
分野 科  目 講師名 書　　　　　名 出版社

系統看護学講座　基礎分野 [３]　生物学　改定 医学書院

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能[1]　解剖生理学　 医学書院

英語 一言 Ｈｅａｌｔｈ　Ｔａｒｋ　(実践的看護英語の基礎)　 ピアソン・エデュケーション

表現法 竹腰 新版　日本語・理解の表現 いろは出版

大和田 よくわかるMicrosoft Word　2016　応用　　　　　 富士通FOM

よくわかるMicrosoft　Excel　2016　応用　　　　 富士通FOM

形態機能学Ⅰ 吉野 系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能[1]　解剖生理学　 医学書院

系統看護学講座　専門基礎分野　人体の構造と機能[1]解剖生理学　 医学書院

解剖生理をおもしろく学ぶ サイオ出版

ナーシンググラフィカ　疾病の成り立ち④　臨床栄養学 メディカ出版

2019 オールガイド食品成分表(2015年度版準拠）　 実教出版

朝比奈 ナーシンググラフィカ疾病の成り立ち④　臨床栄養学 メディカ出版

病理学 関・平松 系統看護学講座　専門基礎分野　疾病の成り立ちと回復の促進[1]　病理学 医学書院

ナーシンググラフィカ　疾病の成り立ち②　臨床薬理学　　 メディカ出版

ナーシングサプリ　臨床薬理学　　 メディカ出版

微生物学 内藤 系統看護学講座　専門基礎分野　疾病の成り立ちと回復の促進[3]　微生物学 医学書院

新体系看護学全書　基礎看護学①看護学概論　 メヂカルフレンド

看護覚え書 現代者

よくわかる看護者の倫理綱領 照林社

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学〔２〕　基礎看護技術Ⅰ　改定医学書院

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学〔３〕　基礎看護技術Ⅱ 医学書院

コミュニケーション　効果的な看護を展開する鍵 日本看護協会出版会

ロイ適応看護理論の理解と実践   医学書院

看護がみえる　ｖｏｌ．１　基礎看護技術　　新刊 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

看護がみえる　ｖｏｌ．２　臨床看護技術　　新刊 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

フィジカルアセスメントがみえる　　 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学［4］ 臨床看護学総論　 医学書院

看護過程に沿った対症看護　 学研メディカル秀潤社

検査値早わかりガイド　　 サイオ出版
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前田
学内教員

基
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分
野

専
門
基
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分
野

石川
中島

杉本
栄養学

生物学

情報科学

薬理学

伊藤看護学概論

森

形態機能学Ⅱ・
Ⅲ・Ⅳ

看護方法Ⅰ～Ⅷ 木田他



分野 科  目 講師名 書　　　　　名 出版社

成人看護概論 福與他 ナーシンググラフィカ　 成人看護学①　成人看護学概論　 メディカ出版

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学 　 医学書院

国民衛生の動向 2018/2019　（８月に発売予定） 厚生統計協会

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 医学書院

親と子のきずなはどうつくられるか 医学書院

呼吸器系
大田・広瀬・
田村

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔２〕　呼吸器　改定 医学書院

循環器系 渡邊 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔３〕 循環器　改定 医学書院

血液 前田 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔４〕 血液・造血器　改定 医学書院

消化器系 石原他 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔５〕 消化器　改定 医学書院

内分泌代謝 坂本 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔６〕 内分泌・代謝　改定 医学書院

神経系 竹原･酒井 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔７〕 脳・神経　改定　 医学書院

泌尿器系 福田 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔８〕 腎泌尿器　改定 医学書院

女性生殖器系 黒田 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔９〕 女性生殖器　改定　 医学書院

女性生殖器　乳房 平松 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔９〕 女性生殖器　改定　 医学書院

骨筋系 赤坂 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔10〕運動器　　改定 医学書院

免疫系 金本
系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔11〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレルギ－・膠原病/感染症

医学書院

皮膚 矢田貝 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔12〕 皮膚　　 医学書院

眼 松永 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔13〕 眼　　 医学書院

耳鼻咽喉 久保田 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔14〕 耳鼻咽喉　　 医学書院

歯 森 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学〔15〕　歯・口腔　　 医学書院

手術療法 高林 系統看護学講座　別巻　臨床外科看護総論　　 医学書院

リハビリテーション療法 秋山 成人看護学Ｄ.リハビリテーション患者の看護[第2版]　 廣川書店

化学療法 遠藤 系統看護学講座　別巻　がん看護学　　 医学書院

放射線療法 五十嵐・小杉 系統看護学講座　別巻　臨床放射線医学　　 医学書院

臨地実習 病期・病態・重症度から見た疾患別看護過程＋病態関連図 医学書院

プロジェクト学習の基本と手法　 教育出版

看護学生のためのレポート書き方教室 照林社
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その他 学内教員

老年看護概論 竹田他

母性看護概論 伊藤他



科  目 講師名 書　　　　　名 出版社

人間関係論
百合草
久保田

系統看護学講座　基礎分野　人間関係論 医学書院

社会学 齋藤 ナーシンググラフィカ　健康支援と社会保障①　健康と社会･生活　 メディカ出版

わかりやすい公衆衛生学 ﾇｰｳﾞｪﾙﾋﾛｶﾜ

国民衛生の動向 2019/2020　（８月に発売予定） 厚生統計協会

社会福祉 佐々木
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〕　社会保障・社会福祉　　改訂

医学書院

関係法規 佐々木
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〕　看護関係法令　　改訂

医学書院

保健統計学 東野 よくわかる医療・看護のための統計入門　第2版 東京図書

パーフェクト臨床実習ガイド　成人看護Ⅰ急性期・周手術期　第2版　 照林社

系統看護学講座　別巻　緩和ケア 医学書院

老年看護概論 渡辺他 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学　病態･疾病論　 医学書院

ナーシンググラフィカ　老年看護学　高齢者の看護の実践　　 メディカ出版

カラー写真で学ぶ　高齢者の看護技術　　 医歯薬出版

小児看護概論 寺岡他 小児看護学概論　小児保健　小児看護学① メヂカルフレンド社

清水他 健康障害をもつ小児の看護　小児看護学② メヂカルフレンド社

寺岡他 根拠と事故防止から見た　小児看護技術 医学書院

国民衛生の動向 2019/2020　（８月に発売予定） 厚生統計協会

写真でわかる母性看護技術 インターメディカ

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 医学書院

後藤他
系統看護学講座　専門分野Ⅱ
精神看護学〔1〕　精神看護の基礎

医学書院

村上他 看護のための精神医学 医学書院

系統看護学講座　専門分野Ⅱ
精神看護学〔2〕　精神看護の展開

医学書院

根拠がわかる精神看護技術 メヂカルフレンド社

看護師教育のための地域看護概論
　　　　－公衆衛生看護を含む地域の看護に取り組むために－

ヌーヴェルヒロカワ

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論  医学書院

写真でわかる訪問看護 インターメディカ

その他 学内教員 プロジェクト学習の基本と手法 教育出版

臨地実習 病期・病態・重症度から見た疾患別看護過程＋病態関連図 医学書院
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基
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分
野

専
門
基
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公衆衛生学 佐野

専
門
分
野

成人看護方法 橋本他

老年看護方法 竹田他

小児看護方法

母性看護方法 増田他

精神看護概論

精神看護方法 後藤他

在宅看護論 吉田他



科  目 講師名 書　　　　　名 出版社

基
礎

科
目

生命倫理学 松田・村松 看護学生のための医療倫理 丸善

専
門

基
礎

総合医療論 関・中村他 系統看護学講座　別巻　医学概論 医学書院

増田他 系統看護学講座　統合分野　看護管理　 医学書院

浦田 系統看護学講座　統合分野　医療安全　 医学書院

国際看護と
　　　　災害看護

櫻井 ナーシンググラフィカ　看護の統合と実践③災害看護　 メディカ出版

亀澤 看護研究　系統看護学講座　別巻 医学書院

亀澤
看護学生のための新版
わかりやすいケーススタディの進め方

照林社

教
科
外

課
程

茶道 青島他 学校茶道用教本「裏千家茶道」（大学生用）
(財)今日庵発行
茶道文化振興財団

☆　3年次の茶道のテキストは別途購入。

145

平成31年　３年次　テキスト一覧

統
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分
野

医療安全と
　　　　看護管理

看護研究


