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国家試験問題集
1 保健師国家試験問題集 2022年版

「標準保健師講座」編集室 編集

2 看護師国家試験問題 : 解答・解説 2022年版

医学書院

2021 N039/HO/22

メヂカルフレンド社

2021 N039/KA/22

3 医学書院看護師国家試験問題集 2022年版

『系統看護学講座』編集室 編集

医学書院

2021 N039/KE/22

4 クエスチョン・バンク看護師国家試験問題解説 2022年

医療情報科学研究所 編集

メディックメディア

2021 N039/QU/22

5 医師国家試験問題解説 第115回 [セット]

国試対策問題編集委員会 編集

MEDIC MEDIA

2021 490.79/IS/21

6 国試115 : 第115回医師国家試験問題解説書

医師国家試験問題解説書編集委員会 編 テコム

2021 490.79/KO/21

7 健康と看護のSDGs

富⼭⼤学医学部看護学科 著

三恵社

2021 N040/KE

8 看護関係統計資料集 令和2年

⽇本看護協会出版会 編集

⽇本看護協会出版会

2021 N054/KA/20

9 在宅看護論 第5版

河原加代⼦ 著者代表
秋⼭正⼦ [ほか執筆]

医学書院

2021 N080/KE

(系統看護学講座 : 統合分野)

10 ⼼理学 第6版

⼭村豊、⾼橋⼀公 著

医学書院

2021 N080/KE

(系統看護学講座 : 基礎分野)

11 臨床外科看護総論 第11版

⽮永勝彦、⾼橋則⼦ 編
⽮永勝彦 [ほか] 執筆

医学書院

2017 N080/KE

(系統看護学講座 ︓ 別巻)

12 臨床外科看護各論 第9版

北島政樹、江川幸⼆ 編
朝本俊司 [ほか] 執筆

医学書院

2017 N080/KE

(系統看護学講座 ︓ 別巻)

13 がん看護学 第2版

⼩松浩⼦ 著者代表

医学書院

2017 N080/KE

(系統看護学講座 ︓ 別巻)

14 現代看護理論 : ⼀⼈ひとりの看護理論のために

⻄村ユミ、⼭川みやえ 編

新曜社

2021 N110/GE

15 実践に⽣かす「看護者の倫理綱領」

城ケ端初⼦ 編著

「看護者の倫理綱領」を学ぶ会

2021 N120/JI

16 看護の治療的コミュニケーションと⼼のケア : 実践⼒を⾼めるワークブック

河村奈美⼦、星美和⼦ 編著

⼤学教育出版

2021 N140/KA

17 医療現場の外国⼈対応英語だけじゃない「やさしい⽇本語」

武⽥裕⼦、岩⽥⼀成,、新居みどり 著

南⼭堂

2021 N176/IR

⼼電図・X線画像・採⾎ : 3つの「知りたい」がまとめてわかる!
18
ナースのための検査データの読み⽅

宮道亮輔 著

学研メディカル秀潤社

2021 N212/SH

19 輸液管理 : 安⼼・安全⾃信がもてる

雀地洋平 編著

南江堂

2021 N212/YU

20 看護学⽣のための実習に役⽴つ記録の書き⽅

塚本都⼦、上⾕いつ⼦ 編著

サイオ出版

2021 N220/KA

21 看護師のための多職種連携攻略本 : 現場から学ぼう!

須藤誠 編集 メディッコ 著

シービーアール

2021 N233/KA

22 看護教育へようこそ 第2版

池⻄靜江、⽯束佳⼦ 著

医学書院

2021 N240/KA

23 科学的根拠から考える助産の本質

三砂ちづる 編

南⼭堂

2021 N390/JO

(ハートナーシング ; 2021年春季増刊)

24 ⺟⼦の基礎科学 第6版

我部⼭キヨ⼦、武⾕雄⼆、藤井知⾏ 編集

医学書院

2021 N390/JO/2

(助産学講座 2 基礎助産学 2)

25 助産診断・技術学 1 第6版

堀内成⼦、⽚岡弥恵⼦ 編集

医学書院

2021 N390/JO/5

(助産学講座 5)

26 助産診断・技術学 2-1: 妊娠期 第6版

我部⼭キヨ⼦、武⾕雄⼆ 編集

医学書院

2021 N390/JO/6

(助産学講座 6)

27 助産診断・技術学 2-2: 分娩期・産褥期 第6版

我部⼭キヨ⼦、藤井知⾏ 編集
⼊⼭⾼⾏ [ほか] 執筆

医学書院

2021 N390/JO/7

(助産学講座 7)

28 助産診断・技術学 2-3: 新⽣児期・乳幼児期 第6版

⽯井邦⼦、廣間武彦 編集

医学書院

2021 N390/JO/8

(助産学講座 8)

29 1冊でわかる病棟で⾏う呼吸管理 : これだけ押さえれば⼤丈夫!

神⼾市⽴医療センター中央市⺠病院
呼吸サポートチーム(RST) 著

学研メディカル秀潤社

2021 N547/IS

30 腎不全の基礎知識から学べる透析療法パーフェクトガイド 第2版

⽥部井薫 著

総合医学社

2021 N555/JI

⼭家敏彦、相澤裕 編集

メディカ出版

2021 N555/TO/21

32 「コロナ」と「看護」と「触れること」 : COVID-19 and nursing

波平恵美⼦、⽥辺けい⼦ 著

⽇本看護協会出版会

2021 N557/KO

(Nursing Todayブックレット : 10)

33 ⽿⿐科ナースのギモン : ⽿⿐咽喉科頭頸部外科

飯野佳美 編集

照林社

2021 N565/JI

(⽇ごろの?をまとめて解決)

34 ⽇本在宅ケア学会誌

⽇本在宅ケア学会編集

⽇本在宅ケア学会

2021 N820/N/24-2

35 職場のメンタルヘルス予防・対応・⽀援のすべて : 産業保健スタッフ必携

畑中純⼦ 監修

メディカ出版

2021 N840/SA/21

エンド・オブ・ライフ期における⽪膚障害のケア
36
トータルペインを増強させないケアの⼯夫

祖⽗江正代 編

⽇本看護協会出版会

2021 N980/EN

37 療養過程を⽀えるがん・⾮がん患者の緩和ケア

千崎登美⼦、⼩⼭幸代 編著

医⻭薬出版

2021 N980/RY

左巻健男 著

ダイヤモンド社

2021 430.2/SE

39 患者中⼼の医療の⽅法

Moira Stewart [ほか] 原著

⽺⼟社

2021 490/KA

僕らはまだ、臨床研究論⽂の本当の読み⽅を知らない。
40
論⽂をどう読んでどう考えるか

後藤匡啓 著

⽺⼟社

2021 490.7/BO

看護学

31

透析療法&看護のギモン88アンサーブック
新⼈スタッフの「知りたい」にサクッと答える!

Vol 24 No 2, 2021

⾃然科学
38 世界史は化学でできている : 絶対に⾯⽩い化学⼊⾨

医学
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41 スライド作成テクニック100 : 学会発表,プレゼンに⾃信がもてる

⽯⽊寛⼈ 著

南⼭堂

2021 490.7/SU

42 体温の「なぜ?」がわかる⽣理学 : からだで感じる・考える・理解する

永島計 編著

杏林書院

2021 491.36/TA

43 標準免疫学 第4版

⼩安重夫, 椛島健治 編集
⼩安重夫 [ほか] 執筆

医学書院

2020 491.8/HY

(Standard textbook)

神経系の疾患と薬 : 循環器系の疾患と薬
44
腎・泌尿器系の疾患と薬 : 漢⽅薬 第2版

医療情報科学研究所 編集

MEDIC MEDIA

2021 492/KU

(薬がみえる vol. 1)

45 今⽇の臨床検査 2021-2022 第17版

⽮冨裕 [ほか] 編集

南江堂

2021 492.1/KO/21-22

46 ステロイド : 研修医はコレだけ覚える

蓑⽥正祐 編.

⽺⼟社

2021 492.38/SU

47 スイスイわかる放射線治療物理学

唐澤久美⼦、⻄尾禎治、⼩澤修⼀ 編集

学研メディカル秀潤社

2021 492.4/SU

48 メモリーブックの活⽤法 : 効果ある認知症の⼈とのコミュニケーション

飯⼲紀代⼦ 編

三輪書店

2021 493.75/ME

49 感染予防,そしてコントロールのマニュアル : ⼩児版

リスティナ A.ブライアント,
ジュディス A.グズマン-コトリル編 中河秀憲訳

メディカル・サイエンス・インターナショナル

2021 493.93/KA

親⼦と取り組む!⼦供の肥満診療
50
⽬標による治療管理とモチベーション維持のコツ

⼗河剛 編集

南⼭堂

2021 493.93/OY

51 ⼩児⽩⾎病の世界 : 病態の解明から治療まで

真部淳 著

中外医学社

2021 493.93/SH

52 新⽣児蘇⽣法テキスト 第4版 ⽇本版救急蘇⽣ガイドライン2020に基づく

細野茂春 監修

メジカルビュー社

2021 493.95/SH

⽇本サルコペニア・フレイル学会
国⽴⻑寿医療研究センター 編集

本サルコペニア・フレイル学会

2021 494.95/FU

54 産婦⼈科診療ガイドライン 産科編2020

⽇本産科婦⼈科学会
⽇本産婦⼈科医会 編集・監修

⽇本産科婦⼈科学会

2021 495/SA/20

55 助産師と研修医のための産科超⾳波検査 改訂第3版

梁栄治 著

診断と治療社

2021 495.5/JO

56 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

医学書院

2021 495.7/WH

57 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

⽺⼟社

2021 498/IS

58 実践⾏動変容のためのヘルスコミュニケーション : ⼈を動かす10原則

奥原剛 著

⼤修館書店

2021 498/JI

⽇本保健医療⾏動科学会

2021 498/NI/35-2

53

フレイル⾼齢者・認知機能低下⾼齢者の下部尿路機能障害に対する
診療ガイドライン

59 ⽇本保健医療⾏動科学会雑誌 2021 Vol.35 No.2.

(レジデントノート : Vol.23 No. 5 増刊)

60 在宅医療コアガイドブック

荒隆紀 著

61 医療法学⼊⾨ 第3版

⼤磯義⼀郎, ⼤滝恭弘, 荒神裕之 著

医学書院

2021 498.12/IR

62 はじめてとりくむ臨床栄養英会話 : 栄養指導からベッドサイドまで

和⽥安代 著

医⻭薬出版

2020 498.14/HA

(臨床栄養 別冊)

医⻭薬出版

2021 498.59/HA

(臨床栄養 別冊)

南江堂

2021 498.6/KO

⽇本在宅ケア教育研究センター 著

看護の科学社

2021 498.6/SH

66 ひといちばい敏感なあなたが⼈を愛するとき : HSP気質と恋愛

エレイン・N.アーロン 著
明橋⼤⼆ 訳

⻘春出版社

2020 141.6/HI

67 セルフ・コンパッション : あるがままの⾃分を受け⼊れる

クリスティーン・ネフ 著
⽯村郁夫、樫村正美 訳

⾦剛出版

2014 141.93/SE

⾃信がなくても⾏動すれば⾃信はあとからついてくる
68
マインドフルネスと⼼理療法ACT(アクト)で⼈⽣が変わる

ラス・ハリス 著
岩下慶⼀ 訳

筑摩書房

2021 146.8/JI

69 2分で⼼をうるおす名曲セラピー

神崎ゆい

幻冬舎メディアコンサルティング

2019 146.8/NI

ラス・ハリス 著
岩下慶⼀ 訳

筑摩書房

2019 149.8/AI

71 地域を⽀えるエッセンシャル・ワーク : 保健所・病院・清掃・⼦育てなどの現場から

⼭⾕清志、藤井誠⼀郎 編著

ぎょうせい

2021 318.2/CH

72 信頼はなぜ裏切られるのか : 無意識の科学が明かす真実

デイヴィッド・デステノ 著 寺町朋⼦ 訳

⽩揚社

2015 361.4/SH

73 国際セクシュアリティ教育ガイダンス :科学的根拠に基づいたアプローチ 改訂版

ユネスコ 編
浅井春夫 [ほか] 訳

明⽯書店

2020 367.9/KO

武藤義和 著

丸善出版

2021 374.96/SH

75 より少ない⽣き⽅ : ものを⼿放して豊かになる

ジョシュア・ベッカー 著
桜⽥直美 訳

かんき出版

2016 590/YO

調理の基本まるわかり便利帳
76
⾷品の知識・調理データ・下ごしらえ・味つけ・調理法・栄養価計算

松本仲⼦ 監修

⼥⼦栄養⼤学出版部

2021 596/CH

77 デザイナーじゃないのに !

平本久美⼦ 著
よしだゆうこ 漫画

ソシム

2020 727/DE

78 現代⼈のからだと⼼の健康 : 運動の意義と応⽤ 第2版

平⽊場浩⼆ 編

杏林書院

2021 780.19/GE

79 アーモンド

ソン・ウォンピョン 著
⽮島暁⼦ 訳

祥伝社

2019 929.13/SO

80 ザリガニの鳴くところ

ディーリア・オーエンズ 著
友廣純 訳

早川書房

2020 933.7/OW

81 アインシュタイン⽅程式を読んだら「宇宙」が⾒えた : ガチンコ相対性理論

深川峻太郎 著

講談社

2021 02/B/2169

(ブルーバックス : B-2169)

80 理系⼥性の⼈⽣設計ガイド : ⾃分を⽣かす仕事と⽣き⽅

⼤隅典⼦、⼤島まり、⼭本佳世⼦ 著

講談社

2021 02/B/2170

(ブルーバックス : B-2170)

中外医学社

はじめてとりくむ妊娠期・授乳期の栄養ケア : リプロダクティブステージの視点か
杉⼭隆、瀧本秀美 編
63
ら
国⽴国際医療研究センター(NCGM) 新型コロナウイルス感染症
国⽴国際医療研究センター 編集
64
⼤曲貴夫 責任編集
COVID-19対応マニュアル : ⽬指せ院内感染ゼロへ!
65 新型コロナウイルス対策すぐ役⽴つハンドブック : 家族・利⽤者を守るポイント

2021 498/ZA

⼼理学

70

相⼿は変えられないならば⾃分が変わればいい
マインドフルネスと⼼理療法ACTでひらく⼈間関係

地⽅⾏政・社会学

教育
74 新型コロナウイルスに対する学校の感染対策

⽣活・料理

漫画

⽂学

新書
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書

名

83 四⾓形の七不思議 : いちばん⾝近な図形の深遠な世界
84 スペース・コロニー : 宇宙で暮らす⽅法

編

著

者

細⽮治夫 著
向井千秋 監修・著
東京理科⼤学スペース・コロニー研究センター編著

出版社

出版年

ラベルの番号

備考

講談社

2021 02/B/2171

(ブルーバックス : B-2171)

講談社

2021 02/B/2172

(ブルーバックス : B-2172)

85 宗教と過激思想 : 現代の信仰と社会に何が起きているか

藤原聖⼦ 著

中央公論新社

2021 07/C/2642

(中公新書 : 2642)

86 イギリス1960年代 : ビートルズからサッチャーへ

⼩関隆 著

中央公論新社

2021 07/C/2643

(中公新書 : 2643)

87 植物のいのち : からだを守り、⼦孫につなぐ驚きのしくみ

⽥中修 著

中央公論新社

2021 07/C/2644

(中公新書 : 2644)

88 天正伊賀の乱 : 信⻑を本気にさせた伊賀衆の意地

和⽥裕弘 著

中央公論新社

2021 07/C/2645

(中公新書 : 2645)

89 深掘り!中学数学 : 教科書に書かれていない数学の話

坂間千秋 著

岩波書店

2021 08/I/934

(岩波ジュニア新書 : 934)

90 ⽇本経済図説 第5版

宮崎勇、本庄真、⽥⾕禎三 著

岩波書店

2021 13/I/1878

(岩波新書 : 新⾚版 1878)

91 ブッダが説いた幸せな⽣き⽅

今枝由郎 著

岩波書店

2021 13/I/1879

(岩波新書 : 新⾚版 1879)

92 チャリティの帝国 : もうひとつのイギリス近現代史

⾦澤周作 著

筑摩書房

2021 13/I/1880

(岩波新書 : 新⾚版 1880)

93 ⽇本⾞は⽣き残れるか

桑島浩彰、川端由美 著

講談社

2021 14/K/2617

(講談社現代新書 : 2617)

94 はじめてのプラトン : 批判と変⾰の哲学

中畑正志 著

講談社

2021 14/K/2618

(講談社現代新書 : 2618)

95 ショパンの名曲

イリーナ・メジューエワ 著

講談社

2021 14/K/2619

(講談社現代新書 : 2619)

96 武⼠論 : 古代中世史から⾒直す

五味⽂彦 著

講談社

2021 15/K/748

(講談社選書メチエ : 748)

97 ⼈⼝動態統計 令和元年

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2021 358.1/JI/19

98 ⼈⼝の動向 : ⽇本と世界 : ⼈⼝統計資料集 2021

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 編

厚⽣労働統計協会

2021 358/JI/21

介護給付費等実態統計報告 令和元年度
99
(令和元年5⽉審査分-令和2年4⽉審査分)

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2021 364.4/KA/19-20

100 中⾼年者縦断調査 :中⾼年者の⽣活に関する継続調査 第15回(令和元年)

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2020 365.5/CH/19

101 国⺠⽣活基礎調査(令和元年)の結果から グラフでみる世帯の状況 令和3年

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2020 365.5/KO/21

21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)
102
国⺠の⽣活に関する継続調査 第8回(令和元年).

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2020 365.5/NI/8

103 社会福祉施設等調査報告 令和元年

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2021 369.059/SH/19

104 国⺠医療費 平成30年度

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策、政策評価担当) 編

厚⽣労働統計協会

2021 498.059/KO/18

105 厚⽣統計要覧 令和2年度

厚⽣労働省政策統括官
(統計・情報政策担当) 編

厚⽣労働統計協会

2021 498.059/KO/20
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