲理論・看護モデル : 事例を読み解く型紙 / 荒尾晴惠編集 荒尾, 晴惠 南江堂 2021.3 492.9||N110||ケ

実践!介護フットケア : 元気に歩く「足」のために / 西田壽代監修 西田, 壽代 介護ライブラリー 講談社 2021.3 492.9||N211||ジ

看護と放射線 : 放射線を正しく理解した看護職であるために / 日本アイソトープ協会編集 日本アイソトープ協会 日本アイソトープ協会 2021.3 492.9||N213||カ

多職種連携・地域連携をふまえた看護記録パーフェクトガイド / 畑田みゆき編集 ; 東京都保健医療公社大久保病院看護部執筆 畑田, みゆき 学研メディカル秀潤社 2021.3 492.9||N228||タ

看護サービスの質管理 / 秋山智弥編集 秋山, 智弥 看護管理学習テキスト / 井部俊子監修 日本看護協会出版会 2021.4 492.9||N230||カ2

組織管理論 / 勝原裕美子編集 勝原, 裕美子(1962-) 看護管理学習テキスト / 井部俊子監修 日本看護協会出版会 2021.4 492.9||N230||カ4

経営資源管理論 / 金井Pak雅子編集 金井, Pak 雅子 看護管理学習テキスト / 井部俊子監修 日本看護協会出版会 2021.4492.9||N230||カ5

看護の現場ですぐに役立つ人工呼吸ケアのキホン : 患者さんのための適切な操作法をマスター! / レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ著 レアネットドライブナースハッピーライフ編集グループ ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.3 492.9||N235||カ

かげさんの実習おたすけnote / 看護師のかげ著・イラスト かげ(看護師) 照林社 2021.4 492.9||N246||カ

ホントに意味がある?論文から読み解く看護のエビデンス20 / 古木秀明著 古木, 秀明 金芳堂 2021.3 492.9||N250||ホ

くすこれ脳神経外科ナースのための薬これだけ : 秒でひけてケアにつながる / 津本智幸編 津本, 智幸 メディカ出版 2021.4 492.9||N541||ク

くすこれ循環器ナースのための薬これだけ : 秒でひけてケアにつながる / 岩瀬三紀編著 岩瀬, 三紀(1957-) メディカ出版 2021.4 492.9||N545||ク

本当に大切なことが1冊でわかる呼吸器 / さいたま赤十字病院看護部編著 さいたま赤十字病院看護部 照林社 2021.3 492.9||N547||ホ

ひとりだちできる内視鏡看護 : 知識 検査・ケア 治療・ケア 患者対応 / 椿昌裕編著 椿, 昌裕 Clinical Nursing Skills 学研メディカル秀潤社 2021.4 492.9||N548||ヒ

公衆衛生 / 松木秀明編 松木, 秀明 よくわかる専門基礎講座 金原出版 2021.3 492.9||N800||コ

「暮らしの保健室」ガイドブック : 「相談/学び/安心/交流/連携/育成」の場 : 地域の中で"もう一歩"先へ / 秋山正子総編集 ; 神保康子 [ほか] 企画・編集 秋山, 正子(1950-) C.C.MOOK 日本看護協会出版会 2021.2 492.9||N810||ク

看護の現場ですぐに役立つ訪問看護のキホン : ライフステージごとのケアの方法がわかる! / 上野佳代, 青山泉著 上野, 佳代 ナースのためのスキルアップノート 秀和システム 2021.4492.9||N820||カ

ゼロからわかるドレーン管理 / 渡邊孝監修 渡邊, 孝 成美堂出版 2021.5 492.9||N951||ゼ

患者・家族と一緒につくるアドバンス・ケア・プランニングノート : 話して書いて患者の「希望」を見える化しよう / 角田ますみ編著 角田, ますみ メヂカルフレンド社 2021.2 490.145||カ

人生を自分らしく生き抜くための意思決定 : 意思決定をする人・その支援をするすべての人に向けた参考書 : ACP・QOL・QOD・人生デザインシミュレーション / 森岡広美 [ほか] 監修 森岡, 広美 金芳堂 2021.4 490.145||ジ

生命倫理への招待 / 塩野寛, 清水惠子著 塩野, 寛(1942-) 南山堂 2021.4 490.15||セ

がんと癌は違います : 知っているようで知らない医学の言葉55 / 山本健人著 山本, 健人(外科医) 幻冬舎新書 幻冬舎 2021.3 490.4||ガ

事例で学ぶ医療者のためのWeb会議システム活用メソッド / 磯部真倫編著 磯部, 真倫 中外医学社 2021.2 490.7||ジ

Stay's Anatomy : 99%が理解できた解剖学オンライン講義 / 町田志樹著 町田, 志樹(1977-) 羊土社 2021.4 491.1||ス

シンプル生理学 / 貴邑冨久子, 根来英雄共著 貴邑, 冨久子(1939-) 南江堂 2021.3 491.3||シ

わかりやすい病理学 / 小田義直, 相島慎一編集 恒吉, 正澄 南江堂 2021.3 491.6||ワ

標準微生物学 / 錫谷達夫, 松本哲哉編集 錫谷, 達夫 Standard textbook 医学書院 2021.3 491.7||ヒ

　地域看護学・家庭看護学　（Ｎ８００番台）

　看護学

　看護学　総記・叢書・全集　（N０００番台）

　看護理論　　（N1００番台）

　看護技術・教育・研究　（N２００番台）

　成人看護学　（N５００番台）

　状態別看護　（N９００番台）

　医学全般　（請求記号　４９０～４９９　４９２．９を除く）

　医学全般　（請求記号　４９０）

　基礎医学　（請求記号　４９１）

資料は請求記号順に並んでいます。分からないことがありましたらカウンターの職員にお訊ね下さい。



薬剤師レジデントマニュアル / 橋田亨, 室井延之, 西岡弘晶編集 橋田, 亨 医学書院 2021.3 492||レ

シチュエーションで学ぶ輸液レッスン / 小松康宏, 西﨑祐史, 津川友介著 小松, 康宏 メジカルビュー社 2021.3 492.26||シ

徹底解説!糖尿病合併症管理・フォローアップ : 包括的治療のポイント / 麻生好正編集 麻生, 好正 文光堂 2021.2 493.123||テ

イラストでわかる患者さんのための呼吸リハビリ入門 / 上月正博編著 ; 海老原覚著 ; 後藤葉子著 上月, 正博 中外医学社 2021.2 493.3||イ

呼吸ケア : 病期別呼吸リハビリテーションとケア・サポートの技術 / 塩谷隆信, 高橋仁美編集 塩谷, 隆信 リハ実践テクニック メジカルビュー社 2021.3 493.3||コ

誤嚥性肺炎ただいま回診中! / 森川暢, 大浦誠編著 森川, 暢 中外医学社 2021.3 493.38||ゴ

標準精神医学 / 尾崎紀夫 [ほか] 編集 ; 村井俊哉 [ほか] 執筆 尾崎, 紀夫 Standard textbook 医学書院 2021.3 493.7||ヒ

認知症ビジュアルガイド : 見てできる認知症ケア・マネジメント図鑑 / 鳥羽研二, 許俊鋭監修 鳥羽, 研二(1951-) 学研メディカル秀潤社 2021.3 493.758||ニ

子どもの精神医学ハンドブック / 清水將之著 清水, 将之(1934-) 日本評論社 2021.3 493.937||コ

新生児蘇生法テキスト : 日本版救急蘇生ガイドライン2020に基づく / 細野茂春監修 細野, 茂春 メジカルビュー社 2021.4 493.95||シ

標準泌尿器科学 / 市川智彦, 久米春喜編集 ; 並木幹夫 [ほか] 執筆 並木, 幹夫(1950-) Standard textbook 医学書院 2021.3494.9||ヒ

標準産科婦人科学 / 綾部琢哉, 板倉敦夫編 綾部, 琢哉 Standard textbook 医学書院 2021.3 495||ヒ

WHO推奨ポジティブな出産体験のための分娩期ケア / 分娩期ケアガイドライン翻訳チーム訳 分娩期ケアガイドライン翻訳チーム 医学書院 2021.3 495.7||ダ

実践マタニティ診断 / 日本助産診断実践学会編集 ; 齋藤益子 [ほか] 執筆 日本助産診断実践学会 医学書院 2021.4 495.9||ジ

母子の基礎科学 / 我部山キヨ子, 武谷雄二, 藤井知行編集 我部山, キヨ子 助産学講座 医学書院 2021.2 495.9||ジ||2

助産診断・技術学 / 堀内成子, 片岡弥恵子編集 堀内, 成子(1955-) 助産学講座 医学書院 2021.2 495.9||ジ||5

助産診断・技術学 / 我部山キヨ子, 藤井知行編集 ; 入山高行 [ほか] 執筆 我部山, キヨ子 助産学講座 医学書院 2021.2 495.9||ジ||7

APD<聴覚情報処理障害>がわかる本 : 聞きとる力の高め方 小渕, 千絵 健康ライブラリー : イラスト版 講談社 2021.3 496.6||エ

保健師業務要覧 / 井伊久美子 [ほか] 編 井伊, 久美子 日本看護協会出版会 2021.1 498.14||ホ

忙しい人のための公衆衛生 : 「なぜ?」から学ぶ保健・福祉・健康・感染対策 / 平井康仁著 平井, 康仁 羊土社 2021.4 498||イ

学生のための健康管理学 / 木村康一, 永松俊哉著 木村, 康一(1959-) 南山堂 2021.3 498||ガ

公衆衛生マニュアル / 中村好一, 佐伯圭吾編集 ; 中村好一 [ほか] 執筆 中村, 好一 南山堂 2021.4 498||コ||2021

「在宅死」という選択 : 納得できる最期のために / 中村明澄著 中村, 明澄 大和書房 2021.4 498||ザ

地域包括ケア : タネの蒔き方・育て方 / 小原道子著 小原, 道子 評言社MIL新書 評言社 2021.3 498||チ

六法全書 / 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 佐伯, 仁志(1958-) 有斐閣 2021.3 R320.9||ロ||2021-1

六法全書 / 佐伯仁志, 大村敦志編集代表 佐伯, 仁志(1958-) 有斐閣 2021.3 R320.9||ロ||2021-2

世界の統計 / 総務省統計局編 総務省統計局 日本統計協会 2021.3 R350.9||セ||2021

日本の統計 / 総務省統計局編 総務省統計局 日本統計協会 2021.3 R351||ニ||2021

人口の動向 : 日本と世界 : 人口統計資料集 / 国立社会保障・人口問題研究所編 国立社会保障・人口問題研究所 厚生労働統計協会 2021.3 R358||ジ||2021

国民生活基礎調査 / 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当) 厚生労働統計協会 2021.2 R365.5||コ||2019

看護六法 / 看護行政研究会編集 看護行政研究会 新日本法規出版 2021.3 R492.9||N260||カ2021

保険薬事典Plus+ : 適応・用法付 : 薬効別薬価基準 / 薬業研究会編集 薬業研究会 じほう 2021.3 R499.1||ホ||2021-1

極(エッセンシャル)アウトプット : 「伝える力」で人生が決まる / 樺沢紫苑著 樺沢, 紫苑(1965-) 小学館YouthBooks 小学館 2021.4 002.7||エ

情報リテラシー入門 / 中川祐治ほか著 中川, 祐治 日経BP 2021.3 007.6||ジ

対人援助職のための発達心理学 / 藤枝静暁, 藤原健志編著 藤枝, 静暁 北樹出版 2021.3 143||タ

相手の身になる練習 / 鎌田實著 鎌田, 実(1948-) 小学館YouthBooks 小学館 2021.4 159.7||ア

はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ / 椋野美智子, 田中耕太郎著 椋野, 美智子(1956-) 有斐閣アルマ 有斐閣 2021.3 364||ハ

ひきこもりの理解と支援 : 孤立する個人・家族をいかにサポートするか / 高塚雄介編 高塚, 雄介(1945-) 遠見書房 2021.3 371.42||ヒ

考える、書く、伝える : 生きぬくための科学的思考法 / 仲野徹 [著] 仲野, 徹(1957-) 講談社+α新書 講談社 2021.3 404||カ

発表倫理 : 公正な社会の礎として / 山崎茂明著 山崎, 茂明(1947-) 樹村房 2021.3 407||ハ

テクニックに走らないファシリテーション : 話し合いがうまく進む2つのセンスと3つのスタンス / 米井隆, 岩元宏輔, 森格著 米井, 隆 産業能率大学出版部 2021.3 809.6||テ

　その他

　臨床医学・診断・治療　（請求記号　４９２）

　内科学・精神医学・小児科学　（請求記号　４９３）

　外科学　（請求記号　４９４）

　婦人科学・産科学　（請求記号　４９５）

　眼科学・耳鼻咽頭科学　（請求記号　４９６）

　衛生学・公衆衛生・予防医学　（請求記号　４９８）

　調べるための本



  梅雨明けまではもうすぐですが、突然の豪雨など まだまだ雨の多い季節です。

 図書館から借りた資料が濡れないように、できればビニールの袋に入れる

 などのご配慮をお願いします。

 万が一濡れてしまった場合は、返却ポストには入れず カウンターまでお持ち下さい。

9時～19時30分 休館

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

7

松 田 有 子 先 生 の お す す め 本

利 用 案 内

夏季休暇に伴う⾧期貸出

受付期間 7月6日（火）から

8月27日（金）まで

返却日 9月13日（月）

貸出冊数 7冊

「ビジュアル パンデミック・マップ 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史」

サンドラ・ヘンペル著 ; 関谷冬華訳

日経ナショナルジオグラフィック社, 2020.3

現在蔓延してるコロナウイルスの理解に役立つ1冊です。感

染症学は難しいと思っている方にこそ、手に取って いただき

たいです。

20の感染症を感染経路別に章立てて説明しています。感染

地域を地図で表し、その当時に描かれた絵や ポスターが多数

掲載されているため、文字を読まなくても 楽しめます。

人々の感染症に対する考えや取り組みを理解する 手助けに

もなります。

大学図書館だより 2021年7月

川崎市立看護短期大学図書館


