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１．図面１－１「本荘団地南地区 楷樹会館配置図」 
２．図面１－２「本学事業場所 楷樹会館平面図」 
３．楷樹会館売店で現在取り扱っている商品例 
４．楷樹会館書籍販売で現在取り扱っている書籍例 
１）医学テキスト取扱商品案内（平成 24年度版） 
２）熊本大学授業計画よりテキストおよび参考文献 

（平成 25年度：大学院保健学教育部、医学部医学科、 
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種類 品名
1.弁当・おにぎり

おにぎり(牛ごぼう)
おにぎり(梅おかか)
おにぎり(エビマヨ)
おにぎり(おかか)
おにぎり(おかか昆布)
おにぎり（昆布）
おにぎり(鮭)
おにぎり（高菜）
おにぎり(ツナマヨネーズ)
おにぎり(明太子)
おにぎり（梅）
おにぎり（焼肉マヨ）
おにぎり（照り焼きチキンマヨ）
梅かおりおむすび
秋色おむすびパック
おにしめ弁当
田舎総菜　楽や
エビ・イカのせのせ弁当
オム・ハンバーグランチ
学食弁当
がっつりのせ弁当
からあげ丼
五穀米のビビンバ丼
五穀米のレディース弁当（健康）
鮭のせ弁当（タンドリーチキン）
生姜焼きWのせ弁
贅沢のせ弁当
龍菜弁当
手巻きおにぎり弁当
てんとら弁当
鶏五目おむすび
鶏の照り焼き丼
煮込みハンバーグ弁当
ヘルシーロコモコ丼
レディース弁当
レディース弁当（カニクリームコロッケ）

2.パン
パン工房SUGANOYA
カフェオレ風味　パン
クッキー生地がおいしいメロンパン
チョコまんドーナツ（黄味あん）
マドレーヌサンドケーキ（ラムレーズンクリーム）
マンハッタン
贅沢な厚切りブレッド（濃厚ミルククリーム）
牛乳パン
ボリュームグラタンコロッケバーガー
スイートクリームサンド
香ばしいメロンパン
ランチパック
ソーセージエッグマフィン
LOOKショコラデニッシュ（イチゴホイップ）
チョコクリームデニシュ
もち食感蒸しパン（お芋と栗）
しっとりチョコ蒸しケーキ（ラムレーズン）
牛肉まん
くるくるもっち（チョコ）

楷樹会館売店で取り扱っている商品例
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種類 品名
ビスケットサンド
チーズデンマーク
福岡　博多明太フランス
ダブルナッツデニシュ
イチゴのブラボン
ふんわり焼きエッグ
おおきか！チーズフーガス
おおきか！マヨパン
もっちりやわらかフランスパン
ホットク
ぷりんぱん
揚げパンカスター
ホットケーキサンド（苺ソース＆ホイップクリーム）
ニュー北海道チーズ蒸しケーキ
苺のマンハッタン
バラエティマンハッタンカフェオレ
コッペパン（ロースハム）
コッペパン（タマゴ）
クランチホワイトチョコケーキ
今川焼風もちっとさんど（スイートポテト）
口溶けカスター
コーンマヨネーズ＆ハムマヨネーズパン
ちょこ丸
ヤキリンゴ

3.カップ麺
ワンタンミニカップ
こんがりパンのコーンポタージュ
スープDELI　きのこクリームスープスパ
スープDELI　トマトクリームスープパスタ
スープDELI　完熟トマトのスープパスタ
スープDELI　オニオングラタンスープ
じっくりコトコト　チーズポタージュ
じっくりコトコト　クラムチャウダー
カップヌードルミニ
シーフードヌードルミニ
カレーヌードルミニ
どん兵衛ミニきつね
どん兵衛ミニ肉うどん
スープカレーワンタン
カップとうふのおみそ汁
どん兵衛　おそうめんミニ
どん兵衛ミニ天そば
ミニチキンラーメン
新コトコトパン　チーズポタージュ
新コトコトパン　コーンポタージュ
とん汁　生みそずい
赤いきつねうどん
カップほうれん草おみそ汁
ミニワンタンわかめスープ
ミニワンタンたまごスープ

4.菓子
アルフォートミニチョコレート
アンパンマンひとくちビスケット
一本満足バー
オレオビッツサンド（バニラ）
ガブリチュウヨーグルト
カロリーメイト（メープル味）
カロリーメイトハーフチョコ
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種類 品名
キシリッシュ（クリスタルミント）
キシリッシュ（ディープミント）
キットカットバー
クリーム玄米ブラン　イチジク
クリーム玄米ブラン（クリームチーズ）
クリーム玄米ブラン（ブルーベリー）
クリーム玄米ブラン（メープル）
クロレッツxpクリアミント
コアラのマーチ　いちごみるく
コアラのマーチ　チョコレート 
さくさくぱんだVC3000のど飴スティック
種ぬきカリカリ梅
チップスターS（うすしお味）
チップスターS（のりしお味）
チロルチョコキャラメルナッツ
トルタ　塩キャラメル
ナビスコ　ピコライチゴ
プチ　フランスバターのクッキー
プチクラッカー
プチチョコビス
プチビット　コクミルク
プチポテトうすしお味
ブラックサンダー
プリッツ（サラダ）
明治　ポイプル
明治　マーブルチョコレート
森永　小枝バー
らくのう　カフェオレキャラメル
リカルデント　パッションレモンミント
リッツビッツサンド（チーズ）
ミンティア（ワイルド＆クール）
ミンティア（レモンライムミント）
ミンティア（ドライハード）
ミンティア（リッチグレープ）
味覚党　のど飴１０粒
ロッテ　のど飴ST
健康梅のど飴（スティック）
ZEUS　スノーストームガム
キシリッシュミントソーダ
キシリトール・ガム（ニューライムミント）
キスミント　濃厚ミント
ストライド（エンドレスミント）
ストライド（オールデイミント）
ストライド（メガミステリー）
チューイングキャンデー
ミンツ　オリジナルグリーン
リカルデント（クアトロミント）

5.アイス
きなこ餅アイス
ブラックサンダーアイス
エスキモー　ピノ
ザ・クレープ（チョコ・バニラ）
ROYAL　チョコモナカ
たっぷりラムレーズンもなか
ムース（パウチ）
ROYAL　チョコレートアイス
ブラックモンブラン
トラキチ君
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種類 品名
バニラカップ
ROYAL　ラムネソーダ
チェリオ　生チョコ入り
ガリガリ君（ソーダ味）
しっとるけ　メロンフロート
巨峰シャーベット
スコール　パウチ

6.デザート
牛乳プリン
くだもの屋白桃ゼリー
くだもの屋ミックスゼリー
濃いリッチ杏仁豆腐
サンキストオレンジゼリー
サンキストピーチゼリー
サンキストぶどうゼリー
たっぷりプリン（とろけるカスタード）
たらみゼロカロリーパイン
ほろにがカフェゼリー
まるかじりグレープフルーツ

7.飲料
1日分の野菜　200ml
CCレモンZERO　500ml
GREEN　DA・KA・RA　500ml
アクエリアス　500ml
綾鷹　500mlペット
い・ろ・は・す　555ml
い・ろ・は・す　みかん　555ml
い・ろ・は・す　りんご　555ml
伊藤園ビタミン野菜200ml紙パック
エメラルドマウンテンブレンドカフェオレ
クーとってもヘルシーアップル280mlペット
濃い1日分の野菜　265gペット
濃い充実野菜200mlテトラ
紅茶花伝ロイヤルミルクティー　470ml
熟オレンジ
ジョージア　エメラルドマウンテンブレンド　190ml
ジョージア　コクのブラック　275ml
ジョージア　まろやかミルクのカフェラッテ　280ml
ジョージア　ヨーロピアン　コクの超微糖　260ml
ジョージアカフェオレ
太陽のマテ茶　500ml
ティーズティー　グレープフルーツ
ティーズティー　ピーチティー
ティーズティー　ベルガモットオレンジティー
ビタミンフルーツ熟オレンジ　350g
不二家ネクター　200mlテトラ
ホッと　綾鷹mlペット
ホット　爽健美茶350mlペット
ホット紅茶花伝ロイヤルミルクティー　280ml
ミニッツメイド　健康果実　カシス＆グレープ　350ml
野菜生活ペット
理想のオレンジ100％
理想のトマト
理想のりんご100％

8.文具
２３０MOウインドウズ用
３色ボールペン
A4クリヤーブック20枚青
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種類 品名
A4クリヤーブック20枚　ピンク
A4クリヤーブック40枚青
A4クリヤーブック40枚透明
A4クリヤーブック40枚オレンジ
A4クリヤーブック40枚コバルトブルー
A4クリヤーブック40枚グレー
A4ファイル　青F９１８－０２
A４無地ノートノ－２０１W
A4リングファイル　２穴　青
A4リングファイル　２穴　黒
B5無地ノートノ-13W
MAXホッチキス針No10-1M
USB4GBTS4GJF300
アピカ　ノートブック６A10　100枚
アラビック　ヤマトノリ
イカリボシ　下敷きM333R
角形２号A４版
替芯ユニ０．３－202ND HB
カラークリアーホルダーリヒトN
カラーメモP564-03グリーン
カラーラミネートインデックス
消えいろピット
熊大ロゴ入り　シャ楽0.5シャープ黒
熊大ロゴ入り　シャ楽0.5シャープ水色
クランプファイルA4ICL－A4-OR
クリアーブックラ－370
クリアポケット　A4/２穴L462F
蛍光ペン　イエロー
蛍光ペン　オレンジ
蛍光ペン　ピンク
蛍光ペンカートリッジPUSR-80黄色
消しゴムEL-KA
消しゴムEH-SSM
消しゴムEN-MN
消しゴムER-SSM
ケスティアU５C4-CYA
コクヨ　クリヤーブックピンク
コクヨ　クリヤーブック黄色
コクヨ　ケースファイルフ－950B
コクヨ　ケースファイルフ－950G
コクヨ　ケースファイルフ－950Y
コクヨ　情報カードシカ－10
コクヨ　大学ノートノ-6A
コクヨ　タックインデックスタ－22青
コクヨ　チューブファイルフ－RT650B
コクヨ　ノートノ-5B
コクヨ　ノートノ-103B
コクヨ　ハサミF-WBB102オレンジ
コクヨ　ファイルノートA4ル－155－1
コクヨ　方眼紙ほ－１９
コクヨ　ポケットノートノ－４１２G
コクヨ　履歴書シン－１J
コクヨ　リングノートス-10B
コクヨ　リングファイル
コクヨ　ルーズリーフノ-83
コクヨ　ルーズリーフノ-837WE
コクヨ　ルーズリーフノ-836C
コクヨ　レポートレ－１１６A
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種類 品名
コクヨ　レポートレ－１１６B
コクヨ　レポートレ-16A
コクヨ　ノートノ－４A
コピー用紙
サクラフラット（ライトグリーン）
サクラフラットレッド
シグノ　GP0.5　UM115赤
シグノ　RTUMN-105黒
シグノ　極細　青
シグノ　ユニボールUM151
下敷き緑
修正テープKW55
シンプリーズ　クリアーホルダー　１０P
スポットライターVWSVW-15SL PL
スマートキャリアグリップBOXCB
ゼブラ　サラサクリップ0.3　赤
ゼブラ　サラサクリップ0.3　オレンジ
ゼブラ　サラサクリップ0.3グリーン
ゼブラ　サラサクリップ0.3ブルー
ゼブラ　サラサクリップ0.4　赤JJS15-R
ゼブラ　サラサクリップ0.4　黒JJS15-BK
ゼブラ　サラサクリップ0.4LBJJS15-LB
ゼブラ　サラサクリップ0.4オレンジJJS15-OR
ゼブラ　サラサクリップ0.5　赤JJ15-R
ゼブラ　サラサクリップ0.5　黒JJ15-BK
ゼブラ　サラサクリップ0.5青JJ15-BL
ゼブラ　サラサクリップ0.5オレンジJJ15-OR
ゼブラ　サラサクリップ0.7青JJ15-BL
ゼブラ　シャープペンライトブルー
ゼブラ　シャープペンオレンジ
ゼブラ　シャープペンMA66-W
ゼブラ　シャープペンライトグリーン
ゼブラ　シャープペン0.5ピンク　フリシャ
ゼブラ　チェックペン緑
ゼブラ　チェックペン　赤
ゼブラ　チェックホルダーセット　B5緑
ゼブラ　ハイマッキー緑
ゼブラ　マイルドライナーブルー
ゼブラ　マイルドライナーグリーン
ゼブラ　マイルドライナーピンク
ゼブラ　マイルドライナー　イエロー
ゼブラ　マイルドライナー　オレンジ
ゼムクリップGK-101
セロテープ
タックインデックスタ－22R
タプリ　クリップ　シャープMN5黒
チューブファイルフ－RT６１００
ツインリングノート　赤N-1601
トンボ　消しゴムPE04A
トンボ　消しゴムPE-01A
トンボ　スティックのりPT-TP
ナイスタック
ノートA5
ノート　無線綴じ30シート
ノートデファイル
ハイテック　シャープ
ハイテック０．３B
ハイテック０．３BP
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種類 品名
ハイテック０．３CRP
ハイテック０．３R
ハイテック０．３O
ハイテック０．３AO
ハイテック０．３L
ハイテック０．３G
ハイテック０．３P
ハイテック０．３CL
ハイテック０．３BB
ハイテック０．３AL
ハイテック０．４B
ハイテック０．４O
ハイテック０．４R
ハイテック０．４L
ハイテック０．４G
ハイテック０．４V
ハイテック０．４CRP
ハイテック０．４AL
ハイテックC４色
ハイテックC３色
パイロット　蛍光ペン　紫
パイロット　蛍光ペン黄
パイロット　蛍光ペン桃
パイロット　シャープペンHRG-10R-B5
パイロット　シャープペンHRG-10R-SL5
パイロット　ハイテックC0.4ピンク
フィットメモKWSN－０３Y
フィットメモKWSN-10A
フィットメモKWSN-09A
フィルムフセン７パッド
フィルムフセン９パッド
フラットファイル青
フラットファイル黒
フラットファイル赤
フリクションボール0.5ブラック
フリクションボール0.5レッド
ぺんてる　修正ペン
ぺんてる　ノック式マーカー　赤
方眼紙片対数
方眼紙両対数
方眼紙ホ－１５
ポストイットフラッグ透明
マッキー　極細
マルアイ　金封キ-232
マルアイ　クラフト封筒長3 PN3
マルマン　A4　30穴ファイルF481パープル
マルマン　A4ルーズリーフ　L110
マルマン　A5　20穴ファイルオレンジ
マルマン　A5　20穴ファイルパープル
マルマン　メモ　N594ブルー
マルマン　メモ　N594グリーン
マルマン　ルーズリーフL885 5ミリ方眼罫B5
マルマンA4　30穴ファイルF582グリーン
マルマンA4　30穴ファイルF582オレンジ
マルマンA4ルーズリーフL1101
マルマンB5　２６穴ファイルF300グリーン
マルマンB5　26穴ファイルF618グリーン
マルマンB5　２６穴ファイルF300ピンク
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種類 品名
マルマンB5　２６穴ファイルF300オレンジ
三菱　蛍光ペン　赤PUS101
三菱　蛍光ペン　黄PUS102T
三菱　蛍光ペン　黄PUS101
三菱　蛍光ペン　空PUS102T
三菱　蛍光ペン　橙PUS101
三菱　蛍光ペン　桃PUS102T
三菱　蛍光ペン赤紫PU
三菱　シグノ0.38UMN103赤
三菱　シグノ0.38UMN103ピンク
三菱　シグノ0.38 UMN103黒
三菱　シグノ0.38赤UM151
三菱　シグノ0.38オレンジUM103
三菱　シャープ芯0.5HB
三菱　シャープ芯0.3B
三菱　シャープ芯0.52B
三菱　ボールペン0.7黒SXN-15007.13
三菱　ボールペン0.7黒SXN-15007.24
三菱　ボールペン赤SN-100
三菱　ボールペン黒SN-100-10
三菱　油性マーカー　細字A-5E青
三菱シグノ0.38黒UM151
三菱シグノ0.38緑UM151
三菱シャープ芯0.5B
三菱フラットファイル３冊パックA4青
ミニシャープナー
メンディングテープ810-1-15D
ヤマト　スティックのりLS-8
ユニボール　シグノ　替芯０．２８
リヒト　A4クリアホルダー青藤F78
リヒト　A4クリアホルダー赤F78
リヒト　A4クリアホルダー黄F78
リヒト　A4クリアホルダー藤F78
リングファイルグレー
リングメモ帳N670
ルーズリーフドット入り
ルーズリーフ　B5無地50枚
ルーズリーフ100枚入LL10B-230
レポート用紙レ－110AT
レポート用紙レ－110BT
レポート用紙RA4
レポート用紙B

9.雑貨・衛生
タフト２４ハブラシ
アルカリ乾電池単２　２P
ロリエ　スリムガード昼用８個入り
リポビタン　ファイン

10.衣料
白衣ソワンクレエ　１５１９A（L,M,S）

11.切手
５０円
８０円
１２０円
２００円

12.指定ごみ収集袋
熊本市指定収集袋　燃やすごみ（大、中、小）
熊本市指定収集袋　埋め立てごみ（中）
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授業科目 テキスト 参考文献

線形代数Ｉ トレンディ　線形代数　秋山他著　学術図書出版社 わかりやすい線形代数　秋山他著　学術図書出版社

微分積分Ｉ 三宅敏恒著　「入門微分積分」　培風館
微分積分あるいはその演習の本が図書館に多数ありますので参照して下さい。

統計学I 高田佳和　著　｢例題で学ぶ統計入門｣　森北出版
古川俊之、丹後俊郎　著　「新版　医学への統計学」　朝倉書店
宮原英夫、丹後俊郎　偏　「医学統計学ハンドブック」　朝倉書店

物理学Ｉ（２組）
「基礎物理学」原康夫著　学術図書出版社 必要な場合、プリントを配布

化学Ｉ
「物理化学」　宮本秀一・長正徳　（三恵社）
「物理化学演習」　宮本秀一　（三恵社）

「アトキンス物理化学（上下）第６版」（東京化学同人）

線形代数II トレンディ　線形代数　秋山他著　学術図書出版社 わかりやすい線形代数　秋山他著　学術図書出版社

微分積分II 三宅敏恒著　「入門微分積分」　培風館 微分積分あるいはその演習の本が図書館に多数ありますので参照して下さい。

統計学II 高田佳和　著　｢例題で学ぶ統計入門｣　森北出版
古川俊之、丹後俊郎　著　「新版　医学への統計学」　朝倉書店
宮原英夫、丹後俊郎　偏　「医学統計学ハンドブック」　朝倉書店

物理学II（２組） 「基礎物理学」原康夫著　学術図書出版社 講義中に必要なものを提示する

化学II 柏村成史著「反応から学ぼう有機化学の基礎」三共出版
ボルハルト・ショアー「現代有機化学」上、下、化学同人
宮下徳治「コンパクト高分子化学」 三共出版

分子細胞生物学I
Essential細胞生物学（中村桂子・松原謙一監訳、南江堂）を中心に授業
する。

Essential細胞生物学(2011)　中村桂子・松原謙一監訳、南江堂

分子細胞生物学Ｉ
Essential細胞生物学（中村桂子・松原謙一監訳、南江堂）を中心に授業
する。

Essential細胞生物学(2011)　中村桂子・松原謙一監訳、南江堂

医用電子工学・放射線基礎医学
（医用電子工学）プリントを配布します。
（放射線基礎医学）スクワイヤ放射線診断学（羊土社）６年まで使いま
す。

（医用電子工学）画像診断装置学入門　木村雄治　著　コロナ社
診療画像機器学　笠井俊文，敬壽　オーム社
（放射線基礎医学）
医学生・研修医のための画像診断first aid（メディカルサイエンス　インターナショナル）

医療と社会I
とくになし（各担当教官が独自に資料を作成する）
推薦図書：ＮＥＷ予防医学・公衆衛生　シンプル衛生公衆衛生学

授業時に適宜紹介する。

医療と社会II 　臨床心理学や医事法制学の教科書は特別に指定しない。 「実践　医事法学」　金川琢雄著　金原出版株式会社 　6,200円

分子遺伝学

本授業は分子生物学と遺伝医学の基礎を含み、全体をカバーする教科
書はない。分子生物学の部分は生化学の教科書でよい。遺伝医学の部
分は「一目でわかる臨床遺伝学」、「基礎から疾患までわかる遺伝子」
（参考文献参照）がよい。

古関明彦監訳「一目でわかる臨床遺伝学」2004、メディカル・サイエンス・インターナショナル、
2,800円。要点がうまくまとめられている。準教科書。
布山 喜章 、石和 貞男 (監訳)D.L. ハートル 、 E.W. ジョーンズ(原著)「エッセンシャル遺伝学」
2005年　培風館、8610円。理解しながら読むのに適している。遺伝医学に関しての準教科
書。
松田一郎監修「医科遺伝学」1999、南江堂、8,500円。優れた教科書だが入手困難。
生化学辞典（第4版）2007、東京化学同人。用語を調べるのに最適。
新川詔夫、吉浦孝一郎監訳「基礎から疾患までわかる遺伝子」、メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル、7,140円。

人体発生・肉眼解剖学 グレイ解剖学　エルゼビア・ジャパン
ラーセン　最新人体発生学　 学生版　西村書店
ネッター解剖学図譜（学生版）　丸善
あたらしい人体解剖学アトラス 　メディカルサイエンスインターナショナル

人体発生・肉眼解剖学 解剖実習の手引き（南山堂）およびアトラス必ず用意すること

グレイ解剖学　エルゼビア・ジャパン
ネッター解剖学図譜（学生版）　丸善
あたらしい人体解剖学アトラス　メディカルサイエンスインターナショナル
解剖学カラーアトラス　医学書院
分担解剖学　金原出版

神経解剖学
講義ではwebCTを介して講義ノートを提供します。マクロ脳解剖実習で
は「解剖学実習の手引き」（南山堂）の脳解剖の部分を使いますが、各班
に一冊づつは準備してあります。

マーティン神経解剖学テキストとアトラス　西村書店
神経解剖学講義ノート金芳堂

組織学
「Ross組織学 原書第５版」監訳：内田安男、相磯貞和　南江堂
「解剖学アトラス　第３版」越智　淳三 訳　文光堂
「からだの構造と機能」A. シェフラー、S. シュミット著　西村書店

生化学Ｉ ヴォート基礎生化学第３版（田宮信雄他訳、東京化学同人）
「ヴォート生化学」（田宮信雄他訳．東京化学同人）
「イラストレイテッド　ハーパー生化学」（上代淑人監訳．丸善株式会社)

生化学II 指定しない。 「イラストレイテッド　ハーパー生化学」（上代淑人監訳．丸善）

生理学Ｉ 指定しない。

人体機能生理学；南江堂、
現代の生理学；金原出版
本郷利憲・廣重力：「標準生理学」（第６版）；医学書院
「人体の正常構造と機能」；日本医事新報社

生理学II 特に指定しない。講義資料は「生理学II」のウェブページから閲覧できる。
本郷利憲・廣重力：「標準生理学」（第７版）、医学書院
Patton, HD et al., Textbook of Physiology (21st ed.), Saunders

免疫学 講義のポイントをまとめた小冊子を配付する。

・エッセンシャル免疫学（笹月健彦　監訳、メディカル・サイエンス・インターナショナル、第2版
2010年）
・免疫学コア講義(南山堂　改訂3版　2012年) 
・免疫生物学（笹月健彦　監訳、南江堂　第7版　2010年）
・CELLULAR and MOLECULAR IMMUNOLOGY EDITION 6 (SAUDERS ELSEVIER）

微生物学

(1)INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY, 2nd Edition, John L. Ingraham
Catherine A. Ingraham, Brooks/Cole
(2)BROCK BIOLOGY OF MICROORGANISMS, 9th Edition, Michael T.
Madigan et. al, Prentice Hall International Inc.
(3)INFECTIOUS DISEASES AND MEDICAL MICROBIOLOGY, 2nd
Edition, Abraham I. Braude et. al, W.B.Saunders Company

各講義、実習の主題ごとに適宜参考文献（総説、原著論文等）を紹介する。

腫瘍医学 適宜授業内容に関するプリントを配布する。

「がん遺伝子に挑む」野田 洋子 (訳著), 野田 亮 (訳著), ナタリー・エインジャー (著) 東京化
学同人、
「がん遺伝子の発見?がん解明の同時代史 」黒木 登志夫（著）中公新書、
「がん遺伝子を追う?発見レースの最前線 」マイケル ウォルドホルツ (原著), 大平 裕司 (翻
訳)  日経BP企画
「エッセンシャル寄生虫病学-第3版」(医歯薬出版)

薬理学 指定のテキストなし

New薬理学 (第5版)　田中千賀子、加藤隆一　編　　南江堂
標準薬理学 (第６版)　今井　正、宮本英七　編　　医学書院
臨床薬理学概論　海老原昭夫　編　　薬業時報社
新薬理学入門　柳澤輝行　編著　　南山堂
Medical Pharmacology　A.Goth　　丸善
The Pharmacological Basis of Therapeutics (第9版)　J.G.Hardman　ら編　　Pergamon Press

病理学I なし

病態病理学（菊地浩吉監修、南山堂）、
標準病理学（町並陸生、他、監修、医学書院）、
エッセンシャル病理学（澤井高志他、医歯薬出版）、
Ｂasic Ｐathology(Ｓaunders)、
Ｏxford Ｔextbook of Ｐathology 1, 2a&2b.Ｐathology of Ｓystems (Ｏxford Ｕniv. Ｐress)、
Ａnderson's Ｐathology (Ｍosby), 
人体病理学（石倉浩監訳　南江堂）, 
アンダーウッド病理学（森道夫他監訳　西村書店）, 
ロビンス基礎病理学（森亘他監訳、廣川書店）
ルービンエッセンシャル病理学（河原栄他監訳、西村書店）, 
カラーアトラス・基礎組織病理学（今井大監訳　西村書店）, 
組織病理アトラス（飯島宗一監修、文光堂）
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授業科目 テキスト 参考文献

衛生学 とくになし（各担当教官が独自にプリント資料を作成する）

環境保健医学
(1)澤村良二他編：食品衛生学、1992、南江堂、東京　
(2)斉藤和雄他編：新しい環境衛生、1995、南江堂、東京　
(3)安全、衛生、作業条件トレーニング　マニュアル、1995、労研出版部、東京
公衆衛生学・医療科学
(4)Maxy-Rosenau-Last:Public Health & Preventive Medicine,  Applied  Lauge,　USA
 (5)藤原元典他編：総合衛生公衆衛生学　上・下、1985、南江堂、東京
(6)厚生の指標（臨時増刊）国民衛生の動向（毎年刊行される）：厚生統計協会、東京
＊その他、授業時に適宜紹介する。

公衆衛生学
特にない（各担当教官がプリント資料を作成する）
推薦図書：ＮＥＷ予防医学・公衆衛生　シンプル衛生公衆衛生学

１）シンプル衛生公衆衛生学、南江堂
２）NEW予防医学・公衆衛生学、南江堂
３）厚生の指標（臨時増刊）国民衛生の動向：厚生統計協会、東京
４）医学的研究のデザイン、研究の質を高める疫学的アプローチ　第２版　メディカル・サイエ
ンス・インターナショナル

法医学
　法医学の教科書は特別に指定しないが一冊は購入すること。「死体検
案マニュアル」（日本法医学会）（2,000円）は購入希望者は購入すること
（授業中に案内します）。

NEW法医学・医事法　勝又義直・鈴木修　編　南江堂 5,500円
現代の法医学　永野耐造・若杉長英　編　金原出版
標準法医学・医事法　石津日出雄・高津光洋　編　医学書院
学生のための法医学　田中宣幸・恒成茂行  他編　南山堂　5,565円
Forensic Pathology　Bernard Knight　Arnold　34,800円
死亡診断書・出生証明書・死産証書記入マニュアル　吉村昌雄　編著　東京法令出版　2,000
円

呼吸器内科学 呼吸器内科臨床テキストを配付する

１）クリクラナビ：基礎的臨床能力学習ガイド：熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキン
ググループ編集委員会　
(2)監修・監訳：福井次夫、黒川　清「ハリソン内科学」
(3)上田英雄、武内重五郎、杉本恒明総編集「内科学」朝倉書店　
(4)本間日臣編集「呼吸器病学」医学書院　
(5)Ｆraser and Ｐare :Ｄiagnosis of Ｄiseases of the Ｃhest.　Ｗ．Ｂ．Ｓaunders Ｃompany.

呼吸器内科学 呼吸器内科臨床テキストを配付する。

１）クリクラナビ：基礎的臨床能力学習ガイド：熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキン
ググループ編集委員会　
(2)監修・監訳：福井次夫、黒川　清「ハリソン内科学」
(3)上田英雄、武内重五郎、杉本恒明総編集「内科学」朝倉書店　
(4)本間日臣編集「呼吸器病学」医学書院　
(5)Ｆraser and Ｐare :Ｄiagnosis of Ｄiseases of the Ｃhest.　Ｗ．Ｂ．Ｓaunders Ｃompany.

呼吸器内科学
呼吸器内科臨床テキスト（学生に配付すみ）、必要に応じてプリントを配
布する。

１）クリクラナビ：基礎的臨床能力学習ガイド：熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキン
ググループ編集委員会　
(2)監修・監訳：福井次夫、黒川　清「ハリソン内科学」
(3)上田英雄、武内重五郎、杉本恒明総編集「内科学」朝倉書店　
(4)本間日臣編集「呼吸器病学」医学書院　
(5)Ｆraser and Ｐare :Ｄiagnosis of Ｄiseases of the Ｃhest.　Ｗ．Ｂ．Ｓaunders Ｃompany.

消化器内科学

1.「内科学」上田英雄ら　朝倉書店
2.「内科学」中山書店
3.ハリソン内科学全第2巻　原著17版
4.別冊　医学のあゆみ　消化器疾患　胃腸、肝胆膵　医歯薬出版
5.専門医のための消化器病学　医学書院
6.Annual Review消化器　中外医学社
7.消化器学用語辞典（食道胃腸、肝胆膵）　メディカルレビュー社
8.内科診断学 福井次矢ら　医学書院

消化器内科学

1.「内科学」上田英雄ら　朝倉書店
2.「内科学」中山書店
3.ハリソン内科学全第2巻　原著17版
4.別冊　医学のあゆみ　消化器疾患　胃腸、肝胆膵　医歯薬出版
5.専門医のための消化器病学　医学書院
6.Annual Review消化器　中外医学社
7.消化器学用語辞典（食道胃腸、肝胆膵）　メディカルレビュー社
8.内科診断学 福井次矢ら　医学書院

血液内科学 指定なし

Rheumatology（Klippel & Dieppe, Mosby）
Wintrobe's clinical hematology（GR Lee, et al, Lea& Febiger）
新輸血医学（伊藤ら、金芳堂）
血液形態観察のすすめ方（亀岡ら、近代出版）

血液内科学 指定なし

Rheumatology（Klippel & Dieppe, Mosby）
Wintrobe's clinical hematology（GR Lee, et al, Lea& Febiger）
新輸血医学（伊藤ら、金芳堂）
血液形態観察のすすめ方（亀岡ら、近代出版）

血液内科学

Rheumatology（Klippel & Dieppe, Mosby）
Wintorobe's Clinical Hematology（GR Lee, et al, Lea& Febiger）
新輸血医学（伊藤ら、金芳堂）
血液形態観察のすすめ方（亀岡ら、近代出版）

膠原病内科学 指定なし

Rheumatology（Klippel & Dieppe, Mosby）
Wintrobe's clinical hematology（GR Lee, et al, Lea& Febiger）
新輸血医学（伊藤ら、金芳堂）
血液形態観察のすすめ方（亀岡ら、近代出版）

膠原病内科学

Rheumatology（Klippel & Dieppe, Mosby）
Wintorobe's Clinical Hematology（GR Lee, et al, Lea& Febiger）
新輸血医学（伊藤ら、金芳堂）
血液形態観察のすすめ方（亀岡ら、近代出版）

腎臓内科学
症例から学ぶ腎臓病学:東京医学社
新・病態生理できった内科学3腎疾患：医学教育出版社
医学生・研修医のための病態生理First Aid：メディカルサイエンスインターナショナル

腎臓内科学 プリントとスライドを使用
症例から学ぶ腎臓病学:東京医学社
新・病態生理できった内科学3腎疾患：医学教育出版社
医学生・研修医のための病態生理First Aid：メディカルサイエンスインターナショナル

腎臓内科学 講義の1週前に患者病歴や検査データを配布する。
症例から学ぶ腎臓病学:東京医学社
新・病態生理できった内科学3腎疾患：医学教育出版社
医学生・研修医のための病態生理First Aid：メディカルサイエンスインターナショナル

代謝・内分泌内科学 適宜プリントを配布する。

1) 荒木栄一編：実践糖尿病診療入門（南山堂）
2) Joslin's Diabetes Mellitus、 
3) ジョスリン糖尿病学第2版(メディカルサイエンスインターナショナル)　
4) 糖尿病治療ガイド2010年版(文光堂)　
5) Williams Textbook of Endocrinology、
6) Harper's Biochemistry

代謝・内分泌内科学 適宜プリントを配布する。

1) 荒木栄一編：実践糖尿病診療入門（南山堂）
2) Joslin's Diabetes Mellitus、 
3) ジョスリン糖尿病学第2版(メディカルサイエンスインターナショナル)　
4) 糖尿病治療ガイド2010年版(文光堂)　
5) Williams Textbook of Endocrinology、
6) Harper's Biochemistry

代謝・内分泌内科学 適宜プリントを配布する。

1) 荒木栄一編：実践糖尿病診療入門（南山堂）
2) Joslin's Diabetes Mellitus、 
3) ジョスリン糖尿病学第2版(メディカルサイエンスインターナショナル)　
4) 糖尿病治療ガイド2010年版(文光堂)　
5) Williams Textbook of Endocrinology、
6) Harper's Biochemistry
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循環器内科学 指定のテキストは特にない。

Hurst (Ed) : The Heart， McGraw-Hill 2007
Braunwald's Heart Disease: A textbook of Cardiovascular Medicine　9th Ed. Zipes, Libby,
Bonow, Braunwald; Elsevier Saunders
心電図のＡＢＣ　日本医師会編　協和企画 1999
Constant's Bedside Cardiology -診断のエキスパートを目指して-　Jules Constant 総合医学
社 2002
心臓病の病態生理　第２版　Pathophysiology of Heart Disease: Leonard S. Lilly メディカル・
サイエンス・インターナショナル 2004
クリクラナビ：基本的臨床能力学習ガイド　2nd　熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキ
ンググループ編集委員 金原出版 2006
心臓の聴診　基礎と臨床ＣＤ　HESCO
新・心臓病診療プラクティス・シリーズ　文光堂 

循環器内科学 指定のテキストは特にない。

Hurst (Ed) : The Heart， McGraw-Hill 2007
Braunwald's Heart Disease: A textbook of Cardiovascular Medicine　9th Ed. Zipes, Libby,
Bonow, Braunwald; Elsevier Saunders
Constant's Bedside Cardiology -診断のエキスパートを目指して- Jules Constant 総合医学
社 2002
心筋傷害と心筋/血管マーカー　清野 精彦　MEDICAL VIEW 2002
MEDICAL VIEW 2004
心臓病の病態生理　第２版　Pathophysiology of Heart Disease: メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル 2004
新 ＢＮＰと日常診療　蔦本尚慶、斉藤能彦　南江堂 2005 
目でみる循環器病シリーズ５　先天性心疾患　中澤　誠 MEDICAL VIEW 2005
新・心臓病診療プラクティス・シリーズ　文光堂 
冠動脈疾患プロフェッション2　慢性冠動脈疾患の臨床　小川久雄　中山書店 2006
シミュレーション内科　心筋梗塞・狭心症を探る　奥村　謙　永井書店 2006
Circulation Journal　循環器疾患の診断と治療に関するガイドライン  
心臓ナビゲーター　
医学の歩み　心不全UPDATE　医歯薬出版株式会社 2006
心不全を予防する　和泉　徹、筒井裕之　中山書店 2006
最新　狭心症診療の実際　小川久雄　永井書店　2009
最新アプローチ急性冠症候群（循環器臨床サピア2）小川久雄　中山書店　2009
ＥＢＭ　循環器疾患の治療2012-2013　中外医学社 2012
循環器疾患の最新医療　小川久雄　先進医療技術研究所　2012

循環器内科学 指定のテキストは特にない。

Braunwald's Heart Disease: A textbook of Cardiovascular Medicine　8th Ed. Zipes, Libby,
Bonow, Braunwald; Elsevier Saunders
Hurst (Ed) : The Heart， McGraw-Hill
Circulation　 (American Heart Association学会誌)
New England journal of medicine 
新・心臓病診療プラクティス・シリーズ　文光堂 
心臓ナビゲーター　MEDICAL VIEW
循環器疾患の最新治療　2007　　 南江堂
Journal of the American College of Cardiology　 (American College of Cardiology学会誌)
Circulation Journal　 (日本循環器学会誌)
ＥＢＭ　循環器疾患の治療2006-2007　中外医学社

心臓血管外科学 小冊子、プリントを随時使用
Cardiac Surgery(Kirklin/Barrat-Boyes), ed. Kouchoukas NT, Churchill Livingston 2003.
標準外科学(医学書院)
新臨床外科学(医学書院)

呼吸器外科学 特に指定しない

標準外科学（医学書院） 
国試外科学（医学評論社）
TEXT外科学（南山堂）　 
外科学臨床講義（へるす出版）
呼吸器外科学（南山堂）　　
呼吸器CT診断（金芳堂）

呼吸器外科学 特に指定しない

標準外科学（医学書院） 
国試外科学（医学評論社）
TEXT外科学（南山堂）　 
外科学臨床講義（へるす出版）
呼吸器外科学（南山堂）　　
呼吸器CT診断（金芳堂）

呼吸器外科学 特に指定しない

標準外科学（医学書院） 
国試外科学（医学評論社）
TEXT外科学（南山堂）　 
外科学臨床講義（へるす出版）
呼吸器外科学（南山堂）　　
呼吸器CT診断（金芳堂）

消化器外科学

・標準外科学（医学書院）
・NEW外科学（南江堂）
・Schwartz's Princple of Surgery (Me Graw Hill)
・USMLE

消化器外科学
特に指定しない

・標準外科学（医学書院）
・NEW外科学（南江堂）
・Schwartz's Princple of Surgery (Me Graw Hill)
・USMLE

乳腺・内分泌外科学
標準外科学（医学書院）、
NEW外科学（南江堂）

乳癌診療の実際（新興交易医書出版）

乳腺・内分泌外科学 配布プリント
標準外科学（医学書院）、
new外科学（南江堂）
乳癌診療の実際（新興交易医書出版）

泌尿器科学 特に指定しない。 新泌尿器科学（南山堂、改訂4版）

泌尿器科学 特に指定しない。 新泌尿器科学（南山堂、改訂4版）

小児科学 小児科 診断・治療指針　中山書店
Nelson textbook of pediatrics
ネルソン小児科学　第17版　エルセビアジャパン

小児科学 小児科 診断・治療指針　中山書店
Nelson textbook of pediatrics
ネルソン小児科学　第17版　エルセビアジャパン

小児外科学 標準小児外科学　第6版　医学書院　2012年
日本小児外科学会HP
日本臓器移植ネットワークHP

小児外科学 標準小児外科学　第5版　　医学書院

皮膚科学
あたらしい皮膚科学(中山書店）
標準皮膚科学(医学書院）
皮膚科学（金芳堂）

皮膚科学
あたらしい皮膚科学(中山書店）
標準皮膚科学(医学書院）
皮膚科学（金芳堂）

皮膚科学 特に指定しない
標準皮膚科学（医学書院）、
MINOR TEXTBOOK皮膚科学（金芳堂）、
NEW皮膚科学（南江堂）

整形外科学 講義プリントを配布する。
「図解　整形外科」（第2版、金芳堂）
「標準整形外科学」（第11版）、医学書院、

整形外科学 講義プリントを配布する。
「図解　整形外科」（第2版、金芳堂）
「標準整形外科学」（第11版）、医学書院、

整形外科学 適宜プリントを配布する。
「標準整形外科学」（第10版）、医学書院、
「図解　整形外科」（第1版、金芳堂）

3/18



授業科目 テキスト 参考文献

歯科口腔外科学 特になし。必要に応じプリントの配布を行う。

1.医学を学ぶ人の歯科口腔外科学テキスト　都　温彦　編集　医学情報社 
2. 口腔外科学　宮崎　正　編集　医歯薬出版
3.最新口腔外科学　第3版 　上野　正、伊藤秀夫、監修　医歯薬出版
4. 標準口腔外科学　高橋庄二郎、園山　昇　他、編集　医学書院

耳鼻咽喉科学
講義プリント

1. 切替一郎、野村恭也編著：新耳鼻咽喉科学　南山堂
2. 後藤敏郎監修：耳鼻咽喉科学　医学書院
3. 喜多村健、森山寛編集：NEW耳鼻咽喉科・頭頸部外科　南江堂
4. 森山寛編著：今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科治療指針(第2版)  医学書院
5. 湯本英二編著：耳鼻咽喉科診察プラクティス ７:嚥下障害を治す　文光堂

耳鼻咽喉科学 講義プリント

1. 切替一郎、野村恭也編著：新耳鼻咽喉科学　南山堂
2. 後藤敏郎監修：耳鼻咽喉科学　医学書院
3. 喜多村健、森山寛編集：NEW耳鼻咽喉科・頭頸部外科　南江堂
4. 森山寛編著：今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科治療指針(第2版)  医学書院
5. 湯本英二編著：耳鼻咽喉科診察プラクティス ７:嚥下障害を治す　文光堂

耳鼻咽喉科学 講義プリント

1. 切替一郎、野村恭也編著：新耳鼻咽喉科学　南山堂
2. 後藤敏郎監修：耳鼻咽喉科学　医学書院
3. 喜多村健、森山寛編集：NEW耳鼻咽喉科・頭頸部外科　
南江堂
4. 森山寛編著：今日の耳鼻咽喉科・頭頸部外科治療指針(第2版)  医学書院
5. 湯本英二編著：耳鼻咽喉科診察プラクティス ７:嚥下障害を治す　文光堂

眼科学 現代の眼科学

「標準眼科学」（清水弘一、他）
「エッセンシャル眼科学」（丸尾敏夫、他）
「現代の眼科学」（所敬、他）
Kanski : Clinical Ophthalmology
Vaughan : General Ophthalmology

神経内科学 プリント（講義ノート）を配付する

(1)田崎義昭、斉藤佳雄「ベッドサイドの神経の診方」南山堂
(2)平山恵造編「臨床神経内科学」南山堂
(3)荒木淑郎著「最新神経病学」金芳堂
(4)Rowland LP. edited "Merrit's Textbook of Neurology". Lea & Febiger.

神経内科学 プリント（講義ノート）を配付する

(1)田崎義昭、斉藤佳雄「ベッドサイドの神経の診方」南山堂
(2)平山恵造編「臨床神経内科学」南山堂
(3)荒木淑郎著「最新神経病学」金芳堂
(4)Rowland LP. edited "Merrit's Textbook of Neurology". Lea & Febiger.

神経内科学 プリントを配付する

(1)田崎義昭、斉藤佳雄「ベッドサイドの神経の診方」南山堂
(2)平山恵造編「臨床神経内科学」南山堂
(3)荒木淑郎著「最新神経病学」金芳堂
(4)Rowland LP. edited "Merrit's Textbook of Neurology". Lea & Febiger.

麻酔科学 特に指定しない。
 Ｄripps ＲＤ, et al:Introduction to Ａnesthesia. 9th ed, Ｓaunders,1996  　

呼吸生理学の基礎(ヒトの呼吸機能の進化と生物学的背景)，ＤejoursＰ，落合威彦他訳，
1983，真興交易医書

麻酔科学 特に指定しない。
ミラー麻酔科学（メディカル・サイエンス・インターナショナル）、
麻酔科学スタンダード（克誠堂出版）

神経精神医学 標準精神医学【第４版】編）野村総一郎（医学書院）
みんなの精神医学用語辞典　著）松下正明　（弘文堂）
POCKET精神科　編）武田雅俊　鹿島晴雄　（Kinpodo）

神経精神医学 標準精神医学【第４版】編）野村総一郎　（医学書院）
みんなの精神医学用語辞典　著）松下正明　（弘文堂）
POCKET精神科　編）武田雅俊　鹿島晴雄　（Kinpodo）

神経精神医学 標準精神医学【第４版】編）野村総一郎　（医学書院）
みんなの精神医学用語辞典　著）松下正明　（弘文堂）
POCKET精神科　編）武田雅俊　鹿島晴雄　（Kinpodo）

脳神経外科学
ニュースタンダード　脳神経外科学（生塩之敬編集、三輪書店、7,350円）
脳神経外科学 必修講義 改訂版（松谷雅生編集、メディカルビュー、
6,300円）

脳神経外科学 (太田富雄編著、改訂11版、金芳堂、31,500円）

脳神経外科学

ニュースタンダード　脳神経外科学（生塩之敬編集、三輪書店、7,350円）
脳神経外科学 必修講義 改訂版（松谷雅生編集、メディカルビュー、
6,300円）

脳神経外科学 (太田富雄編著、改訂11版、金芳堂、31,500円）

脳神経外科学
ニュースタンダード　脳神経外科学（生塩之敬編集、三輪書店、7,350円）
脳神経外科学必修講義 改定版（松谷雅生編集、メディカルビュー、6,300
円）

脳神経外科学 (太田富雄編著、改訂11版、金芳堂、31,500円）

総合診療学 標準救急医学
クリクラナビ基本的臨床能力学習ガイド / 熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキング
グループ編集委員会, 金原出版　2006 　
医療面接の基本（ビデオ）、津田司、日経メディカル、1999

総合診療学 特に指定しない。資料については必要に応じて配付する。
基本的臨床能力学習ガイド：クリクラナビ改訂第2版 (金原出版) 2006、シリーズ臨床研修医
指導の手引き：総論ローテーション研修での必須事項 (診断と治療社) 2004、変貌する日本
の医学教育 (金原出版) 2004

画像診断学
医学生・研修医のための画像診断First Aid

臨床検査医学 市販されている検査医学に関するものであれば何でもよい。 「臨床遺伝学のすすめ」、「映画と恋と遺伝子と」安東由喜雄著ほか

救急医学

特に指定はしないが参考書をあげる。
救急蘇生法の指針＜2010＞（改訂4版）：へるす出版
JRC蘇生ガイドライン2010：へるす出版
標準救急医学（第4版）：日本救急医学会監修（医学書院）
改訂３版外傷初期診療ガイドラインJATEC：へるす出版
集中治療医学テキスト：日本集中治療医学会より出版の見込み

臨床実習入門
クリクラナビ（熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキンググループ
編集委員会編、金原出版、2006年）

チュートリアル実習
特に指定しない。 課題（シナリオ）によって異なるため、チュトーリアル実施時に、課題ごとの参考文献、リソー

ス・パーソンを提示

臨床実習 特になし
クリクラナビ（熊本大学医学部臨床実習入門コースワーキンググループ編集委員会編、金原
出版、2006年）

臨床形態診断学
医学生・研修医のための画像診断first aid（メディカルサイエンス　イン
ターナショナル）

解剖、病理で用いたテキスト

漢方医学 講義中に紹介する。
医学生のための漢方医学【基礎編】安井廣迪　東洋学術出版社
入門漢方医学　日本東洋医学会学術委員会編集　南江堂

臨床腫瘍学 必要に応じて、各講義で配布する。 「新臨床腫瘍学」日本臨床腫瘍学会編、南江堂、2006

救急医学概論 適宜、プリントを配布する。 救急蘇生法の指針（改訂3版）市民用・解説編、へるす出版

救急医学概論 適宜、プリントを配布する。 救急蘇生法の指針（改訂3版）市民用・解説編、へるす出版

国際医療・保健活動論 別途指示する
国国立国際医療センター、『国際保健医療協力ハンドブックー保健医療分野で国際協力をめ
ざす人へ』国際開発ジャーナル社
丸井英二、森口育子、『国際保健・看護』弘文堂

国際医療・保健活動論 別途指示する
国立国際医療センター、『国際保健医療協力ハンドブックー保健医療分野で国際協力をめざ
す人へ』国際開発ジャーナル社
丸井英二、森口育子、『国際保健・看護』弘文堂

看護管理論
１．中西睦子監修：看護管理学、建帛社、2007．


１．矢野正子：新体系看護学、看護管理・看護研究・看護制度、基礎看護学２、メヂカルフレン
ド社
２．ジャニス・ライダ－・エリス；セリア・ラブ・ハ－トレ－：看護ケアのマネジメント、クリティカル
シンキングで学ぶ看護管理の実際、メディカ出版

成人臨床看護学実習I
これまでに専門基礎、基礎看護学や成人看護学関連で使用したテキスト
全て

浦部晶夫：今日の治療薬2011（南江堂）
他、随時提示する
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成人臨床看護学実習II
これまでに専門基礎、基礎看護学や成人看護学関連で使用したテキスト
すべて

系統看護学講座「臨床外科総論」
「臨床外科各論」（医学書院），
・系統看護学講座　専門分野2 成人看護学（呼吸器・循環器・消化器・運動器）（医学書院）
・成人看護実習ガイド１急性期・周手術期（照林社）

精神看護学実習

１．宇佐美しおり（2002)：困った時の精神看護，医学書院
２．野末聖香編著（2004)：リエゾン精神看護，医歯薬出版株式会社
３．融道男，岩脇淳(2003)：カプラン臨床精神医学ハンドブック，第2版，メ
デイカル・サイエンス・インターナショナル
４．宇佐美しおりほか(2003)：オレムのセルフケアモデル，事例を用いた
看護課程の展開，ヌーベルヒロカワ

北島謙吾・川野雅資監訳(1997)：精神科看護ケアプラン、医学書院

小児看護学実習
小児看護学概論　小児臨床看護総論（医学書院）小児臨床看護各論（医
学書院）

「小児看護」（へるす出版）
「チャイルドヘルス」（診断と治療社）
「小児疾患診療のための病態生理１，２」（東京医学社）

母性看護学実習
系統看護学講座　母性看護学概論母性看護学1（医学書院）
系統看護学講座　母性看護学各論母性看護学2（医学書院）　
系統看護学講座　女性生殖器成人看護学9（医学書院）

妊産褥婦のケア（医歯薬出版株式会社）
周産期の看護技術（医歯薬出版株式会社）
新生児の観察と看護技術（医歯薬出版株式会社）
病気がみえる（産科）（メディクメディア）

ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾍﾙｽ/ﾗｲﾂI
講義によっては資料を配布する。
荒木　勤著　改訂第21版　最新産科学　異常編　文光堂　2008
助産学講座2.6.7.8（医学書院）　病気が見える(産科）

系統看護学講座　専門13　成人看護学9　女性生殖器　医学書院
系統看護学講座　専門24　母性看護学I　母性看護学概論　医学書院
系統看護学講座　専門25　母性看護学II　母性看護学各論　医学書院

ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾍﾙｽ/ﾗｲﾂII
我部山キヨ子編　助産学講座2.3（医学書院）
最新産科学(正常編、異常編)、
配布資料

マースデン・ワーグナー著：WHO勧告にみる望ましい周産期ケアとその根拠、メディカ出版
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0314-17.html

助産診断・技術学I

我部山キヨ子・武谷雄二編：助産学講座　第3.6.7.8巻、医学書院
最新産科学(正常編、異常編)、目で見る分娩の取り扱いの実際（医学書
院）
北川眞理子・内山和美編：今日の助産(南江堂）
配布資料

今日の助産（南江堂）

助産診断・技術学II
１．助産学講座５　助産診断・技術学１　医学書院　
２．川島広江　他、助産師のための性教育実践ガイド　医学書院

１．母子保健の主なる統計　母子保健事業団
２．わが国の母子保健　母子保健事業団

助産学実習
　助産学講座1～9巻（医学書院）
　　助産師コース科目において提示したテキスト
「助産学実習要項」（実習の前に配布します）

助産師コース科目において提示した参考文献、資料
　　母性看護学で用いたテキスト、参考文献
　　小児看護学で用いたテキスト、参考文献

在宅ケア実習 訪問看護ステーション臨地実習マニュアル　医学書院

地域看護学実習 保健師教育に使用したテキスト 保健事業の必要性に応じて提示する。

老年看護学実習
実習の手引き

認知症高齢者ケア研究会『認知症『日常生活』サポートブック』中央法規、2007年
グループホームのケアを考える会『事例を交えて学ぶ認知症高齢者グループホームQ＆A』
中央法規、2007年
高齢者虐待防止委員会『高齢者虐待に挑む』中央法規、2006年
泉順『介護実習教育への提言』ミネルヴァ書房、2003年
永田千鶴『グループホームにおける認知症高齢者ケアと質の探究』ミネルヴァ書房、2009年
山田律子ほか編『生活機能からみた老年看護過程』医学書院、2008年
金川克子監『老年症候群別看護ケア関連図＆ケアプロトコル』中央法規、2008年
山口晴保編『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント』第2版、協同医書出版、
2010年
亀井智子編「根拠と事故防止からみた老年看護技術」医学書院、2012年

臨床実習 関連教科のテキストおよびノート 図解診療放射線技術実践ガイド　高橋正治編　文光堂

臨床病態学概論II
適宜プリントを配付する。
内科診断学

新臨床内科学　 医学書院

臨床医学特論
症状の基礎からわかる病態生理　MEDSI
適宜プリントを配付する

新臨床内科学　医学書院

血液検査学特論
血液検査学（2008第2版）：奈良信夫他著　医歯薬出版　\5,460
補助教材（プリント）、国試形式の試験問題（プリント）

ビジュアル臨床血液形態学：平野正美監修　南江堂　\8,925
血液細胞アトラス：三輪史郎、渡辺陽之輔著　文光堂　\9,000

臨床化学実習 専用の実習書(教員作成)を配布します 臨床検査学講座　臨床化学検査学　医歯薬出版

臨床化学特論 臨床検査学講座　臨床化学検査学　医歯薬出版 臨床化学技術学10｢臨床化学｣：医学書院

遺伝子検査学
１．要点概説 遺伝子検査技術入門｣：リーブル出版
２．配布資料

「遺伝子･染色体検査学｣ 医歯薬出版、
「分子生物学イラストレイテッド｣ 羊土社

放射性同位元素検査学実習 臨床検査技術学18 放射性同位元素検査技術学　村中明他　医学書院 核医学検査技術学　佐々木雅之、桑原康雄　南山堂

免疫検査学I
適宜プリントを配付する
医歯薬出版　免疫検査学

コア免疫学

免疫検査学特論 適宜プリントを配付する。
コア免疫学
臨床免疫学　医歯薬出版

病原生物検査学特論
臨床検査講座　微生物学・臨床微生物学（医歯薬出版）
医動物学（医歯薬出版）

臨床検査知識の整理：微生物学・臨床微生物学（新臨床検査技師教育研究会）
スタンダード微生物学　（文光堂）、　
臨床検査法提要　（金原出版）、　
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

生理機能検査学特論 なし
基礎人体機能学（二唐、安倍編集、広川書店）、
臨床検査技術学７生理検査学・画像検査学（医学書院）、
臨床検査学講座：生理機能検査学（医歯薬出版）

画像検査学特論 必要な資料につてはプリントとして配布する。 西村恒彦編集　Common Disease総合画像診断　金芳堂

検査機器管理特論 臨床検査講座　『検査機器総論』 （医歯薬出版）三村邦祐他著

人体構造学I
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学I
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学I
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学I（看護）
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学I（放射線）
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学I（検査）
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学II
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学II
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂
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人体構造学II
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学II（看護）
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学II（放射線）
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

人体構造学II（検査）
佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳、「トートラ人体解剖生理学　原著８版」、丸

  善（2011）.
  配布資料

相磯貞和訳：ネッター解剖学アトラス、南江堂

生体機能学I
基礎人体機能学　二唐・安倍　編集（広川書店）
教科書に沿った講義は行わないが、適宜教科書を参照する。

スタンダード生理学二宮ほか編集（文光堂）、
シンプル生理学貴邑・根来　著（南江堂）、
第一回の授業でその他の参考書、問題集などを紹介する。

生体機能学I
基礎人体機能学　二唐・安倍　編集（広川書店）
教科書に沿った講義は行わないが、適宜教科書を参照する。

スタンダード生理学二宮ほか編集（文光堂）、
シンプル生理学貴邑・根来　著（南江堂）、
第一回の授業でその他の参考書、問題集などを紹介する。

生体機能学I
基礎人体機能学　二唐・安倍　編集（広川書店）
教科書に沿った講義は行わないが、適宜教科書を参照する。

スタンダード生理学二宮ほか編集（文光堂）、
シンプル生理学貴邑・根来　著（南江堂）、
第一回の授業でその他の参考書、問題集などを紹介する。

生体機能学I（看護）
基礎人体機能学　二唐・安倍　編集（広川書店）
教科書に沿った講義は行わないが、適宜教科書を参照する。

スタンダード生理学二宮ほか編集（文光堂）、
シンプル生理学貴邑・根来　著（南江堂）、
第一回の授業でその他の参考書、問題集などを紹介する。

生体機能学I（放射線）
基礎人体機能学　二唐・安倍　編集（広川書店）
教科書に沿った講義は行わないが、適宜教科書を参照する。

スタンダード生理学二宮ほか編集（文光堂）、
シンプル生理学貴邑・根来　著（南江堂）、
第一回の授業でその他の参考書、問題集などを紹介する。

生体機能学I（検査）
基礎人体機能学　二唐・安倍　編集（広川書店）
教科書に沿った講義は行わないが、適宜教科書を参照する。

スタンダード生理学二宮ほか編集（文光堂）、
シンプル生理学貴邑・根来　著（南江堂）、
第一回の授業でその他の参考書、問題集などを紹介する。

生体機能学II 『基礎人体機能学』(広川書店)二唐東朔・安倍紀一郎編 『トートラ　人体解剖生理学』（丸善）佐伯他編訳

生体機能学II 『基礎人体機能学』(広川書店)　二唐東朔・安倍紀一郎編 『トートラ　人体解剖生理学』（丸善）佐伯他編訳

生体機能学II 『基礎人体機能学』(広川書店)二唐東朔・安倍紀一郎編 『トートラ　人体解剖生理学』（丸善）佐伯他編訳

生体機能学II（看護） 『基礎人体機能学』(広川書店)　二唐東朔・安倍紀一郎編 『トートラ　人体解剖生理学』（丸善）佐伯他編訳

生体機能学II（放射線） 『基礎人体機能学』(広川書店)　二唐東朔・安倍紀一郎編 『トートラ　人体解剖生理学』（丸善）佐伯他編訳

生体機能学II（検査） 『基礎人体機能学』(広川書店)二唐東朔・安倍紀一郎編 『トートラ　人体解剖生理学』（丸善）佐伯他編訳

生化学I マクマリー・生物有機化学，生化学編（丸善） ヴォート基礎生化学（東京化学同人）

生体防御学　（看護）
適宜参考資料を配付する。
中外医学社　医系免疫学

免疫学コア講義　南山堂

生体防御学　(放射）
適宜参考資料を配付する。
中外医学社　医系免疫学

免疫学コア講義　南山堂

生体防御学　（検査）
適宜参考資料を配付する。
中外医学社　医系免疫学

免疫学コア講義　南山堂

遺伝学　（看護）
新川・阿部著、「遺伝医学への招待」、南江堂(2008)．
毎回の講義で配布するオリジナルプリント

新川・吉浦監訳、「カラー図解　基礎から疾患までわかる遺伝学」、メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル(2009)．
安藤・塚原・溝口編著、「遺伝看護」、医歯薬出版

遺伝学　（放射）
新川・阿部著、「遺伝医学への招待」、南江堂(2008)．
毎回の講義で配布するオリジナルプリント

新川・吉浦監訳、「カラー図解　基礎から疾患までわかる遺伝学」、メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル(2009)．
安藤・塚原・溝口編著、「遺伝看護」、医歯薬出版

遺伝学　（検査）
新川・阿部著、「遺伝医学への招待」、南江堂(2008)．
毎回の講義で配布するオリジナルプリント

新川・吉浦監訳、「カラー図解　基礎から疾患までわかる遺伝学」、メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル(2009)．
安藤・塚原・溝口編著、「遺伝看護」、医歯薬出版

病原生物学I　（看護）
病原体・感染・免疫（南山堂）

微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

病原生物学I　（放射） 病原体・感染・免疫（南山堂）

微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

病原生物学I　（検査） 微生物学・臨床微生物学（医歯薬出版）

微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

臨床薬理学　（看護） 担当教員が適宜配布する。

学生が自主的に授業内容の理解を深めるために役立つ参考図書を授業毎に紹介する。
たとえば、
・安原　一、小口勝司編：「わかりやすい薬理学」、ヌーヴェルヒロカワ（2008）.
・大鹿英世、吉岡充弘：「系統看護学講座　専門基礎５　薬理学（疾病のなりたちと回復の促
進[２])」、医学書院（2008）.

臨床薬理学　（放射） 担当教員が適宜配布する。

学生が自主的に授業内容の理解を深めるために役立つ参考図書を授業毎に紹介する。
たとえば、
・安原　一、小口勝司編：「わかりやすい薬理学」、ヌーヴェルヒロカワ（2008）.
・大鹿英世、吉岡充弘：「系統看護学講座　専門基礎５　薬理学（疾病のなりたちと回復の促
進[２])」、医学書院（2008）.

臨床薬理学　（検査） 担当教員が適宜配布する。

学生が自主的に授業内容の理解を深めるために役立つ参考図書を授業毎に紹介する。
たとえば、
・安原　一、小口勝司編：「わかりやすい薬理学」、ヌーヴェルヒロカワ（2008）.
・大鹿英世、吉岡充弘：「系統看護学講座　専門基礎５　薬理学（疾病のなりたちと回復の促
進[２])」、医学書院（2008）.

病理学I　（看護） 系統看護学講座　専門基礎分野　病理学　（医学書院） 適宜配布する。

病理学I　（放射） わかりやすい病理学改訂第４版（磐田・恒吉・宮原編、南江堂） 適宜配布する。

病理学I　（検査）
ルービン病理学
ー臨床医学への基盤ー（鈴木利光　監訳　西村書店）

適宜配布する。

病理学I（看護） 系統看護学講座　専門基礎分野　病理学　（医学書院） 適宜配布する。

病理学I（放射線） わかりやすい病理学改訂第４版（磐田・恒吉・宮原編、南江堂） 適宜配布する。

病理学I（検査）
ルービン病理学
ー臨床医学への基盤ー（鈴木利光　監訳　西村書店）

適宜配布する。

医学概論 授業中の配布プリント
臨床病理・病態学　メディカ出版
医学概論　医学書院

医学概論 医学概論、日野原重明著、医学書院
レントゲン博士の旅、大場　覚著、
孤高の科学者レントゲン、　山崎岐男著、

医学概論 適宜、参考資料を配布する。 系統看護学講座別巻11　医学概論、医学書院

臨床医学総論I　(看護） 系統看護学講座「医学書院」：成人看護学；２・３・４・５・６・７・８・１０・１１
オリジナルプリント
臨床医学総論　医学書院出版
臨床病理・病態学　メディカ出版

臨床医学総論I　（放射） コメディカルのための内科学、医学出版社、
新臨床内科学　医学書院、
内科学書　中山書店、
内科診断学　金芳堂、
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臨床医学総論I（看護） 系統看護学講座「医学書院」：成人看護学；２・３・４・５・６・７・８・１０・１１
オリジナルプリント
臨床医学総論　医学書院出版
臨床病理・病態学　メディカ出版

臨床医学総論I（放射線） コメディカルのための内科学、医学出版社
新臨床内科学、医学書院
内科診断学、医学書院

看護学概論

１．日本看護協会監修：新版看護者の基本的責務（定義、概念、基本
法、倫理）、日本看護協会出版会
２．氏家幸子：看護基礎論、医学書院
３．ナイチンゲール、湯槇ます訳：看護覚え書き、現代社
４．ヘンダーソン、湯槇ます他訳：看護の基本となるもの、日本看護協会
出版会、

１．薄井担子：ナイチンゲール言葉集　看護への遺産、現代社．
２．アン・デービス、太田勝正：コンサイス看護論　看護とは何か―看護の原点と看護倫理―

看護学概論
１．日本看護協会監修：新版　看護者の基本的責務（定義、概念、基本
法、倫理）、日本看護協会出版会
２．授業時に資料を配付します

深井喜代子、前田ひとみ編集：基礎看護学テキスト、南江堂、2006

看護学概論
１．日本看護協会監修：新版　看護者の基本的責務（定義、概念、基本
法、倫理）、日本看護協会出版会
２．授業時に資料を配付します

深井喜代子、前田ひとみ編集：基礎看護学テキスト、南江堂、2006

看護学概論（看護）

１．日本看護協会監修：新版看護者の基本的責務（定義、概念、基本
法、倫理）、日本看護協会出版会
２．氏家幸子：看護基礎論、医学書院
３．ナイチンゲール、湯槇ます訳：看護覚え書き、現代社
４．ヘンダーソン、湯槇ます他訳：看護の基本となるもの、日本看護協会
出版会、

１．薄井担子：ナイチンゲール言葉集　看護への遺産、現代社．
２．アン・デービス、太田勝正：コンサイス看護論　看護とは何か―看護の原点と看護倫理―
照林社

看護学概論（放射線）
１．日本看護協会監修：新版　看護者の基本的責務（定義、概念、基本
法、倫理）、日本看護協会出版会
２．授業時に資料を配付します

深井喜代子、前田ひとみ編集：基礎看護学テキスト、南江堂、2006

看護学概論（検査）
１．日本看護協会監修：新版　看護者の基本的責務（定義、概念、基本
法、倫理）、日本看護協会出版会
２．授業時に資料を配付します

深井喜代子、前田ひとみ編集：基礎看護学テキスト、南江堂、2006

救急医学概論　（看護） 授業中の配布資料
成人看護学　急性期看護２　佐藤真由美編集　南江堂
随時資料配付

救急医学概論　（放射） 適宜、プリントを配布する。 救急蘇生法の指針（改訂3版）市民用・解説編、へるす出版

救急医学概論　（検査） 適宜、プリントを配布する。 救急蘇生法の指針（改訂3版）市民用・解説編、へるす出版

社会福祉論　（看護） 鬼崎信好編『コメディカルのための社会福祉概論』講談社、2012年

仲村優一『社会福祉概論』誠信書房、1991年
岡村重夫『社会福祉原論』全国社会福祉協議会、1983年
古川孝順・庄司洋子・定藤丈弘『社会福祉論』有斐閣、1993年
吉田久一・岡田英己子『社会福祉思想史入門』勁草書房、2000年
厚生統計協会『厚生の指標　国民の福祉の動向』
岩村正彦＋菊池馨実『目で見る社会保障法教材』第４版有斐閣、2007年
仲村優一ほか監『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規、2007年
系統看護学講座専門基礎9『社会保障制度と生活者の健康[3]社会福祉』医学書院
『コメディカルのための社会福祉概論』講談社

社会福祉論　（放射） 鬼崎信好編『コメディカルのための社会福祉概論』講談社、2012年

仲村優一『社会福祉概論』誠信書房、1991年
岡村重夫『社会福祉原論』全国社会福祉協議会、1983年
古川孝順・庄司洋子・定藤丈弘『社会福祉論』有斐閣、1993年
吉田久一・岡田英己子『社会福祉思想史入門』勁草書房、2000年
厚生統計協会『厚生の指標　国民の福祉の動向』
岩村正彦＋菊池馨実『目で見る社会保障法教材』第４版有斐閣、2007年
仲村優一ほか監『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規、2007年
系統看護学講座専門基礎9『社会保障制度と生活者の健康[3]社会福祉』医学書院
『コメディカルのための社会福祉概論』講談社

社会福祉論　（検査） 鬼崎信好編『コメディカルのための社会福祉概論』講談社、2012年

仲村優一『社会福祉概論』誠信書房、1991年
岡村重夫『社会福祉原論』全国社会福祉協議会、1983年
古川孝順・庄司洋子・定藤丈弘『社会福祉論』有斐閣、1993年
吉田久一・岡田英己子『社会福祉思想史入門』勁草書房、2000年
厚生統計協会『厚生の指標　国民の福祉の動向』
岩村正彦＋菊池馨実『目で見る社会保障法教材』第４版有斐閣、2007年
仲村優一ほか監『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規、2007年
系統看護学講座専門基礎9『社会保障制度と生活者の健康[3]社会福祉』医学書院
『コメディカルのための社会福祉概論』講談社

医事法　（看護） 野崎和義著：「医事法学概論」２０１１年、ミネルヴァ書房。 講義の際に適宜紹介する。

医事法　（放射） 野崎和義著：「医事法学概論」２０１１年、ミネルヴァ書房。 講義の際に適宜紹介する。

医事法　（検査） 野崎和義著：「医事法学概論」２０１１年、ミネルヴァ書房。 講義の際に適宜紹介する。

環境衛生学I
三浦悌二ら：健康と環境の科学ー人類の明るい未来を目指して、南山
堂、2003.
およびプリント類

『厚生の指標　国民衛生の動向』　（財）厚生統計協会
その他を授業中に紹介する。

環境衛生学I
三浦悌二ら：健康と環境の科学ー人類の明るい未来を目指して、南山
堂、2003.
およびプリント類

『厚生の指標　国民衛生の動向』　（財）厚生統計協会
その他を授業中に紹介する。

環境衛生学I（検査）
三浦悌二ら：健康と環境の科学ー人類の明るい未来を目指して、南山
堂、2003.
およびプリント類

『厚生の指標　国民衛生の動向』　（財）厚生統計協会
その他を授業中に紹介する。

保健衛生統計学
金森雅夫：統計学（系統看護学講座　基礎分野）、医学書院、最新版なら
びにプリント類

授業中に紹介する。

保健衛生統計学
金森雅夫：統計学（系統看護学講座　基礎分野）、医学書院、最新版なら
びにプリント類

授業中に紹介する。
電卓の準備をすること、できれば関数電卓を購入すること。

保健衛生統計学（看護）
金森雅夫：統計学（系統看護学講座　基礎分野）、医学書院、最新版なら
びにプリント類

授業中に紹介する。

保健衛生統計学（検査）
金森雅夫：基礎学（系統看護学講座　基礎分野）、医学書院、最新版なら
びにプリント類

授業中に紹介する。

保健衛生統計学（放射）
金森雅夫：統計学（系統看護学講座　基礎分野）、医学書院、最新版なら
びにプリント類

授業中に紹介する。

国際医療・保健活動論　（看護） 別途指示する
国立国際医療センター、『国際保健医療協力ハンドブックー保健医療分野で国際協力をめざ
す人へ』国際開発ジャーナル社
丸井英二、森口育子、『国際保健・看護』弘文堂

国際医療・保健活動論　（放射） 別途指示する
国立国際医療センター、『国際保健医療協力ハンドブックー保健医療分野で国際協力をめざ
す人へ』国際開発ジャーナル社
丸井英二、森口育子、『国際保健・看護』弘文堂

国際医療・保健活動論　（検査） 別途指示する
国立国際医療センター、『国際保健医療協力ハンドブックー保健医療分野で国際協力をめざ
す人へ』国際開発ジャーナル社
丸井英二、森口育子、『国際保健・看護』弘文堂

医療外国語（放射線）
「病院における実践英会話―医療従事者のための基本英語―」　医療
科学社
配布プリント

医療スタッフのための米会話―医療科学社
今日から使える放射線診療時の英会話ー医療科学社

医療外国語（検査）
授業前半:プリント配布
授業後半："Essential English for Nurses" by Paul Zito and Masako
Hayano 日総研出版

保健福祉行政論
標準保健師講座別巻1、保健医療福祉行政論、医学書院。
国民衛生動向2011/2112年版、厚生統計協会。

最新保健学講座6 保健医療福祉行政論、メジカルフレンド社

臨床医学総論II 系統看護学講座「医学書院」：成人看護学；２・３・４・５・６・７・８・１０・１１
オリジナルプリント
医学概論 ; 臨床医学総論 ; 臨床病理学総論　医学書院出版
臨床病理・病態学　メディカ出版

臨床栄養学 わかりやすい栄養学（中村・長谷川編）第３版，ヌーベルヒロカワ出版。 講義の中で紹介します。

臨床検査医学概論 配布資料(教員作成) 異常値の出るメカニズム　医学書院

放射線医学概論 臨床放射線医学、系統看護学講座　別巻、医学書院
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看護倫理
１．日本看護協会看護倫理サイト「看護職者のための自己学習テキスト」
２．小西恵美子編：看護倫理、よい看護・よい看護への道しるべ、南江堂
３．日本看護協会出版会：看護者の基本的責務、日本看護協会出版会

１．サラＴ．フライ他：看護実践の倫理　倫理的意思決定のためのガイド、日本看護協会出版
会．

看護管理学概論 １．中西睦子監修：看護管理学、建帛社、2007．
１．矢野正子：新体系看護学、看護管理・看護研究・看護制度、基礎看護学２、メヂカルフレン
ド社
２．ジャニス・ライダ－・エリス；セリア・ラブ・ハ－トレ－：看護ケアのマネジメント、クリティカル

看護方法論I

ナーシンググラフィカ基礎看護技術（メディカ出版）
ジーサプリやってみよう！基礎看護技術第３版（メディカ出版）
仲間と磨く看護技術（医歯薬出版）
看護学生必修シリーズ　バイタルサインの見方、読み方（照林社）
看護プラクティス（学研）

解剖整理の視点でわかる看護技術の根拠Q&A(照林社）
・各種患者体験記・闘病記をできるだけ多く読む（患者理解を深める努力をすること）

看護方法論II
考える基礎看護技術1・2（ヌーヴェルヒロカワ）
演習・実習に役立つ基礎看護技術（ヌーヴェルヒロカワ）
根拠から学ぶ基礎看護技術（医学芸術社）

竹尾恵子監修：
看護技術プラクティス，学研

看護方法論III
考える基礎看護技術1・2（ヌーヴェルヒロカワ）
演習・実習に役立つ基礎看護技術（ヌーヴェルヒロカワ）
看護のためのフィジカルアセスメント(インターメディカル）

山内豊明：フィジカルアセスメントガイドブック　目と手と耳でここまでわかる（医学書院）
小野田千恵子監修，高橋照子，芳賀佐和子編集：実践！フィジカル・アセスメント　看護者と
しての基礎技術，金原出版

看護方法論IV

１．川島みどり：実践看護技術学習支援テキスト、日本看護協会出版会
２．江川隆子編：ゴードンの機能パターンに基づく看護過程と看護診断
第3版、NOUVELLE HIROKAWA．
３．吉谷須磨子監修：NCブック　関連図の書き方をマスターしよう　改定・
増補版、医学芸術社、2003．
４．マージョリー・ゴードン、江川隆子訳：ゴードン博士の看護診断アセス
メント指針、照林社
５．NANDAインターナショナル、日本看護診断学会監訳、中木高夫訳：
NANDA看護診断定義と分類、医学書院、
６．日本看護協会編：看護記録および診療情報の取り扱いに関する指
針、日本看護協会

1．川島みどり監訳：ローパー・ローガン・ティファニーによる生活行動看護モデルの展開、エ
ルゼビア・ジャパン、2006.
２．久間圭子：ローパー・ローガン・ティファニー看護モデルの実践、メディカ出版、2007.

基礎看護学実習I

「基礎看護学実習１」実習要領（実習の前に配布する）
看護カンファレンス（医学書院）
５日間で学ぶ医療安全超入門（学研）
ナースのためのマナー・接遇マニュアル　「看護実践の科学」編集部

看護学概論、看護方法論１で使用したテキスト

基礎看護学実習II
看護学概論、看護学原論、看護診断学、基礎看護方法論I～IIIで使用し
たテキストや参考書

適宜紹介する

看護科教育I 高等学校学習指導要領解説　看護編（文部科学省・東山書房） 授業時に適宜紹介する。

看護科教育II 高等学校学習指導要領解説　看護編（文部科学省・東山書房） 授業時に適宜紹介する。

教育学概論
テキストは使用しませんが、参考資料として　篠田弘編著『資料でみる教
育学　改革と心の時代に向けて』福村出版（2007）を挙げておきます。資
料は随時配布します。

その都度提示します。

教育心理学 指定しない。資料を配布する。
大村はま『教えるということ』ちくま学芸文庫
市川伸一『学習と教育の心理学』岩波書店
さらに詳細な参考文献リストを授業時に配付する。

教職保健 プレゼンテーションスライド、プリントや資料を適宜配布します。 新訂版・学校保健実務必携(第一法規)

教育課程基礎論 特になし。毎回、授業内容に関する資料を配布する。
新谷開『子どもが子どもとして生きる』（クリエイツかもがわ）授業内容に関連させて、「参考文
献一覧」（約５０冊。3行の紹介文を付けてある）として紹介する。

教育方法・技術
　各講義において使用した主な参考文献は，その都度紹介する。
また必要な資料は，講義の中で随時配布する。

How People Learn: Bridging Research and Practice. National Academy Press (1999)

教育相談 資料を配布します。

・下山晴彦編(2003)：よくわかる臨床心理学.ミネルヴァ書房.
・折笠 国康 (2011)：みんな幸せな大人になれ！　主婦の友社
・森重 裕二 (著), 諸富 祥彦 (監修) （2010）： クラス会議で学級は変わる!　明治図書出版
・中野浩彰(1996)：アドラー心理学に学ぶ勇気づけの学級づくり.明治図書．

教育実習 資料を配布します。 中西睦子訳、看護学教育のストラテジー、医学書院

教職実践演習(高) 必要に応じて資料を配付する。
わかる授業をつくる看護教育技法１「講義法」
わかる授業をつくる看護教育技法２「討議を取り入れた学習法」

成人看護学概論 林直子・鈴木久美編：成人看護学概論（南江堂）

安酸史子他編：ナーシング・グラフィカ22　成人看護学概論（メディカ出版）
小島　操子：看護における危機理論・危機介入（金芳堂）
D･E･オレム/小野寺杜紀訳：オレム看護論　看護実践における基本概念第４版（医学書院）
山崎喜比古：保健と医療の社会学（東京大学出版会）

成人臨床看護学I

氏家幸子監修：成人看護学 C.慢性疾患患者の看護（廣川書店）
安酸史子他編：ナーシング・グラフィカ25　セルフマネジメント（メディカ出
版）

氏家幸子監修：成人看護学 E.がん患者の看護（廣川書店）
佐藤禮子監修：成人看護学2（日本看護協会出版会）
Anselm L. Strauss/南裕子監訳：慢性疾患を生きる－ケアとクオリティ・ライフの接点－（医学
書院）
ピエールウグ編/黒江ゆり子訳；慢性疾患の病みの軌跡－コービンとストラウスによる看護モ
デル（医学書院）
日本糖尿病協会編：糖尿病食事療法のための食品交換表第６版（文光堂）
武山満智子訳：患者教育のポイント-アセスメントから評価まで-（医学書院）

成人臨床看護学II 雄西智恵美他編：成人看護学　周手術期看護論　（ヌーベルヒロカワ）

・氏家幸子監修：成人看護学Ｂ．急性期にある患者の看護２・周手術期看護（廣川書店）
・佐藤禮子監修：成人看護学２（日本看護協会出版会）
・鎌倉弥生，深田順子：周手術記の臨床判断を磨く（医学書院）
・数間恵子他編：手術患者のＱＯＬと看護（医学書院）
・青木照明他編：系統看護学講座別巻　臨床外科看護総論 （医学書院）
・北島政樹他編：系統看護学講座別巻　臨床外科看護各論（医学書院）
・系統看護学講座　専門分野２　成人看護学（呼吸器・消化器・内分泌代謝・脳神経・女性生
殖器・運動器）（医学書院）
・井上智子編：成人看護実習ガイド１急性期・周手術期（照林社）

成人臨床看護学III
中西純子・石川ふみよ編集：リハビリテーション看護論
　　　　　　　　　　　　　（ヌーヴェルヒロカワ）

上田敏：リハビリテーションの思想 人間復権の医療を求めて
       （医学書院）
武田宣子・鶴田明美他著：系統看護学講座別巻
                        リハビリテーション看護（医学書院）
酒井郁子・金城利夫編集：リハビリテーション看護　
               障害をもつ人の可能性と共にあゆむ（南江堂）
雄西智恵美・秋元典子編著：
            成人看護学 周手術期看護論（ヌーヴェルヒロカワ）
池松裕子編集：クリティカルケア看護論（ヌーヴェルヒロカワ）
氏家幸子監修：成人看護学C.慢性疾患患者の看護（廣川書店）
井上智子編集：成人看護実習ガイド1急性期・周手術期（照林社）
野並葉子編集：成人看護実習ガイド2慢性期・回復期・終末期
             （照林社）
その他、授業中に紹介する。

成人臨床看護学IV
1.日本糖尿病協会編：糖尿病食事療法のための食品交換表　第6版（文
光堂）
2. 井上智子編集：成人看護実習ガイド1　急性期・周手術期（照林社）

1. 氏家幸子監修：成人看護学１．成人看護技術３（廣川書店）
2.野並葉子編集：成人看護実習ガイド2　慢性期・回復期・終末期（照林社）
3.江川隆子編：ゴードンの機能パターンに基づく看護過程と看護診断　（NOUVELLE
HIROKAWA）
4.マージョリー・ゴードン　江川隆子訳：ゴードン博士の看護診断アセスメント指針　よくわかる
機能的健康パターン　（照林社）
5.川島みどり：実践看護技術学習支援テキスト（日本看護協会出版会）
6.吉谷須磨子監修：NCブックス関連図の書き方をマスターしよう（医学芸術社）
7.Ｔ.ヘザー・ハードマン編　日本看護診断学会監訳：NANDA-I看護診断　定義と分類（医学書
院）

成人臨床看護学実習I
これまでに専門基礎、基礎看護学や成人看護学関連で使用したテキスト
全て

浦部晶夫：今日の治療薬2011（南江堂）

成人臨床看護学実習II
これまでに専門基礎、基礎看護学や成人看護学関連で使用したテキスト
すべて

系統看護学講座「臨床外科総論」「臨床外科各論」（医学書院），
成人看護実習ガイド１急性期・周手術期（照林社）
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授業科目 テキスト 参考文献

精神保健看護学
1.野村総一郎他編（2009)：標準精神医学，医学書院
2.南裕子監修，宇佐美しおり編著（2010)：精神科看護の理論と実践，
ヌーベルヒロカワ

精神臨床看護学I
南裕子監修，宇佐美しおり編著(2010)：精神科看護の理論と実践，ヌー
ベルヒロカワ

精神臨床看護学II

1．宇佐美しおり，鈴木啓子，Patricia,Underwood（2003）：オレムのセルフ
ケアモデル，事例を用いた看護過程の展開，第2版，ヌーベルヒロカワ
2.宇佐美しおり編著（2009)：精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法、日本看護協会出版会

野村総一郎ほか（2001)：標準精神医学，第4版，医学書院

精神看護学実習

１．宇佐美しおり（2002)：困った時の精神看護，医学書院
２．野末聖香編著（2004)：リエゾン精神看護，医歯薬出版株式会社
３．融道男，岩脇淳(2003)：カプラン臨床精神医学ハンドブック，第2版，メ
デイカル・サイエンス・インターナショナル
４．宇佐美しおりほか(2003)：オレムのセルフケアモデル，事例を用いた
看護課程の展開，第2版，ヌーベルヒロカワ

北島謙吾・川野雅資監訳(1997)：精神科看護ケアプラン、医学書院

小児保健看護学

(1)系統看護学講座２２　小児看護学〔1〕小児看護学概論　小児臨床看
護総論（医学書院）
(2)系統看護学講座２３　小児看護学〔2〕小児臨床看護各論（医学書院）
(3)小児看護技術　子どもと家族の力をひきだす技（南江堂）

講義時に提示

小児臨床看護学I
ナースとコメディカルのための小児科学（日本小児医事出版社）とプリン
ト

標準小児科学、 
Textbook of Pediatrics

小児臨床看護学II
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
看護技術　こどもと家族の力をひきだす技（南江堂）

「小児看護」へるぷ出版　　
「ナースとコメディカルのための小児科学」日本小児医事出版社

小児看護学実習
小児看護学概論　小児臨床看護総論（医学書院）小児臨床看護各論（医
学書院）小児看護技術こどもと家族の力をひきだす技　　ナースとコメ
ディカルのための小児科学

「小児看護」（へるす出版）
「チャイルドヘルス」（診断と治療社）
「小児疾患診療のための病態生理１，２」（東京医学社）

母性保健看護学
系統看護学講座　母性看護学概論　母性看護学1（医学書院）
系統看護学講座　母性看護学各論　母性看護学2（医学書院）
毎回の講義で配るオリジナルプリント

母子保健の主なる統計
国民衛生の動向（厚生の指標）
その他は、授業中に、随時紹介する。

母性看護疾病治療学

系統看護学講座　専門分野II　成人看護学9　女性生殖器　医学書院
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
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
ほか必要に応じて、随時資料配布

必要に応じて、随時資料配布

母性臨床看護学
系統看護学講座　母性看護学概論　母性看護学1（医学書院）
系統看護学講座　母性看護学各論　母性看護学2（医学書院）
毎回の講義で配るオリジナルプリント

適宜、紹介する。

母性の心理・社会学 助産学講座　第４巻　「母子の心理・社会学」医学書院 授業中に随時紹介します。

母性看護学実習
系統看護学講座　母性看護学概論母性看護学1（医学書院）
系統看護学講座　母性看護学各論母性看護学2（医学書院）
系統看護学講座　女性生殖器成人看護学9（医学書院）

妊産褥婦のケア（医歯薬出版株式会社）
周産期の看護技術（医歯薬出版株式会社）
新生児の観察と看護技術（医歯薬出版株式会社）
病気がみえる（産科）（メディクメディア）

助産学概論 助産学講座１　基礎助産学１　助産学概論　医学書院 適宜紹介

ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｲﾌﾞ ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂI
講義によっては資料を配布する。
荒木　勤著　改訂第21版　最新産科学　異常編　文光堂　2008
助産学講座2.6.7.8（医学書院）　病気が見える(産科）

系統看護学講座　専門13　成人看護学9　女性生殖器　医学書院
系統看護学講座　専門24　母性看護学I　母性看護学概論　医学書院
系統看護学講座　専門25　母性看護学II　母性看護学各論　医学書院

ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｲﾌﾞ ﾍﾙｽ/ﾗｲﾂII
我部山キヨ子編　助産学講座2.3（医学書院）
最新産科学(正常編、異常編)、
配布資料

マースデン・ワーグナー著：WHO勧告にみる望ましい周産期ケアとその根拠、メディカ出版
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/s0314-17.html

新生児学

横尾京子編集　助産学講座　第8巻　助産診断･技術学2(3)新生児期･乳
幼児期　医学書院
河野寿夫編　　ベットサイド新生児の診かた　南山堂　2009

別途適宜紹介する

助産診断・技術学I

我部山キヨ子・武谷雄二編：助産学講座　第3.6.7.8巻、医学書院
最新産科学(正常編、異常編)、目で見る分娩の取り扱いの実際（医学書
院）
北川眞理子・内山和美編：今日の助産(南江堂）
配布資料

今日の助産（南江堂）

助産診断・技術学II
１．助産学講座５　助産診断・技術学１　医学書院　
２．川島広江　他、助産師のための性教育実践ガイド　医学書院

１．母子保健の主なる統計　母子保健事業団
２．わが国の母子保健　母子保健事業団

助産管理学概論 助産管理　医学書院 助産師業務要覧　増補版　日本看護協会出版会

周産期運動生理学 適宜、資料を配布する。 母子の健康科学（助産学講座３）；医学書院

助産学実習

　助産学講座1～9巻（医学書院）
　　助産師コース科目において提示したテキスト
「助産学実習要項」（実習の前に配布します）

助産師コース科目において提示した参考文献、資料
　　母性看護学で用いたテキスト、参考文献
　　小児看護学で用いたテキスト、参考文献

地域看護学概論
標準保健師講座・1、地域看護学概論、医学書院
関連文献のプリント

第4版ナースのための地域看護概論、ヌーヴェルヒロカワ
地域看護学講座ＣＮ1 地域看護学総論、医学書院　　　　　　　
第3版公衆衛生看護学体系1、公衆衛生看護学総論1、日本看護協会出版会

地域看護活動論

公衆衛生看護管理論　地域診断に使用　平野かよこ編　　メジカルフレ
ンド社　
最新公衆衛生看護学「各論1」　9回以降の保健福祉活動に使用　宮崎
美佐子編　　　日本看護協会出版　
厚生の指標　　　厚生統計協会

保健師業務要覧 新版 第２版　日本看護協会　4800円

地域統計情報論
標準保健師講座　別巻2　疫学・保健統計（改訂版）　医学書院
国民衛生の動向　2011年版 授業中に紹介する。

健康教育論 地域看護技術　標準保健師講座　2　中村裕美子代表　医学書院

ライフスタイルと健康援助論 適宜プリントを配布します。 ライフスタイル療法１　生活習慣改善のための行動療法　第３版　医歯薬出版 3000円

在宅看護論

河原加代子編著：系統看護学講座　統合分野　在宅看護論、医学書院、
2009
マージョリー・ゴードン著：ゴードン博士のよくわかる機能的健康パター
ン、照林社、2004
関連文献

演習・実習在宅看護論、医歯薬出版株式会社
看護職が行う在宅ケアマネジメント、日本看護協会出版会
コミュニティケア双書4　ケアマネジャーのための家族ケア

住民健康学習論 標準保健師講座2　地域看護技術、医学書院
地域看護学講座ＣＮ4　グループ・組織化活動
セルフヘルプグループの理論と展開　中央法規
セルフヘルプグループの活動の実際　中央法規

学校・産業保健 標準保健師講座2　対象別地域看護活動3、医学書院 適宜紹介する

国際保健学 別途指示する。
日本国際保健医療学会、『国際保健医療学』2005年　杏林書院
梅内拓生、『国際保健学序説：これからの国際協力への提言』へるす出版

在宅ケア実習 訪問看護ステーション臨地実習マニュアル　医学書院

地域看護学実習 保健師教育に使用したテキスト 保健事業の必要性に応じて提示する。

老年看護学概論 『老年看護学　概論と看護の実践　第４版』ヌーヴェルヒロカワ
白澤卓二『100歳まで生きる条件　アンチエイジングを科学する』中央法規、2007年
『高齢社会白書』内閣府
永田千鶴『グループホームにおける認知症高齢者ケアと質の探究』ミネルヴァ書房、2009年
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授業科目 テキスト 参考文献

老年看護学
『老年看護学　概論と看護の実践　第４版』(老年看護学概論で使用した
もの）ヌーヴェルヒロカワ
『老年看護技術　アセスメントのポイントとその根拠』ヌーヴェルヒロカワ

六角僚子『アセスメントからはじまる高齢者ケア』医学書院
大川弥生『新しいリハビリテーション』講談社現代新書
大川弥生『「よくする介護」をじっせんするためのＩＣＦの理解と活用』
山田律子・井出訓編『生活機能からみた老年看護過程』
鳥羽研二編『高齢者の生活機能の総合的評価』
小玉敏江・亀井智子『改訂高齢者看護学』中央法規
水谷信子ほか『最新老年看護学』日本看護協会出版会
小松泰喜・石川ふみよ『転倒・転落を防ぐセーフティマネジメント』金原出版株式会社 2012年

老年生活ケア論
『グループホームにおける認知症高齢者ケアと質の探究』ミネルヴァ書房
『老年看護学　概論と看護の実践』ヌーヴェルヒロカワ

『認知症の人のためのケアマネジメント　センター方式の使い方・活かし方』中央法規
『認知症の人の支援と訪問介護の計画』中央法規
『アルツハイマー病が予防できる』医歯薬出版株式会社
『実践パーソンセンタード・ケア』ワールドプランニング
『認知症高齢者へのメンタルケア』ワールドプランニング
山口晴保『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント』第2版、協同医書出版、2010
年
茂呂悦子『せん妄であわてない』医学書院、2011年
河野和彦『新しい認知症ケア　医療編』講談社2012年
三好春樹『新しい認知症ケア　介護編』講談社2012年

老年看護学実習
実習の手引き

認知症高齢者ケア研究会『認知症『日常生活』サポートブック』中央法規、2007年
グループホームのケアを考える会『事例を交えて学ぶ認知症高齢者グループホームQ＆A』
中央法規、2007年
高齢者虐待防止委員会『高齢者虐待に挑む』中央法規、2006年
泉順『介護実習教育への提言』ミネルヴァ書房、2003年
永田千鶴『グループホームにおける認知症高齢者ケアと質の探究』ミネルヴァ書房、2009年
山田律子ほか編『生活機能からみた老年看護過程』医学書院、2008年
金川克子監『老年症候群別看護ケア関連図＆ケアプロトコル』中央法規、2008年
山口晴保編『認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント』第2版、協同医書出版、
2010年
亀井智子編『根拠と事故防止からみた老年看護技術』医学書院、2012年

看護情報学　（１組） 配布資料

太田勝正、前田樹海 編著：「エッセンシャル看護情報学（第１版）」、医歯薬出版（2006）
「系統看護学講座　基礎分野　情報科学（第４版）」、医学書院（2004）
山崎茂明、六本木淑子著：「看護研究のための文献検索ガイド（第４版）」、日本看護協会出
版会（2005）
「系統看護学講座　別巻　看護情報学」、医学書院（2012）

看護情報学　(２組） 配布資料

太田勝正、前田樹海 編著：「エッセンシャル看護情報学（第１版）」、医歯薬出版（2006）
「系統看護学講座　基礎分野　情報科学（第４版）」、医学書院（2004）
山崎茂明、六本木淑子著：「看護研究のための文献検索ガイド（第４版）」、日本看護協会出
版会（2005）
「系統看護学講座　別巻　看護情報学」、医学書院（2012）

緩和ケア 鈴木志津枝：緩和・ターミナルケア看護論（ヌーヴェルヒロカワ）

随時提示する
ロバート・バックマン/恒藤暁訳：真実を伝える（診断と治療社）
ディヴィッド・スピーゲル/朝倉隆司訳：がん患者と家族のためのサポートグループE・キュープ
ラロス（鈴木晶訳)：死ぬ瞬間　死とその過程について，読売新聞社
アルフォンス・デーケン：よく生きよく笑いよき死と出会う, 新潮社
柳原和子：がん生還者たち, 中央公論社

感染看護学
矢野久子、御供泰治編集：ナーシング・グラフィカ12　生体防御機能障
害，メディカ出版

１．足利幸乃，桜井利江共訳：ナーシングタイムセーバー，免疫障害・感染症と看護ケア，南
江堂
２．新体系看護学９：疾病の成り立ちと回復の促進７，メヂカルフレンド社
３．新体系看護学23　内部環境調節機能障害をもつ成人の看護/身体防御機能障害をもつ
成人の看護：メヂカルフレンド社

病原微生物学、生体防御学、環境衛生学、基礎看護方法論、各領域の看護援助論で使用し
ている教科書や参考書を活用してください。

災害看護
系統看護学講座「災害看護学・国際看護学」看護の統合と実践３（医学
書院）2013年

看護学概論　基礎看護学（１）　系統看護学講座　専門分野I

看護技術の統合と医療安全
嶋森好子・任和子編：医療安全とリスクマネジメント,NOUVELLE
HIROKAWA

臨地実習での事例、別途適宜紹介する

統合実習 これまでに専門基礎科目・専門科目で使用したテキスト 別途適宜紹介する

放射線物理学I
西臺武弘　放射線医学物理学　文光堂
ラジオアイソトープ手帳　アイソトープ協会

飯沼武・稲邑清也　医用放射線科学講座５・放射線物理学　医歯薬出版
竹井力　診療放射線技術選書・放射線物理学　南山堂

放射線物理学II
放射線医学物理学（文光堂）
ラジオアイソトープ手帳（アイソトープ協会）

飯沼武・稲邑清也　医用放射線科学講座５・放射線物理学　医歯薬出版
竹井力　診療放射線技術選書・放射線物理学　南山堂

放射線物理学III
放射線医学物理学（文光堂）
ラジオアイソトープ手帳（アイソトープ協会）

飯沼武・稲邑清也　医用放射線科学講座５・放射線物理学　医歯薬出版
竹井力　診療放射線技術選書・放射線物理学　南山堂

磁気共鳴論 授業中に配布するプリント等
日本放射線技術学会監修　放射線技術学シリーズ・MR撮像技術学オーム社
高原太郎　MRI自由自在　メジカルビュー社

放射化学
放射化学：日本放射線技術学会監修　花田博之編著
その他、講義資料に必要なプリント配布

ラジオアイソトープ　講義と実習  日本アイソトープ協会編
放射化学・放射線化学   前田米蔵　他共著　南山堂

放射化学実験 熊本大学保健学科放射線専攻学生対応作成プリント配布
ラジオアイソトープ　講義と実習　日本アイソトープ協会
放射化学・放射線化学　前田米蔵　他共著　南山堂
放射化学　放射線技術学シリーズ　オーム社

画像検査薬剤学
必要な資料についてはプリントで配布する。

大西英雄他 「核医学検査技術学」、
金場敏憲他「診療画像技術学-Ｘ線-」オーム社、
高島力他「標準放射線医学」医学書院

放射線計測学I
　教科書：放射線基礎計測学　三枝健二、他著　　医療科学社
          放射線概論　柴田恩徳　　通商産業社

　多くの放射線計測学に関する図書がある。

放射線計測学II
自作プリント, 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法（日本
医学物理学会編，通商産業研究社），放射線線量測定学（西臺武弘
著，文光堂）

放射線治療物理学(西臺武弘 著，文光堂），
放射線治療における小線源の吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研
究社），
放射線ものがたり（森内和之 著，裳華房）

放射線計測学実験 　自作のテキスト 　放射線物理学関係教科書、放射線計測学教科書、放射線治療計測学教科書

放射線生物学
「放射線技術学シリーズ　放射線生物学　改訂2版」　日本放射線技術学
会監修　オーム社

菅原努／監修　｢放射線基礎医学｣　金芳堂

電気工学I 高田和之他　電気回路の基礎と演習　森北出版
山本弘明他　電気回路　共立出版
大下眞二郎　詳解電気回路演習　共立出版

医療データ処理学
看護リハビリ福祉のための統計学　柳川尭他　近代科学社
配布資料
講義進行で指定します。

工学のためのデータサイエンス入門（数理工学社）
生物資源統計学（成山堂書店）
Rコマンダーハンドブック（九天社）
数理統計学（裳華房）

応用数学I
新訂　線形代数，大日本図書
新訂　微分積分II，大日本図書

水本久夫，線形代数学の基礎，培風館
有馬哲，石村貞夫，よくわかる微分積分，東京図書

応用数学II
新訂　応用数学，大日本図書
新訂　微分積分II，大日本図書

田代嘉宏，応用解析概論，森北出版
ロマノフスキー，応用数学の基礎，共立出版株式会社

医用統計学
看護リハビリ福祉のための統計学　柳川尭他　近代科学社
配布資料
講義進行で指定します。

工学のためのデータサイエンス入門（数理工学社）
生物資源統計学（成山堂書店）
Rコマンダーハンドブック（九天社）
数理統計学（裳華房）

画像数学演習
適宜参考資料を配布する 基礎から応用までの画像数学，中島正治，大和，2010

画像数学入門，氏原真代，他，東洋書店，1995

基礎物理学 授業中に配布するプリント等
小出昭一郎　力学　裳華房
福田覚　放射線技師のための物理学　東洋書店

放射線物理学I
西臺武弘　放射線医学物理学　文光堂
ラジオアイソトープ手帳　アイソトープ協会

飯沼武・稲邑清也　医用放射線科学講座５・放射線物理学　医歯薬出版
竹井力　診療放射線技術選書・放射線物理学　南山堂
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授業科目 テキスト 参考文献

放射線物理学II
放射線医学物理学（文光堂）
ラジオアイソトープ手帳（アイソトープ協会）

飯沼武・稲邑清也　医用放射線科学講座５・放射線物理学　医歯薬出版
竹井力　診療放射線技術選書・放射線物理学　南山堂

放射線物理演習
自作プリント
放射線医学物理学（西臺武弘 著，文光堂） 放射線概論（西臺武弘 著，文光堂）

医用工学I 高田和之他　電気回路の基礎と演習　森北出版
山本弘明他　電気回路　共立出版
大下眞二郎　詳解電気回路演習　共立出版

医用工学II 適宜参考資料を配布する 多くの教科書や専門書がある（医用工学，アナログ電子回路，デジタル電子回路など）

放射化学
放射化学：日本放射線技術学会監修　花田博之編著
その他、講義資料に必要なプリント配布

放射化学・放射線化学 前田米蔵　他共著　南山堂
ラジオアイソトープ　講義と実習 日本アイソトープ協会編

放射線計測学I
　教科書：放射線基礎計測学　三枝健二、他著　　医療科学社
放射線概論　柴田恩徳　　通商産業社

　多くの放射線計測学に関する図書がある。

放射線計測学II
自作プリント, 外部放射線治療における水吸収線量の標準計測法（日本
医学物理学会編，通商産業研究社），放射線線量測定学(西臺武弘 著，
文光堂）

放射線治療物理学(西臺武弘 著，文光堂），
放射線治療における小線源の吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研
究社），
放射線ものがたり（森内和之 著，裳華房）

放射線生物学
「放射線技術学シリーズ　放射線生物学　改訂2版」　日本放射線技術学
会監修　オーム社

菅原努／監修　｢放射線基礎医学｣　金芳堂

ＣＴ検査技術学
教科書：ＣＴ撮影技術　　辻岡勝美、花井耕造共編　オーム社
　配付資料：レジメ（詳細な講義内容およびキーワードを記載）、その他

この講義に関しては、多くの教科書および専門書がある。

超音波検査技術学 配布プリント 「腹部エコーの基礎｣　秀潤社

Ｘ線検査技術学I 放射線画像技術学 プリントを配布

Ｘ線検査技術学II
放射線画像技術学（医歯薬出版）
配布資料

X線撮影法（医療科学社):金森勇雄他著（2001年）
図説単純X線撮影法（金原出版）：鍵他田政雄
診療放射線技術（南江堂）：立入弘他
・データの信頼性と妥当性　スケッチ研究会　サイエンテイスト社

ＭＲ検査技術学 配付資料 MRI完全解説、医用画像検査技術学、MR撮像技術学

画像解剖学 若葉マークの画像解剖学、松村明監修、メジカルビュー社
ケリーＭＲＩ解剖学、塩田清二監訳、丸善
診療画像解剖学テキスト、小谷正彦著、文光堂

画像診断学I 画像診断マスター・ノート、　メジカルビュー社 配布プリント

画像診断学II 配布プリント
１．参考図書、外傷初期診療ガイドライン第４版、へるす出版、
２．参考図書、救急撮影ガイドライン、へるす出版、
３．電子ジャーナル

診断画像技術学演習
教科書：なし
必要に応じて資料を配付

放射線画像技術学、CT撮影技術学、MRI自由自在

X線機器工学 新版・放射線機器学（コロナ社） 放射線機器学（通商産業社）

ＣＴ検査技術学
教科書：ＣＴ撮影技術　　辻岡勝美、花井耕造共編　オーム社
　配付資料：レジメ（詳細な講義内容およびキーワードを記載）、その他

この講義に関しては、多くの教科書および専門書がある。

Ｘ線検査技術学I 放射線画像技術学 プリントを配布

ＭＲ検査技術学 配付資料 MRI完全解説、医用画像検査技術学、MR撮像技術学

画像解剖学 若葉マークの画像解剖学、メジカルビュー社
ケリーＭＲＩ解剖学、丸善
診療画像解剖学テキスト、文光堂

核医学機器工学
　教科書：核医学検査技術学　大西英雄、松本政典、増田一孝共編
オーム社

　核医学に関しては、多くの教科書および専門書がある。

核医学検査学I
　教科書：核医学検査技術学　大西英雄、松本政典、増田一孝共編
オーム社

　核医学に関しては、多くの教科書および専門書がある。

核医学検査学II 大西英雄他「核医学検査技術学」オーム社 久保敦司他「核医学ノート」金原出版

核医学検査技術学演習
　教科書：核医学検査技術学　大西英雄、松本政典、増田一孝共編
オーム社

　核医学に関しては、多くの教科書および専門書がある。

核医学機器工学
　教科書：核医学検査技術学　大西英雄、松本政典、増田一孝共編
オーム社

　核医学に関しては、多くの教科書および専門書がある。

放射線治療機器工学 自作プリント
医生物学用加速器総論　（Waldemar Scharf 著，医療科学社），
光のスピードに迫る（冨家和雄 著，裳華房），
放射線機器学II（三枝健二 他著，コロナ社）

放射線治療技術学 放射線治療技術学（日本放射線技術学会編，オーム社），自作プリント
放射線治療物理学（西臺武弘 著，文光堂）,
 外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研究社

放射線腫瘍学 「放射線治療計画ガイドライン 2012年版」　金原出版株式会社
「放射線技術学シリーズ　放射線生物学　改訂2版」　日本放射線技術学会監修　オーム社
「放射線技術学シリーズ　放射線治療技術学」　日本放射線技術学会監修　オーム社

放射線治療技術学演習 自作プリント，英語論文等

外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研究
社），
配布資料，
体幹部定位放射線治療（中外医学社），
Handbook of Radiotherapy Physics

放射線治療機器工学 自作プリント
医生物学用加速器総論　（Waldemar Scharf 著，医療科学社），
光のスピードに迫る（冨家和雄 著，裳華房），
放射線機器学II（三枝健二 他著，コロナ社）

医療情報システム論 桂川茂彦編集「医用画像情報学」南山堂

デジタル画像処理論 桂川茂彦編集「医用画像情報学」南山堂 配布プリント

デジタル画像処理演習
結城　浩著「新版C言語プログラミングレッスン　入門編」（ソフトバンクク
リエイティブ）

配布プリント

画像工学 桂川茂彦編集「医用画像情報学」南山堂 配布プリント

医用画像情報学実験 市川勝弘，石田隆行著「標準ディジタルX線画像計測」オーム社

医用画像情報学演習 医用画像情報学（南山堂） 適宜，eラーニングにて配布

放射線関係法規
放射線関係法規解説（川井恵一 著，通商産業研究社）

アイソトープ法令集I（放射線障害防止法関係法令，日本アイソトープ協会），
アイソトープ法令集II（医療放射線防護関係法令集，日本アイソトープ協会），
放射線障害の防止に関する法令　解説と要点（日本アイソトープ協会）

医用安全管理学 放射線安全管理学　日本放射線技術学会　オーム社
１）放射線管理学 放射線双書   飯田博美　安東　醇　川井恵一　著　通商産業研究社
２放射線安全管理学　第二版　森川　薫・岩波　茂編集医歯薬出版株式会社

放射線保健学
放射線関連事故のビデオ
「放射線衛生学」飯田博美著、医療科学社（購入自由）
配布資料

放射線安全管理学（医歯薬出版社）
ＩＣＲＰ勧告書(日本アイソトープ協会)
放射線衛生学（医療科学社）

放射線安全管理学実験 熊本大学保健学科放射線専攻学生対応作成プリント配布

1.放射線・アイソトープ　講義と実習、丸善、東京 (1997)
2.放射線安全管理の実際、日本アイソトープ協会、丸善、東京 (2007)
3.アイソトープ手帳、日本アイソトープ協会、東京(2002) 
4.放射線計測ハンドブック 第３版、日刊工業新聞社、東京(2001)
5.放射線管理学、通商産業研究社、東京(1995)

放射線関係法規
放射線関係法規解説（川井恵一 著，通商産業研究社）

アイソトープ法令集I（放射線障害防止法関係法令，日本アイソトープ協会），
アイソトープ法令集II（医療放射線防護関係法令集，日本アイソトープ協会），
放射線障害の防止に関する法令　解説と要点（日本アイソトープ協会）

医用安全管理学 放射線安全管理学　日本放射線技術学会　オーム社
１）放射線管理学 放射線双書   飯田博美　安東　醇　川井恵一　著　通商産業研究社
２放射線安全管理学　第二版　森川　薫・岩波　茂編集医歯薬出版株式会社

撮影技術学実習
単純Ｘ線撮影（診断と治療社）
前期撮影学配布資料

放射線画像技術学（医歯薬出版社）
X線撮影法：金森勇雄他（医療科学社）
腹部エコーの基礎 （秀潤社学社）
放射線写真学（富士メデイカル）など

臨床実習I 関連教科のテキストおよびノート 図解診療放射線技術実践ガイド　高橋正治編　文光堂

臨床実習II 関連教科のテキストおよびノート 図解診療放射線技術実践ガイド　高橋正治編　文光堂

卒業研究 なし 教員の指導の下に多数の関連文献を講読する

11/18



授業科目 テキスト 参考文献

環境衛生学II
眞野喜洋・片山博雄：臨床検査学講座　公衆衛生学、医歯薬出版株式
会社、2001
ならびにプリント類

『厚生の指標　国民衛生の動向』　（財）厚生統計協会
その他を授業中に紹介する。

環境衛生学実習 自家製プリント資料を用いる。
日本薬学会偏　金原出版株式会社
その他の参考文献は、実習中に紹介する。

国際保健衛生学
山本太郎：国際保健学講義、学会出版センター、1999.
ならびにプリント類

日本国際保健医療学会編：国際保健医療学、杏林出版、2005.

医療情報処理学 情報科学（臨床検査学講座、医歯薬出版）
図解コンピュータ概論（ソフトウェア・通信ネットワーク）
図解コンピュータ概論（ハードウェア）
ともに橋本ほか著、オーム社

医療工学
北村清吉，橋本　享　著：医用工学概論　医歯薬出版 菅野剛史，松田信義　編集，田頭　功，清水芳雄　著：

《臨床検査技術学16》　医用工学概論　医学書院

医療工学実習 オリジナルの配布テキストを使用
・医用工学概論 嶋津秀昭ら 著 医歯薬出版
・医用工学　-医療技術者のための電気・電子工学- 若松秀俊　本間達　著 共立出版

臨床病態学概論I
臨床医学総論・臨床検査医学総論（医歯薬出版）
カラー図解・症状の基礎からわかる病態生理（MEDSI）

異常値の出るメカニズム　河合・尾形・伊藤編（医学書院）

臨床病態学概論II
適宜プリントを配付する。
内科診断学

新臨床内科学　 医学書院

臨床医学特論
症状の基礎からわかる病態生理　MEDSI
適宜プリントを配付する

新臨床内科学　医学書院

人体構造学実習
 牛木辰男著、「入門組織学」、南江堂

 配布資料
  藤田恒夫訳：　人体組織図譜、南江堂

   佐伯・黒澤・細谷・高橋編訳：　トートラ人体解剖生理学　原著７版、丸善

病理学II
ルービン病理学
ー臨床医学への基盤ー　（鈴木利光　監訳　西村書店）

適宜、参考資料を配布する。

病理学実習
新染色方法のすべて（月間Medical technology別冊、医歯薬出版）
自作の「病理検査学実習テキスト」

適宜配布する

病理検査学
新染色法のすべて（月刊Medical Technology別冊、医歯薬出版）
細胞診のすすめ方（西国広編、近代出版）
自作の「病理検査学実習テキスト」

適宜配布する。

病理検査学実習
新染色法のすべて（別冊medical technology）
西国広編 細胞診のすすめ方（近代出版）
自作の「病理検査学実習テキスト」

適宜配布する。

血液検査学I
血液検査学（2010第3版）：奈良信夫他著　医歯薬出版 \5,670
補助教材（プリント）

血液細胞アトラス（2004、第5版、文光堂、\9,450）、
ビジュアル臨床血液形態学（2004、第2版、南江堂、\9,135）、
染色法のすべて（1999、医歯薬出版、\5,040）、
三輪血液病学（2006、第3版、文光堂、\47,250）、
 Wintrobe's Clinical Hematology  (2008 12th ed,Lippincott Williams & Wilkins,\40,000)

血液検査学II
血液検査学（2010第3版）：奈良信夫他著　医歯薬出版 \5,670
補助教材（プリント）

血液細胞アトラス（2004、第5版、文光堂、\9,450）、
ビジュアル臨床血液形態学（2004、第2版、南江堂、\9,135）、
染色法のすべて（1999、医歯薬出版、\5,040）、
三輪血液病学（2006、第3版、文光堂、\47,250）、
 Wintrobe's Clinical Hematology  (2008 12th ed,Lippincott Williams & Wilkins,\40,000)

血液検査学実習I
血液検査学（2010第3版）：奈良信夫他著　医歯薬出版 \5,670
実習の手引き（プリント）

血液細胞アトラス（2004第5版、文光堂、\9,450）、
ビジュアル臨床血液形態学（2004第2版、南江堂、\9,135）、
図説血球のみかた（1985第8版 、南山堂）、
染色法のすべて（1999、医歯薬出版、\5,040）、
臨床検査法提要（2005改訂第32版、金原出版、\14,700）

血液検査学実習II
血液検査学（2010第3版）：奈良信夫他著　医歯薬出版 \5,670
実習の手引き（プリント）

血液細胞アトラス（2004第5版、文光堂、\9,450）、
ビジュアル臨床血液形態学（2004第2版、南江堂、\9,135）、
図説血球のみかた（1985第8版 、南山堂）、
染色法のすべて（1999、医歯薬出版、\5,040）、
臨床検査法提要（2005改訂第32版、金原出版、\14,700）

血液検査学特論
血液検査学（2008第2版）：奈良信夫他著　医歯薬出版　\5,460
補助教材（プリント）、国試形式の試験問題（プリント）

ビジュアル臨床血液形態学：平野正美監修　南江堂　\8,925
血液細胞アトラス：三輪史郎、渡辺陽之輔著　文光堂　\9,000

生化学II マクマリー・生物有機化学，生化学編（丸善） ヴォート・基礎生化学（東京化学同人）

生化学実習 実習テキストを配付 生化学の教科書など

臨床化学I
１．臨床検査学講座　臨床化学検査学：医歯薬出版
２．配布資料(教員作成)

臨床検査法提要：金原出版、異常値の出るメカニズム：医学書院

臨床化学II
１．臨床検査学講座　臨床化学検査学：医歯薬出版
２．配布資料(教員作成)

臨床検査法提要：金原出版、異常値の出るメカニズム：医学書院

臨床化学実習 専用の実習書(教員作成)を配布します 臨床検査学講座　臨床化学検査学　医歯薬出版

臨床化学特論 臨床検査学講座　臨床化学検査学　医歯薬出版 臨床化学技術学10｢臨床化学｣：医学書院

遺伝子検査学
１．要点概説 遺伝子検査技術入門：リーブル出版
２．配布資料

「遺伝子･染色体検査学｣ 医歯薬出版、
「分子生物学イラストレイテッド｣ 羊土社

遺伝子検査学実習
１．専用テキスト(教員作成)
２．要点概説 遺伝子検査技術入門：リーブル出版

「遺伝子･染色体検査学｣ 医歯薬出版、
「分子生物学イラストレイテッド｣ 羊土社

放射性同位元素検査学
　教科書：放射性同位元素検査技術学　村中　明、為近美榮共著　医学
書院
　配付資料：レジメ（詳細な講義内容およびキーワードを記載）、その他

　この講義に関しては、多くの教科書および専門書がある。

放射性同位元素検査学実習 臨床検査技術学18 放射性同位元素検査技術学　村中明他　医学書院 核医学検査技術学　佐々木雅之、桑原康雄　南山堂

分子病態学
適宜プリントを配付する。
内科診断学

新臨床内科学　 医学書院

免疫検査学I
適宜プリントを配付する
医歯薬出版　免疫検査学

コア免疫学

免疫検査学II
適宜プリントを配付する
医歯薬出版　免疫検査学

中外医学社　医系免疫学
臨床検査法提要

免疫検査学実習
臨床免疫学　医歯薬出版株式会社
適宜、プリントを配付する。

コア免疫学
臨床検査法提要

免疫検査学特論 適宜プリントを配付する。
コア免疫学
臨床検査法提要

輸血検査学
免疫検査学（2011第２版）：窪田哲朗・加藤亮二・藤田清貴・梶原道子・永
尾暢夫編著　医歯薬出版　\5,880
補助教材（プリント）

臨床検査法提要（2005、改訂第32版、金原出版、\14,700）
輸血検査の実際（2005、改訂第3版、日本臨床衛生検査技師会、\3,000）

輸血検査学実習
免疫検査学（2011第２版）：窪田哲朗・加藤亮二・藤田清貴・梶原道子・永
尾暢夫編著　医歯薬出版　\5,880
プリント

臨床検査法提要（2005、改訂第32版、金原出版、\14,700）
輸血検査の実際（2005、改訂第3版、日本臨床衛生検査技師会、\3,000）

病原生物学II
臨床検査講座　微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）
病原生物学Iと同じ

スタンダード微生物学　（文光堂）、
臨床検査法提要　（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

病原生物学実習
病原生物・病原生物検査学実習テキスト（プリント）
臨床検査講座　微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）講義と同じ

スタンダード微生物学　（文光堂）、
臨床検査法提要　（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）
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授業科目 テキスト 参考文献

病原生物検査学 臨床検査講座　微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）講義と同じ

スタンダード微生物学　（文光堂）、
臨床検査法提要　（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂)

病原生物検査学実習
病原生物・病原生物検査学実習テキスト（プリント）
臨床検査講座　微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）講義と同じ

スタンダード微生物学　（文光堂）、
臨床検査法提要　（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂)

病原生物検査学特論
臨床検査講座　微生物学・臨床微生物学（医歯薬出版）
医動物学

臨床検査知識の整理：微生物学・臨床微生物学（新臨床検査技師教育研究会）
スタンダード微生物学　（文光堂）、　
臨床検査法提要　（金原出版）、　
感染症診療ハンドブック（中外医学社）、
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

医動物学 医動物学（医歯薬出版）：臨床検査シリーズ８） エッセンシャル寄生虫学（医歯薬出版）

医動物学実習 医動物学（医歯薬出版）；臨床検査講座８ 寄生虫鑑別アトラス : オ-ルカラ-版（臨床検査シリ－ズ）

生理機能検査学I 臨床検査技術学７　『生理検査学・画像検査学』（医学書院）清水他著
「関連図で理解する循環機能学と循環器疾患のしくみ」（日総研出版）、
安倍紀一郎・森田敏子著
「生理機能検査学」（臨床検査学講座、医歯薬出版）、大久保善朗他著

生理機能検査学II 臨床検査技術学７『生理検査学・画像検査学』（医学書院）清水他著 『生理機能検査学』（臨床検査学講座、医歯薬出版）、大久保善朗他著

生理機能検査学III 生理検査学・画像検査学（臨床検査技術学・医学書院）

脳波の旅への誘い（市川忠彦著）、
神経生理を学ぶ人のために（柳沢、柴崎　著、医学書院）、
神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のために（幸原、木村　著、医学書院）、てんかん,（金澤治
著、南山堂）

生理機能検査学特論 なし
基礎人体機能学（二唐、安倍編集、広川書店）、
臨床検査技術学７生理検査学・画像検査学（医学書院）、
臨床検査学講座：生理機能検査学（医歯薬出版）

画像検査学 「生理検査学・画像検査学」　標準臨床検査学　医学書院 配布プリント

画像検査学特論 必要な資料につてはプリントとして配布する。 西村恒彦編集　Common Disease総合画像診断　金芳堂

臨床検査総論I
臨床検査講座　臨床検査総論第3版　（医歯薬出版）
新カラーアトラス尿検査　（医歯薬出版）

尿沈渣検査法（社団法人　日本臨床衛生検査技師会出版）
臨床検査法提要、（金原出版）

臨床検査総論II
１．臨床検査学講座 臨床検査総論(第３版)：医歯薬出版
２．配布資料

臨床検査法提要、金原出版

臨床検査総論実習
実習テキスト（プリント）
臨床検査学講座第3版　臨床検査総論　（医歯薬出版）,
新・カラーアトラス尿検査（医歯薬出版）

臨床検査法提要（金原出版）

検査機器管理特論 臨床検査講座　『検査機器総論』 （医歯薬出版）三村邦祐他著

臨地実習 臨地実習テキスト（保健学科及び実習病院作成） 各実習課題に関連する分野の教科書・参考書

リサーチトレーニング なし 各研究課題に関する学術論文や関連分野の総説など

日本国憲法

・加藤一彦(2012）『教職教養憲法１５話(改訂版）』北樹出版
・法令集を持参すること。ひとまず携帯に便利な『法学六法』（信山社）を
指定。ただし、他社の六法でもかまわない。代表的なものとして『ポケット
六法』（有斐閣）、『コンパクト六法』（岩波書店）、『デイリー六法』（三省
堂）を挙げておく。

授業中に使用する可能性の高い参考書を挙げておく。
・阿部・畑（2005）『世界の憲法集』有信堂高文社
・大沢秀介編著（2005）『はじめての憲法』成文堂
・阪本昌成（2010）『謎解き日本国憲法』有信堂
・渋谷・赤坂（2000）『憲法１人権』有斐閣
・渋谷・赤坂（2000）『憲法２統治』有斐閣
・田村理(2008)『僕らの憲法学―「使い方」教えます』筑摩書房[ちくまプリマ―新書]
・西原博史(2006)『良心の自由と子どもたち』
・野中俊彦・江橋崇（2008）『憲法判例集』（第10版）有斐閣
・樋口陽一(2006)『「日本国憲法」まっとうに議論するために』みすず書房
このほか、授業中にも適宜文献や最新のニュースなどを紹介する。

看護学特定課題研究 Reason,P.&Bradbury,H.(2001):Handbook of Action Research,Sage 随時紹介

看護学特別研究

１．Nancy, Burns, Susan, Grove(2004)The Practice of Nursing Research,
Conduct, Critique, and Utilization,W.B.Saunders
２．Norman,K.Denzin,Yvonna,S.Lincoln(2000):Handbook of Qualitative
Research,Second Edition,Sage Publications

随時紹介

教育工学基礎論 デューイ（1938）「経験と教育」講談社学術文庫（市村尚久訳、2004） 沼野一男（1986）「情報化社会と教師の仕事」国土社（教育選書８）

環境保健科学特論 配布資料に追加して、別途指示する。
国民衛生の動向 ー厚生の指標（臨時増刊）、（財）厚生統計協会、最新版
その他は、授業で紹介する。

環境保健科学特論
配布資料に追加して、別途指示する。 国民衛生の動向 ー厚生の指標（臨時増刊）、（財）厚生統計協会、最新版

その他は、授業で紹介する。

看護理論

１．アン・マリナー・トメイ、マーサ・レイラ・アリグッド／都留伸子監訳：看
護理論家とその業績
２．城ヶ端初子編：実践に生かす看護理論19、医学芸術社、2007．
３．佐藤栄子編：事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門、日総研、
2007．
４．NANDAインターナショナル、中木高夫監訳：NANDA-I看護診断定義
と分類2009-2011、医学書院、2009．

適宜紹介する。

看護理論

１．アン・マリナー・トメイ、マーサ・レイラ・アリグッド／都留伸子監訳：看
護理論家とその業績
２．城ヶ端初子編：実践に生かす看護理論19、医学芸術社、2007．
３．佐藤栄子編：事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門、日総研、
2007．
４．NANDAインターナショナル、中木高夫監訳：NANDA-I看護診断定義
と分類2009-2011、医学書院、2009．

適宜紹介する。

看護研究

1.松木光子･小笠原和枝編「これからの看護研究　－基礎と応用－」廣川
書店
2.Denise F. Polit，Bernadette P. Hungler著,近藤潤子監訳「看護研究　原
理と方法」医学書院
３．伊藤景一監訳（2009）：質的研究と量的研究のエビデンスの統合、医
学書院
４．戈木クレイグヒル滋子（2005)：質的研究方法ゼミナール、医学書院

各担当教員が別途示す。

看護研究

１．松木光子･小笠原和枝編「これからの看護研究　－基礎と応用－」廣
川書店
２．Denise F. Polit／Bernadette P. Hungler著,近藤潤子監訳「看護研究
原理と方法」医学書院
３．伊藤恵一監訳(2009)：質的研究と量的研究のエビデンスの統合、医
学書院
４．戈木グレイグヒル滋子(2005)：質的研究方法ゼミナール、医学書院

各担当教員が別途示す。

看護管理論
井部俊子，中西睦子監修（2003）：看護管理学習テキスト１－８，日本看
護協会出版会

各講義で指示
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授業科目 テキスト 参考文献

看護教育学特論

１．Ｂ．マジェンダ／竹尾恵子：「教えられる学習」から「自ら解決する学
習」へ、ＰＢｌのすすめ、Gakken、2004．（森田）
２．安永悟：ＬＴＤ話し合い学習法、ナカニシヤ出版、2006．（森田）
３．松尾睦：経験からの学習、プロフェッショナルへの成長プロセス、同文
舘、2007．（森田）
４．サラ・バーンズ、クリス・バルマン編、田村由美他訳：看護における反
省的実践　専門的プラクティショナーの成長、ゆみる出版、2005．

１．アルバート・バンデューラ／本明寛、野口京子監訳：激動社会の中の自己効力、金子書
房、1997．
２．キャスリーン、Ｂ．ゲイバーソン：勝原裕美子監訳：臨地実習のストレテジー、医学書院（花
田）

看護教育学特論

１．Ｂ．マジェンダ／竹尾恵子：「教えられる学習」から「自ら解決する学
習」へ、ＰＢｌのすすめ、Gakken、2004．（森田）
２．安永悟：ＬＴＤ話し合い学習法、ナカニシヤ出版、2006．（森田）
３．松尾睦：経験からの学習、プロフェッショナルへの成長プロセス、同文
舘、2007．（森田）
４．サラ・バーンズ、クリス・バルマン編、田村由美他訳：看護における反
省的実践　専門的プラクティショナーの成長、ゆみる出版、2005．

１．アルバート・バンデューラ／本明寛、野口京子監訳：激動社会の中の自己効力、金子書
房、1997．
２．キャスリーン、Ｂ．ゲイバーソン：勝原裕美子監訳：臨地実習のストレテジー、医学書院（花
田）

看護継続教育特論

１．ドナルド・ショーン／佐藤学、秋田喜代美訳：専門家の知恵―反省的
実践家は行為しながら考える、ゆみる出版　2001
２．サラ・バーンズ　クリス・バルマン編／田村由美、中田康夫、津田紀子
監訳：看護における反省的実践，ゆみる出版　2005
３．マーガレット　A．ニューマン著／手島恵：マーガレット　ニューマン看
護論，医学書院，
４．中原淳編：企業内人材育成入門、ダイヤモンド社、2007．
５．松尾睦：経験からの学習　プロフェッショナルへの成長プロセス、
2007．
６．坂本すが編：新人看護職員研修の手引き　ガイドラインを活用した研
修の実際、日本看護協会、2011．
７．舟島なおみ編：院内教育プログラムの立案・実施・評価、医学書院、
2010．

１．Melanie Jasper ：Beginning Reflection Practice，Nelson Thornes Ltd, 2003
２．David M. Fetterman，Shakeh J. Kaftarian， Abraham Wandersman編集：Empowerment
Evaluation： Knowledge and Tools for Self-Assessment & Accountability，Sage Pubns，1995
３．Carol Picard, Dorothy Jones 編集：Giving Voice to What We Know: Margaret Newman's
Theory of Health As Expanding Consciousness in Nursing Practice, Research, and
Education，Jones & Bartlett Pub ，2004
４．鈴木克明：教材設計マニュアル　独学を支援するために、北大路書房、2006．
５．副島秀久監修：医療記録が変わる！決定版　クリニカルパス、医学書院、2005． 
６．エドワード・Ｌ・デシ／桜井茂訳：人を伸ばす力―内発と自律のすすめ、新曜社、
７．市川伸一：学ぶ意欲の心理学、ＰＨＰ研究所
８．中原淳、金井壽宏：リフレクティブ・マネージャー，光文社新書，2009

看護継続教育特論

１．ドナルド・ショーン／佐藤学、秋田喜代美訳：専門家の知恵―反省的
実践家は行為しながら考える、ゆみる出版　2001
２．サラ・バーンズ　クリス・バルマン編／田村由美、中田康夫、津田紀子
監訳：看護における反省的実践，ゆみる出版　2005
３．マーガレット　A．ニューマン著／手島恵：マーガレット　ニューマン看
護論，医学書院，
４．中原淳編：企業内人材育成入門、ダイヤモンド社、2007．
５．松尾睦：経験からの学習　プロフェッショナルへの成長プロセス、
2007．
６．坂本すが編：新人看護職員研修の手引き　ガイドラインを活用した研
修の実際、日本看護協会、2011．
７．舟島なおみ編：院内教育プログラムの立案・実施・評価、医学書院、
2010．

１．Melanie Jasper ：Beginning Reflection Practice，Nelson Thornes Ltd, 2003
２．David M. Fetterman，Shakeh J. Kaftarian， Abraham Wandersman編集：Empowerment
Evaluation： Knowledge and Tools for Self-Assessment & Accountability，Sage Pubns，1995
３．Carol Picard, Dorothy Jones 編集：Giving Voice to What We Know: Margaret Newman's
Theory of Health As Expanding Consciousness in Nursing Practice, Research, and
Education，Jones & Bartlett Pub ，2004
４．鈴木克明：教材設計マニュアル　独学を支援するために、北大路書房、2006．
５．副島秀久監修：医療記録が変わる！決定版　クリニカルパス、医学書院、2005． 
６．エドワード・Ｌ・デシ／桜井茂訳：人を伸ばす力―内発と自律のすすめ、新曜社、
７．市川伸一：学ぶ意欲の心理学、ＰＨＰ研究所
８．中原淳、金井壽宏：リフレクティブ・マネージャー，光文社新書，2009

地域母子保健支援論
･国内外の先行研究論文　
･適宜プリントを配布する。

･国内外の先行研究論文
・ヘルスプロモーション　医学書院　神馬征峰訳4600円　ーー上田
・行動科学―健康づくりのための理論と応用（南江堂）￥2000円ーー上田
・他、授業中に紹介する。

地域母子保健支援論
･国内外の先行研究論文　
･適宜プリントを配布する。

･国内外の先行研究論文
・実践　ヘルスプロモーション　医学書院　神馬征峰訳4600円　
・他、授業中に紹介する。
・行動科学―健康づくりのための理論と応用（南江堂）￥2000円ーー上田

女性健康学特論 特に指定しない。適宜、国内外の研究論部およびプリントを配布する。

１．麻生武志編集：新女性医学大系第11巻　リプロダクテイブ・ヘルス、中山書店、2001．
２．World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research(RHR):
Evidence from WHO case studies, 2001.
その他、随時紹介する。

女性健康学特論 特に指定しない。適宜、国内外の研究論部およびプリントを配布する。

１．麻生武志編集：新女性医学大系第11巻　リプロダクテイブ・ヘルス、中山書店、2001．
２．World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research(RHR):
Evidence from WHO case studies, 2001.
その他、随時紹介する。

コンサルテーション論

1.G.Lippitt & R.Lippitt:The Consulting Process in Action,Second
Edition,Pheiffer,1986
2.David Campbell:Learning Consultation,A Systematic
Framework,Karnac Books,1995
3.野末聖香・宇佐美しおり：精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法、日本看護協会出版会
4.加藤哲文・大石幸二『特別支援教育を支える行動コンサルテーション』
学苑社

随時紹介

コンサルテーション論

1.G.Lippitt & R.Lippitt:The Consulting Process in Action,Second
Edition,Pheiffer,1986
2.David Campbell:Learning Consultation,A Systematic
Framework,Karnac Books,1995
3.パトリシア・R・アンダーウッド　看護理論の臨床活用，日本看護協会出
版会，2003
4.加藤哲文・大石幸二『特別支援教育を支える行動コンサルテーション』
学苑社 
5.宇佐美しおり・野末聖香：精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法、日本看護協会出版会

随時紹介

コンサルテーション論

1.G.Lippitt & R.Lippitt:The Consulting Process in Action,Second
Edition,Pheiffer,1986
2.David Campbell:Learning Consultation,A Systematic
Framework,Karnac Books,1995
3.野末聖香・宇佐美しおり：精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法、日本看護協会出版会
4.加藤哲文・大石幸二『特別支援教育を支える行動コンサルテーション』
学苑社

随時紹介

コンサルテーション論

1.G.Lippitt & R.Lippitt:The Consulting Process in Action,Second
Edition,Pheiffer,1986
2.David Campbell:Learning Consultation,A Systematic
Framework,Karnac Books,1995
3.パトリシア・R・アンダーウッド　看護理論の臨床活用，日本看護協会出
版会，2003
4.加藤哲文・大石幸二『特別支援教育を支える行動コンサルテーション』
学苑社 
５．宇佐美しおり・野末聖香：精神看護スペシャリストに必要な理論と技
法、日本看護協会出版会

随時紹介

リエゾン精神看護学

・野末聖香編（2004）：リエゾン精神看護，医歯薬出版株式会社
・宇佐美しおり)2002)：困った時の精神看護、医学書院
・「精神科治療学」編集委員会（2004)：精神科リエゾンガイドライン、星和
書店

・適宜紹介
・野末聖香・宇佐美しおり他（2012)：APNによる医行為を含むケア・プロトコール試案、日本精
神保健看護学会誌

看護教育学演習
舟島なおみ編：院内教育プログラムの立案・実施・評価「日本型キャリア・
ディベロプメント支援システム」の活用、医学書院、2010．

坂本すが編：新人看護職員研修の手引き　　ガイドラインを活用した研修の実際、日本看護
協会出版会、2011．

看護学特定課題研究
・Reason,P.&Bradbury,H.(2001):Handbook of Action Research,Sage
・近藤潤子監訳(2010)：看護研究、原理と方法、第2版、医学書院
・前田樹海他’2011)：APA論文作成マニュアル、第2版、医学書院

随時紹介
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授業科目 テキスト 参考文献

看護学特別研究

１．Nancy, Burns, Susan, Grove(2004)The Practice of Nursing Research,
Conduct, Critique, and Utilization,W.B.Saunders
２．Norman,K.Denzin,Yvonna,S.Lincoln(2000):Handbook of Qualitative
Research,Second Edition,Sage Publications

随時紹介

磁気共鳴学特論 なし

Z. Liang and P.C. Lauterbur, Principles of Magnetic Resonance Imaging　IEEE Press
E. M. Haacke et al., MAGNETIC RESONANCE IMAGINIG Physical Principles and Sequence
Design, Wiley-Liss
M. A. Bernstein et al., Handbook of MRI Pulse Sequences, Elsevier Academic Press

磁気共鳴学特論 なし

Z. Liang and P.C. Lauterbur, Principles of Magnetic Resonance Imaging　IEEE Press
E. M. Haacke et al., MAGNETIC RESONANCE IMAGINIG Physical Principles and Sequence
Design, Wiley-Liss
M. A. Bernstein et al., Handbook of MRI Pulse Sequences, Elsevier Academic Press

医用画像工学特論
配布資料
講義進行に応じてテキスト指示する。

放射線画像情報工学（1）(通商産業研究社)
応用数学講義ディジタル画像処理（共立出版）
統計数学（近代科学社）
ベイズ統計学入門（福村出版）
基礎数学（掌華房）
これならわかる最適化数学　金谷健一　共立出版

医用画像工学特論
配布資料
講義進行に応じてテキスト指示する。

放射線画像情報工学（1）(通商産業研究社)
応用数学講義ディジタル画像処理（共立出版）
統計数学（近代科学社）
ベイズ統計学入門（福村出版）
基礎数学（掌華房）
これならわかる最適化数学　金谷健一　共立出版

医用画像解析学特論 安居院猛，長尾智晴「画像の処理と認識」昭晃堂

医用画像解析学特論 安居院猛，長尾智晴「画像の処理と認識」昭晃堂

画像診断技術学特論 配布資料、 Radiology, Radiographics

画像診断技術学特論 配布資料、 Radiology, Radiographics

分子機能画像解析学特論
１　最新臨床核医学　　金原出版株式会社
２　クリニカルPET　ハンドブック　技術経済研究所

機能画像診断技術学特論 関連教科のテキストおよびノート
Molecular anatomic imaging: PET-CT and SPECT-CT integrated molecular imaging. Gustav
K. von Schulthess編　Lippincott Williams & Wilkins; 2nd. edition. 2006

機能画像診断技術学特論 関連教科のテキストおよびノート
Molecular anatomic imaging: PET-CT and SPECT-CT integrated molecular imaging. Gustav
K. von Schulthess編　Lippincott Williams & Wilkins; 2nd. edition. 2006

放射線治療技術学特論 自作プリント，配布資料（英語論文など）

外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研究
社），
配布資料，
詳説体幹部定位放射線治療 : ガイドラインの詳細と照射マニュアル（中外医学社）

放射線治療技術学特論 自作プリント，配布資料（英語論文など）

外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研究
社），
配布資料，
詳説体幹部定位放射線治療 : ガイドラインの詳細と照射マニュアル（中外医学社）

磁気共鳴学演習 なし

Z. Liang and P.C. Lauterbur, Principles of Magnetic Resonance Imaging　IEEE Press
E. M. Haacke et al., MAGNETIC RESONANCE IMAGINIG Physical Principles and Sequence
Design, Wiley-Liss
M. A. Bernstein et al., Handbook of MRI Pulse Sequences, Elsevier Academic Press

磁気共鳴学演習 なし

Z. Liang and P.C. Lauterbur, Principles of Magnetic Resonance Imaging　IEEE Press
E. M. Haacke et al., MAGNETIC RESONANCE IMAGINIG Physical Principles and Sequence
Design, Wiley-Liss
M. A. Bernstein et al., Handbook of MRI Pulse Sequences, Elsevier Academic Press

医用画像情報学演習 必要に応じて資料を配布する。

1.舟尾暢夫：R　Tips　九天社
2.自然科学の統計学（東京大学出版社）
3.Martin Brand: An introduction to medical statistics (OXFORD)
4.金谷健一：これなら分かる最適化数学（共立出版）

医用画像情報学演習 必要に応じて資料を配布する。

1.舟尾暢夫：R　Tips　九天社
2.自然科学の統計学（東京大学出版社）
3.Martin Brand: An introduction to medical statistics (OXFORD)
4.金谷健一：これなら分かる最適化数学（共立出版）

画像診断技術学演習 配布資料、 Radiology, RadioGraphics 等の文献を参考にしてください。

医用機能画像解析学演習 適宜プリントを配布
１　最新臨床核医学　　金原出版株式会社
２　クリニカルPET　ハンドブック技術経済研究所
３　薬と疾病　薬の効くプロセス　　日本薬学会編

医用機能画像解析学演習 適宜プリントを配布
１　最新臨床核医学　　金原出版株式会社
２　クリニカルPET　ハンドブック技術経済研究所
３　薬と疾病　薬の効くプロセス　　日本薬学会編

放射線治療技術学演習 自作プリント，英語論文等

外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研究
社），
配布資料，
体幹部定位放射線治療（中外医学社），Handbook of Radiotherapy Physics

放射線治療技術学演習 自作プリント，英語論文等

外部放射線治療における吸収線量の標準測定法（日本医学物理学会編，通商産業研究
社），
配布資料，
体幹部定位放射線治療（中外医学社），Handbook of Radiotherapy Physics

医用放射線科学特別研究
修士論文(70%），発表された学術論文（20%），口頭諮問（10%）による評価を総合的に判断す
る。

形態・機能解析学特論 配布資料 Molecular Biology of The Cell (Garland Science)

形態・機能解析学特論 配布資料 Molecular Biology of The Cell (Garland Science)

分子免疫学特論 適宜プリントを配付する。
Fundamental Immunology, LWW
Cellular and Molecular Immunology, Saunders

分子免疫学特論 適宜プリントを配付する。
Fundamental Immunology, LWW
Cellular and Molecular Immunology, Saunders

広域感染症学特論 プリントを作成

スタンダード微生物学　保健微生物学・感染症学（文光堂）
微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

広域感染症学特論 プリントを作成

スタンダード微生物学　保健微生物学・感染症学（文光堂）
微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

神経生理学特論 なし
標準生理学(本郷等　編集　医学書院）、
神経生理を学ぶ人のために（柳澤等　編集　医学書院）、
臨床脳波学（大熊輝雄　医学書院）

神経生理学特論 なし
標準生理学(本郷等　編集　医学書院）、
神経生理を学ぶ人のために（柳澤等　編集　医学書院）、
臨床脳波学（大熊輝雄　医学書院）

分子機能生理学特論 関連する学術論文を教員が指定する。 ヴォート生化学 （東京化学同人）

分子機能生理学特論 関連する学術論文・資料を教員が指定する。 ヴォート生化学 （東京化学同人）
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機器分析学総論 関連する学術論文を教員が指定する。適宜、プリントを配布する。 関連する学術論文を教員が指定する。

機器分析学総論 関連する学術論文を教員が指定する。適宜、プリントを配布する。 関連する学術論文を教員が指定する。

分子解析検査学特論 配布資料
中村桂子他監訳：細胞の分子生物学：教育社、
村松正実編集：医科分子生物学：南江堂

分子解析検査学特論 配布資料
中村桂子他監訳：細胞の分子生物学：教育社、
村松正実編集：医科分子生物学：南江堂

形態・機能解析学演習 配布資料
Molecular Biology of The Cell (Garland Science)
Clinical Hematology 12ed.2008. lippincott Williams & Wilkins

形態・機能解析学演習 配布資料
Molecular Biology of The Cell (Garland Science)
Clinical Hematology 12ed.2008. lippincott Williams & Wilkins

感染・免疫検査学演習

テーマに基づいて自分で論文、総説を探すこと（乾）
Tropical infectious diseases よりプリントを作成


fundamantal immunology, 
cellular and molecular immunology（乾）
スタンダード微生物学　保健微生物学・感染症学（文光堂）
微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

感染・免疫検査学演習

テーマに基づいて自分で論文、総説を探すこと（乾）
Tropical infectious diseases よりプリントを作成


fundamantal immunology, 
cellular and molecular immunology（乾）

スタンダード微生物学　保健微生物学・感染症学（文光堂）
微生物学/臨床微生物学（医歯薬出版）、
臨床検査法提要（金原出版）、
感染症診療ハンドブック（中外医学社）
感染症予防必携（財団法人　日本公衆衛生協会）、
戸田新細菌学（南山堂）

高次生理機能解析学演習 なし 神経生理を学ぶ人のために（柳澤等　編集　医学書院）

高次生理機能解析学演習 なし 神経生理を学ぶ人のために（柳澤等　編集　医学書院）

先端分析検査学演習 自分の研究に関連する英文学術論文を検索・選択する。
ヴォート・生化学（東京化学同人）
分子細胞生物学（東京化学同人）
細胞の分子生物学（教育社）

先端分析検査学演習 自分の研究に関連する英文学術論文を自分で検索・選択する。
ヴォート・生化学（東京化学同人）
分子細胞生物学（東京化学同人）
細胞の分子生物学（教育社）

保健科学特論I（健康の保持・増
進と疾病の予防）

各教員が指定する学術論文，配布する資料
関連する学術論文
実践ヘルスプロモーション，上田公代，グリーン, ＬＷ.，神馬征峰訳（医学書院）

保健科学特論III（疫学情報の解
析と健康の把握）

配布プリント

１．Tropical Infectious Diseases, Principles, Pathogens, & Practice.Second Edition.(Vol.1 and
2)  by Richard L. Guerrant, David H. Walker andPeter F Weller,  2006, Elsevier
２．ICRP Publication 103 ( issued on March 2007)
３．全国核医学診療実態調査報告書（８月2008年）　日本アイソトープ協会　医学・薬学専門
委員会
４．関連する学術論文

看護学特論

1.Fetterman, D.M. and Wandersman, A.：Empowerment Evaluation
Principles In Practice, Guilford Pr, 2004
2.Moon, J.A. :Reflections in Learning and Professional Development:
Theory and Practice, Kogan Page Ltd, 200
3.アン・マリナー・トメイ、マーサ・レイラ・アリグッド：都留伸子監訳：看護
理論家とその業績（第３版）、医学書院、
4.NANDAインターナショナル、日本看護診断学会監訳、中木高夫訳：
NANDA看護診断定義と分類2009-9010、医学書院、2009．
5.スー・プロクター　メアリー・レンフルー：前原澄子監訳：助産学研究入
門、医学書院、2003
6.Susan A. Orshan: Comprehensive Care Across the Life Span.
Women's Health Nursing. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia,
2007
7.World Health Organization： The midwife in the community. Education
material for teachers of midwifery. Midwifery education modules-second
edition. WHO Press, France, 2008

1.Fetterman, D.M.：Foundations of Empowerment Evaluation, Sage Publications, Inc, 2001
2.佐藤栄子編：事例を通してやさしく学ぶ中範囲理論入門（第２版）、日総研、2009．
3.城ヶ端初子監修：実践に生かす看護理論19、医学芸術社、2008．
4.中木高夫、川崎修一訳：看護における理論構築の方法、医学書院、2008．
5.太田喜久子、筒井真由美訳：フォーセット　：看護理論の分析と評価（新訂版）、医学書院、
2008

高度看護研究特論

1.The Practice of Nursing Research,Third edition, Grove, BN., Susan, K.
Nursing Research,Theory and Practice, Saunders,M., Woods,C.
2.伊藤恵一監訳(2009)：質的研究と量的研究のエビデンスの統合、医学
書院

各教員が指定する学術論文，配布する資料，
看護における理論構築の方法，中木高夫・川崎修一訳（医学書院）

実践看護学演習II 各教員が指定する学術論文，配布する資料
日本看護教育学会誌，日本看護科学会誌，　日本看護研究学会誌
質的研究ハンドブック２巻－質的研究の設計と戦略－，デンジン,NK.，リンカン, YS.編，2006.

基礎放射線医療科学特論 各教員が指定する学術論文，配布する資料
１．薬と疾病,1),2),3)　日本薬学会　東京化学同仁　２００５
２．脳と薬物　Solomon Snyder 東京化学同仁　２０００

在宅ケアマネジメント論 適宜、プリントを配布する
「病棟から始める退院支援・隊員調整の実践事例集」」(医学書院）
「入院時から始める退院支援・調整」(日総研)

在宅ケアマネジメント論 適宜、プリントを配布する
「病棟から始める退院支援・隊員調整の実践事例集」」(医学書院）
「入院時から始める退院支援・調整」(日総研)

在宅看護アセスメント論 適宜、プリントを配布する 家族アセスメント PartI ・II（医歯薬出版株式会社）

在宅看護アセスメント論 適宜、プリントを配布する 家族アセスメント PartI ・II（医歯薬出版株式会社）

在宅看護管理論 適宜、プリントを配布する
「訪問看護ステーション経営のコツ」（日本看護協会出版会）
「看護管理学習テキスト」1,2,4,6（日本看護協会出版会）

在宅看護管理論 適宜、プリントを配布する
「訪問看護ステーション経営のコツ」（日本看護協会出版会）
「看護管理学習テキスト」1,2,4,6（日本看護協会出版会）

在宅看護学実習 II 「在宅看護論実習指導ガイド－訪問看護ステーションでの学び」（日本看護協会出版会）

最新臨床精神薬理学 樋口輝彦他（2003)：臨床精神薬理ハンドブック，医学書院 適宜、指示する

精神科救急・急性期治療看護援
助論

・精神科救急医療ガイドライン，日本精神科救急学会，2011 随時提示

精神科救急・急性期治療看護援
助論

・精神科救急医療ガイドライン(1)(2)(3)，日本精神科救急学会，2009 随時提示

臨床看護実践特論 随時提示する

随時提示する
小島　操子：看護における危機理論・危機介入（金芳堂）
D･E･オレム/小野寺杜紀訳：オレム看護論　看護実践における基本概念第４版（医学書院）
山崎喜比古：保健と医療の社会学（東京大学出版会）
リチャードS・ラザラス/本明寛：ストレスと情動の心理学（実務教育出版）
アーサー・クラインマン/江口重幸：病の語り（誠信書房）
ミルトン・メイヤロフ/田村真：ケアの本質（ゆみる出版）

臨床看護実践特論 随時提示する

随時提示する
小島　操子：看護における危機理論・危機介入（金芳堂）
D･E･オレム/小野寺杜紀訳：オレム看護論　看護実践における基本概念第４版（医学書院）
山崎喜比古：保健と医療の社会学（東京大学出版会）
リチャードS・ラザラス/本明寛：ストレスと情動の心理学（実務教育出版）
アーサー・クラインマン/江口重幸：病の語り（誠信書房）
ミルトン・メイヤロフ/田村真：ケアの本質（ゆみる出版）
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最新臨床薬理学 樋口輝彦他（2003)：臨床精神薬理ハンドブック，医学書院 適宜、指示する

最新病態生理学
第1回から第8回目までは随時資料を配布，第9回目以降は、仙波純一
訳(1999)，精神薬理学エッセンシャルズ，メデイカル・サイエンス・イン
ターナショナル

適時、指示する

精神障害者制度・法律特論

・新・精神保健福祉士養成講座（2011)：精神保健福祉の「理論と相談援
助の展開1、中央法規
・新・精神保健福祉士養成講座（2011)：精神保健福祉に関する制度と
サービス、中央法規
・日総研（2012)：社会保養制度、指さしガイド
・障碍者自立支援給付費早見表、2009、医学通信社

随時提示

精神障害者制度・法律特論

・新・精神保健福祉士養成講座（2011)：精神保健福祉の「理論と相談援
助の展開１、中央法規
・新・精神保健福祉士養成講座（2011)：精神保健福祉に関する制度と
サービス、中央法規
・日総研（2012)：社会保養制度、指さしガイド
・障碍者自立支援給付費早見表、2009、医学通信社

随時提示

精神科診断学

 1.高橋三郎訳：DSM-4-TR、精神疾患の診断・統計マニュアル、医学書
院、2003

 2.高橋三郎監修：精神科診断面接マニュアル、第２版、SCID、使用の手
引き・テスト用紙、第2版、日本評論社、2010
３．佐藤光源ほか監訳：米国精神医学治療ガイドラインコンペンデイア
ム、医学書院、2006
４．融道男・岩脇淳：カプラン精神医学ハンドブック第3版、メデイカルサイ
エンス・インターナショナル、2005

随時提示

精神看護高度実践援助論I

1.カプラン（2003）：臨床精神医学ハンドブック、第2版、監訳　融道男・岩
脇淳：メデイカル・サイエンス・インターナショナル
2.高橋三郎他訳(2001)：DSM-4-TRケースブック、医学書院
3.宇佐美しおり・鈴木啓子・PatriciaUnderwood（2003）：オレムのセルフケ
アモデル、事例を用いた看護過程の展開、第2版ヌーベルヒロカワ
4.宇佐美しおり(2009)：精神看護における高度看護実践家に必要な理論
と技法、(社)日本看護協会出版会

小谷英文（1993)：ガイダンスとカウンセリング、北樹出版

精神看護高度実践援助論I

1.カプラン（2003）：臨床精神医学ハンドブック，第2版，監訳　融道男・岩
脇淳，メデイカル・サイエンス・インターナショナル
2.高橋三郎他訳(2001)：DSM-4-TRケースブック，医学書院
3.宇佐美しおり，鈴木啓子，Patricia,Underwood（2003）：オレムのセルフ
ケアモデル，事例を用いた看護過程の展開，第2版，ヌーベルヒロカワ
4.宇佐美しおり(2009)：精神看護における高度看護実践家に必要な理論
と技法，(社)日本看護協会出版会

小谷英文（1993)：ガイダンスとカウンセリング、北樹出版

精神看護高度実践援助論II

・野末聖香編著（2004)：リエゾン精神看護，医歯薬出版
・宇佐美しおり(2008)：長期入院患者および予備群への退院支援と看護
・Kathleen Wheeler(2008):Psychotherapy for the Advanced Practice
Psychiatric Nurse,Mosby
・宇佐美しおり・野末聖香(2009)：精神看護スペシャリストに必要な理論と
技法、日本看護協会出版会

随時提示

精神看護高度実践援助論II

野末聖香編著（2004)：リエゾン精神看護，医歯薬出版
宇佐美しおり(2008)：長期入院患者および予備群への退院支援と看護
宇佐美しおり・野末聖香（2009)：精神看護スペシャリストに必要な理論と
技法、日本看護協会出版会

随時提示

精神科薬物療法

・樋口輝彦他（2003)：臨床精神薬理ハンドブック、医学書院
・山田和男ほか（2007)：カプラン精神科薬物ハンドブック、エビデンスに
基づく向精神薬療法、メデイカル・サイエンス・インターナショナル
・「精神科治療学」編集委員会（2007)：精神科治療薬の副作用、予防・早
期発見・治療ガイドライン、星和書店
・中村純（2012)；抗精神病薬完全マスター、医学書院

随時提示

精神科薬物療法

・樋口輝彦他（2003)：臨床精神薬理ハンドブック、医学書院
・山田和男ほか（2007)：カプラン精神科薬物ハンドブック、エビデンスに
基づく向精神薬療法、メデイカル・サイエンス・インターナショナル
・「精神科治療学」編集委員会（2007)：精神科治療薬の副作用、予防・早
期発見・治療ガイドライン、星和書店
・中村純(2012)：抗精神病薬完全マスター、医学書院

随時提示

精神療法

小谷英文(2010)：現代心理療法入門，PAS心理教育研究所
小谷英文(2009)：グループセラピイの現在、ぎょうせい
Kathleen Wheeler(2008):Psychotherapy for the Advanced Practice
Psychiatric Nursing

随時提示

認知症治療看護援助論

・藤田郁代（2009)：高次脳機能障害学，医学書院
・目黒謙一（2008)：認知症早期発見のためのCDR判定ハンドブック、医
学書院
・朝田隆（2011)：認知症診療の実践テクニック、医学書院

随時提示

認知症治療看護援助論

・藤田郁代（2009)：高次脳機能障害学，医学書院
・目黒謙一（2008)：認知症早期発見のためのCDR判定ハンドブック、医
学書院
・朝田隆(2011)：認知症診療の実践テクニック、医学書院

随時提示

精神科救急・急性期治療看護援
助論

・精神科救急医療ガイドライン，日本精神科救急学会，2011 随時提示

精神科救急・急性期治療看護援
助論

・精神科救急医療ガイドライン，日本精神科救急学会，2011 随時提示

役割開発実習
Ann B.Hamric, Judith A.Spross, Charlene M.Hanson( 2009):Advanced
Practice Nursing,An Integrative Approach,Fourth Edition,Saunders

随時提示

精神科診断・治療実習

・宇佐美しおり・野末聖香（2009）：精神看護スペシャリストに必要な理論
と技法、日本看護協会出版会
・山内俊雄他編（2011)：専門医をめざす人の精神医学、第3版、医学書
院

随時提示

精神看護サブスペシャリテイ実
習

野末聖香編：リエゾン精神看護、医歯薬出版、2004
宇佐美しおり：困ったときの精神看護、医学書院、2002

随時提示

相談・調整実習

 ・G.Lippitt & R.Lippitt:The Consulting Process in Action,Second
Edition,Pheiffer,1986

 ・David Campbell:Learning Consultation,A Systematic Framework,Karnac
Books,1995

 ・パトリシア・R・アンダーウッド　看護理論の臨床活用，日本看護協会出
版会，2003

随時提示

在宅看護援助論特論 適宜、プリントを配布する
医療倫理と合意形成（東信堂）、
臨床実践のための看護倫理（医学書院）、
在宅での感染対策（日本看護協会出版会）

在宅看護援助論特論 適宜、プリントを配布する
医療倫理と合意形成（東信堂）、
臨床実践のための看護倫理（医学書院）、
在宅での感染対策（日本看護協会出版会）

在宅看護援助方法論I 適宜、プリントを配布する

「チャレンジ在宅がん緩和ケア」（南山堂）
「ギア・チェンジ緩和医療を学ぶ二十一会」（医学書院）
「訪問看護研修テキスト3認知症の看護」（日本看護協会出版会）
「訪問看護のための事例と解説から学ぶ在宅終末期ケア」（中央法規）
「がん緩和ケアに関するマニュアル改訂第３版」（日本ホスピス・緩和ケア振興財団）
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在宅看護援助方法論I 適宜、プリントを配布する

「チャレンジ在宅がん緩和ケア」（南山堂）
「ギア・チェンジ緩和医療を学ぶ二十一会」（医学書院）
「訪問看護研修テキスト3認知症の看護」（日本看護協会出版会）
「訪問看護のための事例と解説から学ぶ在宅終末期ケア」（中央法規）
「がん緩和ケアに関するマニュアル改訂第３版」（日本ホスピス・緩和ケア振興財団）

在宅看護援助方法論II 適宜、プリントを配布する
野嶋佐由美他監修：家族エンパワメントをもたらす看護実践（へるす出版）、
渡辺裕子：長期療養を支える家族ケア（医学書院）、
渡辺裕子：看取りにおける家族ケア（医学書院）

在宅看護援助方法論II 適宜、プリントを配布する
野嶋佐由美他監修：家族エンパワメントをもたらす看護実践（へるす出版）、
渡辺裕子：長期療養を支える家族ケア（医学書院）、
渡辺裕子：看取りにおける家族ケア（医学書院）

在宅医療実践援助論 適宜、プリントを配布する
公益財団法人在宅医療助成勇美財団：在宅医療テキスト、日本看護協会出版会：訪問看護
研修テキスト 呼吸管理、在宅輸液管理、在宅での感染対策、がんの痛みからの解放とパリ
アティブ・ケア

在宅医療実践援助論 適宜、プリントを配布する
公益財団法人在宅医療助成勇美財団：在宅医療テキスト、日本看護協会出版会：訪問看護
研修テキスト 呼吸管理、在宅輸液管理、在宅での感染対策、がんの痛みからの解放とパリ
アティブ・ケア

看護学特定課題研究
・Reason,P.&Bradbury,H.(2001):Handbook of Action Research,Sage
・近藤潤子監訳（2010）：看護研究、原理と方法、第2版、医学書院
・前田樹海他訳（2011)：APA論文作成マニュアル、第2版、医学書院

随時紹介

国際看護学特論 適宜、プリントを配布する
Nursing in the World編集委員会　Nurisng in the world (5th edition) 2008
WHO Programmes and projects http://www.who.int/entity/en/
外務省　政府開発援助(ODA)白書　日本の国際協力　2010

国際看護学特論 適宜、プリントを配布する
Nursing in the World編集委員会　Nurisng in the world (5th edition) 2008
WHO Programmes and projects http://www.who.int/entity/en/
外務省　政府開発援助(ODA)白書　日本の国際協力　2010

国際看護学演習 適宜、プリントを配布する
Nursing in the World編集委員会　Nurisng in the world (5th edition) 2008
WHO Programmes and projects http://www.who.int/entity/en/
外務省　政府開発援助(ODA)白書　日本の国際協力　2011

国際看護学演習 適宜、プリントを配布する
Nursing in the World編集委員会　Nursing in the world (5th edition) 2008
WHO Programs and projects http://www.who.int/entity/en/
外務省　政府開発援助(ODA)白書　日本の国際協力　2011

精神障害者ケースマネジメント
支援論

・寺田一郎著（2000)：精神障害者ケア・マネジメントマニュアル、中央法
規
・西尾雅明著（2004）：精神障碍者のための包括型地域生活支援プログ
ラム、ＡＣＴ入門、金剛出版
・Cohen,E.L.,Cesta,T.G.(2001):Nursing Case Management, Third Edition,
Mosby
・井上新平他（2011)：精神科退院支援ハンドブック、医学書院

随時

在宅看護学実習II 「在宅看護論実習指導ガイド－訪問看護ステーションでの学び」（日本看護協会出版会）
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