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看護師界や看護教育のロングセラーとして、多くの医療従事者に愛用されてきました、全18巻、全6,000ページ、
オールカラーの書籍「図説・臨床看護医学」(書籍版：同朋舎刊、1988年8月)を原本に、大幅に改訂した最新の 
臨床看護体系書です。現在の医療に必須ともいえる、この体系書が、このたび電子書籍となりました！ 

同朋舎新社 新規リリース! 

図説・臨床看護医学・全21巻 

あの「図説臨床看護医学・全18巻」の改訂版が、 

シリーズ内検索も可能な電子書籍でいつでも見られる！使える！  

全巻セット価格  (商品コード：1021863113) 

   同時1アクセス： 330,000円(本体) 同時3アクセス： 495,000円（本体） 
 

 各巻価格  
    同時1アクセス： 19,800円(本体)  同時3アクセス： 29,700円(本体) 

→裏面もございます 

●底本 
2010年6月に刊行された「図説臨床看護医学デジタル版・21巻」(XML＋PDF)に、数次に及ぶ改訂を施したversion2.0(2015年11月)が
本PDF版の底本であり、今回の刊行にあたり更に訂正を行っています。 

学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

国家試験対策や補助教材として活用可能 
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図表や画像は、なんと10,000点以上  あなたの理解を強力サポート 

こんな時に利活用できます！ 

看護師国家試験の問題文から用語を検索 

例：「リンパ節」でシリーズ内検索 
全号（全巻）を対象に横断検索できます 

次ページへ続きます 
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【こんな方に役にたちます！】 
看護学生、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、 

作業療法士、保健師、助産師、医療事務、専門看護師を目指す看護師、中学校・高校の養護教員 

 
 

図説・臨床看護医学 最新版の利用用途 

●医療従事者の医学知識習得のために  ●看護の臨床現場の実際を教える 

●国家試験対策のために  ●生涯看護学習のために 

医師と医療従事者が一体となって現場で役に立つ内容となっています。 

PDFにてダウンロード／印刷可 

ダウンロードしたページには、 

注記と透かしが入っています。 

ヒットした箇所がハイライトで表示され、 

クリックすると該当ページにジャンプします 

ダウンロード後の活用方法 
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 この度刊行されたデジタル版「図説・臨床看護医学」は、1986年～87年に私が総監修した全18巻の
オールカラーの書籍 を基にした大改訂版である。３年ほど前に同朋舎メディアプランより、内容を全面
見直して最新版にしたいとの申し出を受けたので、改訂にはぜひデジタル版にするように提言した。 
 

 先だって「看護医学」という新語を生み出した同社が、今度はデジタルという斬新なツールで看護教
育・研修のテキストを提供することになり、まさに看護教育界に革新をもたらすものと強く期待している。  
 

今回は大改訂ということだが、大多数の項目は新規執筆になっており、収載項目も大幅に増えている。 
 

 最高の知見がデジタルの 利点を利用して、実に使いやすく、学習しやすくまとめられている。また、

医学や看護の最新情報がメンテナンスとして届けられるというサービスも、看護学生、臨床看護師に
とって格好の情報源となる。 

  聖路加看護学園理事長／聖路加国際病院理事長 日野原重明 先生、ご推薦！ 

※2010年デジタル版刊行時にいただいた推薦文となります 

2016年7月 ※表示価格は税抜きです 

必要な情報が即座に引き出せる便利な4章構成で、看護に役立つ事典として活用いただけます 

看護に役立つ基礎事典として 

看護に役立つ検査事典として 看護に役立つ疾患事典として 看護に役立つ症状事典として 

症状や兆候から診断上必要な検査や疾患の病因、予後と対策、
患者へのアプローチまで検索することができます。 

本書は情報の正確さを担保し、常に進化し続ける看護医学の情報と技術に合わせて、項目追加・更新。 
厚生労働省の基準変更や各学会発表、病院長や大学教授からの情報確認の上、改訂を加え最新情報を提供しています。 

本教材の特長① 
【正確な臨床医学情報】 

本教材の特長② 
【信頼ある最新の情報源】 



図説・臨床看護医学 各巻内容紹介 

タイトル 著編者名 内容紹介 商品コード 

 第1巻 呼吸器 

足立 満 
昭和大学呼吸器アレルギー内科学教授 

二木芳人 
昭和大学臨床感染症学教授 

66項目を新規執筆．呼吸リハビリ
や理学療法などの治療法を追加．
在宅酸素療法にも触れる 

1021863115 

 第2巻 循環器 川田志明 
慶應義塾大学名誉教授(心臓血管外科学) 

狭心症，心筋梗塞，大動脈瘤など
の先端手術療法が中心．高血圧症
や不整脈も解説． 

1021863116 

 第3巻 消化器 

幕内博康 
東海大学消化器外科学教授 

安田聖栄 
東海大学消化器外科学教授 

103項目を新規執筆．食道癌，胃癌，
大腸癌のみならず膵・肝・胆疾患に
及ぶ大冊 

1021863117 

 第4巻 腎・泌尿器 河村信夫 
東海大学名誉教授(泌尿器科学) 

透析療法とその看護について詳述．
前立腺癌，男性更年期，腹腔鏡手
術などを新規執筆 

1021863118 

 第5巻 血液・造血器 小澤敬也 
自治医科大学血液内科学教授 

全巻新規執筆．各種貧血や出血傾
向から紫斑病や白血病に至る血液
内科の全容を解説 

1021863119 

 第6巻 内分泌 片山茂裕 
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科学教授 

下垂体・甲状腺・副甲状腺・副腎・
性腺・松果体疾患など，ホルモン疾
患の全容を解説 

1021863120 

 第7巻 代謝 粟田卓也 
埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科学教授 

糖尿病，小児糖尿病，痛風，脂質
異常症，肥満症などを改訂診断基
準により新規執筆 

1021863121 

 第8巻 感染症 松本哲哉 
東京医科大学微生物学教授 

全巻新規執筆．微生物学の基礎か
ら院内感染，日和見感染症，HIV感
染症などに及ぶ 

1021863122 

 第9巻 免疫・アレルギー 
近藤啓文 
北里大学北里研究所 
メディカルセンター病院長 

花粉症や気管支喘息などの身近な
疾患から，全身性硬化症や血管炎
症候群などまで 

1021863123 

 第10巻 脳神経 松前光紀 
東海大学脳神経外科学教授 

脳腫瘍などの先端外科療法のみな
らず，重症脳障害患者の看護とリ
ハビリにも重点を 

1021863124 

「図説・臨床看護医学」は各巻ごとの分売も可能です。 
 

 <各巻価格>  
    同時1アクセス： 19,800円(本体)  同時3アクセス： 29,700円(本体) 
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図説・臨床看護医学 各巻内容紹介 

タイトル 著編者名 内容紹介 商品コード 

 第11巻 眼科 河合憲司 
東海大学眼科学教授 

結膜充血，視力低下，眼疲労など
の一般的症状から，白内障や緑内
障の最新治療法に及ぶ 

1021863125 

 第12巻 耳鼻咽喉 鈴木 衛 
東京医科大学耳鼻咽喉科学教授 

難聴，めまい，鼻アレルギー，嚥下
障害などから口腔癌やコミュニケー
ション障害まで 

1021863126 

 第13巻 整形外科 濱田良機 
山梨大学整形外科学教授 

全身の筋肉・骨格解剖図を巻頭に
掲載．関節リウマチ，骨粗鬆症，膝
関節疾患などを詳述 

1021863127 

 第14巻 皮膚 中川秀己 
東京慈恵会医科大学皮膚科学教授 

皮膚感染症や角化症から皮膚悪
性腫瘍や悪性リンパ腫まで．スキ
ンケアにも触れる 

1021863128 

 第15巻 精神医学 高野謙二 
自治医科大学心理学・精神医学教授 

DSM-5に準拠し大幅に改稿．統合
失調症，双極性障害，認知症，抑う
つ障害に重点 

1021863129 

 第16巻 小児 

加藤達夫 
国立成育医療センター総長 

赤澤 晃 
国立成育医療研究センター総合診療部 

全巻新規執筆．虐待，性別違和，
腎移植などの現代的問題に加え，
新生児疾患も解説 

1021863130 

 第17巻 母性 真木正博 
秋田大学名誉教授(産科婦人科学) 

正常妊娠過程と新生児看護を踏ま
え，妊娠・胎児・付属物・分娩・産褥
異常を解説． 

1021863131 

 第18巻 婦人科 真木正博 
秋田大学名誉教授(産科婦人科学) 

性分化異常や思春期早発症から
月経異常，不妊，乳癌，子宮癌，肥
満まで，女性特有の疾患を解説 

1021863132 

 第19巻 老年医学 

秦 葭哉 
杏林大学高齢医学教授 

大荷満生 
杏林大学高齢医学准教授 

全巻新規執筆．加齢変化に伴う特
有の各疾患から，リハビリ，緩和ケ
ア，尊厳死に及ぶ 

1021863133 

 第20巻 救急医療 土肥修司 
岐阜大学蘇生・疼痛制御学教授 

心不全，呼吸不全，脳血管障害，
中毒，外傷，熱傷，破傷風，医療事
故などから脳死の判定まで 

1021863134 

 第21巻 集中治療 小倉真治 
岐阜大学救急・災害医学教授 

全巻新規執筆．ICUの基本から看
護実践や精神援助まで．臓器移植
と終末期医療も解説 

1021863135 


