
地域交流看護実践研究センター所蔵目録　寄贈本（県別）

県立大学関連

書　名 発行年 巻　数

1 滋賀 地域交流看護実践研究センター活動報告書 年刊 第1巻～

2 滋賀 人間看護学研究 年刊 第1号～

3 滋賀 研究・教育活動の記録　人間看護学部 平成15年度～

4 滋賀 知のリソース　滋賀県立大学研究者総覧 2003年、2005年、2007年

5 滋賀 滋賀県立大学キャンパスガイド 継続 2005年～　　　（2007年欠）

6 滋賀 近江楽座のススメ　学生力で地球が変わる/4年間の軌跡　 単行本 2008年12月

7 滋賀 スチューデントファーム「近江楽座」2011年度活動報告書
8 滋賀 滋賀県立大学環境科学部環境科学研究科　年報　（第11，12号欠） 第9号(2005)～第15号（2010）

9 滋賀 滋賀県立大学研究シーズ集　地域産学連携センター 2004年　2015年

10 滋賀 滋賀県立大学工学部報　 第5号、第6号（2002～2005）

11 滋賀 滋賀県立大学国際教育センター研究紀要 第10号(2005）、13～16号(2011）

12 滋賀 地域づくり教育研究センター　年報　 №１　2011.3

13 滋賀 人間文化　 年2回 Vol.16.17.18.24～37,41,42

滋賀県内　（滋賀県・市）

書名 巻数及び発行年 発行者

1 滋賀 滋賀県環境白書-資料編ー　 H15年度版 滋賀県

2 滋賀 滋賀県勢要覧　 H16年版 滋賀県　政策調整部統計課

3 滋賀 統計だより　滋賀県　№586～606　欠：596.597.602 H15-17 滋賀県　政策調整部統計課

4 滋賀 統計でみる滋賀ー社会・人口統計体系ー H16年3月 滋賀県　政策調整部統計課

5 滋賀 滋賀県推計人口年報　平成16年10月1日現在 H16 滋賀県　政策調整部統計課

6 滋賀 滋賀の青少年　 H15年度版 滋賀県　政策調整部

7 滋賀 滋賀県の教育統計　教育調査資料第42号 H15年度版 滋賀県　教育委員会

8 滋賀 滋賀県健康福祉統計年報 H13～15 滋賀県　健康福祉部

9 滋賀 滋賀県健康福祉白書　 H14年度版 滋賀県　健康福祉部

10 滋賀 医療型多機能サービスの展開に向けた訪問看護充実の検討事業報告書 H21年 滋賀県　健康福祉部医務薬務課

11 滋賀 専門分野（がん）における質の高い看護師育成事業報告書 H21年3月 滋賀県　健康福祉部医務薬務課

12 滋賀
看護師等養成所専任教員フォローアップ事業報告書 H24・25年

度版
滋賀県　健康福祉部医務薬務課
滋賀医科大学医学部附属病院
看護臨床教育ｾﾝﾀｰ

13 滋賀
助産師ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ応援事業報告書 H23年度 滋賀県　健康福祉部医務薬務課

滋賀医科大学医学部附属病院
看護臨床教育ｾﾝﾀｰ

14 滋賀 滋賀県　健康づくり支援資料集 H25年度版 滋賀県　健康福祉部健康医療課

15 滋賀 滋賀の母子保健 H17・22年 滋賀県　健康福祉部健康推進課

16 滋賀 運動を中心とした健康づくり支援の企画・運営マニュアル H18年3月 滋賀県　健康福祉部健康推進課
健康づくり支援室

17 滋賀 滋賀県湖東地域振興局地域健康福祉部　事業年報 H14・16～
21年度

滋賀県　湖東地域振興局地域健
康福祉部

18 滋賀 滋賀県立小児保健医療センター年報 H15～ 滋賀県立　小児保健医療セン
ター

19 滋賀
（滋賀県立小児保健医療センター）看護研究集録集　めばえH14・15・16年度版　H17･18･19年度版 H14 滋賀県立　小児保健医療セン

ター看護部

20 滋賀 滋賀県立成人病センター　診療内容のご案内 H20・H23 滋賀県立　成人病センター

21 滋賀 滋賀県立成人病センター年報　　第32巻～　　欠：第33・第35・第36 H15～ 滋賀県立　成人病センター

22 滋賀 県民公開講座　がんは予防できる　DVD版 H25年2月 滋賀県立　成人病センター

23 滋賀 先制医療の一翼を担う「０次予防」とは　疾病・介護予防シンポジウム　DVD版 H25年3月 滋賀県立　成人病センター

24 滋賀 精神保健福祉センター所報 H19～22 滋賀県立　精神保健福祉セン
ター25 滋賀 精神医療センター年報（元・精神保健福祉センター所報） H28年度 滋賀県立　精神医療センター

26 滋賀 滋賀県立総合保健学校　教員研究集録 H17－18 滋賀県立　総合保健専門学校

27 滋賀 滋賀県立総合保健学校　看護第2学科　閉科記念誌 H19年3月 滋賀県立　総合保健専門学校

28 滋賀 滋賀県立リハビリテーションセンター　報告書　No1,2 H18年度 滋賀県立リハビリテーションセンター

29 滋賀 滋賀県立リハビリテーションセンター　調査･研究事業　報告書 H19～24 滋賀県立リハビリテーションセンター

30 滋賀 滋賀医科大学　開学三十周年記念誌 H16年10月 滋賀医科大学

31 滋賀 現代医療における情報開示「問題」の社会的構築　その１　単純統計 H15年 滋賀医科大学医学部社会学研究室

32 滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院　開院30周年記念誌 H21年3月 滋賀医科大学医学部附属病院

33 滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 病院再開発完成記念誌 H25年3月 滋賀医科大学医学部附属病院

34 滋賀 医療人育成教育研究センター　調査分析部門報告書 H22年度 滋賀医科大学医療人育成教育研究セン
ター

35 滋賀 国立大学法人滋賀医科大学　授業評価実施報告書　第7号別冊 H23・3 滋賀医科大学医療人育成教育研究セン
ター

36 滋賀 障害者支援のための４つの講演シンポジウム集 H16年3月 滋賀医科大学・滋賀大学・龍谷大学・滋賀
県

37 滋賀 基幹型訪問看護ステーション設置モデル事業　新人訪問看護師確保・育成事業 H27年3月 滋賀県看護協会

38 滋賀 滋賀県看護協会　教育計画　H20・21・23・26年～ H20年～ 滋賀県看護協会

39 滋賀 滋賀県看護協会　通常総会要綱　H16・21・25年 滋賀県看護協会

40 滋賀 滋賀県実習指導者講習会　演習集録　　第27・34～38回 滋賀県看護協会



41 滋賀 滋賀県専任教員養成講習会　演習集録Ⅱ　No.1、2　平成28年度 H28 滋賀県看護協会

42 滋賀 滋賀県看護学会集録　第19回 H25 滋賀県看護協会

43 滋賀 滋賀社会福祉研究　第9号（H19)・第11号（H21) H19・21 滋賀県社会福祉協議会

44 滋賀 滋賀県小児保健協会会報　第18号～ H16～ 滋賀県小児保健協会

45 滋賀 KTKしがなんれん H17年3月 滋賀県難病連絡協議会

46 滋賀 滋賀県病院名簿　 H17年～ 滋賀県病院協会

47 滋賀 看護職員離職防止対策事業報告書　第6回 H19年度 滋賀県病院協会

48 滋賀 滋賀県連携リハビリテーション学会研究大会　報告書 H23年度 滋賀県連携リハビリテーション学会委員会

49 滋賀 曙光　KTK　全国膠原病友の会滋賀支部 H17年3月 全国膠原病友の会滋賀支部

50 滋賀 平成27年度在宅医療多職種キャリアアップ研究会報告書 H28年3月 日本プライマリ・ケア連合学会滋賀県支部

51 滋賀 平成28年度第2回在宅医療多職種キャリアアップ研究会報告書 H29年3月 日本プライマリ・ケア連合学会滋賀県支部

52 大津 滋賀県大津健康福祉センター事業年報　（滋賀県⇒大津市） H17、19年 滋賀県大津健康福祉センター
滋賀県大津保健所

53 大津 大津市保健事業年報 H18～20年 大津市健康福祉部　（←滋賀県
大津保健所）

54 大津 大津市保健所事業年報　（CD版） H21・H22 大津市保健所　（←大津市健康
福祉部）

55 草津 草津総合病院　年報 H18,19年度 草津総合病院

56 野洲 びわこ学園年報　2004（平成16）～2006（平成18）年度、H20～報告 H16年度～ 社会福祉法人　びわこ学園　（野洲市）

57 野洲 びわこ学園の50年「生きることが光になる」 H25年10月 社会福祉法人　びわこ学園　（野洲市）

58 彦根 聖泉大学看護学部看護キャリアアップセンター活動報告　（Vol.5) H28年度 聖泉大学看護学部附属看護キャリアアップ
センター

59 彦根 彦根市福祉保健部健康管理課　事業年報 H20・25・27 彦根市福祉保健部健康管理課

60 彦根 彦根市立病院　病院年報　(Vol.12)　欠H20・H22・H24・H25 H18年度～ 彦根市立病院

61 彦根 彦根市立病院　診療のご案内 H20年度 彦根市立病院

62 彦根 彦根市統計書 H16年版 彦根市

63 彦根 友仁山崎病院　平成26年度（2014年度）病院年報 H27年8月 友仁山崎病院

64 彦根 友仁山崎病院　平成27年度（2015年度）病院年報　CD-ROM H28年9月 友仁山崎病院

65 長浜 健康ながはま２１ H16年1月 長浜市

66 長浜 市立長浜病院　病院年報 H14年度～ 市立長浜病院

67 長浜 東日本大震災　長浜赤十字病院　救護班活動記録　H23年報別冊 H23年度 長浜赤十字病院

68 長浜 社会福祉法人清祥会30周年記念誌　和顔愛語 H25年6月 社会福祉法人　清祥会（長浜
市）

69 高島 高島市民病院　平成25年度年報 H25年度 高島市民病院

全国

書名 発行年 発行者

1 北海道 旭川医科大学医学部看護学科　看護学科のあゆみ　1996～2013 H28年3月 旭川医科大学医学部看護学科

2 北海道
旭川医科大学大学院医学系研究科医学専攻臨床研究者コース　地域臨床腫瘍医養成
プログラム　平成26年度　中間報告

H27年3月
旭川医科大学

3 北海道
旭川医科大学大学院医学系研究科看護学専攻高度実践コース　平成26年度　中間報
告

H27年3月 旭川医科大学

4 北海道 医学・看護・保健医療系大学における文化人類学・多文化医療関連科目実施状況調査報告書 H18年3月 札幌医科大学保健医療学部

5 北海道 死亡時画像診断による教育支援プログラム　成果報告書　平成21年度 H21、22年 札幌医科大学

6 北海道
「北海道の総合力を生かすプロ養成プログラム」　平成19～23年度　がんプロフェッショ
ナル養成プラン事業報告書

H19～23
がんプロフェッショナル養成ボー
ド事務局　・北海道医療大学

7
北海道 「北海道がん医療を担う医療人養成プログラム」　がんプロフェッショナル養成基盤推進

プラン事業報告書
H24年度～ がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ養成基盤推進

ﾌﾟﾗﾝ　北海道医療大学

8 北海道 北海道大学大学院保健科学研究院・保健科学院・医学部保健学科外部評価報告書 H26年3月 北海道大学

9 青森 青森県立保健大学健康管理概要　創刊号 H16年3月 青森県立保健大学健康管理専門部会

10 青森
八戸学院大学紀要　第54号抜粋　看護基礎教育における国際看護学の教育プログラム
の開発に関する研究

H29年3月
八戸学院大学

11 宮城 東北大学医学部保健学科外部評価報告書 H20年1月 東北大学医学部保健学科

12 宮城 石巻赤十字病院の100日間　　　石巻赤十字病院　由井りょう子 H23.11 小学館

13 山形 山形発・地元ナース養成プログラム　活動報告書 H26年～ 山形県立保健医療大学

14 山形
課題解決高度医療人材養成プログラム「山形発・地元ナース養成プログラム」キックオフ
シンポジウム「地元なーすへの期待」報告集

H27年4月 山形県立保健医療大学看護実
践研究センター

15 山形
課題解決高度医療人材養成プログラム「山形発・地元ナース養成プログラム」中間報告
会＆シンポジウム報告集

H29年1月 山形県立保健医療大学看護実
践研究センター

16 山形 山形大学医学部看護学科卒業生に関する調査 H16年3月 山形大学医学部看護学科

17 山形
山形大学1学部･1部門プロジェクト報告書（平成17年～平成21年9月）医療安全の確保に
向けた看護実践能力強化のための看護技術自主トレーニングシステムの構築

H21年10月 研究代表者　山形大学医学部看
護学科　教授　布施淳子

18
山形 山形大学看護学教育ワークショップ報告書 H15～26年 山形大学医学部看護学科・医学

部附属病院看護部

19
山形 臨床研修による看護学教員のキャリア発達支援モデル事業実施報告書 H23、24年 山形大学医学部看護学科・医学

部附属病院看護部

20 福島 福島県立医科大学要覧　平成18年～ H18年～ 福島県立医科大学

21 福島 放射線災害医療サマーセミナー2016報告書 H29年3月 福島県立医科大学、長崎大学、
笹川記念保健協力財団

22 茨城 教育の質の保証を目指す大学改革　　―茨城県立医療大学の取り組み― H18年3月 茨城県立医療大学

23 栃木 国際医療福祉大学　年報　2004～2014年度（欠2011,2012） H16～ 国際医療福祉大学

24
栃木 自治医科大学看護学部年報(第5号～)　欠第8号　自治医科大学大学院看護学研究科

年報(第1号～)　欠第4号　　継続　CD版
H19年～ 自治医科大学看護学部



25
栃木 平成24年度　看護学部・大学院看護学研究科　FD研究会報告書 H25年8月 自治医科大学看護学部・大学院

看護学研究科

26
栃木 多職種協働チームによるがん診療地域連携パスの発展に向けて　報告書 H23年10月 自治医科大学・国際医療福祉大

学

27
栃木 全人的ながん医療の実践者育成と多職種共同体制の発展　報告書「全人的ながん医療

の実践者養成」のための国際セミナー
H23年3月 自治医科大学「全人的ながん医療の実践者

養成」国際セミナー運営事務局

28 栃木 全人的ながん医療の実践者育成と多職種協働体制の発展　報告書　CD版 H23年3月 自治医科大学・国際医療福祉大
学

29 栃木 獨協医科大学看護学部　自己点検･評価報告書 H21年10月 獨協医科大学看護学部

30
栃木 日本ルーラルナーシング学会誌　第2巻、3巻 H19,20 日本ルーラルナーシング学会・

自治医科大学

31 群馬 群馬県立県民健康科学大学　平成18年度自己点検・評価報告書 H19年10月 群馬県立県民健康科学大学

32 群馬 多専攻学生による模擬体験型チーム医療実習事業報告書 H19～21 群馬大学医学部保健学科

33
群馬 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座　群馬一丸で育てる地域完結型看護リー

ダー　中間報告（平成26・27年度）
Ｈ28.11 群馬大学大学院保健学研究科

34 群馬 上武大学看護学部紀要 第1巻 H18 上武大学看護学部

35 埼玉 医療人教育者のためのワークショップ報告書　第3回～　継続 H18年～ 埼玉医科大学保健医療学部

36 埼玉 埼玉県立大学年報　第7号 H18年8月 埼玉県立大学

37 千葉 文部科学省委託事業平成16年度　臨地実習責任者研修報告書　H16.8.16～H17.1.21 H17年 千葉大学

38
千葉 文部科学省委託事業平成21年度　臨地と基礎教育機関の連携･協働の充実を目指した

臨地実習施設の看護学教育指導者研修報告書　H21.5～７、H22.3
H22年1月 千葉大学

39
千葉 文部科学省委託事業平成22年度　教育－研究－実践をつなぐ臨地実習施設の看護学

教育指導者研修報告書 H22.5～７、H23.3
H22年9月 千葉大学

40
千葉 文部科学省委託事業平成23年度　教育-研究-実践をつなぐ臨地実習施設の看護学教

育指導者研修報告書　H23.5～７、H24.3
H24 千葉大学

41 千葉 看護学教育ワークショップ報告書　H15年度～　継続 　欠：16～18,21,22 H15年～ 千葉大学大学院看護学研究科、千葉大学
看護学部附属看護実践研究指導センター

42
千葉 社会人学び直しニーズ対応教育推進プログラム委託業務成果報告書

３００３訪問看護師として再就職したい看護職者を支援する学び直しプログラム開発
H20、H21年
度

千葉大学

43 千葉 SUMMARY REPORT July2003-March2008 H20年3月 千葉大学看護学部

44 千葉 千葉大学看護学部創立３０周年記念誌 H18年3月 千葉大学看護学部

45 千葉 第3回COE国際シンポジウム報告書　日本文化型看護学 H18年3月 千葉大学看護学部

46 千葉 第4回COE国際シンポジウム報告書　文化に根ざした看護学　日本語版・英語版 H19年11月 千葉大学看護学部

47 千葉 千葉大学２１世紀COEプログラム　終末期がん看護国際ワークショップ報告書 H19年3月 千葉大学看護学部

48 千葉 キックオフ講演会報告書 H20年3月 千葉大学けやき会館

49 千葉 千葉大学21世紀COEプログラム　総括報告書　日本文化型看護学の創出・国際発信拠点 H20年3月 千葉大学大学院看護研究科

50 千葉 千葉大学22世紀COEプログラム　日本文化型看護学への序章 H20年2月 千葉大学大学院看護研究科

51 千葉 専門看護師育成・強化プログラム成果報告書　千葉大学大学院看護研究科 H22年3月 千葉大学大学院看護学研究科

52 千葉 国際シンポジウム　専門看護師をめぐる展望　報告書　文部科学省大学院教育改革支援支援プロ
グラム

H21年３月 千葉大学大学院看護学研究科

53 千葉
日本財団受託事業　領域横断的エンド・オブ・ライフケア看護学の構築　事業報告書（2011年度－
2015年度）

H28年3月 千葉大学大学院看護学研究科
長江弘子

54
千葉 千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター年報　（H21年度から改題：千葉大学

大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター年報）
H14～　継
続

千葉大学看護学部附属看護実践研究指導
センター　⇒　千葉大学大学院看護学研究
科附属看護実践研究指導センター

55 千葉
看護学教育におけるFDマザーマップの開発と大学間共同活用の促進プロジェクト活動・成果報告書
2011～2015年度

H28年3月 千葉大学大学院看護学研究科
附属看護実践研究指導センター

56
千葉 看護学教育におけるFDマザーマップの開発と大学間共同活用の推進　平成27～28年度

10年後を見据えたグローバル人材育成・国際交流の推進　コンテンツ報告書
H28年11月 千葉大学大学院看護学研究科

附属看護実践研究指導センター

57
千葉 「看護学教育におけるFDマザーマップ」対応型　FDコンテンツ開発報告書　　教員としての教育観と

その背景にある組織のあり方を考える　―学生への対応に困った１０事例を通してー
H29年3月 千葉大学大学院看護学研究科

附属看護実践研究指導センター

58 千葉 看護学教育におけるFDマザーマップ活用ガイド　Ver.2 H26年3月 千葉大学大学院看護学研究科
附属看護実践研究指導センター

59 千葉
看護系大学における「到達目標2011」の活用実態と背景要因の解明に関する全国調査
報告書

H29年3月 千葉大学大学院看護学研究科
附属看護実践研究指導センター

60
千葉 文部科学省特別経費　教育－研究－実践をつなぐ組織変革型看護職育成支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

の開発活動・成果報告書(2010年度～2012年度)
H25年3月 千葉大学大学院看護学研究科

附属看護実践研究指導センター

61 千葉
文部科学省特別経費　教育―研究―実践をつなぐ組織変革型看護職育成支援プログラ
ムの開発　活動・成果報告書　2010～2014年度

H27年3月 千葉大学大学院看護学研究科
附属看護実践研究指導センター

62 千葉
千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター　教育・研究・実践をつ
なぐ　2015-2016

H29
千葉大学大学院看護学研究科
附属看護実践研究指導センター

63
千葉 千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター　30年の歩み H24年3月 千葉大学大学院看護学研究科

附属看護実践研究指導センター

64
千葉 千葉大学大学院看護実践研究指導センター　平成23年度事業報告会　資料 H24.3月 千葉大学大学院看護学研究科

附属看護実践研究指導センター

65
千葉 文部科学省特別経費　看護学教育におけるFDマザーマップの開発と大学共同活用の促

進プロジェクト活動・成果報告書(2011年度～2012年度)
H25年3月 千葉大学大学院看護学研究科

附属看護実践研究指導センター

66
千葉 文部科学省平成18年度大学改革推進等補助金　課題プロジェクトによる看護管理能力

の開発　　特色ある大学教育支援プログラム（特色GP）報告書
H21年3月 千葉大学大学院看護学研究科

看護システム管理学専攻

67 千葉 日本看護研究学会雑誌　Vol.26(3),27(3),29(3) H15～ 日本看護研究学会

68 千葉 大学等開放推進事業報告書 H17年3月 放送大学

69 千葉 了徳寺大学教育研究年報　２００６ H19年7月 了徳寺大学

70 東京 看護学校便覧　２０１４　H26年8月現在 H26年12月 医学書院

71 東京 感染制御　創刊号　第1巻1号 H16年11月 EDIX出版部

72 東京 海外看護研修レポート H25,26 木村看護教育振興財団

73 東京 公益財団法人　木村看護教育振興財団　平成26年度東京講演会の記録 H27年4月 木村看護教育振興財団

74 東京 リレーション　家族の造血幹細胞移植を考えるとき、造血幹細胞関連パンフ H20年８月



75 東京 臨床と微生物　Vol.31 №6 H16年11月 近代出版

76
東京 看護学生の看護・医療政策に関する意識調査 H16年8月 慶應義塾大学看護医療学部看

護医療政策学生会

77
東京 ANNUAL REPORT of The Resarch Institute of Tuberculosis（財）結核予防会・結核研究

所　研究業績集 2001～2005
H13～20 （財）結核予防会・結核研究所

78 東京 我が国における学術研究活動の状況　学術研究活動に関する調査結果 H13、15 国立情報学研究所

79 東京 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 病院年報 第24～ H22～ 国立精神・神経医療研究セン
ター

80 東京 社会福祉法人恩賜財団　済生会100年誌　上、下、DVD版 H24年2月 社会福祉法人恩賜財団　済生会

81 東京 首都大学東京　健康福祉学部平成21（2009）年度研究年報　第6、8、9号 H21,23、24 首都大学東京　健康福祉学部

82
東京 首都大学東京健康福祉学部・人間健康科学研究科自己評価書 H21年3月 首都大学東京　健康福祉学部

人間健康科学研究科

83 東京 ヘルスプロモーションサイエンス年報　第7巻(通巻38号) H25年3月 首都大学東京大学院　人間健康科学研究
科人間健康科学専攻ヘルスプロモーション
学域

84 東京 文部科学省平成19年度「がんプロフェッショナル養成プラン」選定事業 H20～22 順天堂大学がん生涯教育セン
ター

85 東京 多職種協働の救急チーム人材養成システム　事業成果報告書 H26年3月 学校法人　昭和大学

86 東京 支援者のためのマニュアル　DVと保健・医療 H16年2月 女性のためのアジア平和国民基金

87 東京 在日外国人女性のドメスティック・バイオレンス被害に対する社会的資源－その現状と課題 H16年2月 女性のためのアジア平和国民基金

88 東京 女性に対する暴力　支援者が直面する問題　援助者育成のためのワークショップ H16年2月 女性のためのアジア平和国民基金

89 東京 レイプの二次被害を防ぐために　被害者の回復を助ける７つのポイント H16年3月 女性のためのアジア平和国民基金

90 東京 ハート先生の心電図教室　パート１ H14年 心臓病看護教育研究会

91 東京 生活習慣病のしおり H16、17年 生活習慣病予防研究会

92
東京 Annual Report St.Luke'sCollege of Nursing WHO Collaborating Centre for Nursing

Development in Primary Health Care 2003
H16年3月 聖路加看護大学（せいるかかん

ごだいがく）

93
東京 聖路加看護大学のあゆみ　ST. Luke's Coiiege of Nursing Booklet 1 H22年1月 聖路加看護大学（せいるかかん

ごだいがく）

94
東京 聖路加看護大学　21世紀COEプログラム　研究成果最終報告書 H20年9月 聖路加看護大学　21世紀COEプ

ログラム運営事務局

95 東京 高齢者・障害者のQOL向上に関する研究 H15年6月 セコム科学技術振興財団

96 東京 在宅呼吸療法における呼吸リハビリと新酸素供給手法の臨床的意義に関する研究成果
報告書

H16年1月 セコム科学技術振興財団

97 東京 リハビリテーションの効果に関する研究 H14年9月 セコム科学技術振興財団

98
東京 肢体不自由児施設等における看護職員の人材確保ネットワーク事業　実績報告書独立

行政法人福祉医療機構高齢者・障害者福祉基金助成事業　付録DVD
H20年度 全国肢体不自由児施設運営協

議会

99 東京 身体的拘束廃止のための標準マニュアル NPO全国抑制廃止研究会

100 東京 保健衛生の向上を願って-第59回保健文化賞受賞者の業績 H20年1月 第一生命保険相互会社

101
東京 がん治療高度専門家養成プログラム　平成22年度事業報告書 H23年3月 東京医科歯科大学大学院　医歯

学総合研究科

102
東京

APN H26年7月
東京医科歯科大学大学院　保健
衛生学研究科

103
東京 看護系大学教員の博士号取得推進プログラム　平成17年、18年度の取り組み報告書 H19年 東京医科歯科大学大学院　保健

衛生学研究科

104
東京 東京医科歯科大学大学院　保健衛生学研究科年報　2005～2014（欠H18) H17～26 東京医科歯科大学大学院　保健

衛生学研究科教育委員会

105 東京 平成15年度特色ある大学教育支援プログラム　医療者(専門職業育成職者）育成のための学習評価システム H17年 東京慈恵会医科大学　教育センター

106 東京 平成17年度特色ある大学教育支援プログラム　　「多くの職種が参加する医療者教育」 H21年3月 東京慈恵会医科大学　教育センター

107 東京 平成18年度　現代的教育ニーズ取組支援プログラム　「卒然教育教材から生涯継続学習教材へ」 H19年 東京慈恵会医科大学　教育センター

108
東京 平成19年度　地域の教育力を活かす医療者教育成果報告書　　大学と地域との連携－地域の教育力を大学に、大

学の智を地域に
H22年3月 東京慈恵会医科大学　教育センター

109
東京 平成20年度選定大学教育充実のための戦略的大学連系プログラム東京都内4医療系大学によるカリキュラム

開発と地域医療者生涯学習コース提供　成果報告書　　　　CD版
H23年2月 東京慈恵会医科大学・昭和大学・東京医科

大学・東邦大学　　（東京慈恵会医科大学
教育センター）

110 東京 東京女子医科大学看護学会誌　　　1（1)～3（1） H18～20 東京女子医科大学看護学会

111 東京 東京女子医科大学研究業績集　H15,17～19年 H15～19年 東京女子医科大学

112
東京 平成20･21年度「女性医療リーダー育成をめざす全学横断教育」報告書　平成20年度文部科学省

「質の高い大学教育推進プログラム(教育GP)」採択事業
H20,21,22 東京女子医科大学

113
東京 平成24年度先導的大学改革推進委託事業　高齢社会を踏まえた医療提供体制見直し

に対応する医療系教育の在り方に関する調査研究　報告書
H25年3月

東京大学、東京医科歯科大学

114 東京
医療提供体制見直しに対応する医療系教育実施のためのマネジメントの在り方に関する調査研究
（平成25年度先導的大学改革推進委託事業）

H26年3月 東京大学、日本看護系大学協議
会、東京医科歯科大学

115
東京 全国大学生調査　第1次報告書　2008年5月 H20年5月 東京大学大学院教育学科研究

科大学経営・政策研究センター

116
東京 精神保健のためのボランティア　精神疾患を経験した人たちによるボランティア活動調査 H15年9月 東京都精神保健福祉ボランティ

ア連絡協議会

117 東京 東邦看護学会誌　第8号 H23年3月 東邦看護学会

118 東京 TOHOいえラボプロジェクト　2014・2015年度事業報告書　文部科学省支援事業課題解
決型高度医療人材養成プログラム

H26、27、28年度東邦大学看護学部GP事業推進
室

119 東京 東邦大学看護ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ 活動報告書　平成22年度～24年度　第1号 H25年3月 東邦大学看護ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ

120 東京 EBM（イービーエム）ジャーナル　Vol.6 №１　2005年 H16年12月 中山書店

121 東京 学術の動向　2004　3月～12月 H16　 日本学術協力財団

122 東京 学術の動向　2005　1月～3月 H17　 日本学術協力財団

123 東京 日本看護医療学会雑誌　第10巻第2号 H20年12月 日本看護医療学会

124 東京 日本看護評価学会誌　第1巻　第1号 H23年12月 日本看護評価学会

125
東京 平成24年度 独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業｢助産師による子ども

虐待・DV防止推進事業｣報告書
H25年3月 公益社団法人　日本助産師会



126
東京 平成20年度　「助産分野における就職3年未満の実践家能力評価　報告書　大学院修士

課程と大学課程の比較
H21年3月 特定非営利活動法人　日本助産

評価機構

127 東京 こころの健康シリーズⅢ　メンタルヘルスと家族 H19年11月 財団法人　日本精神衛生会

128
東京 現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム報告書　H17～18年度　第2報「看護教育機

関を拠点とする地域防災推進プログラムの取り組み」
H20年1月 日本赤十字武蔵野短期大学・現代GP地域

防災活動委員会　代表者　小原真理子

129
東京 閉学記念誌　－未来への飛翔－　２００８年３月 H20年3月 （学校法人）日本赤十字学園

日本赤十字武蔵野短期大学

130
東京 伝承すべき赤十字災害看護に関する研究 H25年3月 （学校法人）日本赤十字学園

代表　小原真理子

131 東京 スマトラ沖地震・インド洋津波災害の被災住民の自立を支援する中・長期計画に資する研究報告書 H19 日本赤十字看護大学

132 東京 日本赤十字看護大学　第4回学生生活実態調査 H19年3月 日本赤十字看護大学

133 東京 日本赤十字看護大学　年報 H18～20年 日本赤十字看護大学

134 東京 日本赤十字看護大学の現状と課題　自己点検・評価報告書　2009 H23年7月 日本赤十字看護大学

135 東京 身体に障害をもつ仲間とともに―児童・生徒の社会生活活動とボランティア H16年3月 日本難病看護学会

136 東京 進行性筋ジストロフィーをもつ仲間とボランティアとの安全な社会生活活動 H17年3月 日本難病看護学会

137 東京 重症心身障害児の安全な移送のビデオ作成と支援のネットワーク重度の障がいをもつ仲間とボランティア H18年3月 日本難病看護学会

138
東京 高医療依存度重度障害者における社会参加と支援ネットワークの普及事業重度の障がいをもつ仲間の社会参加

をすすめるために
H20年3月 日本難病看護学会

139 東京 維持・伝心　在宅神経難病療養者の意思伝達・コミュニケーション障害に対する支援方法の基準化と普及事業 H21年3月 日本難病看護学会

140
東京 難病看護文献目録集 H12年2月 日本難病看護学会編 日本プラ

ンニングセンター発行

141 東京 神経筋疾患の療養ちえぶくろ～療養上の困りごとに立ち向かう知恵と工夫 H23年3月 日本難病看護学会

142
東京 平成24年度文部科学省委託事業　成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業福祉・医療分野における中核的専門

人材の養成　介護人材・看護人材養成コンソーシアム成果報告書
H25年3月 （学校法人敬心学園）日本福祉

教育専門学校

143 東京 医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向けて　報告書（17年度) H18年3月 財団法人　日本訪問看護振興財
団

144 東京 医療ニーズを併せ持つ在宅の中重度者へのサービスの充実に向けて　概要版 H18年3月 財団法人　日本訪問看護振興財
団

145 東京 「健やかに生き安らかに逝く」ガイドブック作成事業報告書（平成18年度） H19年3月 財団法人　日本訪問看護振興財
団

146 東京 医療ニーズの高い在宅超重症児の生活を支える地域ケア支援モデル事業報告書　(平成19年度） H20年3月 財団法人　日本訪問看護振興財
団

147 東京 新卒看護師等の訪問看護ステーション受け入れおよび定着化に関する調査研究事業報告書 H21年3月 財団法人　日本訪問看護振興財
団

148
東京 看護師のアウトリーチによる被災者支援　（東日本大震災）　から5年間の名取市に於ける健康支援

運動の振り返りと今後
H28年11月 財団法人　日本訪問看護振興財

団

149 東京 訪問看護のあゆみ　20周年記念 H27年11月 日本訪問看護財団

150 東京 日本母乳哺育学会雑誌　2011　Vol.5　№1 H23年6月 日本母乳哺育学会一般社団法
人151 東京 日本臨床救急医学会雑誌　第18巻第2号　2015 H27年6月 日本臨床救急医学会

152 東京 老年社会科学 Vol29　№２　2007 H19年6月 日本老年社会科学会

153 東京 精神科･老人医療ガイド　2003年度版 H15年7月 NOVA出版

154 東京 質保証を中心とした大学教育改革の現状と課題に関する調査　＜報告書＞ H22年3月 ベネッセ教育研究開発センター

155
東京 利用者中心の継続的痴呆ケアの実践研究「医療依存度の高い痴呆性高齢者のケアのあり方に関

する研究」報告書
H16年3月 浴風会　高齢者痴呆介護研究・

研修東京センター

156
東京 痴呆の早期発見と早期対応が及ぼす痴呆介護のあり方の変容に関する研究 H16年3月 浴風会　高齢者痴呆介護研究・

研修東京センター

157 神奈川 平成13年度地域保健福祉活動推進研修　政策評価コース報告書 H14年3月 神奈川県保健教育センター

158 神奈川 川崎市立看護短期大学　年報  H15～18,20,26年度 H15～26年 川崎市立看護短期大学

159 神奈川 川崎市立看護短期大学 自己点検・評価報告書　H21・22、H25・26年度 H21～26 川崎市立看護短期大学

160 神奈川 川崎市立看護短期大学 創立20周年記念誌 H28年3月 川崎市立看護短期大学

161 神奈川 北里大学研究年報　（その１） H15～22 学校法人　北里学園

162 神奈川 北里大学看護学部創立20周年記念誌 H18年3月 北里大学看護学部

163
神奈川 北里大学病院看護コラボレーションセンター 開設記念キックオフ報告書 H23年2月 北里大学病院看護コラボレー

ションセンター

164 神奈川 東海大学医学部在宅医療科学講座　2002年度報告書 H15年8月 東海大学医学部在宅医療科学
講座

165 神奈川 東海大学医療技術短期大学教育研究年報　2003～2006年度 H15～18 東海大学医療技術短期大学

166
新潟 QOL向上を目指す専門職関連教育教育用モジュール中心型カリキュラムの共同開発と

実践 平成22年度　事業中間報告書　　　　　　　　　　　　　　付録　DVD版
H23年1月 新潟医療福祉大学･埼玉県立大学･札幌医

科大学･首都大学東京･日本社会事業大学

167
新潟 チームで支えるQOL ひろがる連携教育　‐保健・医療・福祉の専門職のための連携教育

‐冊子・DVD版
　H23年度 新潟医療福祉大学･埼玉県立大学･札幌医

科大学･首都大学東京･日本社会事業大学

168
新潟 Hugh Barr先生講演「IPEの国際的展開」文部科学省平成21年度　大学教育充実

のための戦略的大学連携支援プログラム　DVD版
H22年 新潟医療福祉大学･埼玉県立大学･札幌医

科大学･首都大学東京･日本社会事業大学

169
新潟 Scott Reeves先生講演「連携教育の効果をどう評価するか」　文部科学省平成21年度

大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム　DVD版
H21年度 新潟医療福祉大学･埼玉県立大学･札幌医

科大学･首都大学東京･日本社会事業大学

170 新潟 役に立つ専門職連携教育 -開発・提供･評価- 新潟医療福祉大学･埼玉県立大学･札幌医
科大学･首都大学東京･日本社会事業大学

171 新潟 役に立つ専門職連携教育 -議論・仮説･根拠- 新潟医療福祉大学･埼玉県立大学･札幌医
科大学･首都大学東京･日本社会事業大学

172 新潟 学長特別研究費　研究報告書　H14～17年度 H14～17 新潟県立看護大学

173 新潟 看護研究交流センター事業　活動・研究報告書 H14,15年度 新潟県立看護大学看護研究交流センター

174 新潟 看護研究交流センター　年報 H16,17年度 新潟県立看護大学看護研究交流センター

175 新潟 臨床経験豊富な看護師の観察・判断を学ぼう（新潟大学）　1,2　　　　　DVD版 H25,26 新潟大学医歯学総合病院看護職キャリア開
発コアセンター

176
新潟

気づくを育て伸ばす臨床キャリア開発 事業報告書　（新潟大学） H21～25 新潟大学医歯学総合病院看護
部・新潟大学医学部保健学課

177 富山 富山大学医学会誌　Vol.17～20 H18～ 富山大学医学会

178
富山 富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧 第33～40輯（欠34,35） H21～

富山大学附属図書館医薬学図
書館運営委員会



179 石川 石川看護雑誌　第3巻第1号　2005 H17年8月 石川県立看護大学

180 石川 石川県立看護大学　開学10周年記念誌 H22年5月 石川県立看護大学

181 石川 石川県立看護大学　年報　第3、5、11、12巻 H14～ 石川県立看護大学

182
石川 北陸がんプロフェッショナル養成プログラム事業報告書 H21～23年

度
石川県立看護大学

183 石川 北陸高度がんプロチーム養成基盤形成プラン事業報告書（石川県立看護大学） H24～26 石川県立看護大学

184
石川 石川県立看護大学附属地域ケア総合センター事業報告書　第1～7巻（欠4巻） H12年度～ 石川県立看護大学付属地域ケ

ア総合センター

185 石川 金沢医科大学看護学部　自己点検・評価報告書　2011年度 H24年3月 金沢医科大学看護学部

186 石川 金沢大学医薬保健研究域　教育と研究の歩み　２０１３ CD版 H25年12月 金沢大学医薬保健研究域

187 福井 第1回糖尿病教育のナショナルスタンダードに関する公開シンポジウム H17年10月 福井大学医学部

188 山梨 第１回昭和大学　１年次PBLチュートリアルファシリテータ養成・シナリオ作成ワークショップH１８年度 H19年 昭和大学富士吉田教育部教育委員会

189 長野 相澤病院医学雑誌　第6,6別､8別、9～11巻 H20～ 社会医療法人財団慈泉会　相澤病院

190 長野 実践力ある在宅療養支援リーダー育成事業　平成28年度活動報告書 H29年7月 信州大学医学部保健学課・信州大学医学
部付属病院

191 長野 新しい風：アジア・太平洋地域の看護学国際協力異文化看護学国際研究集会報告書 H16年3月 長野県看護大学

192 長野 長野県看護大学　・異文化看護ニューズレター　創刊号2004年3月 H16年3月 長野県看護大学

193 長野 長野県看護大学　自己点検･評価報告書　平成18年度 H19年4月 長野県看護大学

194 岐阜 岐阜県立看護大学平成14年度共同研究事業　共同研究報告書 H15年3月 岐阜県立看護大学

195 岐阜 岐阜県立看護大学機能看護学講座　教育と研究　第3～6巻 H17～20年 岐阜県立看護大学

196 岐阜 医療法人蘇西厚生会　松波総合病院　年報　２００４ H17年9月 医療法人蘇西厚生会　松波総合病院

197 静岡 新人看護師・看護事例集　平成18年度・平成19年度 H20年8月 県西部浜松医療センター　看護
部

198 静岡
第19回静岡健康・長寿学術フォーラム記録集　超高齢社会を支える健康長寿科学とセ
ルフケアⅢ　健康長寿ふじのくにーさらなる挑戦

H27年2月 静岡健康・長寿学術フォーラム
実行委員会

199 静岡
第20回静岡健康・長寿学術フォーラム記録集　次世代につなぐ健康長寿　生涯を通じた
健康を考える

H28年2月 静岡健康・長寿学術フォーラム
実行委員会

200 愛知 愛知県立看護大学自己点検評価報告書　平成17年度-20年度 H22年12月 愛知県立看護大学

201 愛知 スーパーサイエンスハイスクール東海フェスタ　平成19年度研究開発実施報告書 H20年3月 名城大学附属高等学校

202 愛知 スーパーサイエンスハイスクール東海フェスタ　２００７　研究集録 H20年3月 名城大学附属高等学校

203 愛知 藤田保健衛生大学　衛生学部　教育研究評価報告書 H16・18・19 藤田保健衛生大学　衛生学部

204 愛知 藤田保健衛生大学医療科学部　教育研究評価報告書　H20（本）、H21（CD版） H20、21年 藤田保健衛生大学  医療科学部

205 愛知 藤田保健衛生大学　自己点検・評価報告書（2007年度）　　　　　　　　　CD版 H20年11月 藤田保健衛生大学　学事部

206 愛知 藤田保健衛生大学　40年の軌跡　衛生学部４０周年・医療科学部発足記念誌　DVD版 H21年2月 藤田保健衛生大学　学事部

207
愛知 名古屋大学医学部保健学科 2010Ｎａｇｏｙａ-Ｙｏｎｓｅｉ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｅｘｃｈａｎ

ｇｅ　Ｍｅｅｔｉｎｇｓ　ｏｎ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　DVD
H22年10月 名古屋大学医学部保健学科

208 三重 看護教育における教育評価方法に関する基礎的研究報告書 H15年 三重県立看護大学FD委員会

209 三重 三重県立看護大学地域交流研究センター年報　H9～20年度（欠H16,17） H9～20年度　三重県立看護大学地域交流研究センター

210
三重 三重県立看護大学地域交流センター年報　（⇐三重県立看護大学地域交流研究セン

ター年報の改題）
H21～ 三重県立看護大学地域交流センター

211 三重 三重県立看護大学地域交流研究センター活動　6年間のまとめ　平成9年度～14年度 H15年3月 三重県立看護大学地域交流研究センター

212 京都 いわくら病院　年報　第2、6、7、9、10号 H18～ 医療法人稲門会岩倉病院

213 京都 京都市衛生公害研究所年報　H16,18,19,20年度 H16～ 京都市衛生公害研究所

214 京都 京都市立病院四十周年記念誌 H18年 京都市立病院

215 京都 探索医療センター活動報告　2005-2006 H19年3月 京都大学医学部附属病院

216 京都 京都大学医学部附属病院　アニュアルレポート　年報　H20～ H20～23 京都大学医学部附属病院

217 京都 京都大学医学部付属病院ガイダンス2013、アニュアルレポート2013 H25年9月 京都大学医学部付属病院

218 京都 京都大学医学部付属病院ガイダンス2016 H27年12月 京都大学医学部付属病院

219 京都 京都大学医学部附属病院　看護のあゆみ　第Ⅲ版 H23年1月 京都大学医学部附属病院 看護
部

220 京都 健康科学の確率　京都大学医学部保健学科設置記念シンポジウム H15年10月 京都大学医療技術短期大学部

221
京都 看護実践異文化国際研究センター　年報 2005～2011

年
京都橘大学看護実践異文化国
際研究センター

222
京都 京都橘大学　看護異文化交流・社会連携推進センター年報 2012～2015 京都橘大学看護異文化交流・社

会連携推進センター

223 京都 京都橘大学　看護教育研修センター年報 2013 H26年3月 京都橘大学看護教育研修セン
ター224 京都 働く人々の「キャリアとこころ」アンケート調査報告書 H16年9月 京都地域労使就職支援機構

225 京都 新人看護師のためのコミュニケーション技術実践プログラムの開発 H25年3月 京都府立医科大学医学部看護学科

226 京都 妊婦の安全で効果的な歩行に関する運動学的研究   松岡 知子 H25年3月 京都府立医科大学医学部看護学科

227 京都 京都府立医科大学看護研究交流会　看護の魅力を伝える　抄録集 H24年1月 京都府立医科大学附属病院看護部

228
京都 循環型教育システムによる看護師育成プラン H21～25年

度
京都府立医科大学　附属病院看護部・医学
部看護学科・看護実践キャリア開発センター

229 京都 京都府立医科大学看護実践キャリア開発センター報告書 H26～　継続京都府立医科大学看護実践
キャリア開発センター

230 京都 京都民医連医報　Vol.39　№１（通巻69号） H26年8月 京都民主医療機関連合会

231 京都 環境と健康　20（1,2）、21（1,3,4）、22（1）、28（1-3） 財団法人体質研究会

232 京都 武田病院グループ年報2017 H29年9月 武田病院グループ

233 大阪 愛仁会看護助産専門学校創立30周年記念誌 H22年10月 愛仁会看護助産専門学校

234 大阪 医療法人恒昭会　藍野病院年報 H23～27 医療法人恒昭会　藍野病院

235 大阪 わかりやすいデサントスポーツ科学　№8､11,12（3冊） H16～20年 石本記念デサントスポーツ科学振興財団

236 大阪 デサントスポーツ科学　№25､28,29（3冊） H16～20年 石本記念デサントスポーツ科学振興財団



237 大阪 医療法人仙養会　北摂総合病院　年報　第12，13巻 H19,20 医療法人仙養会　北摂総合病院

238 大阪 NTT西日本大阪病院　年報　第5号、6号 H19,20 NTT西日本大阪病院

239 大阪 大阪ガスグループ福祉財団　事業報告　第5，７回 H26,28年度 大阪ガスグループ福祉財団

240 大阪 高齢者福祉助成成果報告集　第29、31回 H27,29年 大阪ガスグループ福祉財団

241
大阪 大阪教育大学全国共同利用施設学校危機メンタルサポートセンター年報　7号 H22年12月 大阪教育大学　学校危機メンタ

ルサポートセンター

242
大阪 学校危機の諸相と青の予防戦略を考える　第6巻　犯罪から子どもの安全を目指した安

全教育構築の取り組み　平成22年12月
H22年12月 大阪教育大学　学校危機メンタ

ルサポートセンター

243
大阪 学校危機の諸相とその予防戦略を考える第8巻　～附属池田小学校における　　　　　　｢

安全科｣ｶﾘｷｭﾗﾑ開発の取り組み～
H25年3月 大阪教育大学　学校危機メンタ

ルサポートセンター

244
大阪 学校危機の諸相とその予防戦略を考える第9巻　～｢大規模災害発生時に期待される学

校における危機管理と復興支援｣～
H25年3月 大阪教育大学　学校危機メンタ

ルサポートセンター

245
大阪 第2回 ｱｼﾞｱ･太平洋学校安全推進ﾌｫｰﾗﾑ〔第2巻〕～ｱｼﾞｱ･太平洋地域における

International Safe School活動の展望～
H25年3月 大阪教育大学　学校危機メンタ

ルサポートセンター

246 大阪 エデュケア⇒（大阪教育大学幼児教育学研究）　　第24，25号 H16、17 大阪教育大学幼児教育学研究
室

247 大阪 済生会中津病院開院100周年記念誌 H28年12月 大阪府済生会中津医療福祉セ
ンター

248
大阪 大阪女子大学生涯学習研究教育センター研究報告　-全巻-（含資料目録データ）CD版 H17年3月 大阪女子大学生涯学習研究教

育センター

249 大阪 大阪女子大学人文社会学部人間関係学科　人間関係論集 №.22 H17 大阪女子大学人間関係学科

250 大阪 大阪大学ﾂｲﾝﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　平成23年度 年次報告書 H24年12 大阪大学ﾂｲﾝﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ

251 大阪 訪問看護利用者に対する医療型療養通所介護サービスの試みとその評価報告書 H19年12月 大阪府訪問看護推進事業

252
大阪 平成19年度専門分野における質の高い看護師育成事業（がん看護研修）報告書 H20年3月 大阪府健康福祉部医務・福祉指

導室医療対策課

253 大阪 メディカルほっとライン　第５号～ H24年～ 大阪府立急性期・総合医療センター　地域
医療連携室

254 大阪 急性期から高度な専門医療まで　～大阪府の政策医療を支えて～　　CD H27年6月 大阪府立急性期・総合医療センター

255
大阪 大阪府立大学大学院看護学研究科　平成１７年度・１８年度活動報告書概要版「魅力あ

る大学院教育」　イニシアティブ
H19年３月 大阪府立大学大学院看護学研

究科

256
大阪 平成21年度文部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」採択事業「医工薬連環科学」教育システ

ムの構築と社会還元～分子から社会までの人間理解～平成23年度　成果報告書
H24年３月 関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学

医工薬連環科学教育研究機構

257
大阪 平成21年度文部科学省「大学教育充実のための戦略的大学連携支援プログラム」採択事業「医工薬連環科学」教育システ

ムの構築と社会還元～分子から社会までの人間理解～平成21-23年度　成果報告書3年間のあゆ
み

H24年３月 関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学
医工薬連環科学教育研究機構

258 大阪 近畿中央胸部疾患センター　看護業績集　平成１７年度　第２号 H18年３月 近畿中央胸部疾患センター　看護部

259 大阪 循環器病克服への10年戦略～生き生き健康長寿をめざして～ H18年３月 国立循環器病センター

260 大阪 美喜和会オレンジホスピタル　病院年報　平成20年度 H20～23 美喜和会オレンジホスピタル

261 大阪 インフェクションコントロール　病院感染対策の専門誌　vol　12～17(51冊） H15～20　　別置メディカ出版

262 兵庫 大西脳神経外科病院　年報　第10号・2010年 H2３年８月 大西脳神経外科病院

263 兵庫 関西福祉大学　創立１５年史 H24年3月 関西福祉大学

264
兵庫 甲南女子大学　看護リハビリテーション学部　自己点検・評価報告書 H23年12月 甲南女子大学　看護リハビリ

テーション学部

265 兵庫 神戸市看護大学　開学10周年記念誌 H19年3月 神戸市看護大学

266 兵庫 神戸市看護大学　COC実績報告冊子　第1号～4号 H26年～ 神戸市看護大学

267
兵庫 地元住民と共に学び共に創る健康生活－住民による教育支援と学生による地域支援の融合とeヘ

ルスの活用－文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）」平成18～20年度成果報告書

H21年3月 神戸市看護大学

268
兵庫 神戸市看護大学地域連携・国際交流センター　平成24年度実績報告 H25年3月 神戸市看護大学地域連携・国際

交流センター

269 兵庫 神戸市看護大学開学20周年記念誌 H28年10月 神戸市看護大学

270 兵庫 神戸大学大学院保健学研究科設置記念誌～　研究科設置までのあゆみ　～ H21年3月 神戸大学大学院保健学研究科

271
兵庫 日本家族看護学会第18回学術集会講演集　2011年京都 H23年6月 神戸大学大学院保健学研究科

日本家族看護学会

272 兵庫 こらぼねっと　№７ H18年3月 シー・エム・シージャパン

273 兵庫 新須磨病院年報　第8，9号 H19,21年 新須磨病院

274 兵庫 WHO健康開発総合研究センター（WHO神戸センター）年次報告書2003 H16年6月 WHO神戸センター

275 兵庫 兵庫医療大学年報 H20～23 兵庫医療大学

276 兵庫 兵庫県立大学看護学部　共同研究報告書　平成13～18年度 H13～18年 兵庫県立大学看護学部

277
兵庫 兵庫県立大学看護学部・看護学研究科の現状と課題/教員総覧 2004年度～2010年度

自己点検・評価報告書
H24年3月 兵庫県立大学看護学部自己点

検・評価委員会

278
兵庫 兵庫県立大学看護学部・看護学研究科の現状と課題/教員総覧2011年度～2014年度　自己点検・

評価報告書
H28年3月 兵庫県立大学看護学部自己評

価委員会

279 兵庫 ユビキタス社会における災害看護拠点の形成　平成18、19年度活動報告 H18,19年 兵庫県立大学災害看護拠点

280
兵庫 Summary Report of Three-year Research Activities at the Promoting Center for

Nursing Research兵庫県立看護大学附置研究所推進センター研究報告集Vol.3

H17 兵庫県立看護大学附置研究所
推進センター

281
兵庫 兵庫県立大学地域ケア開発研究所研究活動報告集　Vol.1 　2006･3 H18

兵庫県立大学地域ケア開発研
究所研究活動報告集

282 兵庫 兵庫県立姫路循環器病センター　開設30周年記念誌 H24年3月 兵庫県立姫路循環器病センター

283
兵庫

武庫川女子大学研究成果報告書　 H15～17年 武庫川女子大学生活習慣病
オープンリサーチセンター

284 兵庫 地域医療フォーラム講演および活動記録集2010　第1号 H23年6月 社会医療法人　渡邊高記念会

285 兵庫 渡邊高記念会　病院年報　Annual Report　第12，16号 H22,26年 社会医療法人　渡邊高記念会

286 兵庫 社会医療 法人渡邊高記念会　業績表　2014 H27年6月 社会医療 法人　渡邊高記念会

287
奈良 健康で規則正しい生活が勉強する学生を創る　健康･運動･栄養･生活リズムを学

び、創出する自律型学生支援プログラム　成果報告書
H23年11月 畿央大学

288 和歌山 現代GP（文科省平成１８年度現代的教育支援プログラム） 和歌山県立医科大学保健看護学部



289
和歌山 和歌山県立医科大学教育研究開発センター　事業実績報告書 H20年度～ 和歌山県立医科大学　教育研究

開発センター

290 和歌山 第43回　日本公衆衛生学会近畿地方会　口演・示説要旨集 第43、46～49回 H16～ 和歌山県

291 近畿 近畿チーム医療研究会誌　Vol.3　№１ H20年3月 近畿チーム医療研究会

292 島根 オロリン　しまねけんりつだいがく　広報誌 H25年11月 島根県立大学

293 島根 島根県県立大学短期大学部出雲キャンパス　年報 H17,20,21 島根県県立看護短期大学部

294 島根 にんげん大好き　島根県立看護短期大学開学10周年記念誌 H18年5月 島根県立看護短期大学

295
岡山 岡山大学医学部保健学科十年史大学院保健学研究科五年史 H20年11月 岡山大学医学部保健学科、岡山

大学大学院保健学研究科

296
岡山  保健師による東日本大震災復興支援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ-報告書-　・DVD（5枚入り） H24年3月 岡山大学大学院保健学研究科

岡本玲子研究室

297
岡山 統合分野におかれた在宅看護学の教育カリキュラムに関する現状と課題に関する研究

報告書　2008年度岡山大学学長裁量経費助成事業

H21年3月 岡山大学大学院保健学研究科
長江弘子　谷垣静子

298
岡山 平成19年度文部科学省選定「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」電子カルテ教育システムによる看護

基礎教育最終成果報告書（平成19～21年）
H22年3月 新見公立短期大学　看護学科

299
岡山 平成19年度文部科学省特色ある大学教育支援プログラム質の高い看護職養成のための看護研究～主体

的課題発見能力を育てる学習支援～最終成果報告書（平成19～21年度）　DVD
H22年3月 新見公立短期大学　看護学科

300 広島 創立１０周年記念誌　究理実践 H20年10月 呉大学看護学部看護学科

301
広島 看護学生のための早期離職予防シュミレーション・ナビゲーター　平成21・22年度　中間

報告書　平成21～23年度大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログラム

H23年3月 日本赤十字広島看護大学

302
広島 看護学生のための早期離職予防　シュミレーション・ナビゲーター　最終報告書

平成21～23年度大学教育・学生支援推進事業学生支援推進プログラム

H24年3月 日本赤十字広島看護大学

303
広島 もっと世界とクロスする救援ナースの育成　平成21・22年度　中間報告書　平成21

～23年度大学教育・学生支援推進事業大学教育推進プログラム

H23年3月 日本赤十字広島看護大学

304
広島 もっと世界とクロスする救援ナースの育成　最終報告書　平成21～23年度　大学教育・

学生支援推進事業　大学教育推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

H24年3月 日本赤十字広島看護大学

305 広島 日本赤十字広島看護大学　開学１０周年記念誌 H22年6月 日本赤十字広島看護大学

306
広島 看護系大学・短期大学における国際看護関連科目担当教員の教育活動の実際と課題

日本赤十字広島看護大学　第4巻別冊
H16年3月 日本赤十字広島看護大学（吉野

純子・平岡敬子）

307 広島 広島国際大学看護学ジャーナル　第2～7巻 H16～ 広島国際大学　看護学部

308
広島 広島大学医学部　次世代の歯科医療を拓くバイオデンタル教育　平成22年度実

施報告書　大学教育・学生支援推進事業【テーマA】大学教育推進プログラム採択

H23年3月 広島大学歯学部

309
山口 宇部フロンティア大学　看護学ジャーナル　Vol.1(1)、3(1) Ｈ20.22 宇部フロンティア大学人間健康

学部看護学科

310
山口 宇部フロンティア大学人間健康学部看護学科年報　　第1～４巻 H19～ 宇部フロンティア大学人間健康

学部看護学科

311 山口 山口大学医学部保健学科開設10周年記念誌 H23年3月 山口大学医学部保健学科

312 愛媛 平成17年度愛媛県立医療技術大学　FD活動報告書 H18年10月 愛媛県立医療技術大学FD委員
会

313
愛媛 愛媛県立医療技術大学地域交流センター活動報告書　平成17年度 H18年12月 愛媛県立医療技術大学地域交

流センター

314 高知
平成25年度がん看護インテンシブコースⅠ研修　～質の高い在宅がん看護実践を創造
していく看護師の養成～報告書

H26年5月 高知県立大学大学院看護学研
究科

315 高知
がん看護インテンシブコースⅠ研修　～質の高い在宅がん看護実践を創造していく看護
師の養成 平成24～28年度　活動報告書

H29年3月 高知県立大学大学院看護学研
究科

316 高知 高知県立大学がん高度実践看護師養成プログラム　平成24～28年度　活動報告書 H29年4月 高知県立大学大学院看護学研
究科

317 高知 高知女子大学　博士学位論文　内容の要旨および審査結果の要旨　第２集 H17年3月 高知女子大学

318 高知 高知大学医学部看護学科　年報 H22～H28 高知大学医学部看護学科

319 高知 高知大学看護学会誌　第1巻第1号　第1、3、4 H19～22 高知大学看護学会

320 高知 華甲　特定医療法人仁生会創立60周年記念誌 H18年8月 特定医療法人　仁生会

321 福岡
平成24年度文部科学省事業　成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進
事業　看護分野の中核的専門人材プロジェクト事業報告書

H25年3月 学校法人麻生塾、専門学校麻生
看護大学校

322 福岡
平成２５年度文科省事業・医療・福祉・健康分野における産学官連携教育の実践プロジェクトー事業
報告書

H26年3月 学校法人麻生塾　専門学校麻生
看護大学校

323 福岡 平成２５年度文科省事業・看護分野の中核的専門人材育成プロジェクトー事業報告書 H26年3月 学校法人麻生塾　専門学校麻生
看護大学校

324 福岡
平成26年度～27年度　教育の質向上支援プログラム（EEP)報告書　教育力セルフマネ
ジメントプログラム

H28年5月 九州大学大学院医学研究院保
健学部門　大池美也子

325 福岡 日本産業看護学会　第2回学術集会　抄録集 H25年11月 日本産業看護学会

326 福岡 日本赤十字九州国際看護大学　Intramural Research Report　第7号 Ｈ21 日本赤十字九州国際看護大学

327 福岡
多価値尊重社会の実現に寄与する学生を養成する教育共同体の構築　年次報告書 -福
岡県立大学看護学部、連携大学：琉球大学、沖縄県立看護大学、名桜大学、国際医療福祉大学、
産業医科大学、聖マリア学院大学、日本赤十字九州国際看護大学

H24～26年
度

福岡県立大学看護学部、連携大
学

328 福岡 福岡女学院看護大学　自己点検・評価報告書　2011年度 H24年3月 福岡女学院看護大学

329 福岡 聖マリア病院　国際協力部年報　2005第7号～2008第10号 H17～20 医療法人雪ノ聖母会　聖マリア病院

330
佐賀 国立病院機構共同研究報告書　「暴力に対する効果的なリスクアセスメント及びリスクマ

ネージメント(第1報・2報）
H16、17年 肥前精神医療センター

331
長崎 県立長崎シーボルト大学看護栄養学部看護学科　12年のあゆみ H23年3月 県立長崎シーボルト大学看護栄

養学部看護学科

332
長崎 ｢在宅医療･福祉ｺﾝｿｰｼｱﾑ長崎のこれからの取組｣ｷｯｸｵﾌｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 抄録集平成24年度

文部科学省｢大学間連携共同教育推進事業｣選定取組
H25年1月 在宅医療･福祉ｺﾝｿｰｼｱﾑ長崎

333
長崎 在宅医療と福祉に重点化した薬学と看護学の統合教育とチーム医療総合職養

成の拠点形成　平成21年度報告書
H21,22年度 長崎薬学・看護学連合コンソー

シアム

334
長崎 在宅医療と福祉に重点化した薬学と看護学の統合教育とﾁｰﾑ医療総合職養成

の拠点形成　最終報告書(平成21～23年度)
H24年3月 長崎薬学・看護学連合コンソー

シアム



335
長崎 長崎薬学･看護学連合コンソーシアム設立シンポジウム「薬学と看護学の統合教育プロ

ジェクト」抄録集
H21年11月 長崎薬学･看護学連合コンソー

シアム推進センター

336
熊本 九州看護福祉大学年報　平成10年度～平成17年度 H18年8月 九州看護福祉大学　学校法人熊

本城北学園

337 大分
看護学生による予防的家庭訪問実習を通した地域のまちづくり事業
地（知）の拠点整備事業【大学COC事業】報告書

H26～28 大分県立看護科学大学看護研
究交流センター

338 宮崎 宮崎県立看護大学　開学10周年記念誌 H20年3月 宮崎県立看護大学

339 宮崎 宮崎県立看護大学　看護研究・研修センター事業年報　平成24年度版　第2号～ H24～ 宮崎県立看護大学　看護研究・
研修センター

340 宮崎 南九州看護研究誌　第4巻第1号　2006年 H18年3月 宮崎大学医学部看護学科

341 宮崎 国立大学法人宮崎大学医学部看護学科　開設10周年記念誌 H23年11月 国立大学法人宮崎大学医学部
看護学科

342 沖縄 沖縄県立看護大学　年報 H19～21 沖縄県立看護大学

343 沖縄 沖縄県立看護大学　シンセサイザー　第6巻第1号 Ｈ20 沖縄県立看護大学教職員

344 沖縄 島嶼環境を活かして学ぶ保健看護の教育実践　成果報告書　平成20年度～22年度 H23年3月 沖縄県立看護大学

345
沖縄 島嶼看護の高度実践指導者の育成　成果報告　平成20年度 H20～22年

度
沖縄県立看護大学大学院

346
沖縄 島しょにおける「包括的専門看護師」の養成　平成23年度成果報告書　「教育カリキュラム開発に

よる看護の役割拡大」の教育プログラム‐

H23、24年
度

沖縄県立看護大学大学院

347 国 国民衛生の動向　厚生の指標臨時増刊　２００３年第５０巻第９号 H15年８月 厚生統計協会

348 国 人口動態保健所・市区町村別統計　平成10年～平成14年 H16年10月
厚生労働省大臣官房統計情報
局

349 国 新潟県中越地震における保健師活動について　中間報告集 H17年１月
厚生労働省健康局総務課保健
指導室

350
心の病は大丈夫！精神科病院のすすめ　思春期やせ症と思春期の不健康やせの実態把握
および対策に関する研究班

H23年3月 厚生労働科学研究

351 国 平成１６年度文部科学白書 H17年3月 文部科学省

352 国 看護学教育指導者研修報告書 H16,19年度 文部科学省

353 国 国際開発協力サポート・センター　開所記念セミナー会議録 H16年1月 文部科学省国際開発協力サ
ポート・センタープロジェクト

354 国 平成15年度　生涯学習まちづくりモデル支援事業　事例集 H16年8月 文部科学省生涯学習政策局

355 国 生涯学習推進のための地域政策の調査研究報告 H16年3月 文部科学省生涯学習政策局

356 国 科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して H16年7月
文部科学省　科学技術・学術審
議会人材委員会第三次提言

357 思春期やせ症　小児診療に関わる人のためのガイドライン H20年５月 一般社団法人 公立大学協会

358 全国組織 HIV母子感染全国調査研究報告書 H24～26年 全国調査集計局

359 全国組織 児童・生徒に対する在宅療養支援に関する教材作成事業　報告書 H20年3月 全国調査集計局

360 全国組織 私の訪問看護職場体験　DVD版 H20年3月 社団法人　全国訪問看護事業協
会

361
全国組織 身体拘束廃止身体拘束しないで安全にケアする工夫　DVD版 H19年 NPO全国抑制廃止研究会・上川

病院

362 全国組織 介護老人保健施設における介護予防の試行的事業報告書 H18年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

363
全国組織 介護老人保健施設における要介護高齢者（障害・認知症）の状態像に合わせた短期集

中リハビリテーションのあり方に関する試行的事業報告書
H18年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

364 全国組織 モバイルデイケア（巡回型通所リハビリテーション）の試行的事業に係る調査報告書 H18年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

365
全国組織 リハビリテーション（総合）実施計画を包括する介護サービス計画書（ケアプラン）作成の

あり方に関する研究事業報告書
H18年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

366 全国組織 介護老人保健施設が対応する看取りへのガイドライン作成に関する研究事業報告書 H19年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

367
全国組織 在宅復帰及び在宅生活支援の強化・促進を目的としたモバイル通所リハビリテーション

の新たな展開に関する試行的事業報告書
H19年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

368
全国組織 総合的評価に基づく個別性の尊重と地域における効率的な介護予防事業の展開に関す

る研究事業報告書
H19年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

369 全国組織 電子通信を用いた在宅福祉従事者養成研修システムの試行的事業報告書 H19年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

370 全国組織 認知症高齢者とその家族を支えるシンポジウム事業報告書 H19年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

371 全国組織 認知症短期集中リハビリテーションの実態と効果に関する研究事業報告書 H19年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

372 全国組織 外国人スタッフ雇用に関する課題点の調査研究事業報告書 H22年3月 社団法人全国老人保健施設協
会

373
全国組織 介護老人保健施設入所利用者の基礎疾患や合併症等に対する医療の調査研

究事業報告書
H22年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

374
全国組織 介護老人保健施設の機能を示す情報とこれに関連した要因に関する調査研究

事業報告書
H22年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

375
全国組織 効果的な「包括的自立支援プログラム」の運用と効率的なアセスメント方式の設

定に関する調査研究事業報告書
H22年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

376
全国組織 認知症高齢者における維持期のリハビリテーションの効果的かつ適切な提供方

法に関する調査研究事業報告書
H22年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

377
全国組織 老健利用者の個別特性と時系列的状態像の指標（機能評価とコーディング）の検

証に関する調査研究事業報告書
H22年3月 社団法人全国老人保健施設協

会

378 全国組織 特色ある大学教育支援プログラム　ﾊﾟﾝﾌ H17年２月 財団法人　大学基準協会

379 全国組織 特色ある大学教育支援プログラム　フォーラム・記録集　平成１６年度 H17年２月 財団法人　大学基準協会

380 全国組織 特色ある大学教育支援プログラム　事例集 H17年２月 財団法人　大学基準協会

381
全国組織 専門分野別評価システムの構築－学位の室保証からみた専門分野別評価のあるべき

方向性について－
H20年3月 財団法人　大学基準協会

382 全国組織 大学基準協会　会報　第89、95号 H19、25年 財団法人　大学基準協会

383
全国組織 ご存知ですか？健康被害救済制度　Vol．2　DVD版 H20年 日本医師会・日本薬剤師会・独

立行政法人医薬品医療機器総
合機構



384
全国組織 提言　よりよい高齢社会の実現を目指してｰ老年学･老年医学の立場からｰ H23年7月 日本学術会議　臨床医学委員会

老化分科会

385 全国組織 外来がん化学療法　看護の手引き　第１版 H22年9月 日本がん看護学会

386 全国組織 がん看護コアカリキュラム　　日本版2010年度 H22 日本がん看護学会

387 全国組織 若手看護学研究者の研究実施状況に関する調査 H25年3月 日本看護科学学会

388
全国組織 看護基礎教育における看護技術および認知領域面の教育のあり方に関する研究 H14年3月 日本看護学教育学会　研究プロ

ジェクト

389 全国組織 看護学教育の教育環境に関する実態と質向上に資するための提言2010年3月 H22年3月 日本看護学教育学会

390
全国組織 新たな地域保健活動の創造と発展へのチャレンジ　平成12年度 H12,15,16年

度
社団法人　日本看護協会

391
全国組織 医療機関における助産ケアの質評価　自己点検のための評価基準　第2版 H19年12月 社団法人　日本看護協会　助産

師職能委員会

392 全国組織 医療機関における老人看護領域の看護業務基準 H16年4月 社団法人　日本看護協会

393 全国組織 看護記録および診療情報の取り扱いに関する指針 H17年1月 社団法人　日本看護協会

394 全国組織 看護業務基準　2006年度版 H19年3月 社団法人　日本看護協会

395 全国組織 看護研究における倫理指針 H16年7月 社団法人　日本看護協会

396 全国組織 看護者たちの禁煙アクションプラン　２００４ H16年3月 社団法人　日本看護協会

397 全国組織 看護者の基本的責務 H18年12月 社団法人　日本看護協会

398 全国組織 看護職の社会経済福祉に関する指針　平成15年度版　就業規則編 H16年3月 社団法人　日本看護協会

399 全国組織 看護職の社会経済福祉に関する指針　平成16年度版　労働安全衛生編 H16年12月 社団法人　日本看護協会

400 全国組織 看護政策立案のための基盤整備推進事業　報告書 H17年9月 社団法人　日本看護協会

401 全国組織 看護にかかわる主要な用語の解説 H19年3月 社団法人　日本看護協会

402 全国組織 感染管理に関するガイドブック　改訂版　2冊 H16年4月 社団法人　日本看護協会

403 全国組織 研修教材　睡眠に関する模擬講習　付録CD-ROM　平成15年度 H16年3月 社団法人　日本看護協会

404 全国組織 子どもの健康づくりにおける地域・学校保健連携支援事業　報告書 H17年3月 社団法人　日本看護協会

405 全国組織 CNR・ICN学術集会・規制会議報告書　2007年　付録DVD版 H19年8月 社団法人　日本看護協会

406 全国組織 小児慢性疾患患者の退院調整に関する指針 H17年1月 社団法人　日本看護協会

407 全国組織 静脈注射の実施に関する指針 H15年5月 社団法人　日本看護協会

408
全国組織 新卒看護職員の入職後早期離職防止対策報告書　2005年 H18年3月 社団法人　日本看護協会　専門

職支援・中央ナースセンター事
業部409 全国組織 生活習慣病予防活動支援　モデル事業報告書　(本編）　平成19年度 H20年3月 社団法人　日本看護協会

410 全国組織 生活習慣病予防活動支援　モデル事業報告書　実践事例集　平成19年度 H20年3月 社団法人　日本看護協会

411
全国組織 潜在ならびに定年退職看護職員の就業に関する意向調査報告書 H19年3月 社団法人　日本看護協会　専門

職支援・中央ナースセンター事
業部412 全国組織 地域における看護提供システムモデル事業（まちの保健室）報告書 H14、15年 社団法人　日本看護協会

413 全国組織 中堅期保健師コンサルテーションプログラム（行政分野） H24年3月 社団法人　日本看護協会

414 全国組織 日本看護協会看護業務基準　療養病床を有する病棟の看護業務基準 H15年3月 社団法人　日本看護協会

415 全国組織 訪問看護事業所数の減少要因の分析及び対応策のあり方に関する調査研究事業 H21年3月 社団法人　日本看護協会

416 全国組織 保健所保健活動モデル事業報告書 H13年3月 社団法人　日本看護協会

417 全国組織 （2012年）病院勤務の看護職の賃金に関する調査 H26年1月 公益社団法人日本看護協会

418 全国組織 生活行動援助の文献集Ⅲ　1989～1993 H6年7月 日本看護協会出版会

419 全国組織 看護職の法的責任と「看護職賠償責任保険制度」―賠償責任が問われる根拠― DVD版 日本看護協会出版会

420 全国組織 日本看護系大学協議会名簿　平成19年度 H19年7月 日本看護系大学協議会

421
全国組織 日本看護系大学協議会　平成16年度看護実践能力検討委員会報告 H17年3月 日本看護系大学協議会　看護実

践能力検討委員会

422 全国組織 日本看護系大学協議会　平成18年度事業活動報告書H18,19,23,24～26 H19 日本看護系大学協議会

423 全国組織 専門看護師教育課程基準　専門看護師教育課程審査要項　平成19年度版 H19年5月 日本看護系大学協議会

424
全国組織 看護学専門領域の評価システム構築-看護系大学･大学院の認証評価を目指して-　平

成20年度文部科学省大学評価研究委託事業
H21年3月

日本看護系大学協議会

425
全国組織

看護系大学院における教育の基準策定と評価に関する調査研究報告書 H26年3月 一般社団法人　日本看護系大学
協議会

426
全国組織

教育体制充実のための看護系大学院における教育者養成に関する調査研究報告書 H26年3月 一般社団法人　日本看護系大学
協議会

427
全国組織 第14回日本看護サミット北海道　'09開催報告書　看護の未来を拓く

～北の大地から生命を支える看護の創造にむけて～
H22年３月 日本看護サミット・（社団法人）北

海道看護協会

428
全国組織 第15回日本看護サミットかがわ’10　開催報告書　いま、看護職の魅力を高めるとき H23年３月 日本看護サミット・社団法人　香

川県看護協会

429
全国組織 第16回　日本看護ｻﾐｯﾄ福岡’11開催報告書　看護新時代 H24年3月 日本看護ｻﾐｯﾄ福岡’11」実行委

員会・福岡県看護協会

430
全国組織 第17回　日本看護ｻﾐｯﾄ青森’12開催報告書　生命をつなぐ看護 H25年3月 日本看護ｻﾐｯﾄ青森’12」実行委

員会・青森県看護協会

431
全国組織

看護と情報　Vol.13　2006 H18年3月
日本看護図書館協会（当該年度
の担当大学が事務局）

432
全国組織 養護教諭の資質向上を目指したモデル・コア・カリキュラムの提案(2)　公開シンポジウム

と現行カリキュラム調査から
H18年11月

日本教育大学協会全国養護部
門

433 全国組織 小児保健研究　VOL．69，ＮＯ．2　　2010 H22年3月 日本小児保健協会

434
全国組織 平成21年度　日本私立看護系大学協会「関係機関との提携等に関する社会的事業」報告書

国家試験に関する研修会およびアンケート結果
H21年5月 日本私立看護系大学協会

435 全国組織 日本認知行動看護学会 第1回 学術集会　発表抄録集 H24年11月 日本認知行動看護学会

地域交流看護実践研究センター所蔵目録　購入本（50音順）



書名 発行年 出版者

1 ｱｲｼｰﾋﾟｰICPテキスト : 感染管理実践者のために 松下　博宣 H18.2 メディカ出版

2 アウトブレイクの危機管理 : 感染症・食中毒集団発生事例に学ぶ H18.12 医学書院

3 明日からできる病院感染サーベイランス : 研修用問題付き 青木眞 H17.7 メディカ出版

4 新しい感染制御看護の知識と実際  小林寛伊 H14.8 へるす出版

5 アメリカ医療の光と影（医療過誤防止からマネジドケアまで ）李　啓充 H15.12 医学書院

6 EBMに基づいて速攻解決　洗浄・消毒・滅菌のポイント209 H17.1 メディカ出版

7 医療安全のエビデンス : 患者を守る実践方策 今中　雄一 H17.4 医学書院

8 医療安全ハンドブック:1　医療安全管理の進め方 H14.10 メヂカルフレンド社

9 医療安全ハンドブック:2　医療事故を未然に防止するヒヤリ・ハット報告の分析と活用 H16.9 メヂカルフレンド社

10 医療安全ハンドブック:3　より安全な医療を求めて : 医療安全に関するエビデンス・レポート H15.11 メヂカルフレンド社

11 医療安全ハンドブック:4　業務システム標準化による医療事故予防策実例集 H16.11 メヂカルフレンド社

12 医療・看護のためのやさしい統計学　基礎編 山田寛 H26.4 東京図書

13 医療現場における手指衛生のためのCDCガイドライン (Global standard series:4) H15.3 メディカ出版

14 医療現場における洗浄 中央滅菌材料室 H15.9 ｸﾘｰﾝｹﾐｶﾙ

15 医療従事者の感染対策のためのCDCガイドライン (Infection control:'99別冊) H15.10 メディカ出版

16 医療統計わかりません‼  五十嵐中 H22.7 東京図書

17 医療福祉総合ガイドブック　2015、2016日本医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研究会 H27､28 医学書院

18 医療倫理学の方法 : 原則・手順・ナラティヴ  宮坂　道夫 H18.3 医学書院

19 院内感染対策テキスト 改訂4版 日本感染症学会 H14.8 へるす出版

20 院内感染予防必携ハンドブック : 看護ケアに生かす知識と技術 (Primary nurse series)  洪　愛子編 H16.3 中央法規出版

21
HBV,HCV,HIVの職業上曝露への対応と曝露後予防のためのCDCガイドライン  ｲﾝﾌｪﾝｸ
ｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ編　矢野邦夫訳

H13.12 メディカ出版

22 Excelでやさしく学ぶ統計解析　2013 H25.11 東京図書

23 SPSSで学ぶ医療系データ解析  対馬栄輝 H28.12 東京図書

24 SPSSで学ぶ医療系多変量データ解析 対馬栄輝 H26.4 東京図書

25 SPSSでやさしく学ぶ統計解析　第5版 H26.9 東京図書

26 SPSSとAmosによる心理・調査データ解析 : 因子分析・共分散構造分析まで H18.9 東京図書

27 SPSSによるテキストマイニング入門 H24.6 オーム社

28 エッセンシャル看護情報学  太田　勝正 H18.5 医歯薬出版

29 APIC TEXT感染制御と疫学 ケア環境編 : 日本語版 (Global standard series) H18.3 メディカ出版

30 APIC TEXT感染制御と疫学 基本プログラム編 : 日本語版 (Global standard series) H18.3 メディカ出版

31 APIC TEXT感染制御と疫学 臨床・サポートサービス部門編 : 日本語版 (Global standard series) H18.3 メディカ出版

32 エマージェンシーケア　2015年新春増刊号 H27.1 メディカ出版

33 MBAマネジメント・ブック 新版 ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ H17.3 ダイヤモンド社

34 おとなの学びを拓く : 自己決定と意識変容をめざして  ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ｸﾗﾝﾄﾝ H18.6 鳳書房

35 限られた資源でできる感染防止  ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾘﾝﾁ H16.11 日本看護協会出版会

36 学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門 H24.1.6 原玲子著　日本看護協会出版会

37
カラー写真とイラストで見てわかる!創傷管理 : 予防的スキンケア・褥瘡から創傷治療の実際　溝上
祐子

H18.8 メディカ出版

38 看護・医療事故防止　自己学習CD-ROMプログラム　CD-ROM付 H16.9 医歯薬出版

39 看護管理概説 : 21世紀の看護サービスを創る (看護管理学習テキスト:1) H17.7 日本看護協会出版会

40 看護管理学習テキスト:2　看護組織論 H18.4 日本看護協会出版会

41 看護管理学習テキスト:3　看護マネジメント論 H18.4 日本看護協会出版会

42 看護管理学習テキスト:4　看護における人的資源活用論 H18.4 日本看護協会出版会

43 看護ケアにいかす感染予防のエビデンス H16.5 医学書院

44 看護研究Q&A : 研究がうまくいかないあなたに (Q&Aブックス) H16.5 照林社/小学館(発売)

45 看護研究計画書 : 作成の基本ステップ H16.8 日本看護協会出版会

46 看護研究コンパクトガイド H14.3 医学書院

47 看護研究のための文献検索ガイド 第3版 H16.1 日本看護協会出版会

48 看護研究ワークブック　基礎からの実力養成96課題 H13.10 医学書院

49 看護サービス管理 第2版 H16.9 医学書院

50 看護実践・教育のための測定用具ﾌｧｲﾙ第3版 H27.10 医学書院

51 看護における理論構築の方法 H29.6 医学書院

52 看護師に役立つレポート・論文の書き方 H18.11 金芳堂

53 看護職者のための政策過程入門ー制度を変えると看護が変わる！ H19,1

54 看護における人間性と生産性　前田マスヨ米寿記念実践看護管理文献集 H22,3

55 看護に役立つ検査値の読み方・考え方　第2版 H23,4

56 看護の基本となる者  ヴァージニア・ヘンダーソン著　湯巻ます、小玉香津子訳 H18,11 日本看護協会出版会

57 かんご凛々  城ヶ端初子著 H23,2 久美株式会社

58 患者の権利 改訂増補版  池永　満 H11.12 九州大学出版会

59 感染管理QUESTION BOX:1  洗浄・消毒・滅菌と病院環境の整備 H17.6 中山書店

60 感染管理QUESTION BOX:2　標準予防策と感染経路別予防策・職業感染対策 H17.8 中山書店

61 感染管理QUESTION BOX:3　感染防止と看護ケア 渡邊　都隆子 H17.11 中山書店

62 感染管理QUESTION BOX:4　病院感染サーベイランス 渡邊　都隆子 H18.2 中山書店



63 感染管理のすすめ方 : ナースが担う実務のすべて 柴田　清 H14.11 メヂカルフレンド社

64 感染症看護マニュアル　山西文子 H16.12 文光堂

65 感染症診療・感染対策に役立つ臨床微生物検査の基礎知識　 H16.11 国際医学出版

66 感染症診療と感染対策のための基本手技 H17.1 文光堂

67 感染症診療マスターブック : 知っているようで知らない基本ルール H19.5 文光堂

68 感染症の事典 朝倉書店

69 感染症の診断・治療ガイドライン2004 H17.1 日本医師会

70 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　－法令・通知・関係資料－ H16.3 中央法規

71 感染症レジデントマニュアル H17.2 医学書院

72 感染対策ICT実践マニュアル 改訂 H13.9 メディカ出版

73 感染予防と安全対策 (麻酔科診療プラクティス:15) H16.9 文光堂

74 機能障害別看護ベーシックトレーニング メディカ出版

75 急性・重症患者ケア　2013年2巻2号 H25.5 総合医学社

76 今日から始める手術部位感染サーベイランス H15.11 メディカ出版

77 黒田裕子の看護研究Step by Step H28.6 医学書院

78 血液疾患合併感染症 (新しい診断と治療のABC:5. 血液:1) H14.5 最新医学社

79 血管内カテーテル由来感染予防のためのCDCガイドライン (Global standard series:3) H15.2 メディカ出版

80 健康の謎を解く－ストレス対処と健康保持のメカニズム 有信堂

81 現場発想の看護研究　その視点と方法 H8.9 日本看護協会出版会

82 抗菌薬を理解するために　改訂第2版　企画:明治製菓 H17.1 国際医学出版

83 抗菌薬の考え方, 使い方 H17.5 中外医学社

84
こうすれば出来るウイルス院内感染対策 : 麻疹・風疹・水痘・ムンプス :
ICD,ICN,ICMT,ICP必携!　CD-ROM付

H19.3 最新医学社

85 子どもをキレさせないおとなが逆ギレしない対処法 : 「キレ」の予防と危機介入の実践ガイド H16.9 北大路書房

86  これだけは知っておきたい食中毒・感染症の基礎知識 H16.7 中央法規出版

87 コンピュータ実践基礎コース (Nursing college book) H18.3 医学芸術社

88 最新・感染症用語ハンドブック　 H17.1 メディカルレビュー社

89 在宅ケアにおける感染対策 H14.2 へるす出版

90 サクサク看護研究　AKI先生の転ばぬ先の杖 H23.6 中山書店

91
サーベイランスのためのCDCガイドライン : NNISマニュアル(2004年版)より 改訂3版
(Global standard series)

H17.2 メディカ出版

92 サンフォード感染症治療ガイド ﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞNｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ : 日本語版2005 H17.5 ライフサイエンス出版

93 静脈経腸栄養ガイドライン第3版 日本静脈経腸栄養学会 H27.9 照林社

94 JJNスペシヤル:No.20　看護研究の進め方 : 研究分野別 H3.4 医学書院,

95 JJNスペシャル:no.48　看護研究にいかす質問紙調査 H712 医学書院

96 JJNスペシャル:no.65　看護文献・情報へのアプローチ H12.3 医学書院

97 JJNスペシャル:no.76ナースのためのWeb検索・文献検索テクニック H16.5 医学書院

98 JJNブックス　看護研究の進め方・論文の書き方 H16.1 医学書院

99 JJNブックス　看護研究のための統計学入門 H16.2 医学書院

100 JJNブックス　看護研究の進め方・論文の書き方 H17.11 医学書院

101 失敗のメカニズム : 忘れ物から巨大事故まで H12.10 日本出版サービス

102 CDCの透析感染対策エッセンス集 (Global standard series:1) H14.5 メディカ出版

103 消毒剤マニュアルｰ消毒剤の特徴・使用法・使用上の留意点　2冊 H18.2 健栄製薬KK

104 事例de学ぶ医療関連感染のサーベイランス : EBMに基づく感染管理のために　CD－ROM付 H19.1 メディカ出版

105 新看護学:2. 専門基礎:2　疾病のなりたち,感染と予防,[特論]臨床検査 第11版 H17.2 医学書院

106 腎臓病食品交換表　第8版　治療食の基準 H20年9月 医歯葉出版株式会社

107 心理測定尺度集:1　人間の内面を探る〈自己・個人内過程〉 H16.12 サイエンス社

108 心理測定尺度集:2　人間と社会のつながりをとらえる〈対人関係・価値観〉 H17.12 サイエンス社

109 心理測定尺度集:3　心の健康をはかる〈適応・臨床〉 H17.4 サイエンス社

110 心理測定尺度集:4　子どもの発達を支える「対人関係・適応」 H22.4 サイエンス社

111 心理測定尺度集:5　個人から社会へ「自己・対人関係・価値観」 H23.3 サイエンス社

112 心理測定尺度集:6　現実社会とかかわる「集団・組織・適応」 H23.3 サイエンス社

113 すぐわかるSPSSによるアンケートの多変量解析 H16.1 東京図書

114 すぐわかるSPSSによるアンケートの調査・集計・解析 H14.10 東京図書

115 Start Up 質的看護研究 H27.1 学研

116 「生と死」の21世紀宣言　柳田邦男・静　慈圓 H19年9月 青梅社

117 「生と死」の22世紀宣言　柳田邦男・静　慈圓　Part2 H21年11月 青梅社

118
聖マリアンナ医科大学病院看護部の成果を導く目標管理の導入方法 : 学習する組織の
創造　CD-ROM付

H17.6 日総研出版

119 生命医学倫理 H16.10 成文堂

120 全国のアトピー性皮膚炎患者に捧ぐ　真の原因は布団わたと食品に混濁付着したダイオキシン H18年12月

121 ぜんそくはここまで治る  藤田きみゑ著（県大教授） H20年3月

122 続・看護経営学 : 「超」実践編 H18.4 日本看護協会出版会

123 大学生のためのレポート・論文術 (講談社現代新書:1603) H19.3 講談社

124 地域精神保健指導・論感染症保健指導論 (公衆衛生看護学大系⑤)　 H17.2 日本看護協会出版会



125 チェンジ・リーダーの条件　みずから変化をつくりだせ！ H17.6 ダイヤモンド社

126 調査研究ステップアップ : パソコンを使えばこんなにカンタン H16.7 日本看護協会出版会

127 超入門らくらく使えるはじめての統計学 : 看護研究これで安心!うまくいく! H23.7 メディカ出版

128 電話でトリアージ　救急看護すぐに使える問診表31 金芳堂

129 糖尿病フットケア外来スタートブック　　添田百合子 H23.3 メディカ出版

130 ナイチンゲール・スピリットで行こう。～成熟社会を作る看護力～ H21年3月

131 ナーシンググラフィカ⑤　疾病の成り立ち　臨床微生物・医動物 H16.10 メディカ出版

132 ナーストリアージ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｈ27共同研究②尚永 H24.6 中山書店

133 ナースのためのアサーション (アサーション・トレーニング講座) H17.7 金子書房

134 ナースのためのアサーティブ・トレーニング : さわやかに自分を主張する法 H15.4 医学書院

135 ナースのための感染症対策マニュアル　全面改定版 H16.7 メガブレーン

136 ナースのための質問紙調査とデータ分析 H15.2 医学書院

137 ナースのための統計学　データのとり方・生かし方 H15.1 医学書院

138 難病医療専門員による難病患者のための　難病相談ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ H20年1月 福岡

139 日本人のためのリハビリ医療　脳卒中後遺症の診断学 H23年7月

140 ニュー感染管理ナーシング H18.3 学研

141 NEW感染管理ナーシング : ベストプラクティス H19.2 学研

142 人間関係づくりトレーニング H16.10 金子書房

143 ノロウイルス現場対策　その感染症と食中毒　改訂版 H19.11 幸書房

144 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル H17.3 ぎょうせい

145 はじめてでも安心！改訂2版　ナースのための研究発表のツボ２１１ H23.9 メディカ出版

146 はじめての看護研究　統計学編 H28.2 メディカ出版

147 はじめの一歩からやさしく進めるかんたん看護研究 H24.12 南江堂

148 はじめようフットケア H23.3 日本看護協会出版会

149 パソコンと統計処理の基礎知識 第4版 H17.3 日本看護協会出版会

150
針刺し事故防止のCDCガイドライン : 職業感染事故防止のための勧告 (Infection
control:2001年臨時別冊)

H13.3 メディカ出版

151 ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ　PowerPoint小技・裏技・便利技 (超図解mini) H18.3 エクスメディア

152 バーンズ＆グローブ看護研究入門 H27.9 エルゼビアジャパン

153 ﾋﾞｰ　Be アサーティブ! : 現場に活かすトレーニングの実際 H16.10 医学書院

154 必携-生物化学テロ対処ハンドブック H17.10 診断と治療社

155 一目でわかる微生物学と感染症 H16.10
メディカル・サイエンス・インター
ナショナル

156 病院感染起因微生物　病院感染対策と消毒の観点から H18.1 吉田製薬

157 病院感染対策のポイント H16.12 協和企画

158 病院感染対策マニュアル　衛生面から H16.9 サラヤ

159 病院感染のサーベイランス入門 : EBMに基づく感染管理をめざして H14.8 メディカ出版

160 病院空調設備の設計・管理指針 : HEAS-02-1998 H16.10 日本医療福祉設備協会

161 フットケア H23.3 医学書院

162 フロレンス・ナイチンゲール　看護覚え書き H16年5月

163 ベッドサイドの高齢者運動器の診方 南山堂

164 ヘルスケアリスクマネジメント : 医療事故防止から診療記録開示まで H16.8 医学書院

165 ヘルスサポートの方法と実践 H19年3月

166 保健師・看護師 新時代を切り拓く H24年3月 東京

167 ボツリヌス症の手引き・資料集 H13.9 国立感染症研究所

168 まるごと図解循環器疾患 Ｈ28.2 照林社

169 慢性期医療24時　～明日の医療を支える人々～日経CNBC特別番組　(DVD版) H25年

170 メッセージ分析の技法 H25.5 勁草書房

171 モティベーションを学ぶ12の理論 H25.12 PHP研究所

172 やさしい文章術 : レポート・論文の書き方 (中公新書ラクレ:73) H19.6 中央公論新社

173 やさしく学ぶ統計学　Excelによる統計解析 H24.5 東京図書

174 よくわかる医療看護のための統計入門 H26.10 東京図書

175 よくわかる！感染管理 H19.5 メヂカルフレンド

176 よくわかる質的研究の進め方・まとめ方 : 看護研究のエキスパートをめざして H23.5 医歯薬出版

177 量的な看護研究のきほん H23.6 医歯薬出版

178 臨床看護研究の道しるべ H18.11 日本看護協会出版会

179 例題30＋演習問題70でしっかり学ぶ　Excel標準テキスト【基礎編】 H19.6 技術評論社

180 レジデントのための感染症診療マニュアル H17.4 医学書院

181 レジデントノート増刊　17/17　　　　　　　　Ｈ27共同研究①山田 H28.2 羊土社

182 レポートの組み立て方 (ちくま学芸文庫) H19.4 筑摩書房

183 レポート・論文の書き方入門 第3版 H19.2 慶應義塾大学出版会

184 論理的な作文・小論文を書く方法 : ナルホドと読み手を納得させる H19.6 日本実業出版社

185 ワークシートで研究計画書がラクラク完成　看護研究サポートブック H17.2 メディカ出版

186 ワークシートで研究計画書がラクラク完成　看護研究サポートブック　改訂2版 H19.9 メディカ出版

187 ワークシートで研究計画書がラクラク完成　看護研究サポートブック　改訂3版 H24.7 メディカ出版


