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大好評「写真でわかるアドバンス」シリーズが 

動画付きで好評配信中！  

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 

写真でわかる整形外科看護アドバンス ―受傷期のケアから社会復
帰への支援まで、写真と動画で体験!―【動画付】  

山元 恵子 2018 9784899963714 ¥16,280 ¥40,700 1028164181 

写真でわかる看護のための感染防止アドバンス ―病院感染対策の
基本・実践のポイントを徹底理解!―【動画付】  

古川 祐子 2018 9784899963752 ¥16,280 ¥40,700 1028164183 

写真でわかる急変時の看護アドバンス ―心肺蘇生法を中心に…処
置の流れとポイントを徹底理解!―【動画付】  

松月 みどり 2017 9784899963431 ¥16,280 ¥40,700 1028164175 

写真でわかる小児看護技術アドバンス ―小児看護に必要な臨床技
術を中心に―【動画付】  

佐々木 祥子 2017 9784899963448 ¥16,280 ¥40,700 1028164176 

写真でわかるリハビリテーション看護アドバンス ―看護に生かすリハ
ビリテーションの知識と技法―【動画付】  

林 泰史 2017 9784899963622 ¥17,160 ¥42,900 1028164177 

写真でわかる重症心身障害児<者>のケアアドバンス ―人としての尊
厳を守る療育の実践のために―【動画付】  

八代 博子 2017 9784899963639 ¥21,120 ¥52,800 1028164178 

写真でわかる実習で使える看護技術アドバンス ―学生・指導者が、
一体となってケアを展開するために!―【動画付】  

吉田 みつ子 2017 9784899963646 ¥21,120 ¥52,800 1028164179 

写真でわかる高齢者ケアアドバンス ―高齢者の心と体を理解し、生
活の営みを支える―【動画付】  

古田 愛子 2017 9784899963653 ¥16,280 ¥40,700 1028164180 

写真でわかる母性看護技術アドバンス ―褥婦・新生児の観察とケア、
母乳育児を理解しよう!―【動画付】  

平澤 美惠子 2017 9784899963721 ¥16,280 ¥40,700 1028164182 

写真でわかる訪問看護アドバンス ―訪問看護の世界を写真と動画
で学ぶ!―【動画付】  

押川 眞喜子 2016 9784899963370 ¥16,280 ¥40,700 1028164169 

写真でわかる助産技術アドバンス ―妊産婦の主体性を大切にした
ケア、安全で母子に優しい助産のわざ―【動画付】  

平澤 美惠子 2016 9784899963387 ¥16,280 ¥40,700 1028164170 

写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメントアドバンス ―生活
者の視点から学ぶ身体診察法―【動画付】  

守田 美奈子 2016 9784899963394 ¥17,160 ¥42,900 1028164171 

写真でわかる基礎看護技術アドバンス ―基礎的な看護技術を中心
に!―【動画付】  

吉田 みつ子 2016 9784899963400 ¥19,360 ¥48,400 1028164172 

写真でわかる臨床看護技術アドバンス（1） ―注射・検査に関する看
護技術を中心に!―【動画付】  

本庄 恵子 2016 9784899963417 ¥17,160 ¥42,900 1028164173 

写真でわかる臨床看護技術アドバンス（2） ―呼吸・循環、創傷ケア
に関する看護技術を中心に!―【動画付】  

本庄 恵子 2016 9784899963424 ¥17,160 ¥42,900 1028164174 

写真でわかる介護職のための医療的ケア ―喀痰吸引と経管栄養を
中心に、安全・確実なケアの流れとポイントを解説!―【動画付】 

山元 恵子 2014 9784899963295 ¥13,200 ¥33,000 1028164168 

※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。お問い合わせください。 
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大腿骨近位部骨折のリハビリテーション  
―Visual Lecture on Rehabilitation―【動画付】 

林 泰史 2018 9784899963769 ¥20,680 ¥51,700 1028107444 

周術期看護 ―安全・安楽な看護の実践―改訂版 【動画付】  中村 美知子 2017 9784899963707 ¥17,160 ¥42,900 1028164167 

■動画付タイトル 好評販売中■ 

● 動画は印刷・ダウンロードができません。●動画のみの販売は行っておりません。 

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


■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4　東戸塚N&Fビル1 2階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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