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● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 2020年6月 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 神経系I 中枢神経、高次機能、運動系 （41分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203203 

2 神経系II 末梢神経、感覚系 （38分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203204 

3 循環系I 心臓 （42分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203205 

4 循環系II 血管、リンパ管 （32分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203206 

5 血液 （37分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203207 

6 呼吸 （40分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203208 

7 自律神経・内分泌 （38分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203209 

8 運動系I 総論 （33分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203210 

9 運動系II 上肢、下肢 （34分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203211 

10 消化系I 口、消化管 （38分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203212 

11 消化系II 肝臓・胆嚢・膵臓、代謝 （36分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203213 

12 腎・尿路 （37分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203214 

13 生殖 （47分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203215 

14 免疫 （45分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203216 

15 細胞・遺伝子 （43分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203217 

目で見る解剖と生理 第2版（動画版）全15巻 

ご好評をいただいた『目で見る解剖と生理』を大幅にリニューアルしまし
た！ヒトの身体について学ぶ全ての方が、その構造や機能に興味を持
つきっかけとなり、楽しく理解できるように、CGアニメーションやデータ
を豊富に加えた番組です。講義やミーティングに幅広くご活用ください。 

医 学 

総監修：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 
資料協力：山本 正二／下総 良太／堀越 琢郎（千葉大学大学院 医学研究院【放射線医学】） 

No.2019-479 

全15巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 528,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,056,000 

商品コード 1028203202 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

目で見る医学の基礎 第2版（動画版）全13巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 細胞と組織 （47分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203237 

2 神経系 （47分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203238 

3 循環器系 （49分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203239 

4 呼吸器系 （46分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203240 

5 骨格・筋肉系 （41分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203241 

6 消化器系 （44分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203242 

7 泌尿器系 （35分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203243 

8 生殖器系 （49分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203244 

9 内分泌系 （39分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203245 

10 血液 （42分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203246 

11 皮膚・感覚器系 （38分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203247 

12 感染 （40分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203248 

13 免疫系 （40分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203249 

『目で見る医学の基礎 第2版』はベストセラーシリーズを全13巻で完全リ
ニューアルしました!!チーム医療スタッフに必要な解剖・生理・病態のベー
シックな知識を器官系別に、映像とCGアニメーションによって、よりわかりや
すく解説！医学概論用としての講義やミーティングにぜひご活用ください！ 

目で見る病気 第2版（動画版）全15巻 

待望の『目で見る病気 第２版』、完全リニューアル版！！豊富な病理形態像データを中心に、臨床像やCG・アニ
メーションを駆使し、より動きのある映像表現を実現！！最近のトピックスに加え、ていねいでわかりやすい映像
構成と解説による“病気のしくみ”教材決定版！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 病気の原因 （43分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203220 

2 病気と遺伝子 （48分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203221 

3 循環器の疾患 （41分） 2002 ¥35,200 ¥70,400 1028203222 

4 脳血管障害 （32分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203223 

5 呼吸器の疾患 （45分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203224 

6 消化器の疾患 （38分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203225 

7 肝・胆・膵の疾患 （35分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203226 

8 泌尿器の疾患 （33分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203227 

9 生殖器の疾患 （40分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203228 

10 内分泌・代謝疾患 （40分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203229 

11 血液の疾患 （39分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203230 

12 免疫疾患 （37分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203231 

13 がん 総説 （37分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203232 

14 
がん 特異性皮膚・脳・骨軟部腫瘍
を中心として （42分） 

2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203233 

15 感染症 （44分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203234 

全15巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 528,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,056,000 

商品コード 1028203219 

全13巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 457,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 915,200 

商品コード 1028203236 

医 学 

2 

企画協力：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 

総監修：小田島 粛夫（前 金沢医科大学 理事長） 三俣 昌子（日本大学 医学部 循環器内科 客員教授） 
企画・資料協力：谷野 幹夫（前 金沢医科大学 第1 病理学 教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

病気の基礎知識 
病気の成因・病態と治療（動画版）全10巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 循環の領域 （53分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203136 

2 血液の領域 （46分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203137 

3 呼吸の領域 （62分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203138 

4 消化の領域 （47分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203139 

5 代謝の領域 （47分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203140 

6 腎・泌尿器の領域 （48分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203141 

7 運動・神経の領域 （58分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203142 

8 精神の領域 （47分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203143 

9 免疫の領域 （57分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203144 

10 悪性新生物の領域 （46分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203145 

医学、薬学、歯学、看護学をはじめ医療分野を学ぶ学生にとって、こ
れだけは知っておきたい病気を、10の領域に各々4～6疾患を取り上
げ、8分から12分にまとめた映像データベースです。 

目で見る生化学入門 第3版（動画版）全5巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 生命を構成するもの （28分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1028203096 

2 生体エネルギー（Ⅰ） （26分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1028203097 

3 生体エネルギー（Ⅱ） （33分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203098 

4 生体機能とタンパク質 （27分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203099 

5 
生命の継続 
 -遺伝情報の発現- （23分） 

2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203100 

生化学を学ぶ上で必要な基礎知識を新たに盛り込み、初学者にも分
かりやすいよう解説した完全リニューアル版です！資料写真を一新す
るとともに、3Dを含めた最新のCGアニメーションを駆使して、実体とし
てイメージの掴みにくい複雑な生命現象を丁寧に解説していきます。
生化学概論の決定版として、医学部、看護学部、栄養学部、保健衛
生学部などで学ぶ方々に幅広くご活用いただけます。 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 176,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 352,000 

商品コード 1028203095 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203135 

医 学 

3 

監修：山崎 純一（東邦大学 名誉教授）ほか 

原案監修：岡野 栄之（慶應義塾大学 医学部 生理学教室 教授） 
末松 誠（慶應義塾大学 医学部 医化学教室 客員教授） 高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

目で見る薬理学入門 第3版（動画版）全12巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 心疾患の治療薬 （43分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840852 

2 高血圧・他の治療薬 （44分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840853 

3 血液系疾患の治療薬 （43分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840854 

4 呼吸器系疾患の治療薬 （43分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840855 

5 消化器系疾患の治療薬 （44分）  2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840856 

6 代謝性疾患の治療薬 （52分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840857 

7 炎症と免疫性疾患の治療薬 （44分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840858 

8 感染症の治療薬 （48分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840859 

9 悪性腫瘍の治療薬 （42分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840860 

10 中枢神経作用薬 I （34分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1027840861 

11 中枢神経作用薬 II （30分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1027840862 

12 中枢神経作用薬 III （28分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1027840863 

近年、特定の生体分子に作用するよう設計された分子標的治療薬が世界中で開発され、最先端のバイオテクノロ
ジー技術で作製される生物学的製剤が数多く登場しています。そうした最新の薬を含め、日常診療でよく処方される
薬を完全アップデート！“疾病と治療薬”という視点をベースに、薬効・薬理、作用機序などを、さらにわかりやすくてい
ねいに解説した最新リニューアル版です！！ 医学・薬学・歯学・看護学など医療に携わる方々必見！ 

目で見る微生物学（動画版）全7巻 

さまざまな感染症が猛威をふるう今日、その原因である微生物の知識がます
ます重要になっています。このシリーズでは細菌、ウイルス、真菌に焦点を当
て、微生物の基礎知識や応用微生物学を踏まえた上で、感染症と原因微生
物、感染症治療や生体防御について詳しく解説します。医学や看護など医療
に携わる方々、そして広く生命科学に携わる方々もぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 微生物学総論 （29分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203103 

2 細菌の代謝・遺伝学 （34分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203104 

3 応用微生物学 （33分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203105 

4 感染免疫 （43分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203106 

5 細菌感染症 （41分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203107 

6 ウイルス感染症 （45分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203108 

7 感染症の治療と対策 （40分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203109 

全7巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 246,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 492,800 

商品コード 1028203102 

全12巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 422,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 844,800 

商品コード 1027840851 

医 学 

4 

原案監修：山崎 純一（東邦大学 名誉教授） 原案協力：高原 章（東邦大学 薬学部 薬物治療学 教授）ほか 

原案監修：水之江 義充（東京慈恵会医科大学 細菌学 教授）ほか 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

医師国家試験にチャレンジ!ビジュアルで学ぶCaseStudy（動画版）全3巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 循環器 （33分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1029452526 

2 呼吸器 （38分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1029452527 

3 腎・泌尿器 （36分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1029452528 

医師国家試験の症例問題を参考に診療の様子を映像化しています。

「医療面接」「臨床診断（確定診断）」「解説」という構成となっており、

「医療面接」では、患者の主訴や症状、病歴などから疾患を鑑別し、

必要な検査について考えます。「臨床診断」では、検査データ、画像な

どから確定診断を考えます。また、監修の橋本先生による解説で学

習者の理解がより深まります。 

目で見る臨床検査 第2版（動画版）全10巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 一般検査 （34分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203112 

2 血液学検査 （45分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203113 

3 血液生化学検査 （41分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203114 

4 代謝・内分泌検査 （46分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203115 

5 臓器機能検査 （38分）  2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203116 

6 微生物学検査 （45分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203117 

7 免疫血清検査 （46分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203118 

8 病理検査 （37分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203119 

9 生理機能検査I （35分）  2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203120 

10 生理機能検査II （50分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203121 

『目で見る新しい臨床検査』が生まれ変わりました！複雑な検査の原
理や検査方法、そして検査結果が示す臨床上の意義を、豊富な資料
映像と画像に加え、CGを駆使してシンプルでわかりやすく解説してい
ます。 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203111 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 105,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 211,200 

商品コード 1029452525 

医 学 

5 

監修：橋本 正良（埼玉医科大学 総合診療内科 教授） 

総監修：猪狩 淳（順天堂大学 名誉教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

臨床診断推論入門（動画版）全10巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 総論 （31分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203148 

2 胸痛 （26分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203149 

3 腹痛 （27分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203150 

4 頭痛 （21分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203151 

5 呼吸器症状・発熱 （27分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203152 

6 めまい （23分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203153 

7 疲労感 （27分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203154 

8 失神 （28分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203155 

9 呼吸困難 （32分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203156 

10 腰痛 （30分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203157 

医師が臨床現場で的確な診断をするために、豊富な知識と経験に加え、臨床
診断推論能力を身に付けることで素晴らしい効果が期待できます。しかし、日本
の医学教育の現場では、限られた授業数の中で臨床診断推論に時間を割くこ
とが難しく、臨床実習の場における実際の症例で学ばざるを得ないことが少なく
ありません。本シリーズでは、臨床診断推論についてわかりやすく説明し、日常
の診療でよくみられる症例で具体的な臨床診断推論の進め方を紹介します。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 精神機能と障害 （43分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203124 

2 今日の精神科医療 （37分） 2019 ¥35,200 ¥70,400 1028203125 

3 統合失調症 （43分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1028203126 

4 うつ病、双極性障害 （54分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1028203127 

5 不安症、強迫症 （54分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1028203128 

6 物質依存症 （57分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1028203129 

7 認知症 （57分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203130 

8 児童期の精神障害（発達障害） （54分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203131 

9 青年期の精神障害 （59分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1028203132 

10 睡眠障害 （43分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203133 

精神医学を学ぶ方へ 
精神疾患・障害の基礎知識（動画版）全10巻 

本シリーズは、医療系（医学、看護）・福祉系（福祉、介護）の学生、臨床心
理士を目指す学生、また、日頃、精神領域を専門とされていないかかりつけ
の医師をはじめ、医療従事者、ヘルスケア産業従事者の方々に精神医学を
わかりやすく解説する番組です。 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203123 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203147 

医 学 
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総監修：岡田 唯男（鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山 院長 / 家庭医診療科千葉大学 臨床教授／聖マリアンナ医科大学 客員教授） 
原案監修：伊藤 彰洋（オアシス愛生クリニック 院長／南イリノイ大学 医学部 臨床准教授） 

原案監修：水野 雅文（東邦大学 医学部 精神神経医学講座 教授）ほか 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

リハビリテーション医学 第2版（動画版）全20巻 

チーム医療としてのリハビリテーションの実際と、その解剖
学的・生理学的な裏付けを分かりやすく解説します。医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの卒前
教育、卒後研修用にご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 脳卒中（急性期）のリハビリテーション （37分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1027840866 

2 摂食・嚥下障害 （42分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840867 

3 排尿障害 （38分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840868 

4 切断と義肢 （37分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840869 

5 呼吸器のリハビリテーション （46分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840870 

6 脊髄損傷 （47分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840871 

7 神経・筋疾患 （42分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840872 

8 小児の発達障害 （42分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840873 

9 認知症 （42分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840874 

10 失語症 （39分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840875 

11 脳卒中の回復期 （35分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840876 

12 疼痛 （38分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840877 

13 関節リウマチ （40分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840878 

14 高次脳機能障害 （32分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840879 

15 心臓のリハビリテーション （40分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840880 

16 小児疾患のリハビリテーション （35分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840881 

17 内部障害のリハビリテーション （40分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840882 

18 骨粗鬆症のリハビリテーション （38分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1027840883 

19 運動器のリハビリテーション 1 （36分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840884 

20 運動器のリハビリテーション 2 （46分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840885 

全20巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 704,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,408,000 

商品コード 1027840865 

医 学 
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総監修：米本 恭三（東京慈恵会医科大学 名誉教授／首都大学東京 名誉教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

実践！看護技術シリーズ（動画版）全25巻 

このシリーズの基本コンセプトは、基礎と応用を融合させた臨床（実
習）で役立つ看護技術です。看護師が習得すべき基礎看護技術のな
かでも、特に重要な25の技術に焦点を当て、安全で安楽かつ効率的
な実践のための手順やコツ、およびその根拠について丁寧に解説し
ます。是非ご活用下さい。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

■実践！看護技術シリーズ 日常生活の援助技術編 全5巻 - ¥154,000 ¥308,000 1027840888 

1 ベッドメイキング （35分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1027840889 

2 リネン・寝衣の交換 （55分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1027840890 

3 体位変換 （50分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840891 

4 食事の介助 （38分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840892 

5 経管栄養法 （53分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840893 

■実践！看護技術シリーズ 終末期とその後の看護技術編 - ¥61,600 ¥123,200 1027840894 

1 終末期の苦痛と緩和ケア （40分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840895 

2 死後のケア （46分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840896 

■実践！看護技術シリーズ 清潔の援助技術編 全5巻 - ¥154,000 ¥308,000 1027840897 

1 入浴・シャワー浴 （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840898 

2 全身清拭・陰部洗浄 （50分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840899 

3 洗髪 （48分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840900 

4 部分浴（足浴・手浴） （38分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840901 

5 口腔ケア （47分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840902 

■実践！看護技術シリーズ 感染予防編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1027840903 

1 スタンダード・プリコーション （46分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840904 

2 消毒・滅菌と無菌操作 （36分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840905 

■実践！看護技術シリーズ 排泄の援助技術編 全4巻 - ¥123,200 ¥246,400 1027840906 

1 排尿・排便の援助 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840907 

2 オムツを用いた排泄の援助 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840908 

3 導尿・膀胱留置カテーテル （38分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840909 

4 浣腸・摘便 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840910 

■実践！看護技術シリーズ 診療に係わる技術編 全7巻 - ¥215,600 ¥431,200 1027840911 

1 検査時の看護 Ｉ （52分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840912 

2 検査時の看護 ＩＩ （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840913 

3 与薬 （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840914 

4 注射 （40分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840915 

5 輸液 （41分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840916 

6 持続硬膜外麻酔・持続皮下注入 （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840917 

7 輸血 （34分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840918 

全25巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 770,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,540,000 

商品コード 1027840841 

看 護 
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監修：長谷部 佳子（名寄市立大学 保健福祉学部 看護学科 教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

■生体のしくみ 第3版（動画版） 前編 全10巻 - ¥ 308,000 ¥ 616,000 1029452513 

1 人間の存在 （29分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452514 

2 細胞からヒトへ （34分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452515 

3 神経系のしくみ1 （32分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452516 

4 神経系のしくみ2 （35分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452517 

5 神経系のしくみ3 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452518 

6 感覚のしくみ （33分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452519 

7 身体運動のしくみ1 （33分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452520 

8 身体運動のしくみ2 （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452521 

9 血液のしくみ （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452522 

10 循環のしくみ1 （29分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452523 

■生体のしくみ 第3版（動画版） 後編 全10巻 - ¥308,000  ¥616,000  1030815353 

11 循環のしくみ2 （32分） 2018 ¥30,800  ¥61,600  1029527622 

12 呼吸のしくみ （34分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815344 

13 消化吸収のしくみ1 （32分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815345 

14 消化吸収のしくみ2 （33分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815346 

15 代謝のしくみ （36分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815347 

16 排泄のしくみ （31分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815348 

17 ホルモンのしくみ （33分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815349 

18 ホメオスタシスのしくみ （33分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815350 

19 防御のしくみ （34分） 2020 ¥30,800  ¥61,600  1030815351 

20 生殖のしくみ （32分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815352 

生体のしくみ 第3版（動画版） 全20巻 

看 護 
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原案協力：前川 幸子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 
監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

2020年6月 

完結 
しました! 

「生物学的に人間とはいかなる存
在なのか（常態）」をテーマに、複
雑な側面をもつ人間の身体を解
き明かします。看護やリハビリ
テーション、介護福祉など、人間
の身体に関わる仕事を目指す人
すべてに求められる解剖生理の
基礎知識を、100のチャプターに
わかりやすくコンパクトに収録した
フルリニューアル版です！ 

前編 全10巻 
セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 308,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 616,000 

商品コード 1029452513 

後編 全10巻 
セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 308,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 616,000  

商品コード 1030815353 

スマホでも 
簡単に視聴が 
できます！ 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203282 

フィジカル アセスメント 第2版（動画版）全5巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 フィジカルアセスメントの実際 （57分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203283 

2 皮膚・頭頸部・眼・耳 （38分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203284 

3 呼吸・心血管・乳房 （36分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203285 

4 腹部・筋骨格・神経 （40分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203286 

5 フィジカルアセスメントの所見 （43分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203287 

ご好評を頂いた「フィジカルアセスメント」がリニューアル！CGなどもグ
レードアップされました！！フィジカルアセスメントの実際の映像を通
して、アセスメント技術を系統的かつ実践的にわかりやすく解説して
います。第2版では新たに、アセスメント所見の例を解説する第5巻が
加わりました。身近なアセスメント所見の例を見ることで、アセスメント
時の洞察力を深めます。 

看 護 
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看護のための病態生理とアセスメント（動画版）全14巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 摂食・嚥下障害 （37分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203160 

2 悪心嘔吐 （41分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203161 

3 発熱 （42分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203162 

4 呼吸障害 （44分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203163 

5 ショック （43分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203164 

6 浮腫・脱水 （50分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203165 

7 排尿障害 （39分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203166 

8 排便障害 （45分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203167 

9 意識障害 （43分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203168 

10 不眠 （40分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203169 

11 うつ状態 （43分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203170 

12 難聴・耳鳴り・めまい （44分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203171 

13 高次脳機能障害 （46分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203172 

14 運動障害 （54分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203173 

本シリーズは、臨床でよく見られる症状について、本来の生理学的知識、病態の理解、検査や治療について、看護のために
必要な内容を分かりやすく解説しています。また具体的に患者を設定し、病態生理を踏まえた上でのアセスメントや看護目
標・援助といった看護過程でのポイントの例を示しています。看護学生には、ヘルスアセスメント、臨床看護過程、老年看護、
成人看護などの学習の教材としてご活用いただけます。 

全14巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 431,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 862,400 

商品コード 1028203159 

原案・監修：芳賀 佐和子（東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 客員教授） 
原案・出演：佐藤 冨美子（東北大学大学院 医学系研究科 教授） 

監修：高橋 龍太郎（東京都健康長寿医療センター研究所 副所長） 
堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 山田 律子（北海道医療大学 看護福祉学部 看護学科 教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 
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看護情報学（動画版）全3巻 
だいじょうぶ？あなたの情報リテラシー 

この番組は「患者情報」についての知識や、誤った取り扱いにより引き起こされる問題を

具体例で示し、看護情報学の理解を深められるように構成されています。 

看護のための酸素吸入療法（動画版）全2巻 

酸素吸入療法は、看護のさまざまな場面で行われます。また、近年の慢性閉塞性肺疾患の増加により、日
常的に酸素吸入を行う必要のある患者が増加しています。こうした状況の中で、看護師が正しい知識をもち、
確実に酸素吸入を実践する必要性が高まっています。本シリーズでは、呼吸器の仕組み、呼吸器の検査や
アセスメントだけでなく、酸素吸入療法に必要な物品や装置、ボンベを使用した酸素吸入療法の実際などに
ついても詳しく解説しています。酸素吸入療法を包括的に学ぶためにぜひご活用ください。 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452603 

監修：坂田 信裕（獨協医科大学 基本医学 情報教育部門 教授） 

原案監修：田中 晶子（昭和大学 保健医療学部 看護学科 准教授） 
企画協力：下司 映一（昭和大学 保健医療学部 内科学 教授） 

2020年6月 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452538 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 だいじょうぶ？ あなたの情報リテラシー （29分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452539 

2 だいじょうぶ？ 電子カルテの取り扱い（27分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452540 

3 だいじょうぶ？ あなたのレポート・論文の作り方 （30分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452541 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 酸素吸入療法の導入 （32分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452604 

2 酸素吸入療法の実際 （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452605 

看護ケアに役立つ（動画版）全3巻 
原案監修：小板橋 喜久代（京都橘大学 看護学部 看護学科 教授） 

原案協力：柳 奈津子（群馬大学 医学部 保健学科 講師）ほか 

この番組では、看護ケアに役立つ手技として、近年その必要性が唱えられるようになったリラク
セーション法と指圧・マッサージを取り上げます。これらの基礎理論、手技の方法やポイントをCG
と実写で分かりやすく解説しています。チャプター分けされているので、見たい項目を素早くピン
ポイントでご覧いただけます。ぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 看護ケアに役立つ リラクセーション法 （42分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1029452620 

2 看護ケアに役立つ 指圧・マッサージ （49分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1029452621 

3 看護ケアに役立つ フットケア （42分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452622 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452619 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

実習前に必ず見よう!  

事例で学ぶヒヤリ･ハット（動画版）全2巻 

実習場面でよく起こるヒヤリ・ハットや事故の事例から、「何がヒヤリ・ハットにつながるのか」、 「ど
うして事故になったのか」について、見て学ぶだけではなく、事例の後のQuestionを考察すること
により、いかなる看護場面でも事故や危険を予測できるスキルや視点を養うことができます。看
護実習前のガイダンス、基礎看護技術演習での注意すべきポイント、医療安全のシミュレーショ
ン学習としてぜひご活用ください。 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452543 

看 護 
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監修:片山 はるみ（浜松医科大学 医学部 看護学科 基礎看護学講座 教授） 
原案：鈴木 美奈（浜松医科大学 医学部 看護学科 基礎看護学講座 准教授） 

2020年6月 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 あらゆる看護行為に潜むヒヤリ・ハット （37分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452544 

2 患者アセスメントに潜むヒヤリ・ハット （36分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452545 

体の状態を数値として観察できるバイタルサインは、治療や看護の選択、決定を行うための、最も基本的で重要な情報で
す。そのため看護師には、体のしくみを理解した上で正確に測定すること、また得られた数値から体の状態を把握し、今
後の治療や看護に活かす知識や技術が求められます。このシリーズでは、「体温」「脈拍」「呼吸」「血圧」「意識」、それぞ
れの知識や測定・観察方法を学ぶとともに、事例を通して、バイタルサイン測定の基本的・応用的な流れ、また記録やア
セスメントについて、看護の視点から解説しています。 

原案：佐藤 智子（杏林大学 保健学部 看護学科 講師） 監修：山本 君子（杏林大学 保健学部 看護学科 教授） 
企画協力：中島 恵美子（杏林大学 保健学部 看護学科 教授） 

学術協力：岩楯 桜子（杏林大学 保健学部 看護学科 准教授（M.D）） 

わかる!できる!バイタルサイン測定（動画版） 全2巻 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452530 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 基本的な測定の流れ・体温・意識 （48分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452531 

2 呼吸・脈拍・血圧・援助を考える （51分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452532 

看護のための対話学習（動画版）全3巻 

この番組は、患者と看護師が相互に「理解・信頼」しあい、「発展」的な対話ができるように構成
されています。ケアの質の向上を目指す看護師は必見です！病棟実習の事前学習にぜひご活
用ください。 

原案監修：清水 裕子（香川大学 医学部 看護学科 教授） 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452607 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 対話の基本 （33分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452608 

2 高齢者との対話 （40分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452609 

3 がん患者との対話 （32分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452610 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全12巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 369,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 739,200 

商品コード 1029452589 

看護のためのアセスメント事例集 第2版（動画版）全12巻 

この番組は、アセスメントの演習のために作成された映像による事例紹介で
す。患者さんをトータルに捉え、看護のポイントを考えるという第1版のシリー
ズのコンセプトを引き継ぎながら、第2版では近年の看護事情に合った事例
内容に変更し、映像やCGを一新しています。ぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 大腿骨頸部骨折患者の看護事例 （20分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452590 

2 胃切除術を受けた患者の看護事例 （26分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1029452591 

3 糖尿病教育入院患者の看護事例 （24分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452592 

4 直腸切除術を受けた患者の看護事例 （27分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452593 

5 脳梗塞患者の看護事例 （28分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452594 

6 乳房温存術を受けた患者の看護事例 （31分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452595 

7 慢性心不全患者の看護事例 （22分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452596 

8 慢性呼吸不全患者の看護事例 （20分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452597 

9 肝硬変症患者の看護事例 （24分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452598 

10 急性骨髄性白血病の患者の看護事例 （21分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452599 

11 慢性腎不全の血液透析患者の看護事例 （27分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452600 

12 肺がんのﾀｰﾐﾅﾙ期にある患者の看護事例 （25分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452601 

看 護 
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企画協力：藤村 龍子（東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 客員教授） 

2020年6月 

全9巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 277,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 554,400 

商品コード 1028203289 

ME機器の知識と技術（動画版）全9巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 輸液ポンプ、シリンジポンプ （24分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203290 

2 除細動器 （21分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203291 

3 低圧持続吸引器 （34分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203292 

4 
パルスオキシメーター、EtCO2モニター 
 （27分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203293 

5 
動脈圧モニタリング、スワンガンツカテーテル 
（31分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203294 

6 ペースメーカー （27分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203295 

7 血液浄化装置 （37分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203296 

8 IABP （22分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203297 

9 PCPS （25分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203298 

医療の現場では、日々さまざまな医療工学機器（Medical Engineering：ME機
器）を取り扱います。本シリーズでは、ME機器を的確に、そして安全に使用
するために必要な、ME機器の原理と正しい取り扱い方、トラブル対応などに
ついて実際の機器を使った映像とCGによってわかりやすく解説しています。
臨床看護学や医療安全の学習、研修にご活用ください。 

原案監修：宮本 毅治（東邦大学医療センター大森病院）（Vol.1、4） 下舘 勇樹（市立室蘭総合病院 麻酔科 部長）（Vol.2、5、6） 
藤田 智（旭川医科大学救急医学講座 教授／旭川医科大学病院 救急部 部長）（Vol.7、8、9） 
渕本 雅昭（東邦大学医療センター大森病院 救急救命センター／東邦大学 看護学部）（全巻） 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 308,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 616,000 

商品コード 1029452624 

医療チームに必要な  

画像医学の知識と技術（動画版）全5巻 

進歩し続ける“最新の画像医学の知識と技術”を、コメディカルスタッフを対
象にわかりやすく解説した番組です。卒前教育、卒後研修、そして患者教育
にもぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 Ｘ線検査 （52分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203301 

2 CT検査 （54分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203302 

3 MRI検査 （52分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203303 

4 核医学検査 （72分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203304 

5 超音波検査 （46分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203305 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203300 

ステップで考える急変時看護（動画版）全10巻 

急変時の看護教育において、「症状から対象患者に何が起きて
いるか？」「対象患者にどのような対応が必要か？」など、推論
を用いて個人あるいは複数名で考え、ディスカッションを通して
理解を深めながら学ぶ教育手法の重要性が高くなっています。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 頭痛 （20分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452625 

2 胸痛 （20分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452626 

3 呼吸困難 （25分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452627 

4 腹痛 （23分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452628 

5 意識障害 （20分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452629 

6 嘔吐 （26分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452630 

7 めまい （27分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452631 

8 発熱 （24分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452632 

9 吐血 （24分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452633 

10 下血 （25分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452634 

看 護 
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総監修：米本 恭三（東京慈恵会医科大学 名誉教授／首都大学東京 名誉教授） 

監修：渕本 雅昭（東邦大学医療センター大森病院 救急救命センター／東邦大学 看護学部） 
学術協力：本多 満（東邦大学医療センター大森病院 救命救急センター 准教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

看護実践のためのがん看護（動画版）全5巻 

がん看護には、患者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活・生命の質)への配慮、緩
和ケア、初期診療から社会復帰にいたる支援など、技術的・精神的に高度な専門性
が必要とされ、他の慢性疾患看護とは異なる特徴があります。本シリーズでは、が
ん看護における基本的な知識や技術、ケアのポイントなどについて解説し、看護師
の役割について説明します。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 がん看護概論 （28分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452613 

2 身体症状のアセスメントと看護援助 （33分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452614 

3 精神症状のアセスメントと看護援助 （36分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452615 

4 
在宅におけるがん看護と家族へのケア  
（39分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452616 

5 
チーム医療におけるがん看護と倫理的課題 
（25分） 

2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452617 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1029452612 

目で見る周術期看護（動画版）全4巻 

周術期看護は、患者さんが手術侵襲からの早期回復を支援するために、外来・
手術室・病棟看護師が連携して、切れ目のない看護を提供する必要があります。
本シリーズは、患者さんが手術決定から退院する周術期の一連がイメージでき、
術前、術中、術後、それぞれに必要な看護師の支援やケアのポイントを映像や
CGで分かりやすく解説しています。周術期の流れを理解したい、看護の根拠を深
めたい方に必見です！実習前の事前学習などにぜひご活用ください。 

Vol.  タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 周術期看護の基礎知識 （8分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452548 

2 術前看護 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452549 

3 術中看護 （25分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452550 

4 術後看護 （35分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452551 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1029452547 

看 護 
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監修：林 和彦（東京女子医科大学 化学療法・緩和ケア科 教授） 
原案：金子 眞理子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 教授） 

原案監修：粕谷 恵美子（中部学院大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 
学術監修：藤田  真司（豊田地域医療センター 副院長）今津 浩喜（いまず外科 院長） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1028203175 

目で見る老年看護学 第2版（動画版）全7巻 

ご好評をいただいた『目で見る老年看護学』がリニューアル！最新のデータ、
最近のトピックスなどを加え、CGもグレードアップして、さらに分かりやすく
なって生まれ変わりました。高齢者に対する理解を深め、また看護を実践す
るための基礎知識を段階的かつ系統的に学べるように構成しています。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 高齢者の生理機能I （30分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203252 

2 高齢者の生理機能II （30分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203253 

3 高齢者の生理機能III （30分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203254 

4 看護援助I （41分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203255 

5 看護援助II （32分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203256 

6 看護援助III （33分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203257 

7 看護援助IV （36分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203258 

全7巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 215,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 431,200 

商品コード 1028203251 

認知症高齢者の看護  
パーソン・センタード・ケアの視点（動画版）全6巻 

認知高齢者の看護の実践でよく起こる事例を見て学び、事例の後のQuestionを考え、そして解説を見ることで、
認知症高齢者の看護の考え方であるパーソン・センタード・ケアの視点を深めることができます。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

■ 急性期病院編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1028203176 

1 コミュニケーションはとれていますか （48分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1028203177 

2 看護の工夫をしていますか （67分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1028203178 

3 意思決定の援助をしていますか （65分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1028203179 

■ 高齢者施設編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1028203180 

1 
適切な看護援助・生活援助ができて 
いますか （62分） 

2016 ¥30,800 ¥61,600 1028203181 

2 
本人の意思やニーズをケアに反映して 
いますか （65分） 

2017 ¥30,800 ¥61,600 1028203182 

■ 訪問看護編 - - - - 

1 
本人と家族の支援ができていますか  
（65分） 

2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203183 

看 護 
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監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

原案監修：鈴木 みずえ（浜松医科大学 医学部 看護学科 教授） 
学術協力：水野 裕（いまいせ心療センター 認知症疾患センター長） 吉村 浩美（聖隷三方原病院 総看護部長）ほか 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452561 

目で見る母性看護 第2版（動画版）全6巻 

妊娠期から分娩期にかけて、妊婦とその家族には様々な支援が行われます。
この番組では、正常妊娠の妊婦を例に、各時期にどのような妊婦健康診査
や保健指導が行われているのかを紹介します。第2版では、現在の妊娠・妊
婦の状況に合わせて疾患の解説や保健指導の内容を追加し、CGもリニュー
アルし、よりわかりやすくなりました。実習の事前学習として、また、事例学習
用の教材としてぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 妊婦健康診査と保健指導 妊娠初期 （28分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452562 

2 妊婦健康診査と保健指導 妊娠中期 （31分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452563 

3 妊婦健康診査と保健指導 妊娠後期 （33分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452564 

4 
分娩経過のアセスメントと看護 
 入院時の健康診査 （32分） 

2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452565 

5 
分娩経過のアセスメントと看護 
 分娩進行の観察とサポーティブケア （40分） 

2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452566 

6 
分娩経過のアセスメントと看護 
 分娩1～4期の看護実践 （42分） 

2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452567 

看 護 
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看護学生のための 初めての実習ガイド（動画版）全2巻 

看護学生が臨床現場に臨む際には、医療スタッフや患者・家族などの協力
者への感謝の気持ちを忘れずに、謙虚な態度で積極的に実習に臨むことが
求められます。そのためには、看護学生も医療人としての心構えと社会人と
しての最低限のマナーは身に付けておく必要があります。本シリーズでは、
実習の際に学生に理解し、実践してもらいたい態度や行動などについて解
説しています。臨床実習前の事前学習にご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 基本編 【実習の心得】 （39分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452535 

2 実践編 【実習の実際】 （41分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452536 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600  

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452534 

監修：阿曽 洋子（武庫川女子大学 看護学部 教授） 
原案：松澤 洋子（大阪市立大学大学院 看護学研究科 講師） 柴田 しおり（神戸市看護大学 准教授） 

片山 恵（武庫川女子大学 看護学部 准教授） 

原案監修：齋藤  いずみ（神戸大学大学院 保健学研究科 教授） 
笹木 葉子（名寄市立大学 保健福祉学部 教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200  

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400  

商品コード 1030555829 

看護過程から学ぶ！ 母性看護学実習（動画版）全4巻 

本シリーズは、より充実した母性看護学実習での学びの向上のために、学生が
学んできた看護過程をどのように実習で活用すれば良いのか理解できるように
構成しています。学生の視点で映像が展開していき、母性看護学特有のウェル
ネスの視点でのアセスメント、看護診断や看護目標、看護計画の立案、ケアの
実施、指導者への実施報告（評価・修正）の看護過程に沿った実習場面を確認
できます。またケアのポイントや根拠についてCGを用いて、分かりやすく解説し
ています。実習前の事前学習などに是非ご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 全身の回復と子宮復古を促す看護 （21分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555830 

2 母乳育児の確立に向けた看護 （23分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555831 

3 新生児の子宮外生活への適応の看護 （22分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555832 

4 帝王切開で出産した褥婦への看護 （28分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555833 
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原案監修：礒山 あけみ （上智大学 総合人間科学部看護学科 准教授） 
渋谷 えみ （茨城キリスト教大学 看護学部看護学科 准教授） 

看 護 

2020年6月 

周産期の実際と支援（動画版）全3巻 

周産期の母子へは、さまざまな支援が必要となります。この番組では、普段
目にすることが難しい、実際の妊婦健康診査や分娩時などの映像も交えな
がら、助産師や看護師が行っていく支援について説明します。実習前の事前
学習、男性看護師への母性領域への教育指導にもぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 周産期の実際 （50分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452658 

2 分娩期の支援と産後の保健指導 （51分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452659 

3 周産期の異常とケア （32分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452660 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452657 

原案監修：中島 通子（新潟県立看護大学 看護学部 教授） 
撮影協力：波々伯部 重和（ホーカベレディースクリニック 院長 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

看 護 
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このシリーズでは、学生が実際に目にすることが難しい、カンガルーケアや乳房の観察など
の豊富な映像に加え、実習ではなかなか体験できない新生児訪問や母乳外来などに焦点を
当て、入院中や退院後の支援について、学生がイメージしやすいようわかりやすく解説して
います。ぜひご活用ください。 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1029452662 

2020年6月 

産褥経過のアセスメントと支援の実際（動画版）全4巻 

目で見る新生児看護（動画版）全4巻 

本シリーズでは、保育器に関する基礎知識、保育器内で行うケア・処置について、また新生児が
胎外生活に適応するための生理機能の変化、正常・逸脱のサインについて、新生児の豊富な映
像とCGによりわかりやすく解説しています。 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 保育器内での新生児看護(改訂版) （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452569 

2 新生児の異常とディベロップメンタルケア（改訂版） （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452570 

3 胎外環境への適応生理（Ⅰ） （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452572 

4 胎外環境への適応生理（Ⅱ) （28分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452573 

全4巻 揃価格 
同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 出産直後からの育児支援  （26分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452663 

2 産褥早期の母親へのｱｾｽﾒﾝﾄと支援 （28分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452664 

3 退院に向けての支援 （34分）  2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452665 

4 退院後から産後１ヵ月健康診査までの育児支援 （32分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452666 

母性看護のためのアセスメント事例集（動画版）全3巻 

監修：坂梨 薫（関東学院大学 看護学部 看護学科 教授） 

監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

原案監修：松原 まなみ（関西国際大学 母性看護学 教授） 

効果的な退院指導や母乳育児支援のためには、入院中の母子がどのような家族のもとに退院し、
どのような環境で子育てをスタートするのかを知ることが大切です。産後うつや乳児虐待が問題
視される昨今、産後の母親と家族の支援について、周産期に関わる看護職が理解しておくべき
必要な視点について考えるための事例を紹介します。ぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 初めての赤ちゃんを育てる 産科退院後の生活 （22分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452669 

2 初めての赤ちゃんを育てる 家族との生活 （21分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452670 

3 初めての赤ちゃんを迎える 産科入院中の生活 （26分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452671 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452668 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

子どもの病気と看護技術（動画版）全3巻 

本シリーズには、通常の実習では経験することが難しい臨床現場の映像が豊富に収録されてお
り、現場で実際に行われている処置、看護師の業務について学ぶことができます。実習前の事前
学習、また看護師の新人研修などにもぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 小児白血病の検査と治療 概要 （20分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203318 

2 採血・輸液を受ける子どもへの援助 （28分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203319 

3 骨髄穿刺・腰椎穿刺を受ける子どもへの援助 （24分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203320 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203317 

看 護 

小児のフィジカルアセスメント（動画版）全3巻 

小児を対象にフィジカルアセスメントを行う際には、発達段階に応じたアセスメントのアプローチや
スキルが必要です。方法や実施上のポイントについて解説を加えながら、実際の小児のフィジカ
ルアセスメントを見ていきます。また、アセスメント記録例を挿入し、アセスメント結果の判断につ
いても解説しています。 
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原案監修:土井 まつ子（一宮研伸大学 学長） 原案：椙山 委都子（一宮研伸大学 准教授） 
学術協力：リンダ L. リンデケ（ミネソタ大学 看護学部 准教授） 

原案監修：中垣 紀子（和洋女子大学 看護学部 看護学科 教授） 
学術協力：加藤 剛二（名古屋第一赤十字病院 小児血液腫瘍科 部長） 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203312 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 幼児（I） 皮膚・頭頸部・眼・耳・呼吸器 （37分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203313 

2 幼児（II） 心血管・腹部・生殖器・筋骨格・神経系 （33分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203314 

3 乳児 （33分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203315 

小児看護技術 第2版（動画版）全3巻 
原案監修:山口 求（前 藍野大学 医療保健学部 看護学科 教授） 

原案協力:武内 龍伸（藍野大学 医療保健学部 看護学科 講師） 制作協力:社会医療法人 真美会 中野こども病院 

子どもに対する看護技術は、看護スキルに加え、子どもの理解や家族への関わりなどの特徴的
なポイントがあります。本シリーズは、小児看護技術の中から、清潔援助の「臀部浴・上半身清
拭」「プレパレーション」「救急看護」を取り上げ、技術の目的や方法、注意点などについて実写と
CGによりわかりやすく解説します。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452652 

2020年6月 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 乳幼児の臀部浴と上半身清拭 （30分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452653 

2 プレパレーション （37分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452654 

3 乳児・小児の救急看護 （33分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452655 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

与薬方法として経口与薬は最も簡単な方法に思えますが、小児の経口与薬は成人と異なり決し
て簡単ではありません。本シリーズでは、正確で安全に苦痛を少なく投与する知識・技術に焦点
を当て、投与前の確認の重要性、スムーズに服薬するための工夫、さらに服薬コンプライアンス
を高める方法について学ぶことができます。実習前の事前学習などに、ぜひご活用ください。 

看 護 
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原案監修：園田 悦代（京都府立医科大学 医学部 看護学科 准教授） 

2020年6月 

小児への経口与薬（動画版）全3巻 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452647 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 基礎知識 （21分）  2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452648 

2 基礎技術（乳児・幼児編） （25分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452649 

3 基礎技術（学童・家庭編） （23分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452650 

小児看護学実習（動画版）全3巻 
原案監修：桑田 弘美（滋賀医科大学 医学部看護学科 臨床看護学講座【小児】教授） 

撮影協力：滋賀医科大学医学部附属病院 

少子化、核家族化が進んだ現在の社会では日常生活で乳幼児や児童に接する機会が減り、多くの学生が実習での子
どもやその家族との接し方に不安を感じています。また、分娩数の減少や小児の入院期間の短縮などにより、充実した
実習を行うことが難しくなってきています。本シリーズでは、小児看護学実習の実際の様子を多数収録しており、学生が
子どもの成長や発達段階に合わせてかかわり、看護する様子などを見ることで、小児看護学実習について具体的にイ
メージすることができるようになっています。実習の事前学習教材としてぜひご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400  

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800  

商品コード 1029452642 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 小児看護学実習の特徴と看護学生の心得 （24分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452643 

2 小児病棟での実習の実際 （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452644 

3 小児科外来とNICU・GCU 実習の実際 （31分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452645 

小児看護のためのアセスメント事例集（動画版）全6巻 
原案：鈴木 恵理子（淑徳大学 看護栄養学部 教授） 監修：小川 純子（淑徳大学 看護栄養学部 准教授）ほか 

この番組は、小児看護のアセスメントの演習のために作成された映像による事例紹介番組です。疾患により、入院する
ことになった小児の入院にいたるまでの経過から、身体症状、不安・恐怖、家族の不安・心配、治療援助で起こる問題な
どをモデルを使って紹介しています。本シリーズは、より現実に則した看護計画を立てるうえで必要な情報収集の仕方
や、小児の一般的な疾患の看護を学習する機会を提供します。小児看護のイメージづくりやグループディスカッションな
どでぜひご活用ください！ 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452581 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 喘息発作で入院した小児の看護事例 （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452582 

2 ネフローゼ症候群で入院した 小児の看護事例 （25分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452583 

3 急性胃腸炎で入院した 小児の看護事例 （24分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452584 

4 低出生体重児とその家族への看護事例 （32分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452585 

5 川崎病で入院した小児の看護事例 （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452586 

6 膀胱尿管逆流で手術を受けた 小児の看護事例 （41分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452587 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452673 

精神看護のためのアセスメント事例集（動画版）全3巻 

精神看護のアセスメントの演習のために作成された映像による事例紹介番
組です。精神疾患により、入院することになった患者の入院に至るまでの経
過、特徴的な症状、家族の不安や心配、治療援助で起こる問題などについ
て、モデルを使って紹介します。本シリーズは、看護目標や看護計画を立て
る上で必要な情報を収集でき、より現実に則した看護を学習する機会を提
供します。精神看護のイメージづくりやシミュレーション学習、グループディス
カッションなどでぜひご活用ください！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 うつ病の患者事例 （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452674 

2 統合失調症急性期の患者事例 （32分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452675 

3 統合失調症慢性期の患者事例 （37分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452676 

看 護 

目で見る精神看護 第2版（動画版）全3巻 

現在の精神科医療は「入院医療中心から地域生活中心へ」という基
本方針のもとに、精神障害者の地域生活支援体制の充実が進められ
ています。本シリーズでは、病院だけでなく地域生活からの視線を含
めた精神科医療の現状、精神障害者の地域生活を支える社会資源、
また精神看護実習の実際についてわかりやすく解説します。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 精神科医療と福祉の現状 （40分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203261 

2 精神看護実習 （32分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203262 

3 病院から地域社会へ （37分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203263 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203260 
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原案監修：上野 恭子（順天堂大学 医療看護学部 教授）ほか 

原案監修：金子 眞理子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 教授） 
原案：中村 裕美（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 助教） 

学術協力：二村 園恵（東京大学医学部附属病院 こころの発達診療部 病院診療医）ほか 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452683 

小児在宅ケア（動画版）全2巻 

医療ケアを必要とする子どもが家族とともに在宅生活を行うためには、訪問
看護の支援が必須であり、そのニーズは高まっています。しかしその受け皿
である訪問看護ステーションは、主に高齢者を対象としているところが多く、
小児を受け入れているところは多くありません。学生の実習でも経験できる
訪問看護ステーションは少なく、また国家試験では、在宅看護論で小児在宅
ケアは出題傾向にあります。このシリーズでは、先駆的に小児在宅ケアに
取り組んでいる訪問看護ステーションの実践を紹介します。またご家族や臨
床の訪問看護師に思いを語ってもらうインタビューも収録しています。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 在宅ケア移行への支援 （33分）  2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452684 

2 小児訪問看護の実際 （45分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452685 

看 護 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1027840924 

目で見る訪問看護（動画版）全6巻 

訪問看護は、患者の生活の場に訪問してケアを提供するため、医療機関で
行われる看護とは異なる視点が必要となります。本シリーズでは、ふだん目
にすることが難しい実際の利用者への訪問の様子を通して、ケアのポイント
や在宅でのケアにおける工夫、訪問看護に必要な視点などについて解説し
ています。実習前の事前学習、訪問看護を目指す看護師の学習や研修に
ぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 訪問看護とは （45分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840925 

2 
訪問看護において必要な倫理と態度 
 （28分） 

2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840926 

3 
慢性呼吸器疾患のある療養者の看護 
 （48分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840927 

4 
在宅栄養療法を行う療養者の看護 
 （45分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840928 

5 
皮膚ケアを必要とする療養者の看護 
 （51分） 

2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840929 

6 精神疾患をもつ療養者の看護 （52分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840930 
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原案監修：原沢 優子（名古屋市立大学 看護学部 准教授） 
撮影協力：一般財団法人 名古屋市療養サービス事業団 

原案監修:佐々木 裕子（愛知医科大学 看護学部 准教授） 
小塩 泰代（中部大学 生命健康科学部 保健看護学科 准教授） 制作協力:白井 裕子（愛知医科大学 看護学部 講師） 

撮影協力：柊訪問看護ステーション／児童発達支援センター楽田RAKUDA 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

目で見る災害看護（動画版）全2巻 

災害時、ニーズと資源の不均衡の中で、看護職は救命医療や避難所の支援など、災害サイクル
各期にあわせ、看護職はさまざまな役割を担うことが期待されます。本シリーズでは実際の映像
を使用し、現場で活かすことのできる看護対応を使用して解説しています。ぜひ、災害看護の学
びにご活用ください！ 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1027840920 

看 護 

目で見る国際看護（動画版）全3巻 

国際化が急速に進んでいる現在では、諸外国との関係なしでは社会が成り立ちません。これは
看護の分野も同様であり、看護カリキュラムが改正され、国際看護は新たな学習科目となりまし
た。国際看護シリーズでは、国際看護の現状、グローバルヘルス、そしてグローバルヘルスに関
する国際機関について、わかりやすくまとめられています。ぜひご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203265 

24 

原案監修：西川 まり子 （広島国際大学 看護学部 准教授） 
撮影協力：国際看護師協会（ICN）／UNICEF 東京事務所／UNFPA 東京事務所 

医療法人 鉄蕉会亀田総合病院／医療法人社団曙会シムラ病院 

原案監修：石井 美恵子（国際医療福祉大学 災害医療領域 教授） 

2020年6月 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 国際看護の現状 （34分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203266 

2 グローバルヘルス （22分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203267 

3 グローバルヘルスに関する国際機関 （44分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203268 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 災害看護の基礎知識と 災害急性期の医療・看護 （32分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840842 

2 災害時の地域における医療・看護 （36分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840843 

よくある場面から学ぶ多重課題（動画版）全3巻 
原案監修：渕本 雅昭（東邦大学医療センター大森病院 救急救命センター／東邦大学 看護学部） 
原案：橋本 裕（東邦大学医療センター大森病院 看護部 老人看護専門看護師／看護部教育専従） 

四本 竜一／伊勢 圭則／山村 尚裕（東邦大学医療センター大森病院 救命救急センター 看護部 主任看護師） 

現在の多重課題の研修は、主に机上訓練やシミュレーションです。しかし、机上訓練はリアリティに欠け、シミュレーション
は手間がかかるという欠点があります。本シリーズは、臨床判断能力の育成に寄与することを目的としたシミュレーション
学習の視聴覚教材です。経験の浅い看護師が臨床場面で直面する多重課題場面として【予定変更】【報告・相談】【複数
の行為の優先度】【複数の人との関わり】の４つをキーワードとして事例を提示します。また対応例を示し、対応のポイント、
優先順位の判断の根拠などについて解説します。演習やグループワークでご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452576 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 総論・予定変更1 （16分）  2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452577 

2 予定変更2（報告・相談）・複数の行為  （19分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452578 

3 複数の人との関わり1・2 （20分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452579 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

看護教育概論（動画版）全2巻 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203278 

看 護 
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原案監修：ライダー 島崎 玲子（青森県立保健大学 名誉教授） 

2020年6月 

本シリーズでは、アメリカおよび日本の看護が専門職として確立された過程を、当時の政治
的、社会的背景などを交えながら、資料写真やCGを用いて分かりやすく解説します。看護学
生はもちろん、臨床看護師、訪問看護師、保健師、看護教育者にも必見の番組です。 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 アメリカの看護 専門職への道 （24分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203279 

2 日本の看護 GHQによる看護改革 （25分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203280 

院内教育提供に必要な知識と技術（動画版）全4巻 
原案監修：舟島 なをみ（新潟県立看護大学 基礎看護学 研究科長 教授） 

制作協力：亀岡 智美（国立看護大学校 教授 看護教育学） 

効果的な院内教育を実施するためには、一定水準以上の看護実践能力や看護管理能力を修得
した看護師が、院内教育の提供に必要な基礎知識を修得し、それを活用して院内教育プラグラ
ムを、立案・実施・評価する必要があります。本シリーズでは、院内教育提供に必要な知識と技術
の基本を舟島なをみ教授（千葉大学）が経験と研究に基づいて分かりやすく解説しています。是
非ご活用ください。 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1029452636 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 基本編Ⅰ院内教育の理解 （27分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452637 

2 基本編Ⅱ 研修計画作成に必要な基礎知識 （30分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452638 

3 基本編Ⅲ研修計画作成の実際 （25分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452639 

4 基本編Ⅳ院内教育の評価 （31分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452640 

ライフヒストリー（動画版）全3巻 
原案監修：渡部 鏡子（前 神奈川県立保健福祉大学 講師） 

石田 千絵（日本赤十字看護大学 地域看護学 教授） 

この番組は、病を抱えながらも、その人らしく生活する姿を、ご本人やご家族などへのインタ
ビューとともに紹介するライフヒストリーです。これまでの生い立ちから現在の生活、また病の発
症などについて、普段の授業や実習ではなかなか接することができない、当事者の生の声を聞く
ことができます。これから看護師を目指す学生をはじめ、地域医療に携わる方々も必見です。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452678 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 統合失調症（大石洋一さんの場合） （43分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1029452679 

2 ALS（筋萎縮性側索硬化症）（岡部宏生さんの場合） （39分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452680 

3 重症心身障害児（英太郎くん（脊髄性筋萎縮症）の場合） （53分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452681 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

知っておきたい緩和ケア（動画版）全1巻 

知っておきたい痛みの知識（動画版）全2巻 

「痛み」は身体に生じた異常や危険を知らせる警告反応です。しかし「痛み」は極めて主観的
で、他人とは共有できない感覚です。多くの患者が痛みを訴えますが、客観的に理解するこ
とは容易ではありません。本番組では、知っておきたい痛みについての知識をわかりやすく
解説しています。 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203307 

看 護 

全1巻 価格 

同時1アクセス(本体)  ¥ 30,800 

同時3アクセス(本体)  ¥ 61,600 

商品コード  1028203310 
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緩和ケアは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者およびその家族のQOLを改善す
るアプローチです。しかし現在でも、「緩和ケアは死を待つだけのあきらめの医療」と誤解をされる
ことが少なくありません。本番組では、「緩和ケア」の正しい知識についてわかりやすく解説してい
ます。ぜひご活用ください。 

（2013年制作/36分） 

重篤な新生児の 

医療をめぐる協働意思決定（動画版）全1巻 

全1巻 価格 

同時1アクセス(本体)  ¥ 30,800 

同時3アクセス(本体)  ¥ 61,600 

商品コード  1029452612 

重篤な子どもの生命維持治療は、医師、看護師、家族等による話し合いによって決定するが、臨
床では上手な話し合いができない現状がある。本作では、超低出生体重児（在胎23 週 498ｇ）の
生命維持をめぐる事例を取り上げ、 倫理コンサルテーションを含めた話し合いのシミュレーション
を提案する。                                       （2016年制作/37分） 

原案監修：井上 みゆき（山梨県立大学 看護学部 教授） 学術協力：豊島 勝昭（神奈川県立こども医療センター 新生児科 部長）  
坂井 孝壱郎（宮崎大学大学院医学 獣医学総合研究科 教授 / 宮崎大学医学部附属病院 臨床倫理部 部長）  

寺澤 大祐（岐阜県立総合医療センター 新生児内科 医長） 齋藤 香織（神奈川県立こども医療センター 新生児集中ケア認定看護師）  
村田 知佐恵（東京大学医学部附属病院 小児看護専門看護師） 稲村 絵美子（東京医科大学病院 小児科 臨床心理士）  

浅井 宏美（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 講師） 宗村 弥生（山梨県立大学 看護学部 准教授） 

原案監修：大津 秀一（東邦大学医療センター 大森病院 緩和ケアセンター センター長 緩和医療専門医） 

原案監修：宮崎 東洋（医療法人財団 健貢会 東京クリニック 院長／順天堂大学 名誉教授） 

2020年6月 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

1 痛みってなに  （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203308 

2 いろいろな痛み （35分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203309 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全8巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 246,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 492,800 

商品コード 1027840841 

人体を学ぶための理科（動画版） 全9巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

■人体を学ぶための理科 生物編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1027840952 

1 細胞 ―からだを作る60兆個の細胞たち― （34分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840953 

2 
生殖と発生 ―命はどのようにして誕生するの？― 
 （36分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840954 

3 遺伝 ―なぜ、子どもは親に似るの？― （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840955 

■人体を学ぶための理科 化学編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1027840956 

1 原子 ―生命の源、原子と化学記号― （30分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840957 

2 
化学反応 ―物質の変化を式で表してみよう！― 
 （34分） 

2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840958 

3 酸と塩基 ―酸って何!? 塩基って何!?― （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840959 

■人体を学ぶための理科 物理編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1027840960 

1 
力学 ―腕力より力学の真髄をきわめよう！― 
 （33分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840961 

2 電気 ―電子が見えれば電気がわかる― （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840962 

3 
波 ―物質は進まず形が進む！波の正体とは？― 
 （29分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840963 

生物、化学、物理はわたしたちの身体や生活を理解するのに大切な学問です。本シリー
ズでは、高校までに履修する生物、化学、物理の中から、人体に関係する内容を中心に、
わかりやすく映像化しました。生物、化学、物理を選択せずに医療系、健康科学系など
の学校に進学した学生、履修したけれども再学習したい学生が基礎から理解する機会
となる番組です。※新学習指導要領に準拠して作成しています。 

全9巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 277,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 554,400 

商品コード 1027840951 

生命の科学 第2版（動画版）全8巻 

「ヒトはどのような生体機能を発揮しているのか」「どのように生命を維持し、
外敵から身を守っているのか」。本シリーズでは3Dを含めた最新のアニメー
ションと豊富な資料写真を駆使して、ヒトに関わる生命現象をよりわかりやす
くていねいに解説していきます。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 ヒトとは 身体を構成するもの （40分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840842 

2 ヒトとは 外部情報の獲得と精神機能 （32分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840843 

3 ヒトとは 随意運動のしくみ （34分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840844 

4 ヒトとは 生命を継ぐ （43分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840845 

5 生命の維持システム血液循環の機能 （44分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840846 

6 生命の維持システム栄養の摂取と利用 （39分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840847 

7 人体の防御システム内部環境の維持 （41分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840848 

8 人体の防御システム防御のしくみ （42分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840849 

健 康 
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総監修：鈴木 誠（北海道大学 高等教育推進機構／大学院理学院 自然史科学専攻 教授） 

原案監修：高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

2020年6月 
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全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1028203328 

目で見る運動生理学 第2版（動画版）全6巻 

「目で見る新しい運動生理学」がリニューアルされました！生理学を
ベースに身体運動の生理的変化や機能・適応についてCGや実写映
像でわかりやすく解説しています。また、パフォーマンスの向上や、
健康増進をもたらす適切な運動の実施法・指導法についても説明し
ています。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 神経・骨格筋系の科学 （39分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203271 

2 呼吸・循環器系の科学 （40分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203272 

3 ホメオスタシスの科学 （38分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203273 

4 栄養・エネルギーの科学 （48分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203274 

5 トレーニングの科学 （40分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203275 

6 スポーツ医学 （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203276 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1028203270 

やさしい栄養学 第3版（動画版）全6巻 

栄養学は細胞から社会までを扱う総合科学です！！「やさしい栄養
学の基礎第2版」がリニューアル！！栄養・食・健康・疾病などと関わ
る栄養学の内容を、2010年度版の食事摂取基準と共に、CGと実写
でわかりやすく解説しています。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 栄養学とは （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203329 

2 エネルギーとなる栄養 （37分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203330 

3 身体をつくる栄養 （44分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203331 

4 ライフステージと栄養 （41分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203332 

5 疾病と栄養 （43分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203333 

6 健康と栄養 （42分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203334 

健 康 
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原案監修：川上 泰雄（早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授） 
宮地 元彦（独立行政法人 国立健康・栄養研究所 健康増進研究部長） 永島 計（早稲田大学 人間科学学術院 教授） 

樋口 満（早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授） 内藤 久士（順天堂大学 スポーツ健康科学部 教授・研究科長） 
石田 浩之（慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター 准教授） 

原案監修：岩間 範子（女子栄養大学 短期大学部 名誉教授） 
学術指導：荒木 英爾（女子栄養大学 保健センター 所長） 

2020年6月 
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目で見る公衆衛生（動画版）全6巻 

公衆衛生の概要が一目で理解できるように、完全映像化！覚えておきたい主な保健統計などの資料
も充実！看護学、健康保健科学、体育学、栄養学など幅広い分野の映像教材としてご利用いただけ
ます！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 健康と公衆衛生 （43分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452554 

2 健康指標と感染症予防 （42分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452555 

3 生活環境の保全 （49分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452556 

4 健康と生活 （56分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1029452557 

5 保健活動 （51分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452558 

6 社会保障制度 （44分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452559 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452553 

スポーツバイオメカニクスの基礎（動画版）全3巻 

バイオメカニクスの理解に必要な生理学的・力学的要因の基礎や、運
動の基本動作である歩・走動作、跳動作のメカニズムとパフォーマン
スの向上についてなど、CGや実写を用いてわかりやすく解説してい
ます。スポーツバイオメカニクスの入門編としてぜひご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 バイオメカニクスの基礎 （43分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840947 

2 歩・走動作 （29分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840948 

3 跳動作 （31分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840949 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1027840946 

健 康 
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原案監修：宮本 邦彦（前 大阪青山大学 健康科学部 教授） 森岡 郁晴（和歌山県立医科大学 保健看護学部 教授） 
後和 美朝（大阪国際大学 人間科学部 教授） 

原案監修：川上 泰雄（早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授） 

2020年6月 
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生活習慣病の運動指導（動画版）全4巻 

生活習慣病とは、運動不足や食生活の乱れなどの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。この生活習慣病
の予防・改善に、大きくかかわるのが運動です。このシリーズでは、生活習慣病を「正しく」理解し、安全に生活習慣病
の予防・改善、健康の維持・増進を図るための運動指導の実際や注意点について解説します。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 運動指導の基礎知識 （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203323 

2 生活習慣病I （48分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203324 

3 生活習慣病II （35分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203325 

4 生活習慣病III （40分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203326 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1028203322 

わたしたちのからだと健康 第3版（動画版）全10巻 

生涯を通じて健康に過ごすことは、若いときから健康について考えていく必要があり
ます。この番組は、自らの健康を積極的に維持・増進しようとする意思決定や行動の
選択ができるように、健康に関連する10のテーマについてCGや映像によってわかり
やすく解説し、健康について問題解決する力を養います。保健体育の講義や授業、
自己学習に是非ご活用ください。 

Vol. タイトル 制作年 同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

■わたしたちのからだと健康 第3版  前編5巻  - ¥154,000 ¥308,000 1028203337 

1 運動と健康 （36分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203338 

2 睡眠と健康 （35分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203339 

3 食事と健康 （42分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203340 

4 喫煙・飲酒・薬物乱用 （48分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1028203341 

5 感染症とその予防 （37分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203342 

■わたしたちのからだと健康 第3版  後編5巻  - ¥154,000 ¥308,000 1028203343 

6 応急手当 （42分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203344 

7 こころとからだの健康 （35分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203345 

8 性のしくみ、妊娠・出産 （40分） 2020 ¥30,800 ¥61,600 1028203346 

9 生活習慣病とその予防～生涯にわたる健康づくり～ （41分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203347 

10 環境・生活と健康～健康な生活を送るために～ （47分） 2020 ¥30,800 ¥61,600 1028203348 
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原案監修：鈴木 政登（東京慈恵会医科大学 医学部 客員教授） 橋本 通（昭和大学 客員教授） 
石島 旨章（順天堂大学大学院 医学研究整形外科 運動器医学 准教授） 

企画協力：小澤 治夫（静岡産業大学 副学長／経営学部 教授）  
野井 真吾（日本体育大学 体育学部 教授） 岡崎 勝博（東海大学 体育学部 教授） 

2020年6月 

前編全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203337 

後編全5巻セット価格  

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203343 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

目で見る子どもの保健（動画版）全9巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

■目で見る子どもの保健 成長・発達編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1027840933 

1 成長（発育）・発達と保健 （39分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840934 

2 健康と保健活動 （44分）  2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840935 

■目で見る子どもの保健 病気編 全4巻 - ¥123,200 ¥246,400 1027840936 

1 先天異常 （34分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840937 

2 感染症 （40分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840938 

3 免疫とアレルギー疾患 （34分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840939 

4 慢性疾患 （33分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840940 

■目で見る子どもの保健 予防・対応編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1027840941 

1 健康状態の把握と保育 （31分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840942 

2 保育環境と衛生・安全管理 （44分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840943 

■目で見る子どもの保健 精神保健編 全1巻 - - - - 

1 健やかな発達と精神保健 （37分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840944 

「子どもの保健」の目標は、子どもの身体と心の健康を支え、子ども自身が本
来持っている力や可能性を伸ばしていけるようにすることです。このシリーズは
子どもの成長・発達や健康を守る保健活動、乳幼児にみられるさまざまな病気、
そしてその予防や対応、心の健康や問題など、子どもの健康の維持増進に必
要な知識を実際の映像やCGでわかりやすく解説しています。 

全9巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 277,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 554,400 

商品コード 1027840932 

健 康 

乳幼児の発達と保育（動画版） 全3巻 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 0歳児 （32分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840966 

2 1歳児・2歳児 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840967 

3 3歳児・4歳児・5歳児 （42分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840968 

乳児期・幼児期は、子どもが日々目覚ましく発達する時期です。保育園や家
庭で子ども達が活動する様子や遊ぶ姿を中心に記録しており、友達や保育
者と関係を築きながら、自然とふれあい、活動や遊びを通して育まれる子ど
もの運動性や心の様子、ポイントとなる保育者との関わりをわかりやすく解
説しています。保育士や幼稚園教諭、幼児教育を専攻する学生、また子ど
も達に関わる全ての人へ送る「発達」や「成長」、そして「保育」の記録です。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1027840965 
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原案監修：加藤 忠明（元国立成育医療研究センター 成育政策科学研究部長）ほか 

原案・監修：大橋 喜美子（大阪成蹊大学 教育学部 教授） 

2020年6月 
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子どもの発達と支援（動画版）全5巻 

本シリーズでは、子どもの発達を理解し、適切な観察や支援を
行うために、発達の概要、子どもの行動の観察ポイント、具体
的な支援方法について、わかりやすく解説します。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 運動機能の発達 （21分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203351 

2 情動の発達 （20分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203352 

3 社会性の発達 （21分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203353 

4 ことばの発達 （21分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203354 

5 認知・思考の発達 （22分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203355 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203350 

赤ちゃんの一年（動画版）全2巻 

育児や発達の相談に携わる小児科医、保健師、保育士、療育
関係者必見のシリーズです。小・中学生や高校生のいのちの
教育にもご利用ください。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 姿勢と運動の発達 前編0～6ヶ月 （26分） 2001 ¥30,800 ¥61,600 1028203358 

2 姿勢と運動の発達 後編7ヶ月以降 （26分） 2002 ¥30,800 ¥61,600 1028203359 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203357 

健 康 
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原案監修：松村 京子（兵庫教育大学大学院 教授） 

制作著作家：森 百合子（家森クリニック院長／前聖ヨゼフ医療福祉センター 副院長／元 京都大学 医学部 臨床 教授） 
鈴木 順子（滋賀女子短期大学 幼児教育保育学科 名誉教授） 

弓削 マリ子（社会福祉法人 花ノ木医療福祉センター 花ノ木児童発達支援センター長） 

2020年6月 
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全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1028203361 

ダウン症児のめざめ（動画版）全4巻 

ダウン症の赤ちゃんに身近にかかわるご両親、保健師、看護
師、保育士、教師の方々必見のシリーズです。ダウン症とは
どんな病気？ 家庭でできるダウン症の発達援助の考え方と
実際を映像化!! 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 運動・感覚の発達援助 （31分） 2002 ¥30,800 ¥61,600 1028203362 

2 ことばと情緒の発達援助 （27分） 2002 ¥30,800 ¥61,600 1028203363 

3 日常生活動作の発達援助 （38分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203364 

4 コミュニケーション機能の発達援助 （28分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203365 

脳性まひの発達支援（動画版）全2巻 

このシリーズでは、自主性に乏しかったある脳性まひの男の
子が、作業療法士とのやりとりを通して、具体的な活動を実現
させた過程を紹介します。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 「やってみたい！」を引き出すために （28分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203368 

2 「 自分でできたよ！」につなげるために （31分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203369 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203367 

健 康 
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原案監修：安藤 忠（大阪府立大学 名誉教授） 大貝 茂（武庫川女子大学 准教授） 

監修：木俣 祐子（前 大阪府立大学 総合リハビリテーション学部 教授） 
原案：加藤 雅子（神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 講師） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

LD・ADHD・高機能自閉症等の理解と支援 
（動画版）全5巻 

本シリーズはLD・ADHD・高機能自閉症（アスペルガー症候群を含む）
などの子どもへの理解を促し、子どもたちへの支援や指導の基礎とな
るように構成されています。 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 気づきと理解 （46分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203372 

2 ソーシャルスキルトレーニング （49分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203373 

3 
読むこと・書くことに困難のある子どもへの 
理解と支援 （45分） 

2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203374 

4 
聞く・話す・算数に困難のある子どもへの 
理解と支援 （55分） 

2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203375 

5 行動・対人関係の困難への支援 （42分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203376 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203371 

全12巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 369,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 739,200 

商品コード 1029452687 

スピリチュアルケアを学ぶ（動画版）全12巻 

医療、看護、心理臨床、福祉、教育、宗教など、さまざまな領域で「スピリチュア
リティ」や「スピリチュアルケア」への関心が高まっています。このシリーズでは、
医療、看護、心理臨床、宗教などの各分野に精通された先生方にご出演いただ
き、「スピリチュアリティとは何か」また「スピリチュアルケアとは何か」についてわ
かりやすく解説しています。医療やカウンセリングなど、対人援助専門職を目指
す方々は必見です！ 

Vol. タイトル 制作年 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

1 医療とスピリチュアリティ （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452688 

2 スピリチュアルケアとユーモア （36分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452689 

3 スピリチュアリティと身体 （22分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452690 

4 スピリチュアルケアと看護 （42分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452691 

5 宗教とスピリチュアリティ （46分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1029452692 

6 スピリチュアルケアとキリスト教 （38分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452693 

7 スピリチュアルケアと仏教 （38分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452694 

8 スピリチュアルケアとカウンセリング （28分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452695 

9 スピリチュアルケアと無心 （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452696 

10 日本人とスピリチュアリティ （28分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452697 

11 精神分析とスピリチュアリティ （41分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452698 

12 スピリチュアルケアの教育と資格 （35分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452699 
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総監修：上野 一彦（東京学芸大学 名誉教授） 

企画協力：滝口 俊子（放送大学 名誉教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 

 
 

全15巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 462,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 924,000 

商品コード 1028203185 

心理臨床を学ぶ（動画版）全15巻 

近年、子どもから大人まで心に悩みや不安、問題を抱えた
人々が増え、「心の病」をどのように理解し解決に導く援助
を行っていくかが重要になっています。心理臨床は、こうし
た心の問題を持つ人に対して、心理学的な知識や技法をも
ちいて援助していきます。このシリーズでは、心理臨床の基
礎や取り上げる療法について、再現を用いた実際を交えて、
わかりやすく解説していきます。 

Vol. タイトル 制作年 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 心理臨床の対象とアプローチ （40分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203186 

2 心理臨床の領域 （51分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203187 

3 心理アセスメント（心理査定） （39分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203188 

4 心理療法・カウンセリング （47分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203189 

5 認知療法・認知行動療法 （48分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203190 

6 臨床動作法（動作療法） （42分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203191 

7 表現療法 ～MSSMを中心に～ （43分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203192 

8 風景構成法 （40分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203193 

9 箱庭療法 （46分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203194 

10 遊戯療法 （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203195 

11 家族療法 （39分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203196 

12 病院臨床 （30分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203197 

13 スクールカウンセリング （46分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203198 

14 保育カウンセリング （40分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203199 

15 心理臨床の倫理・研究・訓練 （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203200 
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企画：滝口 俊子（放送大学 名誉教授） 

2020年6月 



● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。 
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マルチメディア出版社だからできた難解な解剖生理を新しい切り口で解説！ 

※発行年、ISBN はプリント版の情報です 

監修  

高松 研 
東邦大学医学部生理学講座 細胞生理学分野 教授 

堀内ふき 
茨城県立医療大学 保健医療学部 教授 

※すでに電子書籍を導入済みのお客様は、差額で動画をご購入いただけます。 

NEW 生体のしくみ標準テキスト 
新しい解剖生理(第２版)【カラー版】 

NEW 生体のしくみ標準テキスト 新しい解剖生理(第２版)【カラー版】（電子書籍＋動画） 

＋動画 

DVD「生体のしくみ」 
第2版 全17集（動画収録 
100チャプター・783分） 
と同じ動画が見られます！ 

動画が付きました！ 

同時1アクセス（本体） ¥41,800 冊子版ISBN 9784862433251 

同時3アクセス（本体） ¥83,600 発行年 2009  商品コード 1025880122 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

さあ!やってみよう集団認知行動療法  （21分） 
  ―うつ・不安への支援のために― 【動画付】 

集団認知行動
療法研究会 

2011 9784862434067 ¥10,450 ¥15,675 1025466238 

うつ病の集団認知行動療法 
  ―さあ!はじめよう― 【動画付】 （52分） 

岡田 佳詠 2008 9784862432636 ¥10,450 ¥15,675 1025466239 

Yoga大百科 【動画付】 （3枚/160分） 山田 多佳子 2007 9784862431769 ¥23,375 ¥35,062 1025880121 

理論と実践!治療的テーピング 
  ―DVDで学ぶ― 【動画付】 （2枚/106分） 

Maria 
Constantinou 

2012 9784862434791 ¥19,800 ¥29,700 1028515325 

こちらのタイトルはキャンペーン対象外です 

2020年6月 
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