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 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

1 卒業研究論文集　令和元年度 大分県立看護科学大学 大分県立看護科学大学 2020 N050/OI/19 持出禁止

2 Population and community health nursing　Sixth edition Mary Jo Clark Pearson 2015 N800/PO

3
Public health nursing : population-centered health care in the

community　10th ed

[edited by] Marcia Stanhope,

Jeanette Lancaster
Elsevier 2020 N800/PU

4
BUNGO食べ歩きBOOK SELECTION : 押さえておきたい本当におすすめ

の飲食店　2019年度版
おおいたインフォメーションハウス 2018 291.95/BU/19

5 看護学概論　第17版 茂野香おる著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 1 . 基礎看護学 ; 1)

6 小児看護学概論 ; 小児臨床看護総論　第14版 奈良間美保著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 ; 2 . 小児看護学 ; 1)

7 小児臨床看護各論　第14版 奈良間美保著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 ; 2 . 小児看護学 ; 2)

8 アレルギー : 膠原病 : 感染症　第15版 岩田健太郎著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 2 . 成人看護学 ; 11)

9 皮膚　第15版 渡辺晋一著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 2 . 成人看護学 ; 12)

10 眼　第14版 大鹿哲郎, 平井明美著 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 2 . 成人看護学 ; 13)

11 耳鼻咽喉　第14版 小松浩子 [ほか著] 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 2 . 成人看護学 ; 14)

12 歯・口腔　第14版 渋谷絹子 [ほか] 著 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 専門分野 2 . 成人看護学 ; 15)

13 栄養学　第13版 中村丁次著者代表 医学書院 2020 N080/KE
(系統看護学講座 ; 専門基礎分野 . 人体の構造と機能

; 3)

14 社会保障・社会福祉　第21版 福田素生著者代表 医学書院 2020 N080/KE
(系統看護学講座 ; 専門基礎分野 . 健康支援と社会保

障制度 ; 3)

15 看護関係法令　第52版 森山幹夫著 医学書院 2020 N080/KE
(系統看護学講座 ; 専門基礎分野 . 健康支援と社会保

障制度 ; 4)

16 栄養食事療法　第4版 中村丁次著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 別巻)

17 緩和ケア　第3版
恒藤暁, 田村恵子編 ; 新幡智子 [ほか]

執筆
医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 別巻)

18 クリティカルケア看護学　第2版 山勢博彰著者代表 医学書院 2020 N080/KE (系統看護学講座 ; 別巻)

19 呼吸器 讃井將満 [ほか] 編 メディカ出版 2020 N080/NA/1 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 1)

20 循環器 野原隆司 [ほか] 編 メディカ出版 2020 N080/NA/2 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 2)

21 消化器 三原弘 [ほか] 編 メディカ出版 2020 N080/NA/3 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 3)

22 血液/アレルギー・膠原病/感染症 薊隆文, 矢野久子編 メディカ出版 2020 N080/NA/4 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 4)

23 脳・神経 永廣信治, 高木康志, 田村綾子編 メディカ出版 2020 N080/NA/5 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 5)

24 眼/耳鼻咽喉/歯・口腔/皮膚 永井由巳 [ほか] 編 メディカ出版 2020 N080/NA/6 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 6)

25 運動器 萩野浩, 山本恵子編 メディカ出版 2020 N080/NA/7 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 7)

26 腎/泌尿器/内分泌・代謝 繪本正憲 [ほか] 編 メディカ出版 2020 N080/NA/8 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 8)

27 女性生殖器 苛原稔, 渡邊浩子編 メディカ出版 2020 N080/NA/9 (ナーシング・グラフィカイーエックス ; . 疾患と看護 ; 9)

28 看護覚え書き : 看護学と看護術　復刻版 ミュリエル・スキート著 ; 小玉香津子訳 日本看護協会出版会 2020 N110/KA

29
写真でわかる基礎看護技術アドバンス : 基礎的な看護技術を中心に!　新

訂版
𠮷田みつ子, 本庄恵子監修 インターメディカ 2020 N210/SH

30
写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス : 学生・指導者が、一体と

なってケアを展開するために!　新訂版
吉田みつ子編著 ; 本庄恵子編著 インターメディカ 2020 N210/SH

31 注射・検査に関する看護技術を中心に!　新訂版 本庄恵子, 𠮷田みつ子監修 インターメディカ 2020 N210/SH/1 (写真でわかる臨床看護技術アドバンス1)

32 呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技術を中心に!　新訂版 本庄恵子, 𠮷田みつ子監修 インターメディカ 2020 N210/SH/2 (写真でわかる臨床看護技術アドバンス2)

33 ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程と看護診断　第6版 江川隆子編集 ヌーヴェルヒロカワ 2019 N220/GO

34
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス : 生活者の視点か

ら学ぶ身体診察法　新訂版
守田美奈子監修 インターメディカ 2020 N221/SH

35
看護の現場ですぐに役立つカルテの読み書き : 患者さんのケアに活かすカルテ

の基本作法!
雜賀智也編著 ; 松井美穂著 秀和システム 2019 N228/KA (ナースのためのスキルアップノート)

36 女性・家族に寄り添い健康を支えるウィメンズヘルスケアの追求　第2版 有森直子編著 医歯薬出版 2020 N300/BO/1 (Nursing textbook series ; 母性看護学 ; 1, 概論)

37 質の高い周産期ケアを追求するアセスメントスキルの習得　第2版 有森直子編 ; 五十嵐ゆかり [ほか] 著 医歯薬出版 2020 N300/BO/2
(Nursing textbook series ; 母性看護学 ; 2 周産期

各論)

38
写真でわかる母性看護技術アドバンス : 褥婦・新生児の観察とケア、母乳育

児を理解しよう!　新訂版
平澤美惠子, 村上睦子監修 インターメディカ 2020 N340/SH

39 助産概論　2020年版 山本あい子責任編集 日本看護協会出版会 2020 N390/JO/1 (助産師基礎教育テキスト ; 第1巻)

40 ウィメンズヘルスケア　2020年版 吉沢豊予子責任編集 日本看護協会出版会 2020 N390/JO/2 (助産師基礎教育テキスト ; 第2巻)

　　　　　　　                   ＊＊新着資料案内＊＊

看護学

大分県関連

卒業論文

洋書

3月1日～31日までに図書館で受入した資料のリストです。どうぞご利用ください。

図書館入口の新着図書コーナーに置いたあと、所定の場所に配架します。

貸出中の場合もありますので、所蔵情報は図書館ホームページでご確認ください。



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

41 周産期における医療の質と安全　2020年版 成田伸責任編集 日本看護協会出版会 2020 N390/JO/3 (助産師基礎教育テキスト ; 第3巻)

42 妊娠期の診断とケア　2020年版 森恵美責任編集 日本看護協会出版会 2020 N390/JO/4 (助産師基礎教育テキスト ; 第4巻)

43 分娩期の診断とケア　2020年版 町浦美智子責任編集 日本看護協会出版会 2020 N390/JO/5 (助産師基礎教育テキスト ; 第5巻)

44 産褥期のケア新生児期・乳幼児期のケア　2020年版 横尾京子責任編集 日本看護協会出版会 2020 N390/JO/6 (助産師基礎教育テキスト ; 第6巻)

45 見逃してはいけない!小児看護の落とし穴
東京都立小児総合医療センター看護部編

集
医学書院 2020 N440/MI

46
写真でわかる小児看護技術アドバンス : 小児看護に必要な臨床技術を中心

に　新訂版
佐々木祥子編著 インターメディカ 2020 N440/SH

47 ナースが知りたい脳神経外科手術とケアのポイント 菊田健一郎監修 メディカ出版 2020 N541/BR/20 (Brain nursing ; 2020年春季増刊)

48
看護の現場ですぐに役立つ脳神経看護のキホン : 患者さんの思いと訴えを臨

床現場に生かす!
久松正樹著 秀和システム 2020 N541/KA (ナースのためのスキルアップノート)

49 心臓血管外科の術後管理と看護 : 最もシンプルで,しかもポイントがよくわかる 山中源治, 小泉雅子著 総合医学社 2020 N545/SH

50 糖尿病看護きほんノート : 治療・ケア・患者教育をらくらく理解 肥後直子編著 メディカ出版 2020 N551/TO/20
(糖尿病ケア = The Japanese journal of diabetic 

caring ; 2020年春季増刊)

51 ナースのための眼科ベーシックポイント
大橋裕一編集主幹 ; 山田昌和, 白石敦編

集
メジカルビュー社 2020 N564/NA

52
がん化学療法ケアガイド : 治療開始前からはじめるアセスメントとセルフケア支

援　第3版
濱口恵子, 本山清美編集 中山書店 2020 N571/GA (ベスト・プラクティスコレクション)

53 神経疾患難病看護ガイド 東京都立神経病院編集 ヴァンメディカル 2020 N572/SH

54 認知症plus予防教育 : 運動・食事・社会参加など最新知見からの提案 金森雅夫編 日本看護協会出版会 2020 N680/NI/7 (認知症plusシリーズ ; 07)

55
認知症plus生活の継続 : 認知症看護認定看護師の実践が明らかにする

“生活"を考えたケア
認知症看護認定看護師「施設の会」編 日本看護協会出版会 2020 N680/NI/8 (認知症plusシリーズ ; 08)

56 はじめての精神科看護　改訂2版 浅香山病院看護部編著 メディカ出版 2020 N700/HA (カラービジュアルで見てわかる!)

57 公衆衛生看護技術　第4版 中村裕美子著者代表 医学書院 2020 N800/HY/2 (標準保健師講座 ; 2)

58 はじめてみよう訪問看護 宮田乃有編 メディカ出版 2020 N820/HA (カラービジュアルで見てわかる!)

59
写真でわかる訪問看護アドバンス : 訪問看護の世界を写真と動画で学ぶ!　

新訂版
押川真喜子監修 インターメディカ 2020 N820/SH

60
整形外科器械出し・外回り最強マニュアル : 解剖・疾患・手術すべてマスター!　

下肢編
今田光一編集 メディカ出版 2020 N951/OP/20 (Ope nursing ; 2020年春季増刊)

61
看護の現場ですぐに役立つ救急看護のキホン : 患者さんを救うチーム医療の

基礎知識!
志賀隆編著 ; 冨田敦子 [ほか] 著 秀和システム 2020 N954/KA (ナースのためのスキルアップノート)

62 慢性疾患看護と疾病論 正木治恵, 井上泰編著 医歯薬出版 2020 N970/MA/1 (慢性疾患をもつ人の看護 ; 第1巻)

63 科学する心 池澤夏樹著 集英社インターナショナル 2019 404/KA

64 食と健康 日経サイエンス編集部編 日経サイエンス 2020 405/BE/237 (別冊日経サイエンス ; 237)

65 こどもホスピス : 限りある小さな命が輝く場所 田川尚登著 新泉社 2019 490.15/KO

66 ビジュアル医学全史 : 魔術師からロボット手術まで
クリフォード・ピックオーバー著 ; 板谷史, 樺信

介訳
岩波書店 2020 490.2/BI

67 医療者のためのExcel入門 : 超・基礎から医療データ分析まで　第2版 田久浩志著 医学書院 2020 490.7/IR

68 生理学の基本 : オールカラー　新版 中島雅美監修 マイナビ 2020 491.3/SE (運動・からだ図解)

69 老化と老年病 : 予防・治療・医療的配慮の基礎 秋下雅弘編 東京大学出版会 2020 491.358/RO (シリーズ超高齢社会のデザイン)

70 遺伝医学への招待　改訂第6版 太田亨, 吉浦孝一郎, 三宅紀子著 南江堂 2020 491.69/ID

71
ホスピタリスト直伝!入院診療虎の巻 : "いつ" "何をすべきか" がわかり、内科

急性期に強くなる!
平岡栄治, 江原淳編 羊土社 2019 493/HO (レジデントノート ; Vol.21-No.8 ; 増刊)

72 高齢者の患者学 : "治す医療"から"治し支える医療"へ
秋下雅弘監修 ; 東京大学医学部附属病

院老年病科編
アドスリー 2020 493.18/KO

73 回復への意欲を引き出す!高める!グループ動機づけ面接 磯村毅, 関口慎治著 メヂカルフレンド社 2020 493.72/GU

74 知っておきたい稀な精神症候・症候群 -症例から学ぶ- 「精神科治療学」編集委員会編集 星和書店 2019 493.72/SE/19 (精神科治療学 ; vol.34 増刊号)

75 ギャンブル依存症 : 当事者から学ぶその真実 吉岡隆編集 中央法規出版 2019 493.74/GY

76
「改訂長谷川式簡易知能評価スケール[HDS-R]」の手引き : 臨床現場に

おける正しい使い方と活かし方
長谷川和夫, 加藤伸司著 中央法規出版 2020 493.75/KA

77 ウツ戦記 青木智恵子著 ; 蟻塚亮二監修 金剛出版 2019 493.76/UT

78 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 ; 竹田誠, 竹田美文日

本語版監修 ; 関谷冬華訳
日経ナショナルジオグラフィック社 2020 493.8/BI (National geographic)

79 小児の医療倫理ケーススタディ
ダグラス S.ディーケマ, マーク R.マーキュリオ, 

メアリー B.アダム編集

メディカル・サイエンス・インターナショナ

ル
2020 493.9/SH

80 標準整形外科学　第14版
井樋栄二, 吉川秀樹, 津村弘, 田中栄, 高

木理彰編集
医学書院 2020 494.7/HY (Standard textbook)

81 骨折を救急で見逃さない! : 難易度別の症例画像で上がる診断力 小淵岳恒著 羊土社 2020 494.74/KO (レジデントノート ; Vol.21-No.17 ; 増刊)

82 ヨーガによるヘルスケアアプローチ 金子洋美著 ; 森田俊一監修 日本看護協会出版会 2020 495.6/YO (ウィメンズヘルスケア・サポートブック)

83 学生のための医療概論　第4版
小橋元 [ほか] 執筆 ; 小橋元, 近藤克則, 

黒田研二, 千代豪昭編集
医学書院 2020 498/GA

84 医療職のための公衆衛生・社会医学　第7版 長谷川友紀, 長谷川敏彦, 松本邦愛編集 テコム出版事業部 2020 498/IR

85 わかる公衆衛生学・たのしい公衆衛生学 丸井英二編 弘文堂 2020 498/WA

86
ICDのABC : 国際疾病分類(ICD-10)の有効活用を目指して : 疾病、傷

害及び死因統計分類のよりよい理解のために
厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.059/IC/20

87 厚生統計テキストブック　第7版 厚生労働統計協会編集 厚生労働統計協会 2020 498.059/KO

医学

自然科学



 書　　名  編　著　者  出 版 社  出版年 ラベルの番号 備考

88
保健指導・行動変容支援ガイド : シンプル&ミニマム : 実践ワークシート付　

第2版
足達淑子著 医歯薬出版 2020 498.07/HO

89
ICT器具・物品の洗浄・消毒・滅菌ハウツーブック : 物品の取り扱いからスタッ

フからの質問への回答例まで : 決定版
小野和代編集 メディカ出版 2020 498.6/IN/20 (Infection control ; 2020年春季増刊)

90 ナースのための基本薬　第2版 木津純子編集 照林社 2020 499.1/NA

91 未来をつくる言葉 : わかりあえなさをつなぐために ドミニク・チェン著 新潮社 2020 007/MI

92 生涯人間発達論 : 人間への深い理解と愛情を育むために　第3版 服部祥子著 医学書院 2020 143/SH

93 エベレストには登らない 角幡唯介著 小学館 2019 290.9/EB

94 それを、真 (まこと) の名で呼ぶならば : 危機の時代と言葉の力 レベッカ・ソルニット [著] ; 渡辺由佳里訳 岩波書店 2020 302.53/SO

95 「家族の幸せ」の経済学 : データ分析でわかった結婚、出産、子育ての真実 山口慎太郎著 光文社 2019 367.3/KA (光文社新書 ; 1015)

96 パパ離乳食はじめます。 本田よう一著 女子栄養大学出版部 2019 599.3/PA

97
脳を鍛えるブロックおりがみ : 医療大学教授が薦める脳の若さを保つ脳トレ習

慣
大原まゆみ著 ; 横井賀津志監修 誠文堂新光社 2019 754.9/NO

98 そのときは彼によろしく 市川拓司著 小学館 2007 913.6/IC (小学館文庫 ; [い6-1])

99 線は、僕を描く 砥上裕將著 講談社 2019 913.6/TO

100 64 = ロクヨン 横山秀夫著 文藝春秋 2012 913.6/YO

101 日本語の個性　改版 外山滋比古著 中央公論新社 2020 07/C/433 (中公新書 ; 433)

102 エリザベス女王 : 史上最長・最強のイギリス君主 君塚直隆著 中央公論新社 2020 07/C/2578 (中公新書 ; 2578)

103 米の日本史 : 稲作伝来、軍事物資から和食文化まで 佐藤洋一郎著 中央公論新社 2020 07/C/2579 (中公新書 ; 2579)

104 移民と日本社会 : データで読み解く実態と将来像 永吉希久子著 中央公論新社 2020 07/C/2580 (中公新書 ; 2580)

105 台湾の歴史と文化 : 六つの時代が織りなす「美麗島」 大東和重著 中央公論新社 2020 07/C/2581 (中公新書 ; 2581)

106 新・大学でなにを学ぶか 上田紀行編著 岩波書店 2020 08/I/912 (岩波ジュニア新書 ; 912)

107 統計学をめぐる散歩道 : ツキは続く?続かない? 石黒真木夫著 岩波書店 2020 08/I/913 (岩波ジュニア新書 ; 913)

108 短歌(1) 水原紫苑編 岩波書店 2020 13/I/1813 (岩波新書 ; 新赤版 1813 . 大岡信『折々のうた』選)

109 アメリカの制裁外交 杉田弘毅著 岩波書店 2020 13/I/1824 (岩波新書 ; 新赤版 1824)

110 客室乗務員の誕生 : 「おもてなし」化する日本社会 山口誠著 岩波書店 2020 13/I/1825 (岩波新書 ; 新赤版 1825)

111 小学校英語のジレンマ 寺沢拓敬著 岩波書店 2020 13/I/1826 (岩波新書 ; 新赤版 1826)

112 律令国家と隋唐文明 大津透著 岩波書店 2020 13/I/1827 (岩波新書 ; 新赤版 1827)

113 人生の1冊の絵本 柳田邦男著 岩波書店 2020 13/I/1828 (岩波新書 ; 新赤版 1828)

114 老年看護学 : 日本老年看護学会誌　Vol.24 No.2 日本老年看護学会学会誌編集委員会編 日本老年看護学会 2020 N600/RO/24-2 持出禁止

115 日本地域看護学会誌　Vol.22,No.2 日本地域看護学会編集 日本地域看護学会 2019 N800/NI/22-2 持出禁止

116 日本地域看護学会誌　Vol.22,No.3 日本地域看護学会編集 日本地域看護学会 2019 N800/NI/22-3 持出禁止

117 簡易生命表　平成30年 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 358.1/KA/18 持出禁止

118 国民医療費　平成29年度 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.059/KO/17 持出禁止

119 社会医療診療行為別統計　平成30年 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.059/SH/18 持出禁止

120 衛生行政報告例　平成30年度 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.1/EI/18 持出禁止

121 医療施設(動態)調査・病院報告　平成30年 厚生労働省政策統括官編 厚生労働統計協会 2020 498.16/IR/18 持出禁止
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