
                                                 　　　　　　　　　　　　　  
No. 書籍名 出版社 主に使用する授業
1 リハビリテーション看護論 [第2版] HIROKAWA リハビリテーション学

2 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［1］病理学[2015年改定] 医学書院 病理学

3 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［2］病態生理学[2018年改訂] 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖生理学演習

4 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［3］薬理学[2018年改訂] 医学書院 薬理学

5 系統看護学講座疾病の成り立ちと回復の促進［4］微生物学[2018年改訂] 医学書院 微生物学

6 系統看護学講座 人体の構造と機能［1］ 解剖生理学 [第9版] 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖生理学演習

7 系統看護学講座 別巻 臨床放射線医学[2016年改定] 医学書院 成人臨床看護Ⅰ放射線医学

8 系統看護学講座 別巻 臨床検査　 [2019年改訂第8版] 医学書院 成人臨床看護Ⅰ臨床検査

9 検査値の読み方・考え方[ﾎﾟｹｯﾄﾌﾞｯｸ] 総合医学社 成人臨床看護Ⅰ(臨床検査）基礎看護技術Ⅵ-1、Ⅵ-2看護過程　解剖生理学演習

10 系統看護学講座 母性看護学［1］ 母性看護学概論　[2016年改定] 医学書院 母性看護総論Ⅰ・Ⅱ

11 系統看護学講座 小児看護学［1］小児看護学概論/小児臨床看護総論[2015年改定]動画付 医学書院 小児看護総論Ⅰ

12 系統看護学講座 成人看護学［2］ 呼吸器     [2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ1（呼吸器疾患）、成人臨床看護Ⅱ（呼吸器疾患看護）

病理学Ⅱｰ2（循環器疾患）、成人臨床看護Ⅱ（循環器看護）

病理学Ⅱｰ3（心・脈管系疾患の外科的治療）

14 系統看護学講座 成人看護学［4］ 血液・造血器 [2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ2（血液疾患）、　成人臨床看護Ⅲ（血液疾患看護）

15 系統看護学講座 成人看護学［5］ 消化器   　 　[2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ1（消化器疾患）、成人臨床看護Ⅱ（消化器疾患看護）

16 系統看護学講座 成人看護学［6］ 内分泌・代謝  [2019年改訂] 　動画付 医学書院 病理学Ⅱｰ4（代謝疾患）、成人臨床看護Ⅲ（内分泌疾患看護）

17 系統看護学講座 成人看護学［7］ 脳・神経　　　[2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ4（脳・神経疾患）、成人臨床看護Ⅲ（脳・神経疾患看護）

18 系統看護学講座 成人看護学［8］ 腎・泌尿器 　  [2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ2（腎・泌尿器疾患）、成人臨床看護Ⅲ（腎疾患看護）

19 系統看護学講座 成人看護学［1］ 成人看護学総論  [2018年改訂] 医学書院 成人看護総論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

20 系統看護学講座 基礎看護学［1］ 看護学概論       [2016年改訂] 医学書院 看護学概論Ⅰ・Ⅱ　　災害看護学・国際看護学

21 新訂 目でみるからだのメカニズム 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖生理学演習

22 系統看護学講座 老年看護学                       [2018年改訂] 医学書院 老年看護総論Ⅰ・Ⅱ

23 系統看護学講座 老年看護病態・疾患論          [2018年改訂] 医学書院 老年臨床看護

24 系統看護学講座 臨床外科看護総論                 [2017年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ3（外科的治療）、成人臨床看護Ⅳ（外科看護、周手術期看護）

25 系統看護学講座 臨床外科看護各論                 [2017年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ3（外科的治療）、成人臨床看護Ⅳ（外科看護、周手術期看護）

26 系統看護学講座 成人看護学［10］ 運動器          [2019年度改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ3（運動器疾患と外科的治療）

27 クリステｨ‐ンのやさしい看護英会話　　知念クリスティーン　上瀧真紀恵 医学書院 外国語ⅠⅡⅢ

28 系統看護学講座 基礎看護学［2］ 基礎看護技術I   [2019年改訂]    動画付 医学書院 基礎看護技術全般

29 系統看護学講座 基礎看護学［3］ 基礎看護技術Ⅱ  [2017年改訂]　　動画付 医学書院 基礎看護技術全般

30 ナーシング・グラフィカ看護の統合と実践(2)：医療安全[2016年改訂] メディカ出版 医療安全

31 ﾅｰｼﾝｸﾞｸﾞﾗﾌｨｶ　健康支援と社会保障②　公衆衛生 ﾒﾃﾞｯｨｶ出版 地域看護総論Ⅰ・Ⅱ　地域看護活動論Ⅰ・Ⅱ

32 ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　地域療養を支えるｹｱ ﾒﾃﾞｨｶ出版 地域看護総論Ⅰ・Ⅱ　地域看護活動論Ⅰ・Ⅱ

33 看護過程に沿った対症看護 [第5版] 学研 基礎看護技術Ⅵ-1、Ⅵ-2看護過程

34 看護に必要なやりなおし数学・物理 照林社 物理学

35 新体系看護学講座　健康支援と社会保障制度①　現代医療論[第3版] ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ 保健医療論Ⅰ・Ⅱ

36 看護技術プラクティス[第3版] 学研 基礎看護技術　全般

37 フィジカルアセスメント　ガイドブック[第2版] 医学書院 基礎看護技術Ⅲ（ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）

38 看護覚え書[第7版] 現代社 看護学概論Ⅰ・Ⅱ

39 はじめての看護理論 医学書院 看護学概論Ⅰ看護理論

40 ナースのためマナー＆接遇術　看護の心とセンスを磨く 中央法規 基礎看護技術Ⅰコミュニケーション

医学書院13 系統看護学講座 成人看護学［3］ 循環器     [2019年改訂]
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No. 書籍名 出版社 主に使用する授業
1 系統看護学講座　　母性看護学〔２〕母性看護学各論 医学書院 母性臨床看護ⅠⅡ

2 系統看護学講座　　成人看護学〔１１〕アレルギー　膠原病　感染症 医学書院 病理学Ⅱｰ4　感染症・膠原病･ｱﾚﾙｷﾞｰ

3 系統看護学講座　　成人看護学〔９〕　女性生殖器 [2019年度改訂] 医学書院 母性臨床看護Ⅰ

4 系統看護学講座　　小児看護学〔２〕　小児臨床看護各論 医学書院 小児臨床看護Ⅰ・Ⅱ

5 系統看護学講座　　別巻　栄養食事療法 医学書院 栄養学

6 系統看護学講座　　別巻　がん看護学　〔2017年改訂] 医学書院 成人看護総論Ⅱ

7 周手術期看護論 HIROKAWA 成人臨床看護Ⅳ（外科看護、周手術期看護）

8 精神看護学１　精神看護学概論、精神保健 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社 精神保健Ⅱ

9 系統看護学講座　　別巻　看護研究　 [2016年度新刊] 医学書院 看護研究

10 系統看護学講座　　別巻　看護情報学〔2017年改訂] 医学書院 基礎看護技術Ⅶ（看護情報学）

No. 書籍名 出版社 主に使用する授業
1 系統看護学講座　　精神看護学〔１〕　精神看護の基礎 医学書院 精神臨床看護Ⅰ・Ⅱ

2 系統看護学講座　　精神看護学〔２〕　精神看護の展開 医学書院 精神臨床看護Ⅰ･Ⅱ

3 明日を拓く社会保障 全日本民医連 社会福祉

4 系統看護学講座　　基礎分野　社会学 医学書院 社会学

5 系統看護学講座　　看護の統合と実践〔１〕看護管理〔2018年改訂〕 医学書院 看護管理
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