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No.2019-513 

2019年11月 ●動画は印刷・ダウンロードができません。 

大好評「写真でわかるシリーズ」に 
動画付きタイトルが登場 !! 

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!―改訂第2版 【動画付】（DVD BOOK） 

松月 みどり 2019 9784899963806 ¥16,280  ¥40,700  1029833981 

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】（写真でわかるシリーズ） （※） 

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

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 

マナーの花束 第２版（1） 牧野 永城 1994 9784900615021 ¥6,406  ¥16,016  1030760094 

１日のケア 第３版（2） 中村 美知子 2003 9784899960850 ¥6,600  ¥16,500  1030760095 

検査とケア 第４版（3） 中村 美知子 2005 9784899961130 ¥6,600  ¥16,500  1030760096 

患者指導にあたって 第３版（4） 中村 美知子 2003 9784899960867 ¥6,600  ¥16,500  1030760097 

食事指導をスムーズに 第４版（5） 中村 美知子 2004 9784899961031 ¥6,600  ¥16,500  1030760098 

リハビリテーションとケア 第４版（6） 中村 美知子 2004 9784899961024 ¥6,600  ¥16,500  1030760099 

老年期のケア 第４版（8） 三浦 規 2004 9784899961079 ¥6,600  ¥16,500  1030760100 

感染とケア 第２版（9） 広瀬 千也子 2005 9784899961222 ¥6,600  ¥16,500  1030760101 

在宅でのケア 第３版（10） 三浦 規 2005 9784899961215 ¥6,600  ¥16,500  1030760102 

ケアのこころ 
シリーズ  

9冊揃価格 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥59,206 ¥148,016 

2019年 新規配信タイトル 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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● 表示価格は税抜きです。 2019年11月 

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 

研修指導医ガイドブック 第３版 福井 次矢 2004 9784899960997 ¥9,900  ¥19,800  1030760103 

メディカル・インタビューマニュアル 
 ―医師の本領を生かすコミュニケーション技法―第３版 

福井 次矢 2002 9784899960690 ¥9,900  ¥19,800  1030760104 

日常診療のための泌尿器科診断学 
 ―Visual lecture for practice― 

吉田 修 2002 9784899960706 ¥23,100  ¥46,200  1030760105 

多発性嚢胞腎の全て 東原 英二 2006 9784899961680 ¥14,850  ¥29,700  1030760106 

ドクターに質問できますか？ 
 ―初めて患者になったあなたへ― 

高階 経和 2007 9784899961734 ¥4,290  ¥8,580  1030760107 

上部尿路結石内視鏡治療マニュアル 
日本Endourology・ESWL学会尿路
結石内視鏡治療標準化委員会 

2007 9784899961741 ¥6,270  ¥12,540  1030760108 

泌尿器科臨床病理学 ―日常臨床の疑問に答える― 大保 亮一 2008 9784899961895 ¥39,600  ¥79,200  1030760109 

ＱＯＬ評価法マニュアル ―評価の現状と展望― 万代 隆 2001 9784899960638 ¥23,100  ¥46,200  1030760113 

「医療の質」を測り改善する 2018 ―Quality 

Indicator : 聖路加国際病院の先端的試み― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784899963783  

著編者名 聖路加国際病院QI委員会 発行年 2018 商品コード 1030483161 

医療者にとって最大の使命である医療の質改善は、終わりのない旅。改善に向けて歩み続ける路加国際病院の14年間にわたる
QIの経年変化、改善活動を収載！「医療の質」改善を目指す病院が急増する今、手引きとなる一冊。病院・医療法人経営者・管
理者など、病院経営・管理に携わる方々に必読の書！！ 

新生児医療から療育支援へ 
 ―すべてのいのちを育むために― 

同時1アクセス（本体） ¥18,480 

同時3アクセス（本体） ¥46,200 

冊子版ISBN 9784899963813  

著編者名 鈴木 康之 発行年 2019 商品コード 1030760092 

看護師、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、保育士など、療育に関わるすべての専門職必携！！NICUを退院し、
在宅生活をはじめる子どもとその家族が安定した生活を送るためには、発達に合わせた適切な療育が重要です。本書は、重度障害児が
出生してから就学までに必要となる療育支援・ケアサービスの実際などをビジュアルに解説！就学児から成人までを対象とした既刊『写
真でわかる重症心身障害児(者)のケア アドバンス』を補完する1冊です！ 

貧血と血液の病気 
 ―わたしの大切な血液のこともっと知りたい!― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784899962793  

著編者名 浦部 晶夫 発行年 2011 商品コード 1030760110 

健やかであるために。命のもと･･･、血液のこと、お話しましょう。<br>意外と知られていない、血液の構成、構成成分の役割、また最もポ
ピュラーな血液の病気である貧血について、その原因や治療法等を具体的にわかりやすく解説。貧血以外の血液の病気についても解
説しています。貧血に悩む多くの方、血液疾患の患者さんやご家族の皆さんに。 

臨床疫学 ―臨床研究の原理・方法・応用― 

同時1アクセス（本体） ¥15,510 

同時3アクセス（本体） ¥31,020 

冊子版ISBN 9784899962861  

著編者名 DIEDERICK E.GROBBEE 発行年 2011 商品コード 1030760111 

オランダユトレヒト大学Julius Center臨床疫学分野の著者による『Clinical Epidemiology：Principles, Methods, and Applications 
for Clinical Research』の待望の日本語訳版。臨床疫学・EBMを実践するうえで、理解しておかなくてはならない疫学的原理と臨
床研究への応用をわかりやすく詳細に記述。わが国の臨床研究の推進・普及に必須の一冊です。 

医者の独り言 ―医師生活39年の日々を綴る― 

同時1アクセス（本体） ¥4,290 

同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784899962922  

著編者名 浦部 晶夫 発行年 2011 商品コード 1030760112 

診療の合間に振り返る医師としての半生。教えを受けた恩師のこと、忘れられない同僚、病棟でのできごと。血液内科の医師とし
て歩んだ39年の折々を綴った珠玉の1冊。 
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