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手術室に配属ですか?! 
 ―すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,560 

冊子版ISBN 9784840468503  

著編者名 廣瀬 宗孝 発行年 2019 商品コード 1029973293 

【手術看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。で
も先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、器械出し・外回りそれぞれのポイントから、手
術看護必須の麻酔・モニタリング・薬剤の知識まで、最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！ 

脳神経外科に配属ですか?! 
 ―すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,560 

冊子版ISBN 9784840468558  

著編者名 井上 亨 発行年 2019 商品コード 1029973292 

【脳神経看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。
でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、一番みんなが苦手な脳・血管・神経の解剖、
危険な病態・症状とアセスメント・ケアなど、脳外病棟の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参
上！！ 

整形外科に配属ですか?! 
 ―すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,560 

冊子版ISBN 9784840465946  

著編者名 大阪病院 発行年 2018 商品コード 1029973291 

【整形外科看護の最初の一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。
でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、解剖・疾患から術後の早期離床の進め方
まで、整形外科看護の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！ 

循環器に配属ですか?! 
 ―すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,560 

冊子版ISBN 9784840465922  

著編者名 猪子 森明 発行年 2018 商品コード 1029973290 

【循環器看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。
でも先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、解剖・疾患からみんなが苦手とする心電図
まで、循環器病棟の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！ 

～に配属ですか?!  
―すごく大事なことだけギュッとまとめて教えます!― 

4冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥172,139 ¥242,319 

配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。でも先輩ナースも忙しそうで
質問もしづらい……。そんな新人のために配属先ごとの最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる
先輩”ここに参上！！ 
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25冊 
セット特価 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 商品コード 

¥172,139 ¥242,319 1026478765 

『字が大きいので、とにかく見やすい！』 
『仕事中に重宝しています』 『何となくお得感がありますね』 
『気楽な感じで、すぐに最後まで読めます』  
『マンガを読む感じで、楽しく理解できました！』 
『このシリーズ本、新人の頃にあって欲しかった…』 
『何冊か読みましたが、どれも頼りになっています』 

読者の声 
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やりなおしの心電図・不整脈対応  
―不整脈発生!どうみる?医師にどう伝える?―（02） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,808 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,448 

冊子版ISBN 9784840436632  

著編者名 田中 喜美夫 発行年 2011  商品コード 1026478766 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 心臓のしくみから、心電図の使いか
た・見かた、心電図をとるべき「危ない症状」、不整脈の心電図、ペースメーカ波形と観察までをイラストを
用いてわかりやすく解説。『スマートナース』特集記事をもとに加筆修正して書籍化。 

新人ナースひな子と学ぶフィジカル
アセスメント  
―ナビトレ : 身体のみかた、患者対応がわかる―
（03） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,776 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,856 

冊子版ISBN 9784840436625  

著編者名 角濱 春美 発行年 2011  商品コード 1026478767 

患者の異常をナース自身が判断するフィジカルアセスメントを、臨床でよく体験する事例をもとに、マンガ
も挿入してわかりやすく解説。身体のみかた、患者対応がわかる。『スマートナース』記事をもとに加筆修
正して書籍化。 

急性期看護のアセスメント  
―新人ナースもも子と学ぶ : 「あと一歩」の実践力
が身に付く! : アセスメントガイド付き―（05） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,776 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,856 

冊子版ISBN 9784840436908  

著編者名 小澤 知子 発行年 2011  商品コード 1026478768 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 急性期の臨床現場でよく出合う事例
を使い、患者の呼吸・循環・代謝などの変化をどう見るかをわかりやすく解説。総仕上げ実践力テスト、ア
セスメントガイドも収録。『スマートナース』連載をもとに加筆修正して書籍化。 

やりなおしの検査値・パニック値対応  
―疾患・場面別見逃してはいけない検査値はコレ
だ!―（06） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,050 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,800 

冊子版ISBN 9784840437011  

著編者名 前川 芳明 発行年 2011  商品コード 1026478769 

※著作権などの理由により、掲載されていないページ（90-93ページ）がございます。 パニック値の読み
解きかたと対応をチャートで解説し、日常よく遭遇する14の疾患の検査値のみかたについて事例を提示
する。パニック値対応ポケットブック付き。『smart nurse』掲載を加筆修正し書籍化。 

ナース必修対人力を磨く22の方法  
―みなっち先生の人間関係すっきりセラピー : 上司、
同僚、後輩をキライになる前に!―（07） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,324 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,744 

冊子版ISBN 9784840437028  

著編者名 奥山 美奈 発行年 2011  商品コード 1026478770 

先輩・上司とのコミュニケーション改善法、人間関係のモヤモヤを晴らし自分をケアする方法、対人力アッ
プの方法などを紹介。対人力チェックリスト付き。『smart nurse』連載をもとに加筆修正して書籍化。 

5 

2019年6月 
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画像のみかた  
―早わかり : マンガでわかる、正常・異常ポイン
ト!―（08） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,292 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,152 

冊子版ISBN 9784840437226  

著編者名 長嶺 貴一 発行年 2011  商品コード 1026478771 

画像読影のポイントを、4コママンガやイラストとともにわかりやすく解説。頭部、胸・腹部パラパラCT正常
画像Pocket Book付き。『スマートナース』連載を元に大幅に加筆・修正を加えて単行本化。 

新人・後輩ナースを教える技術50  
―教え方力up!だれも教えてくれなかった! : 教え方
に悩むすべての先輩、はじめてプリセプターになる
人に!―（09） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,808 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,448 

冊子版ISBN 9784840440370  

著編者名 濱川 博招 発行年 2012  商品コード 1026478772 

はじめてプリセプター・新人指導者になった看護師に向けて、新人や後輩への「教え方」を、事例を通して
わかりやすく解説する。成功するOJTのコツが満載。 

やりなおしの呼吸と循環とことんマス
ター ―脱・あいまい知識!イラストでぐんぐんわか

る生理学と人工呼吸ケア : 3学会合同呼吸療法認
定士を目指す前に知りたい超基礎―（10） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,292 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,152 

冊子版ISBN 9784840440165  

著編者名 山本 昌司 発行年 2012  商品コード 1026478773 

呼吸と循環を理解するための基本である、酸塩基平衡や酸素療法、人工呼吸管理について重点的に取
り上げ、イラストを用いてわかりやすく解説する。Q&A復習テスト付き。 

人工呼吸器換気モード超入門  
―早わかり : たとえとイラストでかんたんマスター―
（11） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,776 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,856 

冊子版ISBN 9784840440301  

著編者名 磨田 裕 発行年 2012  商品コード 1026478774 

人工呼吸療法での基礎をしっかり押さえておくための入門書。呼吸の基本、基本的な換気モードを中心
に、イラストを多用してやさしく解説。切り取って使うグラフィックモニタ異常波形Pocket Book付き。 

早わかり見える!わかる!バイタルサイン  
―バイタルサインのしくみと「キメドキ」がわかる!―
（12） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,240 

冊子版ISBN 9784840440615  

著編者名 石橋 克彦 発行年 2012  商品コード 1026478775 

最も基本的な患者データであるバイタルサインを軸に、その意味やドクターコールのポイントを紹介。血液
ガス分析、緊急薬剤、輸液についても解説する。『Smart nurse』連載を元に加筆・修正し単行本化。 

2019年6月 
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やりなおしのアラーム・パニック対応
とアセスメント ―緊急・警告時の必要な判断と

患者の観かたがわかる!―（13） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,780 

冊子版ISBN 9784840440455  

著編者名 石井 宣大 発行年 2012  商品コード 1026478776 

ベッドサイドの機器別アラームと患者アセスメントをわかりやすく解説。アラーム対応Q&Aも収録。アラー
ムが鳴ったときのチェックポイントフローチャート付き。『スマートナース』掲載記事を元に大幅に加筆・修
正して書籍化。 

病棟で絶対に見落としてはいけない
危険な症状17 ―「何か変?」に気づけるフロー

チャートと見極めポイント―（14） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,780 

冊子版ISBN 9784840440875  

著編者名 芝田 里花 発行年 2012  商品コード 1026478777 

患者のさまざまな症状のなかから、特に見落としてはいけない症状に焦点を当てて、どのように対応をし
ていくかを項目ごとにまとめる。見極めポイント集も収録。『スマートナース』掲載を元に加筆・修正して書
籍化。 

新人・後輩指導コーチングスキル超
入門  
―スマ子・まめ子とマンガで学ぶ―（15） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,240 

冊子版ISBN 9784840440936  

著編者名 奥田 弘美 発行年 2012  商品コード 1026478778 

ナースの新人・後輩指導においてコーチングスキルを活用するヒントを、マンガを交えながら紹介。切り取
れるセルフサポートチェックノート付き。『スマートナース』連載を元に加筆・修正して書籍化。 

ナビトレアセスメント力UP!すぐできる
日勤・夜勤急変の予測と対応 ―「何か

おかしい」「いつもと違う」を見逃さない―（16） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,780 

冊子版ISBN 9784840440974  

著編者名 川原 千香子 発行年 2012  商品コード 1026478779 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 意識障害、致死性不整脈など、起こ
りやすい急変事例を中心に、急変予測と対応に必要な知識・技術のエッセンスをまとめる。『スマートナー
ス』掲載の特集を元に、加筆・修正して単行本化。 

新人ナースゆう子と学ぶ高齢者看護
のアセスメント ―ナビトレ : これだけは知って

おきたい!現場で使える高齢者ケア―（17） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,780 

冊子版ISBN 9784840441520  

著編者名 田中 久美 発行年 2012  商品コード 1026478780 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 高齢者の看護アセスメントに焦点を
あて、臨床でよくみられる事例をまとめる。取り外せる「「あれ?」に気づける高齢者看護ポケットブック」付
き。『スマートナース』2008年10月号の特集を元に加筆修正。 

2019年6月 
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検査・処置これだけ!看護基本マニュ
アル ―早わかり―（18） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,780 

冊子版ISBN 9784840444590  

著編者名 福岡市立病院機構福岡市民病院看護部 発行年 2013  商品コード 1026478781 

検査・処置の手技に関するポイントを写真やイラストでわかりやすく紹介し、看護目標、インフォームド・コ
ンセント、看護記録に記入すべき内容を具体的に提示。各手技の間違えがちな部分については、Q&A形
式でまとめる。 

やりなおしの吸引・排痰・呼吸介助  
（19） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,436 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,296 

冊子版ISBN 9784840444774  

著編者名 富加見 美智子 発行年 2013  商品コード 1026478782 

呼吸をみるための基礎知識や、患者の呼吸を楽にするテクニック、患者の状態別呼吸ケアなどを、イラス
トや写真を交えて解説する。スキルアップのための呼吸のみかた5つの視点も掲載。 

看護師なら知っておきたいやりなおし
のからだのなぜ?がわかる生化学・生
理学超基本 （20） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,008 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,088 

冊子版ISBN 9784840445610  

著編者名 岩田 恵里子 発行年 2013  商品コード 1026478783 

人のからだは何からできているの? なぜ出血が止まるの? 今さら聞けない素朴なものから看護師が臨床
現場で出会うものまで、からだの生化学・生理学の疑問について、イラストや漫画を交えてわかりやすく
解説する。 

新人ナースとり子と学ぶ緊急度判定
に活かすアセスメント"力"超入門  
―外来・病棟で使えるトリアージ―（21） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,008 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,088 

冊子版ISBN 9784840446044  

著編者名 木澤 晃代 発行年 2014  商品コード 1026478784 

ナースのための院内トリアージの入門書。院内トリアージの概要とプロセスから、主要な症状別の緊急
度・重症度の見分け方、複数の患者対応や電話でのトリアージまで解説。『スマートナース』の特集記事
を加筆・修正。 

ナース初子とマンガで学ぶワクワク
謎解き事例でナットク!看護過程 ―患者

がみえる!根拠がわかる!臨床で使える思考プロセス&
看護判断―（22） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,425 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,175 

冊子版ISBN 9784840444781  

著編者名 小澤 かおり 発行年 2014  商品コード 1026478785 

患者の状態のみかた・考えかたを身に付け、看護判断ができるようになるためのテキスト。疾病の成り立
ちや回復を促進させるケアを、具体的な事例を取り上げ、マンガを交えてわかりやすく解説する。 

8 
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● 表示価格は税抜きです。 
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セツ先生の早わかり看護研究ヒミツ
の扉を開くカギ20 ―なんで私が?どうすれ

ば?困っているあなたに―（23） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,831 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,361 

冊子版ISBN 9784840453165  

著編者名 下山 節子 発行年 2015  商品コード 1026478786 

忙しいのに何のために研究するの? 何をテーマにしたら良い? まとめはどう書けばいい? 看護研究の意義
から発表まで、各ステップを丁寧に踏んでいけるように解説します。「使える」シート集付き。 

マンガで早わかり看護師のための認
知症のある患者さんへの対応Do & 
Do not ―「とりあえず」でケアしていませんか?

困ったケースへの対処法―（24） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,008 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,868 

冊子版ISBN 9784840453561  

著編者名 浅野 均 発行年 2015  商品コード 1026478787 

認知症傾向がある患者さんに対して、医療・看護職がついやってしまいがちな誤った対応や、理解しにく
いと感じるような事例を4コ漫画で親しみやすく示し、患者さんの気持ちの捉え方、対応の仕方などを解説
する。 

メンバーシップ&リーダーシップマイン
ド超入門 ―チームに受け入れられるナースに

なる! : ナビトレ : 人間関係力アップ!―（25） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,392 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,032 

冊子版ISBN 9784840454469  

著編者名 大島 敏子 発行年 2015  商品コード 1026478788 

医療現場で看護を提供していくときに欠かせない、チームで働くスキルを学ぶための本。26の事例をあげ、
チームの一員として身に付けるべきことや、リーダーとしてメンバーをどう指導していくかなどを詳細に解
説する。 

ナースが疲れない・疲れさせない仕
事術、教えます! ―職務満足度+患者サービ

ス力がUPするポイント50―（Smart nurse Books+） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,425 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,175 

冊子版ISBN 9784840449342  

著編者名 松村 啓史 発行年 2014  商品コード 1026478789 

少人数で、最高の結果を出し続けることを求められる、ナースと管理者は疲れている。この現状をどう打
破すればよいのか? 問題山積の看護現場を変え、職務満足とやる気があがる方法を紹介します。 

マンガで早わかり新人ナースの話し
かた・聴きかた・マナーブック ―コミュニ

ケーションに自信が持てる!自分に自信が持てる!―
（Smart nurse Books+） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,004 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,544 

冊子版ISBN 9784840445054  

著編者名 相部 博子 発行年 2013  商品コード 1026478790 

小さなアクセサリーなら付けてもよい? 私用を頼まれたときは断ってよい? わからないことだらけの新人
ナースのために、言葉づかい、電話やメール、クレーム対応などの「基本のルール」を、イラストとマンガで
やさしく解説。 

2019年6月 
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同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥93,676 ¥125,466 
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Dr.イワケンのねころんで読める英語論文  
―ナース・研修医必見!海外論文がすらすら読めるように
なるヒケツ― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,890 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,520 

冊子版ISBN 9784840465793  

著編者名 岩田 健太郎 発行年 2018  商品コード 1028700630 
【英語論文へのニガテ意識が100分で解消！】大好評「ねころんでシリーズ」に、あのDr.イワケンが参上！ 英語
論文を教科書通りに精読するのではなく、「論旨をパッとつかむ」コツをわかりやすく解説。多くの原著論文を読
みこなしてきた著者だから語れる生きたノウハウが満載で、看護・医学研究や臨床で「違いを出せる」一冊。 

ねころんで読める認知症診療  
―「もの忘れ外来」免許皆伝― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,220 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,960 

冊子版ISBN 9784840465779  

著編者名 奥村 歩 発行年 2018  商品コード 1028700638 
【かかりつけ医のための実践的診療指南書】あなたの診断や処方、紋切り型になっていませんか？ 認知症診療
のリアルな現場では、患者の個別性に応じた、微妙な「さじ加減」が必要。1万人の患者、10万人の脳を見続けて
きた著者が、会話を重要視した「もの忘れ外来」の実践的なコツと実用的な薬物療法を大公開。 

ねころんで読める新しいリハビリ  
―内部障害リハビリテーションの驚くべき効果― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,220 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,960 

冊子版ISBN 9784840465403  

著編者名 上月 正博 発行年 2018  商品コード 1028063264 
【目からウロコの新リハビリ指南書】「入院したら絶対安静」はもう古い！心不全やCOPD、腎不全などの内部障
害患者が増える現代において、それらの患者の生活機能・運動機能を改善し、QOLを高める“内部障害リハビリ
テーション”のエッセンスを、第一人者の著者が余すことなく伝える。 

ねころんで読める漢方薬  
―やさしい漢方入門書 : ナースと研修医が知っておきたい
漢方のハナシ― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,800 

冊子版ISBN 9784840462105  

著編者名 今津 嘉宏 発行年 2017  商品コード 1026634714 
【100分で読める、身につく漢方薬のキホン】「民間薬とどう違うの？」「病期に合わせた処方って？」そんなギモン
にゆるっと答えた漢方書。外科医ながら東洋医学を学び、「漢方内科」にたどりついた筆者が、漢方の基礎知識
から四診を活かしたフィジカルアセスメント、症状別漢方薬、副作用まで、漢方のおもしろさをあますところなく解
説。 

ねころんで読めるてんかん診療  
―発作ゼロ・副作用ゼロ・不安ゼロ!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,846 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,586 

冊子版ISBN 9784840457613  

著編者名 中里 信和 発行年 2016  商品コード 1024254257 
日本の大学病院で初めて「てんかん科」を興した著者が、てんかんの奥深さ、問診〜鑑別診断、治療までをわか
りやすくまとめた、「てんかん診療」の入門書。『脳神経外科速報』連載を書籍化。 

                   シリーズ 
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ねころんで読める抗菌薬  
（やさしい抗菌薬入門書 1） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,160 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,360 

冊子版ISBN 9784840446143  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2014  商品コード 1024254246 
抗菌薬の適正使用とはどのようなものか。抗菌薬処方のための17の心得を紹介し、主な抗菌薬および主な病原
体の特徴を解説する。抗菌薬の基本と処方のポイントをまとめた入門書。 

もっとねころんで読める抗菌薬  
（やさしい抗菌薬入門書 2） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,160 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,360 

冊子版ISBN 9784840453080  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2015  商品コード 1024254248 
外来や病棟で経験する可能性のある感染症をとりあげ、抗菌薬処方のながれとその背景について解説するととも
に、推奨抗菌薬を提示。感染症をみるための5つの心得、各系統の抗菌薬まとめも収録する。 

もっともっとねころんで読める抗菌薬  
（やさしい抗菌薬入門書 3） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,380 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,580 

冊子版ISBN 9784840457705  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2016  商品コード 1024254260 
抗菌薬の副作用&耐性菌を防ぐために、抗菌薬を投与してほしくない5つの疾患、抗菌薬を投与するときにじっくり
考えて欲しい3つの状況についてわかりやすく解説。リンパ節腫脹、血液培養、薬剤熱も取り上げる。 

ねころんで読める呼吸のすべて  
（やさしい呼吸入門書 . ナース・研修医のためのや
さしい呼吸器診療とケア 1） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,380 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,580 

冊子版ISBN 9784840454322  

著編者名 倉原 優 発行年 2015  商品コード 1024254256 
体位ドレナージは有効? 呼吸困難感のスケールは何が主流? なぜCO2ナルコーシスに酸素を投与すると危ないの
か? 呼吸器診療とケアにおける疑問点などをわかりやすく解説します。クスっと笑える4コマ漫画も掲載。 

もっとねころんで読める呼吸のすべて  
（やさしい呼吸入門書 . ナース・研修医のためのや
さしい呼吸器診療とケア 2 ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,800 

冊子版ISBN 9784840458085  

著編者名 倉原 優 発行年 2016  商品コード 1024254261 
結局N95マスクはいつ装着するの? 長引く咳をみたら何を疑う? 服の上から聴診しちゃダメ? 呼吸器診療とケアに
おける疑問点をわかりやすく解説します。クスっと笑える4コマ漫画も掲載。 

ねころんで読める頭痛学診断と治療  
―ドクター間中が一刀両断!すっきりユーモア解
決!!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,220 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,960 

冊子版ISBN 9784840444705  

著編者名 間中 信也 発行年 2013  商品コード 1013533825 
たかが頭痛、されど頭痛-。半世紀近く頭痛診療に携わってきた著者が、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、雷鳴頭
痛などの診断と治療についてわかりやすく解説する。頭痛診療の問診法や頭痛トリビアなども掲載。 

                   シリーズ 
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お産のあり方が変化を余儀なくされている今こそ、周
産期スタッフにはより幅広く深い知識と技術、そして母
子に寄り添ったケアが求められています。周産期医療
に携わる助産師・看護師・医師のための専門誌
『PERiNATAL CARE』は、最新のトピックスとともに、読
者のみなさまにより高度な知識と臨床技術を身に付
けていただける特集・連載をお届けします。周産期の
今をとらえた旬のラインナップにご期待ください！ 

・2013年～2017年（５年セット）特価  

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 
＜商品コード：1027850526＞ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

PERiNATAL CARE 別冊・増刊 

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 

助産師が今さら聞けない臨床のギモン ―はせじゅん先生のおもしろセレクション―（2018年夏季増刊(通巻491号)） 長谷川 潤一 2018 9784840462266 ¥13,640 ¥18,040 1028063266 

帝王切開バイブル ―術前・術中・術後のアセスメント&ケアを時系列で網羅!―（2018年新春増刊(通巻485号)） 村越 毅 2018 9784840462259 ¥13,640 ¥18,040 1027116552 

乳房ケア・母乳育児支援のすべて （2017年夏季増刊(通巻477号)） 
ペリネイタルケア 
編集委員会 

2017 9784840458573 ¥13,640 ¥18,040 1025431177 

お母さんと赤ちゃんの生理とフィジカルアセスメント ―図解でよくわかる―（2017年新春増刊(通巻471号)） 中田 雅彦 2017 9784840458566 ¥13,640 ¥18,040 1024399174 

妊婦健診と保健指導パーフェクトブック 
 ―正常の確認と異常への対応を究める! : 妊娠期別ガイド―（2016年夏季増刊(通巻463号)） 

ペリネイタルケア 
編集委員会 

2016 9784840454865 ¥13,640 ¥18,040 1022064359 

胎児・母体・新生児の急変時対応Q&A99 
 ―聞きたいことはこれ!一問一答で疑問を解決―（2016年新春増刊(通巻457号)） 

松岡 隆 2016 9784840454858 ¥13,640 ¥18,040 1020617072 

超早わかり助産ケア技術 ―決定版!場面別―（2015年夏季増刊(通巻449号)） 鈴木 俊治 2015 9784840450423 ¥13,640 ¥18,040 1018691837 

イラストでハイリスク妊娠がわかる本 ―妊婦さんへの説明にそのまま使える―（2015年新春増刊(通巻443号)） 中田 雅彦 2015 9784840450416 ¥13,640 ¥18,040 1017804317 

助産ケア実践能力向上をめざす 
 ―ハイリスク妊娠のマタニティケアプラン : オールカラー―（2014年夏季増刊(通巻435号)） 

砥石 和子 2014 9784840446297 ¥13,640 ¥18,040 1016382675 
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脳神経疾患病棟のスタッフに必須の知識と技術を、1
年を通して学べるような特集を予定しています。また、
第2特集では関連疾患やより専門的なテーマも取り上
げます。 
脳神経疾患病棟のスタッフはもちろんのこと、ICUや
SCUなどの超急性期看護にかかわるナースやオペ
ナース、循環器疾患病棟の皆さんにも知ってもらいた
い内容が満載です。 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

＜商品コード：1027850522＞ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

BRAIN NURSING 別冊・増刊 

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 

脳神経ケアに役立つ図解からだのしくみとはたらき 
 ―食べる、座る、立つ、見る…形態機能学からの―（2019年春季増刊(通巻466号)） 

小笠原 邦昭 2019 9784840466226 ¥13,640  ¥18,040  1029728141 

すぐに使える脳神経疾患患者の標準看護計画 
 ―根拠がわかる問題リスト・OP・TP・EPが充実!!―（2018年夏季増刊(通巻459号)） 

日坂 ゆかり 2018 9784840462402 ¥13,640 ¥18,040 1028506690 

脳神経疾患病棟新人ナースがかならずぶつかるギモンQ&A190 
 ―新人・後輩指導に役立つ!―（2018年春季増刊(通巻452号)） 

日本脳神経看
護研究学会 

2018 9784840462396 ¥13,640 ¥18,040 1027296272 

脳神経の解剖&疾患ノート ―日本一カンタン・わかりやすい―（別冊） 長谷川 泰弘 2018 9784840465052 ¥7,260 ¥9,680 1027296273 

決定版脳神経疾患の病態生理ビジュアル大事典 （2017年夏季増刊(通巻445号)） 高橋 淳 2017 9784840458719 ¥13,640 ¥18,040 1025599607 

疾患別脳神経看護早わかりフローチャート 
 ―入院から退院までの治療・看護をぜんぶ見える化!―（2017年春季増刊(通巻438号)） 

日坂 ゆかり 2017 9784840458702 ¥13,640 ¥18,040 1024399178 

オールカラー脳神経領域で必須のくすりナース版トリセツ 
 ―サッと調べられてパッと見てわかる―（2016年夏季増刊(通巻431号)） 

橋本 洋一郎 2016 9784840455008 ¥13,640 ¥18,040 1023621694 

脳神経疾患病棟観察・アセスメントスキルが身につく超実践プログラム ―新人ナースお助けワクワク誌上研修 : BRAIN
ブースで必須手技がどこからでも学べる!―（2016年春季増刊(通巻424号)） 

高橋 美香 2016 9784840454995 ¥13,640 ¥18,040 1020706721 

脳神経外科看護力ミラクルUPドリル 
 ―解剖、疾患・治療の理解、アセスメント、ケアの“看護筋"をばっちりトレーニング!―（2015年夏季増刊(通巻417号)） 

久保 道也 2015 9784840450560 ¥13,640 ¥18,040 1018713610 

術式別決定版脳神経外科手術とケアパーフェクトガイド 
 ―術前→術中→術後ケアまでの流れとケアポイントをみっちり凝縮!―（2015年春季増刊(通巻410号)） 

小泉 博靖 2015 9784840450553 ¥13,640 ¥18,040 1017804316 

マンガでわかる!脳神経疾患病棟の急変対応 
 ―明日体験するかもしれない32の事例 : 急変調を見逃さない!―（2014年夏季増刊(通巻403号)） 

田村 綾子 2014 9784840446433 ¥13,640 ¥18,040 1016432351 
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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 

麻酔看護先読み力UPブック ―29症例でイメージできる!麻酔科医の考え方がわかる! : 知っておきたい麻酔のトラブル対
応が身につく!症例経過がマンガでわかりやすい!―（2018年春季増刊(通巻438号)） 

森本 康裕 2018 9784840462532 ¥13,640 ¥18,040 1027441323 

産科・婦人科の手術看護パーフェクトマニュアル （2018年臨時増刊） 万代 昌紀 2018 9784840465328 ¥13,640 ¥18,040 1027882464 

オペナースのための“イイトコ取り”解剖図 ―イラスト&画像で各科の手術がバッチリ!―（2018年秋季増刊） 小西 敏郎 2018 9784840462549 ¥13,200 ¥17,600 1028700635 

術中・術後合併症50 ―いつ起こる?なぜ起こる?どう対応する?―（2017年春季増刊(通巻424号)） 廣瀬 宗孝 2017 9784840458849 ¥13,640 ¥18,040 1024399182 

形成外科の手術看護パーフェクトマニュアル ―解剖から主要手術の看護のポイントまで!―（2017年臨時増刊） 楠本 健司 2017 9784840461986 ¥13,640 ¥18,040 1025881811 

決定版!手術室の器械・器具201 ―見分け方・使い方・渡し方のチエとワザがまるわかり!―（2017年秋季増刊(通巻431
号)） 

山本 千恵 2017 9784840458856 ¥13,640 ¥18,040 1026634711 

心臓血管外科手術器械出し・外回り完全マニュアル ―写真とイラストで手術・解剖・疾患すべてがわかる!―（2016年春季
増刊(通巻410号)） 

橋本 和弘 2016 9784840455138 ¥13,640 ¥18,040 1020706724 

決定版!オペナースのための手術室モニタリング ―麻酔導入～術直後の流れに沿って読める!動ける!―（2016年秋季増
刊(通巻417号)） 

讃岐 美智義 2016 9784840455145 ¥13,640 ¥18,040 1023621697 

手術看護の"まずはこれだけ!"ブック ―基礎知識がサッとわかる!主要手技がパッと身につく!―（2015年春季増刊(通巻
396号)） 

高敷 倫子 2015 9784840450690 ¥13,640 ¥18,040 1017804318 

脳神経外科の手術看護パーフェクトマニュアル （2015年臨時増刊） 吉村 紳一 2015 9784840453387 ¥13,640 ¥18,040 1017804319 

眼科の手術看護パーフェクトマニュアル （2015年臨時増刊） 下村 嘉一 2015 9784840453394 ¥13,640 ¥18,040 1017804320 

泌尿器科の手術看護パーフェクトマニュアル （2015年臨時増刊） 山本 新吾 2015 9784840453400 ¥13,640 ¥18,040 1017804321 

呼吸器外科の手術看護パーフェクトマニュアル （2015年臨時増刊） 岡田 守人 2015 9784840453417 ¥13,640 ¥18,040 1017804322 

耳鼻咽喉科の手術看護パーフェクトマニュアル ―解剖から主要手術の看護のポイントまで!―（2015年臨時増刊） 小島 博己 2015 9784840453424 ¥13,640 ¥18,040 1018691834 

オペナースのための麻酔はや調べ便利帳 ―麻酔科医の頭の中をとことん解説!―（2015年秋季増刊(通巻403号)） 稲垣 喜三 2015 9784840450706 ¥13,640 ¥18,040 1018853401 

術式別でわかりやすい!内視鏡外科手術実践マニュアル ―6科24術式―（2014年秋季増刊(通巻389号)） 今本 治彦 2014 9784840446570 ¥13,640 ¥18,040 1016432355 

手術室に携わる看護師のレベルアップをサポー
トする専門誌です。器械出し、外回り、麻酔、薬
剤、機器、内視鏡手術などの基礎から最新情報
まで現場に即した内容を、豊富な写真と根拠の
ある解説でお届けします。新人からベテランナー
スまで現場で活躍する皆さんの「わからない」
「困った」「知りたい」を徹底的に解消します。 

・2013年～2017年（５年セット）特価  

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

OPE NURSING 別冊・増刊 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

＜商品コード：1027850512＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 

集中治療が必要な赤ちゃんが年々増加する中、新
生児医療・看護の現場ではより専門性の高い知識と
高度な技術を身に付けることが求められています。
ますますパワーアップした『NEONATAL CARE』は、
NICUで必須の基本知識や看護の要点から最新の治
療法に至るまで、新生児集中治療の「今」にまつわる
幅広い内容をお届けし、小さな赤ちゃんの未来のた
めに活躍するみなさまを応援します。NICU最前線の
話題は『NEONATAL CARE』から！ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

NEONATAL CARE 別冊・増刊 

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 

病態・疾患別でまなぶ新生児の薬剤 ―臨床のギモンに答えるQ&A付き―（2018年秋季増刊） 河田 興 2018 9784840462686 ¥13,200 ¥17,600 1028700632 

はじめてでもよくわかる!新生児の循環管理ビジュアル大図解 （2018年春季増刊(通巻415号)） 増谷 聡 2018 9784840462679 ¥13,640 ¥18,040 1027441319 

生理を知れば看護が見える新生児ケアまるわかりbook 
 ―「だからこうする」をビジュアルで解説!―（2017年秋季増刊(通巻408号)） 

平野 慎也 2017 9784840458993 ¥13,200 ¥17,600 1025881808 

ここからはじめる!新生児の呼吸管理ビジュアルガイド 
 ―病態生理・人工呼吸器のきほんからトラブル対応まで―（2016年秋季増刊(通巻394号)） 

長 和俊 2016 9784840455282 ¥13,640 ¥18,040 1023621698 

ハイリスク新生児栄養管理・母乳育児Q&A （2015年秋季増刊(通巻380号)） 内山 温 2015 9784840450843 ¥13,640 ¥18,040 1019533255 

新生児の症状別フィジカルアセスメント ―見る!聴く!触れる!異常サインをキャッチ! : 赤ちゃんのサイン、これで見逃さな
い!―（2015年春季増刊(通巻373号)） 

大木 茂 2015 9784840450836 ¥13,200 ¥17,600 1018691838 

新生児感染管理なるほどQ&A ―基礎から実践までわかる!できる!自信がつく!―（2014年秋季増刊(通巻366号)） 大城 誠 2014 9784840446716 ¥13,640 ¥18,040 1016432356 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632  同時3アクセス（本体）：¥432,432 

＜商品コード：1027850518＞ 

15 

                 

2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 

超高齢化社会を背景に心疾患患者さんが増加を
続ける一方で、急性期病院の平均在院日数はま
すます短縮化される今、確かな技術と多岐にわた
る知識を備えた循環器ナースの存在は欠かせない
ものとなっています。『HEART nursing』は、「臨床の
基礎から最前線まで」を合い言葉に、ステップアッ
プを目指す循環器ナースの皆さんを全力サポート
します！ 

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 

循環器の疾患・治療・ケアビジュアル図説107 
 ―新人ナースも先輩ナースも看護に使えるポイント盛りだくさん!―保存版（2019年春季増刊） 

岩瀬 三紀 2019 9784840466578 ¥13,640  ¥18,040  1030515278 

ナースが押さえておきたい循環器の重要キーワード50 
 ―知りたいポイントが見つかる!ケアにつながる!―（別冊） 

嘉納 寛人 2019 9784840468657 ¥6,600  ¥8,800  1030361032 

すごくわかる!心臓カテーテル ―ナースの役割がしっかりみえる&チームの中で動ける : チェックシートで看護レベルを 
確認―（2018年秋季増刊(通巻423号)） 

阿古 潤哉 2018 9784840462822 ¥13,640  ¥18,040  1029342112 

循環器看護の"ワザ&コツ"BOOK 
 ―目標達成チェックシートで確認→スキルアップしよう!―（2018年春季増刊(通巻416号)） 

山田 佐登美 2018 9784840462815 ¥13,640 ¥18,040 1028063262 

完全版ナースのための補助循環 
 ―IABP・PCPS・VADのケアの写真がいっぱい!あなたもできる!―（2017年秋季増刊(通巻409号)） 

山名 比呂美 2017 9784840459136 ¥13,640 ¥18,040 1026888959 

循環器の病気ずかん ―心臓ビギナー集まれ!治療もケアもしっかりわかる―（2017年春季増刊(通巻402号)） 木原 康樹 2017 9784840459129 ¥13,640 ¥18,040 1025193968 

オールインワン不整脈治療 ―循環器ナース必見!ニガテ意識がクリアに! : くすり・デバイス・アブレーションのケアが 
わかる―（2016年秋季増刊(通巻395号)） 

池田 隆徳 2016 9784840455428 ¥13,640 ¥18,040 1024254270 

目で見て理解!ナースのための心臓外科手術の術式別ケアビジュアルガイド ―術前&術後ケアもぐんぐんわかる :  
MICSも含めた27術式を徹底解説!―（2015年秋季増刊(通巻381号)） 

宮本 伸二 2015 9784840450980 ¥13,640 ¥18,040 1020706716 

ナース必携!循環器の薬剤ガイド150 ―くすりのはたらきと使用ポイントがよくわかる!―（2015年春季増刊(通巻374号)） 赤石 誠 2015 9784840450973 ¥13,640 ¥18,040 1018691840 

PCI・PPI・アブレーション・TAVIの治療と看護マスターBOOK 
 ―カテ室でしていること&するべきことすべてまるわかり!―（2014年秋季増刊(通巻367号)） 

樫田 光夫 2014 9784840446853 ¥13,640 ¥18,040 1017804298 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

＜商品コード：1027850520＞ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

HEART Nursing 別冊・増刊 
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● 表示価格は税抜きです。 

               

プレホスピタルから院内まで、一刻一秒を争う救急
の現場で働くすべての医療従事者に読んでいただき
たいのが『Emergency Care』です。チームワークがカ
ギとなるだけに読者対象は看護師、医師、救急救命
士、救急隊員と幅広く、救急医療・看護に必須の知
識・技術はもちろん、トリアージや災害医療などの最
新情報も網羅してお届けします！ 目の前の患者さ
んを救いたいあなたのための、救急医療と看護の専
門誌です。 

・2013年～2017年（５年セット）特価  

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

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 

救急・ICU患者のME機器からみた呼吸・循環管理 ―ビジュアルでわかる―（2018年新春増刊(通巻396号)） 阿南 英明 2018 9784840462952 ¥13,640 ¥18,040 1027441316 

ER・ICUの薬剤121 ―看護師・研修医必携 : パッと見てサッと使える!処方にナットク! : アプローチ使い分け 考えかたが
もっとわかるパワーアップ版―ver. 2.0（2018年夏季増刊(通巻403号)） 

大野 博司 2018 9784840462969 ¥13,640 ¥18,040 1028301527 

救急・ICUですぐに役立つ"超"ガイドラインこれだけbook 
 ―看護師・研修医必携 : 62学会団体44ガイドライン収載―（2017年新春増刊(通巻382号)） 

阿南 英明 2017 9784840459266 ¥13,640 ¥18,040 1024399175 

緊急度がひと目でわかる!救急ナースのための超はやわかり疾患ブック 
 ―9症状のマップから31疾患を導き出し次の動きにつなげる― （2017年夏季増刊(通巻389号)) 

船曵 知弘 2017 9784840459273 ¥13,640 ¥18,040 1025431178 

看護師・研修医・臨床工学技士のための救急ICUのME機器らくらく攻略ブック 
 ―さらば機械オンチ、さらばME機器トラブル―（2016年新春増刊(通巻368号)） 

三木 隆弘 2016 9784840455558 ¥13,640 ¥18,040 1020617076 

救急での動きかた・患者のみかた ―観察・ケアの流れとポイントがこれ1冊でわかる!―（2016年夏季増刊(通巻375号)） 芝田 里花 2016 9784840455565 ¥13,640 ¥18,040 1022064358 

救急看護おたすけQ&A99 
 ―なぜ?どうして?こんなときどうしよう?をエビデンスつきで解決!―（2015年新春増刊(通巻354号)） 

阿久津 功 2015 9784840451116 ¥13,640 ¥18,040 1017804308 

救急看護をまるっとマスターできる本 
 ―めざせひとり立ち! : ビジュアル手技満載!チェックリストでひとり立ちレベルがわかる!―（2014年夏季増刊(通巻347号)） 

寺師 榮 2014 9784840446990 ¥13,640 ¥18,040 1016382676 

特濃…救急診療・集中治療から災害医学までの最新知識 （別冊 . 救急医療達人に学ぶ! vol.2） 磯谷 栄二 2014 9784840453158 ¥6,270 ¥8,360 1017804303 

特濃…救急診療・集中治療から災害医学までの最新知識 （ア別冊 . 救急医療達人に学ぶ! vol. 1） 磯谷 栄二 2013 9784840445696 ¥6,061 ¥8,151 1016025723 

Emergency Care 別冊・増刊 

各年毎価格 

＜商品コード：1027850510＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

・2013年～2017年（５年セット）特価   
同時1アクセス（本体）：¥348,480 同時3アクセス（本体）：¥480,480 

感染対策チーム（ICT）メンバーをはじめ、感染対策に
関わる全ての医療従事者のために、「最先端の知見・
展望・切り口」と「確かな現場感覚」をバランスよく組み
合わせ、信頼できる病院感染対策の総合専門誌として
の誌面をご提供しています。あなたが行うべき感染対
策が『INFECTION CONTROL』に必ずあります。 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥71,280 ¥97,680 

2008年～2011年 ¥79,200 ¥105,600 

2012年～2017年 ¥81,840 ¥108,240 

各年毎価格 

INFECTION CONTROL 別冊・増刊 

＜商品コード：1027850508＞ 

18 

              

ICTのための耐性菌対策お助けブック 
 ―ベッドサイドで使える!―（2019年春季増刊） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,040 

冊子版ISBN 9784840466912  

著編者名 山本 剛 発行年 2019 商品コード 1030515272 

【研修の準備から物品の管理方法まで網羅！】 「うちの耐性菌対策は大丈夫かな？」「研修で何を伝えればいいのかな？」と不安を感じ
ているICTメンバーのため、耐性菌対策に必要な知識と情報を解説！実践者が解説する研修方法やアウトブレイク対応、日常で使う物
品の管理方法、各職種へのフィードバック方法まで。ICTに必要な耐性菌対策へのノウハウはこの一冊にお任せください！ 

“今のすべてがここにある!”感染対策IC LAB  
（2016年春季増刊(通巻284号)） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,040 

冊子版ISBN 9784840455817  

著編者名 森兼 啓太 発行年 2016  商品コード 1020706719 

感染対策に関わる専門家が集まる研究所「IC LAB」へようこそ! 各領域のプロたちが、「手指衛生」「デバイス関連感染防
止」「感染対策関連法規」など16項目について解説する。現代の感染対策の方向性を俯瞰できる書。 

感染対策に必要なガイドラインこれだけは!  
 ―はやわかりレビュー! : 看護師・研修医必携 : 14分野27点にわ
たる国内外の主要ガイドラインの最新エッセンスを凝縮!―（2015
年臨時増刊） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,640 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,040 

冊子版ISBN 9784840453073  

著編者名 大久保 憲 発行年 2015 商品コード 1017804314 

14分野27点にわたる、感染対策に必要な国内外の主要ガイドラインを取り上げ、重要ポイントを絞り込んで分かりやすく
解説する。関連する最新の文献、日本での動向や考え方などを紹介した「レビュー」を各項目の最後に掲載。 

2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 

              

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 

透析患者の重要検査&検査値50 
 ―検査値の見方を知ってケアに活かす! : オールカラー―（2018年冬季増刊(通巻327号)） 

伊丹 儀友 2018 9784840463379 ¥13,640  ¥18,040  1029342114 

透析ケアBASiC ―透析室に配属されたらこの1冊! : オールカラー―（2018年夏季増刊(通巻320号)） 松岡 由美子 2018 9784840463362 ¥13,640 ¥18,040 1028063263 

透析穿刺スキルアップBOOK ―どんな血管にも"うまく"刺せるコツを教えます!―（別冊） 宮下 美子 2018 9784840465427 ¥7,260 ¥9,680 1028301529 

腎臓・透析療法・透析患者の体イラスト図鑑 
 ―病態生理から合併症までまるっとわかる!―（2017年夏季増刊(通巻306号)） 

友 雅司 2017 9784840459662 ¥13,640 ¥18,040 1025193977 

透析看護のシーン別Do & Do Not 
 ―これってOK?NG?手技とケアの根拠とポイントがわかる!―（2017年冬季増刊(通巻313号)） 

宮下 美子 2017 9784840459679 ¥13,640 ¥18,040 1026888957 

マンガでわかる!透析患者のよくある症状とケア 
 ―透析しているとき・していないときに気をつけたい36の訴え―（2016年夏季増刊(通巻292号)） 

伊東 稔 2016 9784840455954 ¥13,640 ¥18,040 1023621692 

透析スタッフ必携!穿刺攻略ブック ―どんなシャントも怖くない!―（2016年冬季増刊(通巻299号)） 宮下 美子 2016 9784840455961 ¥13,640 ¥18,040 1024254264 

新人スタッフのための透析講座Q&A110 ―どんな「?」も10分でスッキリ解決!―（2015年夏季増刊(通巻278号)） 大坪 みはる 2015 9784840451512 ¥13,640 ¥18,040 1018691835 

透析患者のくすりカラー大事典 ―服薬指導の強い味方! : ナース必携―（2015年冬季増刊(通巻285号)） 平田 純生 2015 9784840451529 ¥13,640 ¥18,040 1019533258 

透析ケア力超強化ドリル252 ―問題演習・実践でレベルアップ!―（2014年夏季増刊(通巻264号)） 伊東 稔 2014 9784840447386 ¥13,640 ¥18,040 1016378822 

透析室の患者指導ポイントブック 
 ―「セルフケアができる!」を支える : 明日から活かせるアイデアが満載!―（2014年冬季増刊(通巻271号)） 

岡山 ミサ子 2014 9784840447393 ¥13,640 ¥18,040 1017804307 

新人スタッフの問題解決から、ベテランスタッフの知識
向上まで、『透析ケア』はつねに臨床の現場に寄り
添ってスタッフをサポート！ 穿刺やプライミングなど透
析スタッフが確実に身につけておきたい透析看護手
技から、合併症対策、食事指導などのさらに踏み込ん
だ知識まで、患者さんの安全な透析や生活の質向上
を実現するためにスタッフが直面する身近な問題を、
幅広いテーマで毎月お届けします。 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

透析ケア 別冊・増刊 

＜商品コード：1027850542＞ 

19 

2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 

             

・2013年～2017年（５年セット）特価  

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

『消化器外科 NURSING』は、消化器外科領域の病棟看護
に携わるナースのための専門誌です。 
 （1）専門誌ならではの現場目線で、あなたに必要な消化
器外科看護をばっちり解説！ 
 （2）「難しいことこそ、わかりやすく」をモットーに、イラスト
や写真による図解でケアの 
重要ポイントをらくらくマスター！ 
 （3）基本を押さえたい・ステップアップしたい！ どちらの
方にも活用いただける内容です！ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

消化器外科NURSING 別冊・増刊 

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 

消化器外科50の術式別術後ケアイラストブック 
 ―手術の流れからケアのなぜ?が見える!わかる!―（2018年秋季増刊(通巻303号)） 

馬場 秀夫 2018 9784840463515 ¥13,640  ¥18,040  1029161152 

新人ナースのための消化器外科看護ダンドリBOOK 
 ―キホンから術式・治療別のケアまで全部にチェックシートつき―（2018春季増刊） 

土岐 祐一郎 2018 9784840463508 ¥13,640 ¥18,040 1027882466 

消化器内視鏡のケア ズバリ!使えるポイントBOO 
K ―現場のケアや患者説明に役立つ写真やイラストがいっぱい!―（別冊） 

山本 夏代 2018 9784840465670 ¥6,380 ¥8,580 1028700634 

肝胆膵の治療とケアQ&A ―どでかい図解でカンタンスイスイはやわかり―（2017年秋季増刊(通巻289号)） 島田 光生 2017 9784840459815 ¥13,640 ¥18,040 1026634713 

新人ナースのための消化器外科ドレーン管理 （2017年春季増刊(通巻282号)） 楠 正人 2017 9784840459808 ¥13,640 ¥18,040 1025269578 

外科ナース・研修医のための消化器の手術&臓器のはたらき 
 ―周囲神経・血管・リンパ節までまるわかり!―（2016秋季増刊(通巻275号)） 

山上 裕機 2016 9784840456104 ¥13,640 ¥18,040 1023621703 

新人ナースのための消化器外科術前術後ケアQ&A102 
 ―でっかくド〜ン!オールカラー図解でみるみるわかる―（2016春季増刊(通巻第268号)） 

島田 光生 2016 9784840456098  ¥13,640 ¥18,040 1024254273 

消化器外科の術後看護まるごとガイド 
 ―「術後何日目に」「何に注意すべきか」術後の山場がすぐわかる!―（2015年秋季増刊(通巻第261号)） 

山上 裕機 2015 9784840451666 ¥13,640 ¥18,040 1019533256 

オールカラー消化器外科のドレーン看護速習・速しらべbook 
 ―排液異常から術式ごとの管理ポイントまでクイックチェック!―（2015春季増刊(通巻第254号)） 

瀬戸 泰之 2015 9784840451659 ¥13,640 ¥18,040 1018691839 

ストーマケアのコツとワザ20 
1 ―ベテラン認定看護師がやさしくナビ!これ一冊でばっちり理解―（2014秋季増刊(通巻247号)） 

熊谷 英子 2014 9784840447539 ¥13,640 ¥18,040 1017804299 

＜商品コード：1027850536＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 
泌尿器科領域で唯一の専門誌『泌尿器Care&Cure 
Uro-Lo』は、医師とナースが一緒に読める、“ビ
ジュアルでみえるワンテーママガジン”をコンセプト
に、治療から看護まで、泌尿器科に携わるすべて
のスタッフがこの専門誌を通してつながっていく、
そんなこれまでにない新スタイルを提案しています。 
毎号ひとつのテーマに絞り込み、とことん追求して
いるので、知りたいことがこの一冊でまるごとわか
ります。 

・2013年～2017年（５年セット）特価   
同時1アクセス（本体）：¥282,268 同時3アクセス（本体）：¥389,188 

＜商品コード：1027850544＞ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2015年 ¥73,656 ¥97,416 

2016年～2017年 ¥55,242 ¥73,062 

各年毎価格 

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 

泌尿器科診療に役立つガイドライン・ナビ 
 ―臨床のエッセンスが身につく!チーム医療・在宅医療にも役立つ!―（別冊） 

篠原 信雄 2017 9784840461375 ¥16,500 ¥22,000 1026634719 

下部尿路機能障害の治療とケア ―病態の理解と実践に役立つ : チームでかかわる排尿ケア"排尿 
自立指導料"にも対応! : 排尿ケアチーム 医師看護師療法士―（別冊） 

谷口 珠実 2017 9784840461368 ¥19,800 ¥26,400 1024399176 

尿路ストーマケアとスキンケア ―カラー写真でよくわかる!―（2015年冬季増刊(通巻247号)） 樋口 ミキ 2015 9784840451802 ¥13,640 ¥18,040 1019533257 

泌尿器科術前・術後の観察ポイントとその根拠 
 ―カラーイラストでわかる!―（2014年冬季増刊(通巻233号)） 

荒井 陽一 2014 9784840447676 ¥13,640 ¥18,040 1017804295 

泌尿器 Care&Cure uro-lo 別冊・増刊 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 

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 

整形外科のキーワード事典394 ―医師・先輩ナースの「専門用語」がパッとわかる―（2018秋季増刊 (通巻298号)） 
整形外科看
護編集部 

2018 9784840463713 ¥13,640  ¥18,040  1029502825 

まるごと骨折これ1冊 ―決定版!もう苦手とは言わせない : 美しい解剖図71点あらゆる骨折29疾患必須の骨折ケア・リハビリ
テーション―（2018春季増刊） 

塩田 直史 2018 9784840463706 ¥13,640 ¥18,040 1027659424 

整形外科の疾患&治療 ―"やさしい"患者ページと"わかる"ナースページの2本立て!―（2017秋季増刊(通巻284号)） 津村 弘 2017 9784840460019 ¥13,640 ¥18,040 1026634716 

ナースが本当に聞いてみたかった整形外科看護エビデンス179 （2017年春季増刊(通巻277号)） 冨士 武史 2017 9784840460002 ¥13,640  ¥18,040  1029312032 

病態生理が見える整形外科早わかり図鑑 ―おどろくほどやさしくシンプルに : オールカラー―（2016春季増刊(通巻263号)） 山本 謙吾 2016 9784840456371 ¥13,640 ¥18,040 1023621691 

ざっくりわかる整形外科の手術 
 ―ナースが本当に知りたいポイントだけ : 19本のWeb動画付き!―（2016秋季増刊(通巻270号)） 

飯田 寛和 2016 9784840456388 ¥13,640 ¥18,040 1024254268 

まるごと脊椎これ1冊 ―決定版!もう苦手とは言わせない―（2015春季増刊(通巻249号)） 大川 淳 2015 9784840451932 ¥13,640 ¥18,040 1018695936 

まるごと股関節これ1冊 ―決定版!もう苦手とは言わせない―（2015秋季増刊(通巻256号)） 高木 理彰 2015 9784840451949 ¥13,640 ¥18,040 1020617065 

写真でトコトン!いちばんはじめの整形外科きほんの看護技術 ―オールカラー―（2014春季増刊(通巻235号)） 萩野 浩 2014 9784840447805 ¥13,640 ¥18,040 1016378824 

整形外科の疾患・手術・術前術後ケア ―3ステップで大事なところをいいとこどり!―（2014秋季増刊(通巻242号)） 津村 弘 2014 9784840447812 ¥13,640 ¥18,040 1017804297 

整形外科看護 別冊・増刊 

「明るく楽しく仕事したい！」そんなあなたの「困っ
た！」を解決する最新情報を、毎号お届けします。
写真やイラストを豊富に使った誌面はとても読み
やすく、オールカラーの特集は楽しく学べること間
違いなし！ しっかり勉強できるものや、ひと息つ
けるものなど、バラエティに富んだ連載も人気です。
新人ナースから経験を積んだナースまで、知りた
いことがきっと載っています！ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

＜商品コード：1027850538＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

社会の高齢化に伴う眼疾患の増加により、眼科医療
従事者には、今後いっそう幅広い知識が求められると
予想されます。『眼科ケア』は、眼科看護師や視能訓
練士、眼科コメディカルなど、すべての眼科スタッフの
レベルアップをサポートする専門誌です。疾患や治療
の基礎知識をとことんわかりやすく！ 検査や屈折矯
正といった実践力が問われる業務のコツやポイントを、
読者のニーズを元に「現場発」でお届けします。 

・2013年～2017年（５年セット）特価  

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

眼科ケア 別冊・増刊 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

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 

眼科手術とケア黄金マニュアル ―写真とイラストで流れがみえる!手術介助がわかる!―（2017年秋季増刊(通巻244号)） 木村 英也 2017 9784840460156 ¥13,640 ¥18,040 1026634715 

眼科のあるあるトラブル59 
 ―未然に防ぐ!すばやく対応! : 点眼ミス・EKC・クレーム・転倒など―（2016年春季増刊(通巻223号)） 

兵頭 涼子 2016 9784840456517 ¥13,640 ¥18,040 1024254274 

ケアと患者指導に役立つ点眼薬マスターブック ―疾患別検査別にすっきり整理!―（2015年夏季増刊(通巻211号)） 山口 昌彦 2015 9784840452076 ¥13,640 ¥18,040 1018691836 

とことん!眼科のベーシック ―新人スタッフも重要ワードで超早わかり―（2015年冬季増刊(通巻218号)） 宮田 和典 2015 9784840452083 ¥13,640 ¥18,040 1020617075 

めめ子とトライまるごと眼科クイズ230 
 ―知識が広がる!業務に生かせる! : オールカラー―（2014年夏季増刊(通巻197号)） 

眼科ケア編集
委員会 

2014 9784840447942 ¥13,640 ¥18,040 1016382674 

子どもの目の検査と病気 ―スタッフのハテナ50にお答えします!―（2014年冬季増刊(通巻204号)） 
眼科ケア編集
委員会 

2014 9784840447959 ¥13,640 ¥18,040 1017804300 

動画でみるみるわかる眼科検査テクニック 
 ―基本手順から疾患の捉え方まで、検査のすべてが、みえる、わかる、できる―（別冊） 

前田 裕子 2013 9784840444965 ¥14,674 ¥19,734 1016378818 

＜商品コード：1027850530＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 

『呼吸器ケア』は、呼吸ケアにかかわるすべてのスタッ
フを応援する臨床・教育専門誌です。ベッドサイドにお
ける患者アセスメントやケア、人工呼吸器をはじめとし
て日々進化する機器の安全な取り扱いとモニタリング、
患者の日常を支えるリハビリテーションや生活指導ま
で、呼吸ケアスタッフに本当に必要な知識と技術をわ
かりやすく提供します。チーム医療に携わる幅広い職
種の皆さまに最新の情報をお届けする月刊誌です。 

・2013年～2017年（５年セット）特価  

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

呼吸器ケア 別冊・増刊 

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 

なるほど人工呼吸管理 ―誰もここまで教えてくれなかった : オールカラー―（2018年冬季増刊(通巻217号)） 安宅 一晃 2018 9784840463997 ¥13,640  ¥18,040  1029973287 

人工呼吸ケアの機器・物品100 ―現場で頼れる早引き事典―（2018年夏季増刊(通巻210号)） 尾野 敏明 2018 9784840463980 ¥13,640 ¥18,040 1028506688 

呼吸療法認定士デビューのための呼吸ケアQ&A100 
 ―病棟で、部門で、チーム活動で、呼吸療法の知識をフル活用!―（2017年夏季増刊(通巻196号)） 

濱本 実也 2017 9784840460286 ¥13,640 ¥18,040 1025637503 

ナース・研修医が必ずぶつかる人工呼吸管理の「わかりません!」を29人の腕利きエースが解決する本 
 （2017冬季増刊(通巻203号)） 

中根 正樹 2017 9784840460293 ¥13,640 ¥18,040 1026634717 

とことんやさしい!だけじゃナイ!人工呼吸器まるごとブック （2016夏季増刊(通巻182号)） 
沖縄呼吸ケア
研究会 

2016 9784840456654 ¥13,640 ¥18,040 1022064354 

呼吸器ケアの疾患・検査・治療はや調べブック 
 ―ナースもうれしい患者説明シート付き!―（2015夏季増刊(通巻168号)） 

石崎 武志 2015 9784840452212 ¥13,640 ¥18,040 1018691842 

呼吸療法“合格チャレンジ"100日ドリル ―毎日使えて基礎が身につく!―（2015冬季増刊(通巻175号)） 西 信一 2015 9784840452229 ¥13,640 ¥18,040 1019533259 

＜商品コード：1027850532＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 

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 

糖尿病の病態生理イラスト図鑑 ―病気のしくみ・合併症・治療による変化がわかる―（2019年春季増刊(通巻203号)） 細井 雅之 2019 9784840467742 ¥13,640  ¥18,040  1030361030 

糖尿病もりもりスキルアップドリル 
 ―基礎から最新情報までダイアちゃんと楽しく学ぶ!患者指導に使える―（2018年春季増刊(通巻189号)） 

水野 美華 2018 9784840464123 ¥13,640 ¥18,040 1027441314 

糖尿病食事療法パーフェクト指導BOOK ―患者に楽しく継続してもらえるコツが満載!―（2018年秋季増刊） 野崎 あけみ 2018 9784840464130 ¥13,640 ¥18,040 1028700628 

白熱!糖尿病教室ミラクルマニュアル 
 ―そのまま使える秘伝のスライド&シナリオ大公開! : 患者指導力が劇的にアップする―（2017年秋季増刊(通巻182号)） 

細井 雅之 2017 9784840460439 ¥13,200 ¥17,600 1025881806 

魔法の糖尿病患者説明シート50+α ―ダウンロードでそのまま使える! : 患者さんがみるみる変わる! : 唱えて変身!魔法
の言葉つき―（2016年春季増刊(通巻161号)） 

細井 雅之 2016 9784840456791 ¥13,640 ¥18,040 1020706718 

糖尿病の検査値マスターガイド ―キャッチフレーズで学ぶ!1分解説で伝わる!―（2016年秋季増刊(通巻168号)） 清野 弘明 2016 9784840456807 ¥13,640 ¥18,040 1023621696 

糖尿病患者100人の足から学ぶフットケア実践book 
 ―病態・ケア・チーム連携を徹底解説!―（2015年春季増刊(通巻147号)） 

安西 慶三 2015 9784840452359 ¥13,640 ¥18,040 1017804323 

Dr. 坂根厳選!糖尿病患者指導のアイデアグッズ50 
 ―患者さんの理解度・モチベーションがぐんぐん上がる―（2015年秋季増刊(通巻154号)） 

坂根 直樹 2015 9784840452366 ¥13,640 ¥18,040 1018853400 

糖尿病のくすりとケアビジュアルガイド 
 ―絵と写真とアイコンでひと目でわかる! : 患者指導と処方のポイント―（2014年秋季増刊(通巻140号)） 

朝倉 俊成 2014 9784840448239 ¥13,640 ¥18,040 1016432352 

糖尿病療養指導にかかわる医療スタッフのため
の専門誌『糖尿病ケア』。新人からベテランまで
幅広い読者が求めるテーマを詰め込み、患者さ
んへよりよい指導を行うために必要な知識・技
術・ツールを皆さまのもとへ届けます。糖尿病を
持つ患者さんとともに、学び、成長するために、
そして患者さんのやる気を引き出してよりよい行
動をスタート・継続してもらうために、本誌をご活
用ください！ 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2005年～2007年 ¥64,152 ¥87,912 

2008年～2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

糖尿病ケア 別冊・増刊 

＜商品コード：1027850540＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 

リハビリテーション医療は、急性期を脱した患者さんに
とってその後の生活の基礎となり、生活の質を左右す
る重要な役割を果たしています。しかし多職種がチー
ムとして患者さんにかかわるため、リハビリ看護の専
門性ややりがいが見えにくいのも事実。『リハビリナー
ス』はさまざまな角度からリハビリ看護に必要な知識と
技術を取り上げ、新人スタッフからベテランまで、すべ
てのリハビリナースのやりがいと実践力アップをサ
ポートします。 

・2013年～2017年（５年セット）特価   
同時1アクセス（本体）：¥174,240 同時3アクセス（本体）：¥240,240 

＜商品コード：1027850528＞ 

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 

目的・シーン・症状別リハビリ病棟の看護記録 
 ―「生活者」としての患者がみえる!ハズせないポイントがわかる!―（2018年秋季増刊） 

荒木 暁子 2018 9784840464352 ¥14,322 ¥18,942 1028700633 

リハビリナース、PT、OT、STのための患者さんの行動から理解する高次脳機能障害 
 ―なぜ、患者さんはこんな行動をとるの?どう対応するの?―改訂2版（別冊） 

種村 純 2018 9784840464970 ¥11,220 ¥14,960 1027659421 

ADLの評価&向上サクセスガイド 
 ―ナース、CW、PT、OT、STのための事例でわかる―（2017年秋季増刊(通巻68号)） 

壱岐 英正 2017 9784840460651 ¥14,322 ¥18,942 1025881812 

脊髄損傷者の看護 
 ―病態、合併症、リハビリテーション、看護まで : 大事なポイントがすべてわかる!実践できる!―（別冊） 

吉備高原医療リハビリテーション
センター看護部 

2017 9784840461542 ¥8,910 ¥11,880 1025193969 

3ステップでわかるリハビリ病棟の疾患・リハ・看護まるごとブック （2016年秋季増刊(通巻61号)） 蟻田 富士子 2016 9784840457026 ¥14,322 ¥18,942 1023621700 

リハビリナースのための超重要疾患マスターブック 
 ―リハビリ3大疾患5大症候・合併症4大併存疾患を完全網羅!―（2014年秋季増刊(通巻47号)） 

目谷 浩通 2014 9784840448444 ¥13,398 ¥18,018 1022064355 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2008年～2011年 ¥39,600 ¥52,800 

2012年～2017年 ¥40,920 ¥54,120 

各年毎価格 

リハビリナース 別冊・増刊 
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● 表示価格は税抜きです。 

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 

栄養ケア・マネジメントQ&A40+栄養強化おやつレシピ27 
 ―高齢者の食事支援における管理栄養士・栄養士のアプローチ―（2019年春季増刊） 

田村 佳奈美 2019 9784840468107 ¥9,548  ¥12,628  1030515276 

がん患者の栄養療法と食事サポート （2018年冬季増刊 (通巻136号)） 鷲澤 尚宏 2018 9784840464505 ¥9,548  ¥12,628  1029502827 

会話形式でわかる病態別栄養指導の○と× （2018年秋季増刊(通巻131号)） 坂根 直樹 2018 9784840464499 ¥9,548 ¥12,628 1028506691 

間違いだらけの栄養療法40 ―聞けそうで聞けなかった迷える栄養ケア―（2018年春季増刊） 田村 佳奈美 2018 9784840464482 ¥9,548 ¥12,628 1027659425 

透析患者の病態・栄養指導・治療食 
 ―疾患・指導・食事のすべてがわかる管理栄養士のとらのまき―（2017年冬季増刊(通巻121号)） 

北島 幸枝 2017 9784840460804 ¥9,548 ¥12,628 1026888958 

疾患別食事療法のポイントと成分別栄養献立展開のコツ （2017年秋季増刊(通巻116号)） 本田 佳子 2017 9784840460798 ¥9,240 ¥12,320 1025881804 

糖尿病患者の病態・栄養指導・治療食 
 ―疾患・指導・食事のすべてがわかる管理栄養士のとらのまき―（2016年冬季増刊(通巻106号)） 

本田 佳子 2016 9784840457170 ¥9,548 ¥12,628 1024399156 

高齢者の栄養ケアQ&A55 ―あなたのギモンがスッキリ解決!―（2016年新春増刊(通巻96号)） 田村 佳奈美 2016 9784840457156 ¥9,548 ¥12,628 1024254275 

消化・吸収・代謝のしくみと栄養素のはたらき ―イラスト図鑑の決定版!―（2016年秋季増刊(通巻101号)） 山中 英治 2016 9784840457163 ¥9,548 ¥12,628 1023621695 

腎臓病患者の病態・栄養指導・治療食 
 ―疾患・指導・食事のすべてがわかる管理栄養士のとらのまき―（2015年冬季増刊(通巻91号)） 

北島 幸枝 2015 9784840452731 ¥9,548 ¥12,628 1020617073 

栄養ケアのキーワード166 ―知ってるつもりの?ワードをコンパクトに解説!―（2015年秋季増刊） 本田 佳子 2015 9784840452724 ¥9,548 ¥12,628 1018853399 

栄養指導スキルアップ ―患者のやる気をひきだす!行動変容をサポートする!―（２015年春季増刊(通巻81号)） 幣 憲一郎 2015 9784840452717 ¥9,548 ¥12,628 1018691841 

基準値と異常値で病態を見きわめる ―検査値読み解き力upブック : 栄養管理&栄養指導にいかす―（2014年秋季増刊） 川崎 英二 2014 9784840448581 ¥13,640 ¥18,040 1017804311 

『Nutrition Care』は、臨床における栄養療法の試行
錯誤を取り上げ、その試みを共有し、蓄積できる専
門誌です。毎日臨床でがんばる管理栄養士・栄養士
のみなさんの“声”に応え、栄養管理の実践的な知
識と技術、栄養ケアのアプローチを確立するための
役立つ情報などを提供します。あらゆる栄養療法を
駆使し、患者にアプローチし続ける管理栄養士・栄養
士のみなさんを応援します！ 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2008年～2010年 ¥35,640 ¥47,520 

2011年 ¥71,280 ¥95,040 

2012年～2017年 ¥73,656 ¥97,416 

各年毎価格 

Nutritionケア 別冊・増刊 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥313,632 同時3アクセス（本体）：¥432,432 

＜商品コード：1027850516＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

                 

 「がんナーシング」は、現場の声をもとに、看護師
が「今知りたい」内容をお届けする雑誌です。看護
に必要な知識を、迅速に、わかりやすく、現場で活
用しやすい形で、またプロとして押さえておきたい
情報を整理して紹介します。一般病院の看護師も
専門病院の看護師も、ジェネラリストにもスペシャリ
ストにも役立てていただけるラインアップを揃えてい
ます。がん看護に携わるすべての看護師の声にお
応えします！ 

・2013年～2017年（５年セット）特価   
同時1アクセス（本体）：¥174,240 同時3アクセス（本体）：¥240,240 

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2011年 ¥39,600 ¥52,800 

2012年～2017年 ¥40,920 ¥54,120 

各年毎価格 

プロフェッショナルがんナーシング 別冊・増刊 

そのまま使える緩和ケア患者説明ガイド ―苦痛症状

+治療・処置別―（2017年春季増刊(通巻39号)） 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840461009  

著編者名 大坂 巌 発行年 2017  商品コード 1024399179 
緩和ケアに関する患者説明ガイド。比較的多い苦痛症状と、緩和的治療・処置、疼痛治療薬のポイントについて、患者とその
家族への説明文と看護師が把握しておく内容を網羅。説明シートをダウンロードできるロック解除キー付き。 

がん薬物療法の副作用ケアとことん攻略本 ―支持

療法薬の必須ケアポイントつき!―（2016年春季増刊(通巻
32号)） 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840456173  

著編者名 市川 度 発行年 2016  商品コード 1020706720 
さまざまながん薬物療法の登場で、治療成績の向上と共に副作用と闘う期間も延長した。患者の副作用に立ち向かう看護師
らが、患者ケアに役立つ抗がん薬の知識、殺細胞性抗がん薬・分子標的薬・ホルモン剤の副作用を解説する。 

がん化学療法患者説明ガイド ―そのまま使える : 

キードラッグ&副作用別―（2015年臨時増刊） 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840453431  

著編者名 三嶋 秀行 発行年 2015  商品コード 1017804315 
がん専門病院ではなく、一般病院の看護師や薬剤師が、膨大な種類の薬が使われるがん化学療法について、患者にわかり
やすく短時間で説明できるシートを満載。患者説明シートがダウンロードできるロック解除キー付き。 

がん疼痛治療の薬非オピオイド鎮痛薬・オピオイド
鎮痛薬・鎮痛補助薬はや調べノート （2014年別冊） 

同時1アクセス（本体） ¥9,856 

同時3アクセス（本体） ¥13,376 

冊子版ISBN 9784840449557  

著編者名 森田 達也 発行年 2014  商品コード 1022064345 
がん治療の大きな柱である疼痛治療に用いる鎮痛薬・鎮痛補助薬74種類を網羅。看護のポイントも含めコンパクトに分かり
やすく解説し、患者への説明にも役立つ便利な1冊。重要なポイントをまとめていつでも携帯することができるミニブックつき！ 

＜商品コード：1027850524＞ 
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● 表示価格は税抜きです。 

               

超高齢社会を迎えて大きく変貌しようとしているこれか
らの医療と介護のあり方を追求する専門誌です。2025
年に向けて厚労省が推し進める地域包括ケアシステム
の主要な担い手である、在宅医療や在宅介護、地域密
着型サービス、自治体、高齢者の住まいの動向を追い
かけ、解説します。 

・2015年～2017年（３年セット）揃価格  

同時1アクセス（本体）：¥98,208 同時3アクセス（本体）：¥129,888 

各年毎価格 
同時1アクセス(本体）：¥32,736 同時3アクセス（本体）¥43,296 

医療と介護Next 別冊・増刊 

29 

医療と介護の未来形 ―超高齢+人口激減社会に負け

ない―（地域包括ケアをリードする 2018年秋季増刊） 

同時1アクセス（本体） ¥8,525 

同時3アクセス（本体） ¥11,275 

冊子版ISBN 9784840464833  

著編者名 医療と介護Next編集室 発行年 2018 商品コード 1029161157 

【2040年、さらにその先の医療介護を展望】日本の人口は2010年をピークに減少し、2040年には85歳以上が1000万人を超え百寿者
も増加する。医療と介護の供給体制は大転換を余儀なくされる。介護保険や医療はどう変わるべきか、先端技術はどこまで実用化
されているか。識者の考察と先駆者の実践から探る。 

介護事業者が知らないと損をする公的医療保険
と診療報酬 ―2018ダブル改定 : 図解でスッキリ!―（別

冊 2） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN  9784840465212  

著編者名 青木 正人 発行年 2018 商品コード 1027659423 

【医療介護連携の実践ポイントが即わかる！】介護と医療の連携・統合が図られつつある今、介護事業者は介護保険だけに精通し
ていればいい時代ではない。スムーズな医療・介護連携のために介護事業者が知っておくべき公的医療保険と診療報酬の仕組み
を分かりやすく図解した他にはない1冊！介護保険に関わるすべての人も必読。 

2時間でわかる介護保険改正 ―2018(平成30)年度

新・介護報酬超速報版! : 2018ダブル改定 : ケアマネ
ジャー・介護職必携―（地域包括ケアをリードする 別冊） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN  9784840465113  

著編者名 日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会 発行年 2018 商品コード 1027441318 

【現場実践者が制度改正の必須ポイントを解説】介護保険法以外も含むために「何が変わったか」がわかりにくい2018年介護保険改
正。その要点をサービス種別ごとに整理するとともに、新・介護報酬案を収載。また、利用者・家族への改正点の説明に役立つ、いく
つかの場面を想定した「説明シミュレーション」つき。 

共助・公助に頼らない地域包括ケア時代の互助
の築き方 （地域包括ケアをリードする 2017年秋季増刊

(通巻18号)） 

同時1アクセス（本体） ¥8,525 

同時3アクセス（本体） ¥11,275 

冊子版ISBN 9784840461139   

著編者名 医療と介護next編集室 発行年 2017 商品コード 1026888954 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【生活支援を地域で担うノウハウ事例満載】低成長・財政難の
時代、地域包括ケアも共助（社会保険）や公助（税金）にばかりよりかかってはいられず、市民による互助の構築が不可欠である。と
はいえ、大都市圏ではこれから地域づくりに取り組まなければならない街が多い。この１冊で“ご近所力”の高め方がわかる。 

2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 
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 「管理」にしばられず、より良い病院、病棟運営を
行うためには、マネジメント力、ビジネスマインドが
必要です。『Nursing BUSiNESS』は、看護師長、看
護部長などの看護管理職者が現場で困っているこ
と、知っておきたいことに応える情報を厳選してお
届けします。看護師長と看護部長が一緒になって
目指すべきマネジメントのかたちを共有し、前進す
るための情報源としてぜひ『Nursing BUSiNESS』を
ご活用ください！ 

                

同時1アクセス 
（本体） 

同時3アクセス 
（本体） 

2007年 ¥71,280 ¥97,680 

2008年～2011年 ¥79,200 ¥105,600 

2012年～2017年 ¥81,840 ¥108,240 

各年毎価格 

・2013年～2017年（５年セット）特価   

同時1アクセス（本体）：¥348,480 同時3アクセス（本体）：¥480,480 

＜商品コード：1027850514＞ 

Nursing business 別冊・増刊 

入退院支援パーフェクトガイド 
 ―看護がつなぐ「在宅ケア移行支援」の実践― 
（2019年春季増刊(通巻174号)） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,548 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,628 

冊子版ISBN 9784840467889  

著編者名 宇都宮 宏子 発行年 2019 商品コード 1029973294 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【豊富な実践例で入退院支援のすべてがわ
かる】いま注目を集める「入退院支援」。入院時から退院後の在宅療養を射程に入れ、看護師が中心となった
チームアプローチでの関わりが求められている。先駆的な施設の取り組みから、体制整備、実際の業務フロー、
多職種連携、人材育成などのノウハウを伝える一冊。 

情報を地域につないで多職種連携がうまく 
いく看護記録の活用術 
 ―退院後の療養の質を高める― 
（2018年秋季増刊(通巻169号)） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,548 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,628 

冊子版ISBN 9784840464284  

著編者名 大久保 清子 発行年 2018 商品コード 1029161155 

【看護情報の管理と活用のポイントがわかる！】地域包括ケアが進み、病院外の多職種と連携していく中で、患
者・療養者の情報を共有するための手法を解説。「看護記録」をはじめとする、看護領域で扱う「情報」について、
そのとらえ方、取り扱い方法、看護マネジメントへの活用などを事例とQ&Aで学ぶ。 
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● 表示価格は税抜きです。 

2015年大リニューアルした『産業保健と看
護』。産業看護職のみならず、企業におけ
る従業員の健康支援に携わる医療看護職、
人事労務職、安全衛生管理者の方まで、
より多くの方のお役に立てるジャーナルに
生まれ変わりました。 
 産業保健従事者のネットワークづくりと情
報収集、自主学習の実践書として、働く人
の健康を支えるすべての産業保健従事者
に必読です。 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

2009年～2011年 ¥39,600 ¥52,800 

2012年～2017年 ¥40,920 ¥54,120 

各年毎価格 

・2013年～2017年（５年セット）特価   
同時1アクセス（本体）：¥174,240 同時3アクセス（本体）：¥240,240 

＜商品コード：1027850534＞ 
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産業保健と看護 別冊・増刊 

健康診断・保健指導パーフェクトBOOK  
―イラストでまるわかり!―（2019年春季増刊） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,912 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,432 

冊子版ISBN 9784840468190  

著編者名 畑中 純子 発行年 2019 商品コード 1030515279 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。【健診も指導もこの１冊でしっかり身に
付く！】 企業の健康診断は実施が義務付けられ、種類も多岐にわたる。健診後の保健指導も必要で、産業
保健・看護職の業務は幅広く、その役割は大きい。本書は健康診断の準備から押さえておきたい検査所見、
事後措置や保健指導のコツまで、他書にはないノウハウを網羅する。 

                 

2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 

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 

はじめての救急看護 佐藤 憲明 2018 9784840465069 ¥8,580 ¥11,440 1027296270 

はじめての婦人科看護 永野 忠義 2017 9784840461436 ¥8,580 ¥11,440 1024399180 

はじめての糖尿病看護 石本 香好子 2017 9784840461559 ¥8,580 ¥11,440 1024399181 

はじめての消化器外科看護 
労働者健康安全機構 関西労災 
病院看護部 

2017 9784840461528 ¥8,580 ¥11,440 1025269568 

はじめての整形外科看護 
労働者健康安全機構 関西労災 
病院看護部 

2016 9784840457729 ¥8,580 ¥11,440 1024254259 

はじめてのがん化学療法看護 辻 晃仁 2016 9784840454711 ¥8,294 ¥11,154 1024254258 

はじめての脳神経外科看護 近藤 靖子 2014 9784840446006 ¥7,722 ¥10,582 1024254251 

はじめての心臓外科看護 心臓血管研究所附属病院ICU 2014 9784840448932 ¥8,008 ¥10,868 1024254252 

はじめての補助循環  
―ナースのためのIABP・PCPS入門書― 

山名 比呂美 2013 9784840445078 ¥7,722 ¥10,582 1024254253 

はじめての透析看護 萩原 千鶴子 2013 9784840444941 ¥7,722 ¥10,582 1024254249 

はじめての心臓カテーテル看護 粟田 政樹 2013 9784840444569 ¥7,436 ¥10,296 1024254254 

はじめてのNICU看護 宇藤 裕子 2013 9784840445795 ¥7,722 ¥10,582 1024254250 

はじめてのICU看護 石井 はるみ 2012 9784840440110 ¥7,150 ¥10,010 1024254255 

13冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥104,676 ¥141,856 
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● 表示価格は税抜きです。 

新人技師リエコとらくらく学ぶ超音
波検査手技ABC ―3DCG動画で臓器

の立体構造をイメトレ!―（1） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥23,100 

同時3アクセス 
（本体） 

¥30,800 

冊子版ISBN 9784840445146  

著編者名 久保田 義則 発行年 2017  商品コード 1025193978 
【3DCG画像で立体的にエコー所見を理解】新人リエコが超音波検査で重要な領域である血
管・消化器・泌尿器・循環器・運動器を主任から学びながら徐々に成長していくストーリー。エ
コー走査がわかるよう、超音波動画に合わせて3DCG解剖図上でプローブの動きを再現して
おり、エコー走査に不可欠な臓器の立体構造が理解できる。 

心血管エコー用語・略語・数値
スーパーリファレンス （2） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,600 

冊子版ISBN 9784840461382  

著編者名 西上 和宏 発行年 2017  商品コード 1025269574 
臨床で出会う頻度の高い疾患を中心に、日常的にカルテ・レポートに記載することの多い用
語・分類・基準値・重症度基準・エコーサイン・疾患にかかわる手術・治療用語について取り
上げた。循環器病棟の看護師をはじめとするメディカルスタッフや研修医およびレジデントに
も必携のポケットブック。 

腹部超音波検査のあっ!?あれ何
だっけ? ―走査のポイントと測定・評価の

コツ―（4） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,910 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 

冊子版ISBN 9784840461603  

著編者名 小川 眞広 発行年 2017  商品コード 1025269577 
どんなに綺麗な画像が撮れても、それが第三者に「伝わらなければ」意味がない。本書は腹
部スクリーニング検査において、客観性の向上を目指した撮影方法を丁寧に解説している。
また、判定の際に重要となる正常値や、評価法のコツについてもまとめた。 

カテゴリーが劇的にわかる腹部超
音波スクリーニング ―webでエコー動

画×走査がみられる!―（6） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,760 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,160 

冊子版ISBN 9784840465342  

著編者名 平井 都始子 発行年 2018  商品コード 1028700636 
【カテゴリー分類で重要な超音波所見を網羅！】カテゴリーが十分に理解できず判定に迷っ
ている医師・技師必携書。腹部エコーのスペシャリストが、各臓器の基本断面、描出のコツ
やピットフォール、間違いやすい症例や悩む症例を提示し、画像をもとにわかりやすく解説。
持ち歩きに便利なポケットサイズ！ 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

4冊揃価格 ¥57,970 ¥77,440 
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● 表示価格は税抜きです。 

循環器治療は大きく発展し、日々進化しています。また、虚血性心疾患や不整脈、心不全、
そして画像診断や治療と、網羅する分野が幅広く、発信される情報量が膨大である現代で
は、有用な情報を適切に選択し習得することが重要です。『CIRCULATION Up-to-Date』は
循環器専門医を目指す研究医から、第一線で活躍されている先生が臨床で活かせるよう
に、画像や動画を多く取り入れ、実践・実用雑誌を目指します。 

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 

心臓外科医が描いた正しい心臓解剖図 
 ―透視図→心カテ : 断面図→心エコー : 見たいところが見える : 心臓の立体構造を細密画で理解する―（01） 

末次 文祥 2014 9784840449038 ¥13,860 ¥18,810 1024399134 

最強! 心不全チーム医療 ―スペシャリスト集団になる!―（02） 佐藤 幸人 2014 9784840449021 ¥12,540 ¥16,720 1016025722 

臨床心不全のいちばん大事なところ60 ―そうだったのか!ストンと胸に落ちる基礎知識―（03） 佐藤 幸人 2014 9784840450027 ¥14,355 ¥19,305 1024399137 

カテーテル時代に知っておきたい新しい心血行動態入門 ―いちから学びたい人にDr.大西から80のクエスチョン―（04） 大西 勝也 2014 9784840450034 ¥11,088 ¥15,048 1024399138 

「息切れ」を極める! ―Dr.大西が教える心不全とCOPDの治療の法則―（05） 大西 勝也 2015 9784840453134 ¥11,088 ¥15,048 1024399139 

心カテがうまくなる考えかた 
 ―マニュアルだけではわからない : 思わぬことが起きても次の一手が見えてくる51のハナシ―（06） 

河村 朗夫 2015 9784840453622 ¥11,088 ¥15,048 1024399140 

いま、なぜ心不全ですか? ―U40心不全ネットワークにDr.大西が聞いてみた―（07） 大西 勝也 2015 9784840453684 ¥11,484 ¥15,444 1024399142 

最新にして上々!補助循環マニュアル （08） 関口 敦 2015 9784840454421 ¥15,180 ¥20,240 1024399144 

ACE阻害薬を使う深い理由 (わけ) ―なぜそこでその薬剤なのか?腕利き臨床家の治療戦略がみえる9症例―（09） 吉村 道博 2015 9784840454537 ¥11,484 ¥15,444 1024399145 

この失神、どう診るか? ―見落とせない失神患者が明日やって来るかもしれない―（10） 安部 治彦 2016 9784840457736 ¥11,484 ¥15,444 1024399147 

真っ向勝負の大動脈弁狭窄症・閉鎖不全症 ―6人のエースがすべてを語りつくす―（11） 大西 勝也 2016 9784840457835 ¥11,880 ¥15,840 1024399148 

Dr.チサトの考えながら撮る心エコー 
 ―なぜ?なにを?どのように撮るか?がわかればカンファレンスでのプレゼンもうまくなる!―（12） 

泉 知里 2016 9784840457842 ¥13,200 ¥17,600 1024399149 

Theヨーロッパ医学留学 ―7カ国を完全制覇!11人の若手医師たちがホンネで語る熱き挑戦のすべて―（13） 金子 英弘 2016 9784840458146 ¥9,240 ¥12,320 1024399150 

心不全×不整脈 ―クロスさせて考えたら診断・治療のヒントがみえてくる―（14） 佐藤 幸人 2016 9784840458214 ¥13,200 ¥17,600 1024399152 

たかが冠攣縮、されど冠攣縮 ―冠攣縮誘発負荷試験を知れば、冠攣縮性狭心症だけでなく心疾患すべての治療方針が
みえてくる : 心臓カテーテル室の大切なハナシ―（15） 

末田 章三 2016 9784840458351 ¥13,200 ¥17,600 1024399151 

実践!みためだけじゃない画像診断 ―循環器integrated imagingのススメ―（16） 北井 豪 2016 9784840453615 ¥15,686 ¥20,746 1024399141 

超実践的!抗凝固薬の使いかた ―NOAC・DOACについて知りたかったのはその特徴を踏まえた選択法―（17） 池田 隆徳 2017 9784840461566 ¥13,200 ¥17,600 1025269565 

急速展開する僧帽弁閉鎖不全症治療のカッティングエッジ ―MitraClipと新たなカテーテル治療が切り開く未来像―（18） 金子 英弘 2017 9784840461573 ¥13,200 ¥17,600 1025269566 

心房細動患者を「脳梗塞」から守るのは誰か? 
 ―スペシャリストの治療戦略!DOAC?左心耳閉鎖?それともカテーテルアブレーション?―（19） 

井上 耕一 2017 9784840461849 ¥13,200 ¥17,600 1025637502 

19冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥239,657 ¥321,057 
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● 表示価格は税抜きです。 

心臓血管外科テクニック シリーズ 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

4冊揃価格 ¥193,200 ¥281,600 

各冊単価 ¥48,400 ¥70,400 

各疾患の病態と最新の治療戦略の解説とともに、
各手術のゴールド・スタンダードといえる手技を
カラー写真・イラストで収録。研修医・専門医の
個人学習用としても、患者説明やコメディカルス
タッフへの教育ツールとしても活用できる一冊。 

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 

弁膜症編 （四津良平総監修 1） 四津 良平 2009 9784840428569 ¥48,400 ¥70,400 1018691824 

大血管疾患編 （四津良平総監修 2） 上田 裕一 2009 9784840428576 ¥48,400 ¥70,400 1018691825 

冠動脈・心筋疾患編 （四津良平総監修 3） 松居 喜郎 2009 9784840428583 ¥48,400 ¥70,400 1018691826 

先天性心疾患編 （四津良平総監修 4） 坂本 喜三郎 2009 9784840428590 ¥48,400 ¥70,400 1018691827 

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 

肩関節外科手術テクニック ―写真WEB動画で理解が深まる = Surgical techniques of the shoulder―（1） 菅谷 啓之 2014 9784840448871 ¥39,600 ¥52,800 1016432349 

実践!手・手指外傷の診断・治療のテクニック ―写真WEB動画で理解が深まる―（2） 田中 寿一 2015 9784840453127 ¥33,000 ¥44,000 1017804302 

人工股関節置換術「THA・BHA」 ―人工関節の基礎知識,基本テクニック,合併症対策 : 写真・WEB動画で理解が深まる―（3） 大谷 卓也 2016 9784840456203 ¥31,900 ¥42,900 1022064348 

若手医師のための基本から理解する人工膝関節置換術<TKA> ―適応,術前計画,基本手技,合併症対策―（4） 松本 秀男 2017 9784840461740 ¥33,000 ¥44,000 1025269575 

若手医師のための脊椎外傷の診断・保存的治療・手術 ―写真・WEB動画で理解が深まる―（5） 松山 幸弘 2018 9784840465304 ¥33,000 ¥44,000 1027882465 

心臓血管外科テク  シリーズ シリー 

整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専
門誌『整形外科サージカルテクニック』。教科書
には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リ
カバリー法が満載。各手術のエキスパートの技
と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門
誌」です。本誌で取り上げた手術動画をWEB
ページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確
認できます。 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

5冊揃価格 ¥170,500 ¥227,700 
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● 表示価格は税抜きです。 

脳神経外科速報 別冊・増刊 

  女性ヘルスケアpractice シリーズ 

女性診療で使えるヌーベル漢方処方ノート  
―産婦人科医・内科医が知っておきたい―（1） 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784840461481  

著編者名 武田 卓 発行年 2017  商品コード 1025269572 
精査にもかかわらず異常所見が見つからない…、治療や薬剤の副作用でQOLが下がる…。そんなとき有効な一手となるのが、西洋医
学・漢方治療医学それぞれの特徴を生かして症状の改善を目指す「ヌーベル漢方」。女性疾患への新しいアプローチ法と処方のいろはが
この一冊に。 

実践!遺伝性乳がん・卵巣がん診療ハンドブック  
―HBOC管理とがん予防のためのネクストステップ―（2） 

同時1アクセス（本体） ¥11,484 

同時3アクセス（本体） ¥15,444 

冊子版ISBN 9784840461894  

著編者名 山内 英子 発行年 2017  商品コード 1025881807 
【遺伝的評価に基づく治療法選択を支える】 乳がん患者の約5％を占めるHBOC。未発症保因者なのか、すでに発症しているのか、血縁
者が保因者なのか、置かれた状況により選択肢はさまざま。患者が自分の個性に合った予防・治療法を選択できるよう支援するために必
要な知識と実践ポイントをやさしくまとめた一冊。 

がん・生殖医療ハンドブック  
―妊孕性・生殖機能温存療法の実践ガイド―（3） 

同時1アクセス（本体） ¥15,345 

同時3アクセス（本体） ¥20,295 

冊子版ISBN 9784840461900  

著編者名 大須賀 穣 発行年 2017  商品コード 1026888956 
※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【限られた期間での自律的な治療選択を支える】「生命」と「妊孕性・
生殖機能」の危機を同時に迎える小児期、AYA世代のがん患者。適切なタイミングで正確な情報を提供し、患者にとって最善のがん治
療・生殖医療に導くために必要な最新のがん・生殖医療の知識をわかりやすくまとめた。若年がん患者に関わるすべての医療者必携。 

産婦人科診療に役立つ早わかり遺伝医療入門  
―Q&Aでさらっとなっとく―（4） 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥14,960 

冊子版ISBN 9784840464956  

著編者名 山田 重人 発行年 2018  商品コード 1027116553 
初めての人も今さらの人も！とことんわかる】産婦人科に関係する遺伝医療のトピックを、57のQ&Aでやさしく解説。基礎から学びたい、部
分的に学びたい、明日患者さんが来るから知識を頭に入れておきたいなど、さまざまな目的に利用できる。知っておくべき遺伝の必須知
識がこんなにも簡単に、とことんわかる！ 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

4冊揃価格 ¥49,929 ¥66,539 

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 

Hybrid Neurosurgeonのための疾患別臨床脳血管解剖テキスト 
 ―マイクロから見た解剖,アンギオから見た解剖が同時並列にわかる!―（2018年増刊） 

大宅 宗一 2018 9784840463096 ¥26,400 ¥35,200 1028700637 

前大脳動脈瘤・椎骨脳底動脈瘤ACA・VBA Aneurysmのすべて ―シミュレーションで経験する手術・IVR : 
 130本のWEB動画付き―（脳神経外科速報EX : 部位別に学ぶ脳動脈瘤シリーズ） 

井川 房夫 2016 9784840457873 ¥47,740 ¥63,140 1022064352 

内頚動脈瘤ICA aneurysmのすべて 近位部(cavernous-paraclinoid) ―シミュレーションで経験する手術・
IVR―（脳神経外科速報EX : 部位別に学ぶ脳動脈瘤シリーズ） 

井川 房夫 2015 9784840453332 ¥38,280 ¥51,480 1018691828 

内頚動脈瘤ICA aneurysmのすべて 遠位部(supraclinoid) ―シミュレーションで経験する手術・IVR― 
（脳神経外科速報EX : 部位別に学ぶ脳動脈瘤シリーズ） 

井川 房夫 2015 9784840453349 ¥38,280 ¥51,480 1018691829 

中大脳動脈瘤〈MCA Aneurysm〉のすべて ―シミュレーションで経験する手術・IVR : 50本のWEB動画付き―
（脳神経外科速報EX : practical currently .  部位別に学ぶ脳動脈瘤シリーズ） 

井川 房夫 2014 9784840448956 ¥38,280 ¥51,480 1016046676 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

5冊揃価格 ¥188,980 ¥252,780 
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               シリーズ 

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 

婦人科看護の知識と実際  大道 正英 2009 9784840429252 ¥12,320 ¥16,720 1013533809 

小児外科看護の知識と実際  山高 篤行 2010 9784840429818 ¥12,474 ¥17,094 1013996689 

眼科看護の知識と実際 第４版 高橋 寛二 2009 9784840429283 ¥11,880 ¥16,280 1013996690 

神経内科看護の知識と実際  丸山 博文 2015 9784840453172 ¥11,880 ¥15,840 1017804304 

                  シリーズ 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

6冊揃価格 ¥74,756 ¥100,716 

画像を読み解け血管エコー典型画
像集 
 ―CT・MRI・血管造影にも強くなる! : WEB動画― 

同時1アクセス（本体） ¥23,870 

同時3アクセス（本体） ¥31,570 

冊子版ISBN 9784840450058  

著編者名 濱口 浩敏 発行年 2014  商品コード 1017804301 
血管エコー検査法を主軸とした特徴的なエコー画像の解説に加え、他のモダリティ(CT、MRI、血管造影など)
との対比を行い、各疾患における画像所見の特徴を説明する。WEB動画が視聴できるロック解除キー付き。 

保存版!血管診療図解テキスト  
―脈管専門医・血管診療技師・脳神経超音波検
査士認定試験合格サポートbook! : WEB動画― 
保存版 

同時1アクセス（本体） ¥26,598 

同時3アクセス（本体） ¥35,178 

冊子版ISBN 9784840454315  

著編者名 松尾 汎 発行年 2015  商品コード 1018691833 
血管診療の意義から、治療後のフォローと再発予防まで、よりよい血管診療を行うために必要な基本事項に
ついて、カラー図版を交えて解説する。WEBサイトでエコー画像の動画を視聴するためのロック解除キー付き。 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

2冊揃価格 ¥50,468 ¥66,748 

耳鼻咽喉科看護の知識と実際 改訂3版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥14,322 

同時3アクセス 
（本体） 

¥18,942 

冊子版ISBN 9784840458429  

著編者名 森山 寛 発行年 2016  商品コード 1024254266 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科の看護と解剖生理を解説し、内耳、中耳、鼻・副鼻腔疾患、アレルギー性鼻炎・花粉症、扁
桃・アデノイド肥大、睡眠時呼吸障害など、主な疾患とその治療・看護の知識と実際についてまとめる。 

精神科看護の知識と実際 改訂2版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,880 

同時3アクセス 
（本体） 

¥15,840 

冊子版ISBN 9784840454414  

著編者名 村井 俊哉 発行年 2015  商品コード 1018853398 
総合失調症を始めとした各精神科疾患の病態・治療・看護についてまとめたテキスト。精神科疾患の概念を把握でき
るよう、各疾患ごとの症状・分類・治療・成因をわかりやすく説明する。DSM-5、精神保健福祉法改正に対応。 
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訪問看護・介護事業所必携!暴力・ 
ハラスメントの予防と対応 
 ―スタッフが安心・安全に働くために― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784840468664  

著編者名 三木 明子 発行年 2019 商品コード 1030361035 

研修用資料が無料でダウンロード可能です。詳細は「ダウンロード資料の活用方法／研修用資料のダウンロード方法」
のページをご参照ください。 【スタッフを守る暴力対策のポイントがわかる】訪問看護・介護の現場では利用者や家族
からの暴力・ハラスメントを「仕方がない、よくあること」と受け止めて我慢したり、我慢させたりしがちで、離職のきっか
けともなる。各事業所内の仕組みづくり、対応方法、研修の進め方を豊富な資料とともに紹介する。 

医療現場の人間関係につまずき「ナース向い
てないかも…」と思う前に試してみたいコミュ力
アップ術25 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840468589  

著編者名 山本 美保 発行年 2019 商品コード 1030361033 

【職場の人間関係に悩める看護師必読！】同僚や上司、患者など、医療現場でのコミュニケーションにつまずき悩む看
護師に向けて、自分または相手の「ありかた」を変え、状況を好転させる25の“コミュニケーションセンス”を紹介。自分
が変わり、相手が変わることで、明日からの看護が楽しくなる！ 

ナースのためのアドラー流勇気づけ医療 
コミュニケーション ―メンタルヘルスの専門家・

ミレイ先生が人間関係の悩みを解決!― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840468602  

著編者名 上谷 実礼 発行年 2019 商品コード 1030361031 

【会話文＆マンガ風イラストの事例が満載！】ミレイ先生の勇気づけ書籍第２弾！ 自分をすり減らさずに仕事と向き合
い、医療職として自分らしく生きるためのコミュニケーションのヒントを勇気づけたっぷりで紹介します。難しい心理学の
理論が苦手でも大丈夫！誰でもすぐにアドラー心理学が実践できる。 

悲しいくらい人に聞けない看護技術 
（※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784840468572  

著編者名 中山 有香里 発行年 2019 商品コード 1029973289 

【1年目を乗り切れたナースに贈る技とコツ！】2年目を迎えるにあたっても「うまくやっていけるのか」と不安を拭いきれ
ない方は少なくないのでは。その不安には、1年目のようにプリセプターがいないこと、重症患者さんを受け持つ機会が
増えることなどさまざまな要素がある。そこで本書では、2年目の方に向けて研修では実施したけれどなかなか実践す
る機会の少ない手技を中心に手描きで解説。これで2年目もズルいくらいに乗り切るべし！ 

Dr.倉原の呼吸にまつわる数字のはなし 
 ―ナース・研修医のための― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784840468527  

著編者名 倉原 優 発行年 2019 商品コード 1029728140 

【誰かに話したくなる呼吸のプチトーク44】ちょっと意外で、でもナットクの数字たち。日常のケア・診療で身近な「呼吸不
全診断のためのPaO2値」から、考えたこともなかった「呼吸器疾患で長い病名の文字数」まで、Dr.倉原が繰り出す呼吸
の“数字学”。あなたはどこまで知っている？ 日々の臨床に役立つ知識が自然に身につく一冊。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 2019年6月 
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ナースのための教える技術 
 ―伝わる・身につく―（CandY Link Books） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784840468466  

著編者名 杉浦 真由美 発行年 2019 商品コード 1029502828 

【指導経験豊富なナースが伝授する！】新人や後輩指導のために、一生懸命資料を作ったり手本を見せたりして教えて
も、まったく伝わっていない･･･それは、上手な教え方のコツを知らないから。今まで誰も教えてくれなかった上手な教え
方のコツを、ライブセミナー形式の本文展開でわかりやすく解説！ 

臨床事例で学ぶ急性期看護のアセスメント 
 ―地域医療連携時代の系統的・周術期アセスメン
ト : 対象を理解しながら身体を診る・生活を看る― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784840465809  

著編者名 小澤 知子 発行年 2018 商品コード 1029161156 

【アセスメントからケアの視点が身につく！】医療を取り巻く環境の変化により急性期看護が果たす役割も変化している。
地域医療連携時代に求められる基本的な考え方や、事例による系統的アセスメント、手術に合わせた周術期アセスメン
トのしかたと看護計画の立て方、ケアのポイントを学ぶ。 

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 

明日からできる訪問看護管理 ―これだけはおさえておきたい― 清崎 由美子 2018 9784840465236 ¥9,900  ¥13,200  1027882463 

糖尿病・腎臓病・透析患者のやる気を引き出すコーチング 
 ―患者指導が劇的に変わる!― 

坂井 敦子 2018 9784840465298 ¥9,240  ¥12,320  1027882462 

ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術 （※） 中山 有香里 2018 9784840464932 ¥5,940  ¥7,920  1027296271 

対人関係がラクになる!ナースの感情整理術 
 ―交流分析で納得、今日からできるコミュニケーションのコツ― 

白井 幸子 2017 9784840454483 ¥8,580  ¥11,440  1026888961 

熟練看護師のプロの技見せます!慢性看護の患者教育 
 ―患者の行動変容につながる「看護の教育的関わりモデル」― 

河口 てる子 2018 9784840464840 ¥9,570  ¥12,760  1026888960 

緩和ケア教育テキスト 
 ―がんと診断された時からの緩和ケアの推進― 

田村 恵子 2017 9784840462020 ¥9,900  ¥13,200  1026634718 

Dr.林&今の外来でも病棟でもバリバリ役立つ!救急・急変対応  
（メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ） 

林 寛之 2017 9784840462013 ¥9,240  ¥12,320  1026634712 

医療看護イノベーション ―組織に変化を起こす2035年生き残り戦略の
教科書 : システム×デザイン思考がヘルスケアを変える― 

松下 博宣 2017 9784840461955 ¥9,900  ¥13,200  1025881805 

看護研究サポートブック 
 ―ワークシートで研究計画書がラクラク完成!―改訂4版 

足立 はるゑ 2017 9784840461269 ¥9,240  ¥12,320  1024399172 

器械出し・外回りのまるわかりポイント 
 ―ピヨピヨオペナースの「どうして?」「なんで?」に全部答える!― 

阿部 奈緒子 2014 9784840450065 ¥8,624  ¥11,704  1024399161 

ストーマ装具選択がサクサクできる本 
 ―キー装具と症例で理解する : オールカラー― 

熊谷 英子 2016 9784840458269 ¥9,240  ¥12,320  1024254267 

Dr.林のワクワク救急トリアージ ―臨床推論の1st step!― 林 寛之 2014 9784840449229 ¥10,780  ¥14,630  1024254247 

まるごとやりなおしのバイタルサイン 
 ―アセスメント力がつく!正常・異常がわかる!― 

桑原 美弥子 2016 9784840458276 ¥8,910  ¥11,880  1023621701 

科別にわかるICUでの術後ケア 
 ―主要手術の術後看護がまるわかり!―（できる!ICUナースseries） 

名古屋大学医学部附属
病院ICU 

2014 9784840446129 ¥8,624  ¥11,704  1023621699 

こんなときどうする?在宅看護Q&A ―小児から高齢者まで― 山田 雅子 2015 9784840454728 ¥9,889  ¥13,079  1020706722 

まるごとやりなおしのフィジカルアセスメント 
 ―チャートとイラストで見てわかる!― 

山勢 博彰 2015 9784840454476 ¥9,240  ¥12,320  1020617064 

高齢者の望む平穏死を支える医療と看護 
 ―医療否定でもなく過剰医療でもない、適切な終末期医療がわかる― 

長尾 和宏 2015 9784840454582 ¥5,940  ¥7,920  1019533260 

表情看護のすすめ 
 ―言葉の向こうのコミュニケーション : 患者の思い・心を読み取る― 

平澤 久一 2014 9784840450010 ¥8,250  ¥11,000  1016432354 

看護現場で使える教育学の理論と技法 ―個別指導や参加型研修に役
立つ100のキーワード : 「教え方しだい」で若手はのびる― 

中井 俊樹 2014 9784840449588 ¥9,240  ¥12,320  1016432353 

術前術後ケアポイント80 ―チェックリスト&図解でサクッと理解!― 足羽 孝子 2013 9784840440769 ¥8,008  ¥10,868  1016027023 

そうだったのか!麻酔看護とバイタルサイン ―超図解講座― 弓削 孟文 2011 9784840433549 ¥12,320  ¥16,720  1013996698 

看護研究サポートブック 
 ―ワークシートで研究計画書がラクラク完成!― 改訂3版 

足立 はるゑ 2012 9784840440554 ¥8,294  ¥11,154  1013533814 

産業看護実践マニュアル ―明日に生かせる活動のヒント― 河野 啓子 2008 9784840421720 ¥10,868  ¥15,048  1012419555 

麻酔看護のポイント360 武田 純三 2009 9784840425605 ¥11,440  ¥15,840  1012419554 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 2019年6月 
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臨床産科学テキスト 

同時1アクセス（本体） ¥34,100 

同時3アクセス（本体） ¥45,100 

冊子版ISBN 9784840468718  

著編者名 長谷川 潤一 発行年 2019 商品コード 1030515275 

【基本から臨床の実践知識までカラーで解説】 最新産科学を医師、研修医向けに豊富な文献によるエビデンス
とオールカラーの図表で解説。まとまった知識が得られる教科書でありながら、各項目に「サマリー」「臨床ピット
フォール」「臨床で役立つ！Point」を入れ、実臨床に直結するプラクティカルな内容とした。 

生殖外科のすべて 
 ―妊孕性温存を目指した婦人科内視鏡手術と
不妊診療― 

同時1アクセス（本体） ¥31,900 

同時3アクセス（本体） ¥42,900 

冊子版ISBN 9784840465434  

著編者名 森田 峰人 発行年 2018 商品コード 1029502824 

手技が見えるweb動画が視聴可能です。詳細は「web動画の視聴方法」のページをご参照ください。 ※著作権
などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【エキスパートに学ぶ生殖医学＋内視鏡下手術】挙
児希望年齢の高年化は生殖器疾患を有する女性の増加を意味する。手術による不可逆性不妊も懸念される今、
生殖外科は不妊診療において重要な位置を占める。本書では、不妊診療の立場から、内視鏡下手術の適応や
手術の実際を解説する。手術のコツを学べる動画付き。 

Fetal diagnosis with online video 

同時1アクセス（本体） ¥24,750 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN   

著編者名 増崎 英明 発行年 2018 商品コード 1029312031 

Fetal Diagnosis with Online Video「動く胎児」を「動くまま」見る オンライン動画付き世界で最も多くの産科超音
波画像を見てきた Prof. Masuzakiが贈る1冊英語版電子書籍、世界へ発売8000本のライブラリーより厳選！著
者による解説付き動画、全96症候・疾患スクリーニングから精密検査まで、産婦人科医／超音波検査士必修の
診断ポイントが“見ているだけで”みるみるわかる。経験のない症例や稀少疾患に出会ったとき、診断に役立つ
ヒントも満載！二分脊椎、横隔膜へルニア、腹壁破裂など 

産科の臨床検査ディクショナリー 
 ―読める生かせる説明できる! : 「産婦人科診療
ガイドライン産科編2017」に対応!― 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840465892  

著編者名 関沢 明彦 発行年 2018 商品コード 1029161158 

【妊婦健診から分娩までの臨床検査を網羅！】適切な時期に、適切な検査を行い、その結果を適切に判断して
妊娠・分娩管理につなげるために必要な知識を完全網羅する。妊婦への説明のポイントや検査のコツ、検査結
果の判断における注意点が分かる。検査の活用の仕方が学べるケーススタディ付き。 
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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 

腹式単純子宮全摘術 ―広汎子宮全摘術につながる : 手術の流れが
よくわかる!手術動画DVD付き― 

田畑 務 2015 9784840453608 ¥30,800  ¥41,800  1029312030 

広汎子宮全摘出術 ―ハイビジョン&DVD動画で完全理解― 田畑 務 2017 9784840458238 ¥62,700  ¥83,600  1029312029 

子宮体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomy  
―en bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術―改訂2版 

田畑 務 2018 9784840465274 ¥59,400  ¥79,200  1028063267 

産婦人科手術スーパーレッスン 

3冊 
揃価格 

同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

￥152,900 ￥204,600 

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 

産科疾患の画像診断 ―産婦人科専門医が知っておくべき93疾患 : 超
音波検査・ハイライト手術動画が見られる : 保存版― 

増崎 英明 2018 9784840465045 ¥66,495  ¥87,945  1027441317 

助産師外来で役立つ超音波検査ガイドブック 
 ―正常妊娠がよくわかる―新版 

竹村 秀雄 2018 9784840462044 ¥11,220  ¥14,960  1027296275 

周産期初期診療アルゴリズム ―PC[3]ピーシーキューブ公式コースガ
イド : 外傷外科戦略に基づく周産期集中治療戦略― （※） 

荻田 和秀 2017 9784840457538 ¥15,840  ¥21,120  1025599605 

産婦人科必修母体急変時の初期対応 ―J-CIMELS公認講習会ベー
シックコーステキスト―第2版 

日本母体救命システム
普及協議会 

2017 9784840458399 ¥14,520  ¥19,360  1025269567 

胎児心拍数モニタリング講座 ―大事なサインを見逃さない! : オールカ
ラー―改訂3版 

藤森 敬也 2017 9784840458221 ¥10,560  ¥14,080  1024399171 

動画で学べる産科超音波 3 : プロフェッショナル編 増崎 英明 2016 9784840457743 ¥38,280  ¥51,480  1024399165 

周産期精神保健への誘い ―親子のはじまりを支える多職種連携― 窪田 昭男 2015 9784840454674 ¥11,550  ¥15,400  1020617070 

周産期の生理学 ―胎児心拍数モニタリングがよくわかる― 村田 雄二 2015 9784840454629 ¥12,540  ¥16,720  1020617069 

MFICU母体・胎児ICUマニュアル 改訂3版 
全国周産期医療MFICU
連絡協議会 

2015 9784840454407 ¥36,575  ¥47,025  1018691843 

周産期医療と生命倫理入門 窪田 昭男 2014 9784840450270 ¥11,550  ¥15,400  1017804292 

はじめての胎児心拍数モニタリング(CTG) （はじめてのシリーズ） 友野 康江 2013 9784840445344 ¥4,752  ¥6,512  1024399162 

産科合併症  改訂2版 村田 雄二 2013 9784840436663 ¥92,400  ¥118,800  1013941532 

MFICU母体・胎児ICUマニュアル  改訂2版 MFICU連絡協議会 2013 9784840444651 ¥31,416  ¥40,656  1013941530 

イラストで学ぶ妊娠・分娩・産褥の生理  改訂2版 
（周産期の生理と異常 1） 

金山 尚裕 2012 9784840440219 ¥7,392  ¥10,032  1015854046 

画像で見る産科アトラス 
 ―いつか出会う・きっと出会う母児のハイリスク疾患― 

増崎 英明 2012 9784840440998 ¥22,330  ¥30,030  1015854035 

胎児心拍数モニタリング講座 ―大事なサインを見逃さない!― 
改訂2版 

藤森 敬也 2012 9784840440127 ¥9,240  ¥12,540  1013996696 

画像による新生児症例カンファランス ―どこを見る?何がわかる?― 奥 起久子 2012 9784840440745 ¥18,502  ¥24,882  1013996694 

合併症妊娠  改訂3版 村田 雄二 2011 9784840436656 ¥68,200  ¥90,200  1013941531 

臨床産科超音波診断 ―画像でみる産科学― 改訂2版 増崎 英明 2009 9784840428910 ¥24,024  ¥32,604  1012358996 

子どもを選ばないことを選ぶ ―いのちの現場から出生前診断を問う― 大野 明子 2003 9784840407731 ¥4,356  ¥6,336  1013533812 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 
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先輩ナースの視点がわかる新生児ケア
のきほん ―まず押さえたい20のポイント―

（with NEO . るるNEO 別冊） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784840468626  

著編者名 豊島 万希子 発行年 2019 商品コード 1030361036 

【新生児ケアのはじめの一歩をまるごと解説】新生児ケアを担うナースに必須の実践知識をまとめる『るるNEO』
第1弾。「赤ちゃんの日常の看護ケア」の基本を、第一線で活躍中の先輩ナース・医師が厳選する20のポイント
に絞って徹底解説。新人教育の手引きとしても活用できる頼れるガイド。 

こどもの糖尿病と治療 
 ―患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ 
ママにイラストでやさしく解説― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840465762  

著編者名 浦上 達彦 発行年 2018 商品コード 1029342111 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【病気の正しい理解で患児・家族をサポー
ト！】糖尿病と診断されたこどもや家族の不安を少しでも和らげるために、病気について理解できるように、イラ
ストを中心にやさしく解説した本。1型、2型それぞれの糖尿病、食事・運動、インスリン療法や日常生活について、
ていねいに解説。患者説明にそのまま使うこともできる。 

こどもの潰瘍性大腸炎・クローン病と治療 
 ―炎症性腸疾患(IBD)のことがよくわかる : 患者
説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママに 
イラストでやさしく解説― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840461887  

著編者名 田尻 仁 発行年 2017 商品コード 1029312033 

【病気と治療の正しい理解で患児・家族を支援】潰瘍性大腸炎・クローン病と診断されたこどもや家族の不安を
少しでも和らげるために、病気について理解できるように、イラストを中心にやさしく解説した本。どういう病気な
のか？や治療法について、また入院中や家庭での生活についてなど、ていねいに解説。患者説明にそのまま
使うこともできる。 

新生児内分泌ハンドブック = Handbook 
of neonatal endocrinology  改訂2版 

同時1アクセス（本体） ¥11,880 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784840449618  

著編者名 新生児内分泌研究会 発行年 2014 商品コード 1016382677 

疾患に深く関与することが明らかになり、新生児の内分泌異常は即座の臨床的対応が求められている。この領
域の第一人者が、新生児内分泌の基礎知識から、臨床に役立つ知識まで丁寧に解説する。 

2019年6月 



● 表示価格は税抜きです。 

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 

こどもの腎臓病と治療 
 ―患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママにイラストでやさしく解説― 

後藤 芳充 2018 9784840465458 ¥7,920  ¥10,560  1028506689 

ナースのための小児・新生児の外科疾患完全マスターガイド ―術前術後のケア
がわかる!病態・治療がわかる!家族に説明できる! : オールカラー― 

田口 智章 2018 9784840464864 ¥16,368  ¥21,648  1027116551 

ステップアップ新生児呼吸管理 ―Q&Aで違いが分かる・説明できる― 長 和俊 2017 9784840461658 ¥15,840  ¥20,790  1025269573 

こどものがんと治療 
 ―患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママにイラストでやさしく解説― 

細野 亜古 2017 9784840461245 ¥7,920  ¥10,560  1024399177 

ステップアップ新生児循環管理 ―図解とQ&Aでここまで分かる― 与田 仁志 2016 9784840458078 ¥14,322  ¥18,942  1024399167 

ここまで使える新生児・小児のパルスオキシメトリ 
 ―SpO2の基本と応用 : 使い方がらくらく身につくドリル付き― 

細野 茂春 2016 9784840461214 ¥8,580  ¥11,440  1024399155 

新生児の疾患・治療・ケア 
 ―家族への説明に使える!イラストでわかる―オールカラー最新2版 

楠田 聡 2016 9784840457903 ¥14,322  ¥18,942  1024254271 

新生児・小児ME機器サポートブック 
 ―きほん・きづく・きわめる : 3つのきで使いこなす!―第2版 

松井 晃 2016 9784840453714 ¥12,540  ¥16,720  1020706723 

わが国の近代新生児医療発展の軌跡 ―その来し方、そして未来へ― 仁志田 博司 2015 9784840454612 ¥11,880  ¥15,840  1020617068 

周産期スタッフのためのよくわかる新生児の血液ガス 
 ―読み方がさくさく身につくドリル付き― 

細野 茂春 2015 9784840454681 ¥8,580  ¥11,440  1020617067 

新生児疾患カラーアトラス = Color atlas of newborn infant diseases 橋本 武夫 2014 9784840429016 ¥129,580  ¥171,380  1022064360 

18トリソミー ―子どもへのよりよい医療と家族支援をめざして― 櫻井 浩子 2014 9784840453141 ¥12,540  ¥16,720  1017804294 

体外循環による新生児急性血液浄化療法マニュアル 茨 聡 2014 9784840450287 ¥15,840  ¥21,120  1017804291 

新生児の皮膚ケアハンドブック 
 ―アセスメントのポイントとスキントラブルへの対応がわかる!― 

八田 恵利 2013 9784840440783 ¥7,128  ¥9,768  1024399158 

イラストで見る診る学ぶ新生児の栄養・代謝 河井 昌彦 2013 9784840445726 ¥8,294  ¥11,154  1015854043 

イラストで学ぶ新生児の生理と代表的疾患  改訂2版（周産期の生理と異常 2） 堺 武男 2012 9784840440226 ¥7,392  ¥10,032  1015854047 

新生児緊急搬送ハンドブック 藤村 正哲 2012 9784840440622 ¥12,122  ¥16,302  1015854036 

新生児・小児のための脳低温療法 ―日本脳低温療法学会公認テキスト― 茨 聡 2011 9784840436922 ¥8,910  ¥12,210  1015854041 

新生児の症状・所見マスターブック ―みる・きく・わかる!― [改訂版] 大野 勉 2011 9784840436649 ¥12,320  ¥16,720  1015854039 

イラストで見る診る学ぶ新生児内分泌 河井 昌彦 2011 9784840436939 ¥7,722  ¥10,582  1015854038 

NICUとこころのケア ―家族のこころによりそって―第2版 橋本 洋子 2011 9784840433419 ¥6,160  ¥8,360  1013996700 

医療従事者と家族のための小児在宅医療支援マニュアル  改訂2版 船戸 正久 2010 9784840433266 ¥9,724  ¥13,464  1015854045 

新生児の疾患・治療・ケア ―家族への説明に使える! イラストでわかる― 楠田 聡 2010 9784840433310 ¥11,880  ¥16,280  1015854040 

新生児によくみられる形態異常とその形成外科的治療 
 ―必ずおさえておきたい症候群39― 

小林 眞司 2007 9784840418393 ¥18,876  ¥27,456  1020706725 

産科スタッフのための新生児学 
 ―出生から退院までの医療とリスク管理― 改訂2版 

仁志田 博司 2007 9784840421553 ¥9,900  ¥13,860  1012419552 

小児・新生児 関連タイトル 
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● 表示価格は税抜きです。 

育児 関連タイトル 

お母さんがもっと元気になる乳児健診  
―健診を楽しくすすめるエビデンス&テクニック―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥14,080 

冊子版ISBN 9784840453691  

著編者名 水野 克己 発行年 2015  商品コード 1018713609 

小児科医・助産師・保健師のための乳児健診マニュアル。おさえておきたい乳児健診の基本を解説し、各月齢ごとに健診のポイントを示
す。母親とのコミュニケーション例もマンガで収録する。健診チェックリスト付き。 

エビデンスにもとづく早産児母乳育児マニュ
アル ―NICUでのhuman milk安全安心取り扱い指針 : 早期授乳

から母乳バンクまで― 

同時1アクセス（本体） ¥12,210 

同時3アクセス（本体） ¥16,280 

冊子版ISBN 9784840454698  

著編者名 水野 克己 発行年 2015  商品コード 1020617071 

小さく生まれた赤ちゃんに対する「母乳パワー」を紹介し、エビデンスにもとづく母乳の保管と使用手順、搾乳・授乳の支援と実際などを解
説する。早産児母乳育児Q&A、そのまま使える便利ツール・説明シート集付き。 

母乳と育児とこころのケア 
―大切なことは赤ちゃんが教えてくれる― 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥8,360 

冊子版ISBN 9784840440325  

著編者名 子育てを一から見直すプロジェクト 発行年 2012  商品コード 1013533818 

母乳育児が定着しない原因は、メンタル面でのサポート(エモーショナルサポート)の不十分さにある。助産師が知っておきたい授乳にま
つわる心のケアや、母と子の円満な卒乳の支援など、実践的なノウハウを紹介する。 

祖父、ソフリエになる  
―新米じいじ初めての孫育て : ソフリエ資格に対応― 

同時1アクセス（本体） ¥3,696 

同時3アクセス（本体） ¥5,016 

冊子版ISBN 9784840437097  

著編者名 エガリテ大手前 発行年 2011  商品コード 1013533815 

孫のお守はできても、オムツの替え方はわからないではダメ。これからは積極的に孫を育てる祖父「ソフリエ」になりましょう! オムツ替え、
沐浴、ごはんとミルク、体調管理などをわかりやすく解説します。ソフリエ資格に対応。 

母乳で育てたいママへ  
（おっぱいだより集 / 母乳育児サークル編 続） 

同時1アクセス（本体） ¥4,807 

同時3アクセス（本体） ¥6,897 

冊子版ISBN 9784895733755  

著編者名 母乳育児サークル 発行年 1997  商品コード 1013941534 

「おっぱいで赤ちゃんを育てたい」というお母さんたちの体験談集。体験談を中心に、悩みや不安、疑問に一つひとつに回答。おっぱいを
めぐる子育てについて、交えてわかりやすく、親しみやすい内容が好評。これから母になる人、産婦人科関係者におすすめする一冊。 

はげましあって楽しい母乳育児  
（おっぱいだより集 / 母乳育児サークル編） 

同時1アクセス（本体） ¥4,554 

同時3アクセス（本体） ¥6,534 

冊子版ISBN 9784895730471  

著編者名 母乳育児サークル 発行年 1986  商品コード 1013941533 

「おっぱいで赤ちゃんを育てたい」というお母さんたちの体験談集。体験談を中心に、悩みや不安、疑問に一つひとつに回答。おっぱいを
めぐる子育てについて、交えてわかりやすく、親しみやすい内容が好評。これから母になる人、産婦人科関係者におすすめする一冊。 
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● 表示価格は税抜きです。 

栄養・食育 関連タイトル 

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 

栄養素ぷらすまいなす調整レシピ300 
 ―基本を押さえて疾患別の献立展開が自由自在!― 

田村 佳奈美 2016 9784840457606 ¥9,900 ¥13,200 1020617074 

人間力を高める食育・卓育入門 
 ―保健・医療・教育・保育に携わる人のための― 

根岸 宏邦 2014 9784840449083 ¥7,018 ¥9,438 1015854037 

実践栄養カウンセリング 
 ―患者の行動変容を促す!栄養指導から栄養教育へ!― 

久保 克彦 2014 9784840449045 ¥8,580 ¥11,440 1016046678 

臨床栄養ディクショナリー 
 ―日本人の食事摂取基準(2015年版)対応―改訂5版 

山本 みどり 2014 9784840450096 ¥11,264 ¥14,784 1017804293 

エビデンスにもとづく病態別栄養管理 ―自信を持って提案できる!― 井上 善文 2014 9784840448864 ¥8,932 ¥12,012 1017804309 

病院・福祉施設でつくるかんたん嚥下調整食レシピ100 
 ―限られた人員・調理時間・予算のなかで実現できる!― 

徳永 佐枝子 2014 9784840450041 ¥8,932 ¥12,012 1018713603 

栄養管理手技マニュアル ―NST加算対応 : 回診経腸栄養輸液管理摂
食・嚥下障害のケアが1冊でわかる!― 第2版 

飯島 正平 2013 9784840444538 ¥8,624 ¥11,704 1016027024 

臨床栄養にすぐ活かせるイラスト生化学入門 
 ―栄養素の役割がみるみるわかる!― 

川崎 英二 2013 9784840444644 ¥8,008 ¥10,868 1016378823 

保健・医療・教育に携わる人のための食育入門 
 ―健康教育に必要な知識と心得― 

根岸 宏邦 2007 9784840420853 ¥4,840 ¥7,040 1013533820 

管理栄養士・栄養士の実践マネジメント ―
少人数部門で最大限の効果を引き出す : 新人もベテラ
ンもじつはマネジメントが大事なんです!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,240 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,320 

冊子版ISBN 9784840464987  

著編者名 藤井 文子 発行年 2018  商品コード 1027116554 
【1人栄養士も必携！仕事を回すコツ満載】管理栄養士として働きはじめたが、仕事がうまくいかない。病棟に上がる時間
がつくれない。調理師ともしっくりいかず、相談する先輩も身近にいない……。そんなあなたの悩みを今すぐ解決！仕事を
うまく回すコツを詰め込んだ栄養部門マネジメントの実践書。 

栄養指導にすぐ活かせるイラスト機能性
成分入門 ―機能性成分のはたらきがみるみるわか

る!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,580 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,440 

冊子版ISBN 9784840461276  

著編者名 川崎 英二 発行年 2017  商品コード 1024399173 
40種類の機能性成分の特徴、体内での役割、過剰時・不足時の問題について、イラストを用いてわかりやすく解説する。
『Nutrition Care』連載を加筆・修正し単行本化。機能性成分の役割一覧綴じ込みシート付き。 

リハビリテーション栄養Q&A33+症例7  
―栄養と運動の深イイ関係― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,548 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,628 

冊子版ISBN 9784840460781  

著編者名 田村 佳奈美 発行年 2017  商品コード 1025431175 
ICFによる全人的評価と栄養障害の評価を行い、高齢者の栄養状態・サルコペニア・フレイルを改善し、最適な栄養管理
を実施するリハビリテーション栄養の基礎知識をQ&A形式でわかりやすく解説。さらに、実践症例も掲載した欲張りなリハ
栄養の入門書。 
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脳 関連タイトル 
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クリッピング・バイパス・CEAのリクツ
とワザ ―脳血管外科の学び方・教え方―新版 

同時1アクセス（本体） ¥42,900 

同時3アクセス（本体） ¥57,200 

冊子版ISBN 9784840468596  

著編者名 石川 達哉 発行年 2019 商品コード 1030361034 

※WEB動画の視聴が可能です。詳細は「WEB動画の視聴方法」のページをご参照ください。 【脳血管外科手術
の最終回答はこれだ！】脳動脈瘤手術、脳血行再建術のエキスパートによる、実践的手術指南書の改訂版。手
術における「リクツ」と「ワザ」をやさしく味わい深い独特の筆致で記述。昨今話題になることの多い、著者が提唱
したclosure lineについても詳しく解説。 

大脳白質解剖入門  
= An introduction of fiber dissection 
 ―Cadaver・Tractography・Illustrationで描く, 
神経科学の温故知新― 

同時1アクセス（本体） ¥46,200 

同時3アクセス（本体） ¥61,600 

冊子版ISBN 9784840464925  

著編者名 藤井 正純 発行年 2019 商品コード 1029973295 

【大脳機能観のパラダイムシフト！】近年の神経科学の進歩により、大脳がいかにその機能を果たすかという大
脳機能観が変わりつつあり、そのネットワークは冗長性・可塑性を備えたダイナミックな変化を前提とする連合論
的脳機能観が有力視されている。いまだに未知の領域が多い大脳白質の謎について、解剖学の最新知見を用
いて解き明かすとともに、実際の解剖、手術テクニックについても解説する。 

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 

脳血管内治療学 
 ―完全版 : 病態・治療法の本質的理解と臨床・研究発展のために― 

宮地 茂 2018 9784840464895 ¥90,750  ¥118,250  1028700639 

臨床医・RI技師のための脳SPECTパーフェクトガイド 
 ―診断・治療・手術に使える― 

玉岡 晃 2018 9784840464918 ¥27,280  ¥36,080  1027441321 

「超」入門脳血管内治療 改訂2版 石井 暁 2018 9784840464901 ¥47,740  ¥63,140  1027441320 

脳血管外科手術器具&機器 ―必ず知っておきたい― 菱川 朋人 2017 9784840461238 ¥27,280  ¥36,080  1025881809 

Mastering intracranial microvascular anastomoses 
 ―basic techniques and surgical pearls― 

Sugiyama 
Taku 

2017  - ¥22,440  ¥29,920  1025637501 

慢性硬膜下血腫の診断・治療・手術 
 ―CSDHの病態,疫学から最新知見まで完全網羅― 

森 健太郎 2017 9784840461450 ¥29,040  ¥38,720  1025269571 

頭蓋内動脈ステントのすべて 
 ―コイル併用からFlow Diverter・ICADまで― 

坂井 信幸 2017 9784840461467 ¥33,000  ¥44,000  1025269570 

基礎からよくわかる実践的CFD (数値流体力学) 入門 脳血管編 根本 繁 2017 9784840461474 ¥26,400  ¥35,200  1025193971 
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脳 関連タイトル 
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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 

Trainings of microsurgery for neurosurgeon, plastic surgeon 
 ―online video― 

印東 雅大 2016 - ¥19,140  ¥25,520  1024254269 

脳・脊髄の画像診断 ―“鑑別診断力"を磨く厳選22題 : 専門医試験の
画像問題に自信がもてる!― 

里見 淳一郎 2016 9784840457897 ¥16,500  ¥22,000  1022064351 

脳脊髄血管撮影超実践マニュアル ―これならうまくいく!! : DSAのセッ
ティングからアプローチの実際まで : web動画付き― 

杉生 憲志 2015 9784840454650 ¥25,740  ¥34,320  1020617062 

脳卒中看護実践マニュアル ―脳神経ナース必携 : 脳卒中リハビリ
テーション看護認定看護師2015年新カリキュラム準拠―新版 

田村 綾子 2015 9784840454445 ¥18,304  ¥24,024  1018853397 

脳血管内治療兵法書 ―宮地流心・技・体四十八手― 宮地 茂 2015 9784840453646 ¥49,280  ¥64,680  1018691830 

脳腫瘍病理入門Q&A200 ―HE染色が読める!診断できる!苦手な病理
がコワイくらいわかる!― 

竹内 浩明 2015 9784840453271 ¥13,860  ¥18,480  1017804306 

脳脊髄血管 ―正常から変異, 異常まで : ニッチ脳神経脈管カンファレ
ンス精選集 = Brain and spinal vessels― 

小宮山 雅樹 2014 9784840449366 ¥33,000  ¥44,000  1018836093 

高次脳機能障害の標準看護計画 ―NANDA-Iの看護診断にもとづく― 藤山 美由紀 2014 9784840446013 ¥11,550  ¥15,400  1017804310 

転移性脳腫瘍診断・治療・管理マニュアル ―がん治療にかかわる医
療従事者必携― 

奥田 武司 2014 9784840450072 ¥26,400  ¥35,200  1017804296 

脳神経救急マネジメントノート ―チャートでわかる!― 改訂2版 監修: 宮本享 2014 9784840449311 ¥8,250  ¥11,000  1016378821 

「超」入門クリッピング・脳血行再建術 
 ―脳血管障害手術まるわかり全術式のWEB動画付き― 

杉山 拓 2014 9784840448949 ¥33,000  ¥44,000  1016046675 

脳神経外科看護のポイント282 ―パワーアップ∞― 第3版 
日本大学医学部附
属板橋病院脳神経
外科病棟 

2013 9784840445641 ¥13,398  ¥18,018  1016025725 

「超」入門脳血管内治療 ―テクニックの根拠と実際がわかる : 会話形
式で手技のポイントを徹底理解!― 

石井 暁 2012 9784840440547 ¥36,960  ¥50,160  1016027021 

ナースのための脳神経外科  改訂3版 橋本 信夫 2010 9784840432948 ¥17,160  ¥22,880  1013941529 

ガンマナイフの臨床 木田 義久 2008 9784840425438 ¥34,320  ¥47,520  1013533811 
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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 

厳選50問に繰り返しチャレンジ! ―"どこを見る?どう考える?"解説つき― 
（12誘導心電図よみ方マスター トレーニング編） 

栗田 隆志 2018 9784840465250 ¥8,250  ¥11,000  1027659427 

波形の異常から考える ―"どこに注目したらいいの?"迷子のための道案内―
（12誘導心電図よみ方マスター 基礎編） 

栗田 隆志 2018 9784840465243 ¥9,900  ¥13,200  1027659426 

再チャレ!心電図 ―今さら聞けない先輩ナースも今度こそわかる : 心電
図の基礎と管理が超図解だから新人でもぐんぐんわかる― 

田中 喜美夫 2018 9784840465007 ¥8,250  ¥11,000  1027296274 

国循心臓リハビリテーション実践マニュアル 後藤 葉一 2017 9784840461504 ¥19,140  ¥25,520  1025431180 

心エコー臨床のギモン厳選50 
 ―教科書だけではわからない解決法、教えます― 

日本心エコー図
学会 

2017 9784840461726 ¥12,540  ¥16,720  1025193973 

WCCMのコメディカルによるコメディカルのための「PCIを知る。」セミナー 
 ―つねに満員・キャンセル待ちの大人気セミナーが目の前で始まる!― 

西日本コメディカ
ルカテーテルミー
ティング 

2016 9784840461177 ¥9,240  ¥12,320  1024399154 

複雑症例のポイントがわかる! （症例から学ぶインターベンショナリストの
ための心臓CT活用ハンドブック / インターベンショナリストのための心臓
CT研究会著 応用編） 

インターベンショナリ
ストのための心臓
CT研究会 

2016 9784840457866 ¥13,200  ¥17,600  1024254272 

心臓外科手術と術後ケア術式別ポイントチェック 
 ―イラストでどんな手術かよくわかる!― 

志水 秀行 2016 9784840457910 ¥8,250  ¥11,000  1022064357 

Dr.石橋のミラクルキャッチ☆心電図 ―「うさぎメソッド」でらくらく理解!― 石橋 克彦 2015 9784840453103 ¥6,160  ¥8,360  1024399160 

Dr.正井のなぜなに?がガツンとわかる補助循環  
（メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ） 

正井 崇史 2015 9784840454575 ¥8,910  ¥11,880  1020617063 

先天性心疾患の周術期看護 ―病態生理からみた―新版 中西 敏雄 2015 9784840454438 ¥15,686  ¥20,746  1018713608 

土浦式ステップワイズ・アブレーション・ケーススタディ = Tsuchiura’s 
Stepwise Ablation Case Study ―Web動画でガイド!心電図解読・EPS診
断・アブレーション治療― 

家坂 義人 2015 9784840453721 ¥47,740  ¥63,140  1018691831 

心臓血管外科研修医コンパクトマニュアル 
高知大学医学部
心臓血管外科 

2013 9784840445771 ¥15,840  ¥21,120  1016378819 

インターベンショナリストのための心臓CT活用ハンドブック 
 ―症例から学ぶ― 

奥津 匡暁 2013 9784840445252 ¥13,200  ¥17,600  1013996699 

こどもの心臓病と手術 ―患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママ
にイラストでやさしく解説― 

立石 実 2011 9784840436946 ¥6,600  ¥9,240  1024399136 

ナースが知りたい心不全のキホン 
 ―病態と治療を説明できる!ケアに活かせる!― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784840468787  

著編者名 木田 圭亮 発行年 2019 商品コード 1030515274 

【明日からのケアを変える最新の知識を届ける】 心不全の悪化・再入院を防ぐために、看護師の患者指導が果たす役
割は大きい。そのために必要な病態・治療の基礎知識を掲載。最前線の現場に立つ医師・看護師の視点で、臨機応変
に医療を提供するための実践的知識を解説。心不全患者さんのケアに、あなたの力を！ 
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● 表示価格は税抜きです。 

循環器・血液 関連タイトル 

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 

プラクティカル補助循環ガイド ―研修医・看護師・臨床工学技士のため
の : カラー図解で見てわかる!よくわかる!―新版 

澤 芳樹 2016 9784840458245 ¥14,850 ¥19,800 1023621702 

世界でいちばん簡単に血ガスがわかる、使いこなせる本 
 ―ナース・研修医のための― 

古川 力丸 2016 9784840454384 ¥6,380 ¥8,580 1024399143 

ナースのための直感でとらえる!循環器疾患の総整理 ―なっとく!18ス
テップ― 

永井 利幸 2016 9784840454643 ¥8,910 ¥11,880 1024399163 

Dr.石橋のミラクルキャッチ☆循環器薬 ―楽しく激しくわかりやすい!― 石橋 克彦 2016 9784840458337 ¥6,600 ¥8,800 1024399170 

プロフェッショナル・ケア循環器 ―経験をより確かな力に変える― 西野 雅巳 2015 9784840454636 ¥14,322 ¥18,942 1019533262 

画像から読み解く血管エコー決め手の一枚 ―血管超音波検査の解
剖・所見・原理・ピットフォール―（Step up echo series 01） 

佐藤 洋 2014 9784840449267 ¥18,150 ¥24,200 1016432348 

循環器ナースのための心リハこれだけ!マスター 長山 雅俊 2014 9784840448833 ¥7,128 ¥9,768 1022064356 

頸動脈内膜剥離術プラクティス ―CEAの根拠とスキルがわかる決定
版 : WEBで見られるエキスパートの手術動画― 

遠藤 俊郎 2013 9784840444576 ¥43,120 ¥58,520 1016027022 

循環器内科学テキスト ―医学生必携 : 学部講義から臨床実習・初期
研修までこれ一冊でOK!― 

松下 毅彦 2012 9784840440721 ¥27,720 ¥36,960 1016027020 

血管エコー達人養成講座 ―動画で学ぶ本当は教えたくない検査テク
ニック― 

久保田 義則 2009 9784840429207 ¥18,700 ¥26,180 1017804305 

パスの中の看護過程がひとめで
わかる!循環器科・心臓外科病棟
ケア （新配属ナースお助けガイド） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,540 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,720 

冊子版ISBN 9784840454285  

著編者名 済生会横浜市東部病院看護部 発行年 2017  商品コード 1025269569 

パス内容と看護のポイントを見開きで配置。初めて循環器科・心臓血管外科病棟に配属になった
ナースも、ただ漫然とパスに沿って業務をこなすのではなく、そこに含まれている看護目標や看護計
画の要素を理解し、看護の視点を持ちながら病棟でのルーチン業務をマスターできるようになる。 

急性期ケアにおける輸液管理 

 ―92の生の声に答えた「質問コーナー」付き― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,220 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,960 

冊子版ISBN 9784840458184  

著編者名 丸山 一男 発行年 2016  商品コード 1023621693 

輸液にかかわる看護師・研修医・薬剤師等を対象に、たとえ話や図を多用し、急性期ケアにおける
輸液管理についてやさしく、深く、面白く説明する。92の生の声に答えた「質問コーナー」、4つの輸液
製剤一覧も収録。 
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消化器科 関連タイトル 

50 

図解でイメトレ!消化器外科・内科病棟 
はじめてさんのケアマニュアル 
 ―先輩が教える"現場のヒント"が満載!― 
（消化器ナーシング 2019春季増刊） 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840467193  

著編者名 斉田 芳久 発行年 2019 商品コード 1030361038 

【現場で役立つ技が満載！新人ナースの救世主】「消化器病棟に配属されたけど、何から勉強すればいい？」
と迷っているナースのために、解剖生理から疾患・治療、アセスメントや日常的ケアまで、必須知識を幅広く集
めた一冊。さらに「イレギュラーなケースへの対応」もしっかり解説！ 教科書には載っていない現場のヒントが
満載。 

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 

必ず役立つ!肝炎診療バイブル 
 ―研修医・レジデント必携 : 各種ガイドライン準拠―改訂4版 

三田 英治 2018 9784840465267 ¥16,027  ¥21,197  1027882460 

若手外科医のための考える外科 ―上部消化管外科の治療戦略― 土岐 祐一郎 2018 9784840464857 ¥18,150  ¥24,200  1026888955 

消化器外科病棟ケア 
 （パスの中の看護過程がひとめでわかる! : 新配属ナースお助けガイド） 

国立病院機構大阪医
療センター看護部 

2017 9784840454278 ¥12,540  ¥16,720  1025193976 

ドレーンは語る ―消化器外科術後アセスメント― 夏目 誠治 2016 9784840461153 ¥8,910  ¥11,880  1024254265 

イラストで理解する大腸内視鏡操作法 中嶋 清司 2016 9784840456241 ¥19,140  ¥25,520  1020617066 

消化器外科手術の器械・器具85はや調べノート 
 ―特徴と渡し方がわかる!― 

貝沼 純 2015 9784840454667 ¥10,560  ¥14,080  1019533261 

必ず役立つ!肝炎診療バイブル ―研修医・レジデント必携 :  
各種ガイドライン準拠 = The bible of treatment for hepatitis―改訂3版 

三田 英治 2015 9784840454247 ¥16,027  ¥21,197  1018691832 

プロフェッショナル・ケア消化器 ―経験をより確かな力に変える― 權 雅憲 2015 9784840453196 ¥14,322  ¥18,942  1017804312 
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眼科スゴ技OCT・OCTA 
 ―エキスパートの読影術で診断力アップ!― 
（眼科グラフィック 2019年別冊） 

同時1アクセス（本体） ¥29,700 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784840468695  

著編者名 小椋 祐一郎 発行年 2019 商品コード 1030515277 

【まぎらわしい症例に挑戦！ 診断クイズ付き】 大きく美しい症例写真を数多く掲載。OCT・OCTAの基礎から応用、
一線で活躍する眼科医の読影術まで、すべてが身につく一冊。まぎらわしい症例を見分けるチャレンジ問題、前
眼部・後極部OCT、OCTAのアトラスも掲載。 

眼科スゴ技白内障手術 
 ―第一線で活躍するサージャンの手技,最新デバ
イスがわかる!―（眼科グラフィック : 「視る」からはじ
まる眼科臨床専門誌 2018年別冊） 

同時1アクセス（本体） ¥49,500 

同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784840465786  

著編者名 大鹿 哲郎 発行年 2018 商品コード 1029161154 

【ほかでは読めない手技やデバイスが満載！】WEB動画付き 75本。第一線で活躍するサージャン独自の手術手
技や、最新デバイスの知識・使い方を「スゴ技」として厳選紹介。さらに、核片やIOLが落下した場合の処理など、
本書でしか読めない新たな項目も追加。 

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 

眼科点眼薬Note 2018-2019年 
 ―ジェネリックがわかる!市販薬もわかる!―改訂3版 

加藤 浩晃 2018 9784840465229 ¥6,600  ¥8,800  1028301526 

Dr・Ns・ORTのための写真・検査結果・主訴から解く目の疾患クイズ77 
―オールカラー― 

安川 力 2018 9784840461580 ¥8,580  ¥11,440  1027441322 

2時間でわかる!目のまわりの「?」な病気ぜんぶ 
 ―プライマリ・ケア医、救急医、眼科医対象― 

柿崎 裕彦 2016 9784840458320 ¥11,220  ¥14,960  1024254263 

チーム柿崎の外来眼形成手術 ―実況動画で「コツ」がわかる!― 柿崎 裕彦 2016 9784840456227 ¥31,900  ¥42,900  1022064347 

眼科点眼薬Note ―ジェネリックがわかる!市販薬もわかる!―改訂2版 加藤 浩晃 2015 9784840454544 ¥5,742  ¥7,722  1024399159 

プライマリ・ケア医&救急医のための眼科診療ガイド 
 ―これだけで眼科がわかる!― 

加藤 浩晃 2015 9784840453523 ¥14,355  ¥19,305  1018713602 

眼科疾患note ―病気がわかる!カルテもわかる!― 加藤 浩晃 2013 9784840440929 ¥5,148  ¥7,128  1024399157 

眼鏡調整（あわせ）の達人 ―めざせ！快適なめがね― 沢 ふみ子 2010 9784840429931 ¥6,864  ¥9,504  1013996702 

めざせ！眼科検査の達人 改訂２版 八木 幸子 2010 9784840429924 ¥8,008  ¥11,088  1013996701 
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● 表示価格は税抜きです。 

薬剤 関連タイトル 

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 

透析患者の薬剤ポケットブック ―適正投与量&服薬指導のポイントが
ひとめでわかる! : for Nurse―改訂2版 

平田 純生 2016 9784840458375 ¥7,920 ¥10,560 1024399153 

「とりあえずロキムコ」から脱却!痛みの漢方治療"効く"first step 竹田 貴雄 2016 9784840458153 ¥9,900 ¥13,200 1024399169 

手術室・ICUで使う薬剤ノート 改訂6版 河本 昌志 2015 9784840454254 ¥8,184 ¥10,824 1018713605 

ICU・手術室の薬鎮痛・鎮静薬・循環器用薬・呼吸器用薬・抗菌薬・・・ 
はや調べノート 

西 信一 2014 9784840449571 ¥10,472 ¥14,212 1022064346 

エビデンスに基づいた抗菌薬適正使用マニュアル 
 ―浜松医療センターはこうする!― 改訂2版 

矢野 邦夫 2011 9784840433532 ¥9,504 ¥13,024 1013533826 

漢方薬処方レクチャーまずはこれだけ20 
―陰陽虚実がわからなくても処方できる! : 生薬の処方
構造で「どの薬を」「なぜ使う」がピピッとわかる― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,600 

冊子版ISBN 9784840461979  

著編者名 淺羽 宏一 発行年 2017  商品コード 1025881810 
【症状・愁訴別にもっと簡単に使える漢方薬！】 ベストティーチャー賞受賞の弁舌さわやかな処方レク
チャー。陰陽、虚実、寒熱、五臓などなど、漢方のことはくわしくわからなくても処方はできる！ 生薬の処方
構造をもとに現代の言葉で漢方処方をスッキリ解説。今日の臨床から使ってみたくなる漢方処方の極意。 

術前術後のハイリスク薬  
―常用薬・持参薬・術前休止薬・術前術後使用薬 : は
や調べノート : これだけは押さえておきたい : 薬がわ
かる!ケアにいかせる!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,570 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,870 

冊子版ISBN 9784840457569  

著編者名 小林 求 発行年 2016  商品コード 1022064350 
手術予定患者の常用薬・持参薬の手術への影響、術前休止/再開について調べたいときに最適の一冊。
術前術後に使用する120薬剤を選定。健康食品・サプリメントについても解説。病棟での、術前術後の患者
観察・指導の注意点がすぐ分かり、薬剤群の解説でくわしく学べる。 

Dr.讃岐のツルっと明解!周術期でよくつ
かう薬の必須ちしき  
―病棟ナースにもさらさら役立つ―（メディカのセミナー
濃縮ライブシリーズ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,560 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,080 

冊子版ISBN 9784840456210  

著編者名 讃岐 美智義 発行年 2016  商品コード 1024399146 
麻酔科医が使う薬を、どんな状況でどのように使うのかという話やトリビアを織り交ぜながら、講義形式で
わかりやすく解説する。看護師に向けたセミナーの内容に最新の情報を加えて書籍化。 
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● 表示価格は税抜きです。 

透析 関連タイトル 

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 

家族みんなで食べられる三ツ星透析食 
 ―透析専門医と元一流ホテルのシェフが一緒に考えた : おいしく食べて
リン・カリウム・食塩を目標範囲内に保つ!― 

H・N・メディック 2015 9784840453325 ¥8,932 ¥12,012 1018713604 

透析医が透析患者になってわかったしっかり透析のヒケツ 
 ―エビデンスに基づく患者さん本位の至適透析― 改訂2版 

鈴木 一之 2014 9784840448895 ¥11,550 ¥15,400 1016382678 

透析患者の食事指導ガイド ―患者さんの悩みをナースが支える :  
マンガと事例でキホンがわかる!― 

高崎 美幸 2013 9784840444729 ¥7,656 ¥10,296 1013533823 

人生を変えた腎不全精神科医仕事と家族を語る  
（透析とともに生きる 続） 

春木 繁一 2013 9784840444866 ¥8,866 ¥11,726 1013533824 

たとえイラストですっきりわかる至適透析 
 ―患者さんにぴったりな透析の量と方法― 

中井 滋 2013 9784840444958 ¥8,932 ¥12,012 1016025724 

透析室の災害対策マニュアル 改訂2版 赤塚 東司雄 2012 9784840440837 ¥10,208 ¥13,728 1013996693 

透析患者のターミナルケア ―生と死のはざまにある医療と看護― 大平 整爾 2011 9784840437172 ¥11,704 ¥15,884 1013996695 

サイコネフロロジーの臨床 ―透析患者のこころを受けとめる・支える― 春木 繁一 2010 9784840433402 ¥12,760 ¥17,160 1012358997 

腎不全からの再生精神科医自らを語る （透析とともに生きる [正]） 春木 繁一 2005 9784840415125 ¥5,808 ¥8,448 1013533819 

看護師・臨床工学技士のための透析シャ
ントエコー入門 ―機能評価・形態評価・エコーガイド

下穿刺のWEB動画つき― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784840465410  

著編者名 春口 洋昭 発行年 2018  商品コード 1028301530 

本書のWEBアイコンのついている項目は、版元サイトにて動画を視聴可能です。詳細は「WEB動画の視聴方法」のペー
ジをご参照ください。 【透析室でのエコー活用法がわかる！】血液透析治療ではシャントが不可欠であり、安定して治療
を行うためにはシャントの機能維持が欠かせない。透析室において、日々のシャント管理や穿刺にエコーをどう活用する
か、シャントエコーの基礎とポイントを透析室スタッフ向けにやさしく解説。 

オンラインHDFの基礎と臨床  
―透析患者の予後と合併症の改善を目指して― 

同時1アクセス（本体） ¥13,200 

同時3アクセス（本体） ¥17,600 

冊子版ISBN 9784840461788  

著編者名 土田 健司 発行年 2017  商品コード 1025431176 

オンラインHDFは平成24年の診療報酬改定で大幅に見直され、多くの透析患者に施行しやすくなった。本書では、透析
医療におけるオンラインHDFの位置づけをあらためて考え、その適応および今後どのように発展させていくべきかについ
て解説する。 

透析患者の検査値ポケットブック  
―患者指導にすぐ使える― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥8,800 

冊子版ISBN 9784840458047  

著編者名 友 雅司 発行年 2016  商品コード 1024399168 

透析患者の日常診療に活用できるよう、透析診療に重要な項目の標準値をコンパクトにまとめる。ヘモグロビン/ヘマトク
リット、尿酸、血糖など32項目を取り上げ、異常値と原因、治療方針、患者指導のポイントなども示す。 
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認知症・意識障害 関連タイトル 

54 

「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」が
わかるQAブック ―最新ガイドラインに準拠! : 

Parkinson disease & dementia with Lewy bodies―改訂2版 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784840465755  

著編者名 小阪 憲司 発行年 2018 商品コード 1029161153 

【診断、ケアに必須の最新知識を収載】2017年に発表されたレビー小体型認知症の新たな診断基準・治療ガイドライン、
そして2018年、7年ぶりに改訂されたパーキンソン病の診療ガイドラインの最新情報を反映。両疾患への理解をさらに深
めることができ、日々の診療やケアに役立つ1冊となっている。 

認知症の人と家族のための「地元で暮らす」
ガイドブックQ&A ―認知症カフェに集まる家族、専門

職が一緒に作った!― 

同時1アクセス（本体） ¥5,742 

同時3アクセス（本体） ¥7,722 

冊子版ISBN 9784840465465  

著編者名 Dカフェnet 発行年 2018 商品コード 1028700629 

【認知症の人と家族が抱える困りごとを解決】認知症カフェに集まる家族や専門職と、認知症の人と暮らすためのヒントを
考えた一冊。当事者ならではのアイデアや失敗談など今日から活かせる情報を、33のQ&Aでわかりやすく掲載した。 

認知症患者さんの病態別食支援 
 ―安全に最期まで食べるための道標― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784840465496  

著編者名 野原 幹司 発行年 2018 商品コード 1028063265 

【認知症別の食支援で介助ストレスも減少】認知症をひとくくりにせず、4大認知症（アルツハイマー型、レビー小体型、血
管性、前頭側頭型）の違いを理解することは本書で可能である。その特徴・ポイントがわかると、無理のない＝認知症患
者さんにとっても安全で美味しく、介護者にとっても楽でストレスがない食支援ができる。 

医療従事者と家族のための遷延性意識障
害患者の在宅ケアサポートブック 
 ―呼吸管理、栄養、排泄、褥瘡予防などの困りごとを解決!― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784840465120  

著編者名 日本意識障害学会 発行年 2018 商品コード 1027659422 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 【家族の不安やストレスを軽減するコツが満載】遷延
性意識障害患者の在宅ケアを行う際に、患者家族や訪問診療スタッフが直面する「困りごと」や「すぐに実践できるケアの
ポイント」などがわかる。また、患者家族の「よくある不安や疑問」などをＱ＆Ａで紹介。 

認知症医療の限界、ケアの可能性 
 ―訪問精神科医が教える認知症でも幸せに暮らす方法!!― 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784840457620  

著編者名 上野 秀樹 発行年 2016 商品コード 1024399131 

精神科医として長年認知症と向き合い、医療の限界を悟った医師が、認知症の訪問診療という地道な活動から導き出し
た「認知症の人が暮らしやすい社会」のあり方について提案する。事例も多数収録。 

意識障害・寝たきり<廃用症候群>患者への
生活行動回復看護技術NICD教本 
 ―看護の力でここまでできる!看護の実践必須スタンダード― 

同時1アクセス（本体） ¥11,165 

同時3アクセス（本体） ¥15,015 

冊子版ISBN 9784840453547  

著編者名 日本ヒューマン・ナーシング研究学会 発行年 2015 商品コード 1025269576 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 NICD(意識障害・寝たきり<廃用症候群>患者への生
活行動回復看護技術)の概要を紹介。NICD看護の実際や、生活を再構築するためのアセスメント法、NICDの看護計画の
立て方などを解説する。事例も掲載。 
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がん・腫瘍 関連タイトル 

糖尿病 関連タイトル 

55 

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 

どう診る!?がん性疼痛 
 ―いますぐ役立つがん患者症状カンファレンス― 

廣橋 猛 2017 9784840461610 ¥11,220  ¥14,960  1025431173 

新世代の膵癌診療・治療バイブル ―研修医・レジデント必携― 藤井 努 2017 9784840461719 ¥34,100  ¥45,100  1025193974 

Dr.服部とNs.神山のズバッと秘訣を伝授!!がん疼痛の治療とケア  
（メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ） 

服部 政治 2016 9784840458290 ¥9,900  ¥13,200  1024399132 

脊髄腫瘍の臨床 ―厳選41症例から示す治療戦略― 見松 健太郎 2016 9784840456197 ¥51,040  ¥68,640  1022064349 

ヘルスケアプロバイダーのためのがん・
生殖医療 
 ―イラストとQ&Aでわかる患者・家族説明にそのまま
使える― 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784840468756  

著編者名 鈴木 直 発行年 2019 商品コード 1030515273 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。【若年がん患者のサバイバーシップを支える】 がん治療が生殖
機能に及ぼす影響、生殖補助医療の基本と妊孕性温存治療など、がん・生殖医療に携わる医療者に必須の知識をビジュアル解説。
さらに、妊孕性温存に至るまでのチーム医療を事例で紹介するとともに、多様で個別的な支援に役立つ視点をQ＆Aで提供。患者・
家族説明にも役立つ一冊。 

がん化学療法のレジメン44やさしくま
なべるBOOK 
 ―治療も仕事もサポートします!まるごと副作用ケア―
（Yori-souがんナーシング 2018年増刊 (通巻51号)） 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840465564  

著編者名 岡元 るみ子 発行年 2018 商品コード 1029502826 

【アセスメントからケアの視点が身につく！】医療を取り巻く環境の変化により急性期看護が果たす役割も変化している。地域医療
連携時代に求められる基本的な考え方や、事例による系統的アセスメント、手術に合わせた周術期アセスメントのしかたと看護計画
の立て方、ケアのポイントを学ぶ。 

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 

肥満・糖尿病の外科治療 
 ―手術テクニックからチーム医療の実際まで― 

佐々木 章 2017 9784840461801 ¥29,040  ¥38,720  1025431179 

糖尿病看護のポイント150  改訂5版 辻井 悟 2011 9784840437264 ¥9,240  ¥12,540  1013533813 

臨床内科医が使える!糖尿病治療薬処方テクニック 
 ―フローチャートでわかる薬剤選択・増量・変更・併用― 

清野 弘明 2010 9784840432849 ¥7,392  ¥10,032  1013533810 

Dr.サトーの糖尿病療養指導心得7ケ条 
 ―ピンチをチャンスに変える珠玉の贈り物― 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥12,320 

冊子版ISBN 9784840465885  

著編者名 佐藤 利彦 発行年 2018 商品コード 1029342113 

【糖尿病患者指導の極意を凝縮】糖尿病のケアにあたる医療者は、患者とかかわるなかで「困った」問題にぶつかることも多い。そ
んな「ピンチ」を「チャンス」ととらえ、どのように考えて行動すべきかを、長年糖尿病医療に携わってきたDr.サトーが一問一答形式で
やさしく解説。 
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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 

パスの中の看護過程がひとめでわかる!整形外科病棟ケア 
 ―新配属ナースお助けガイド― 

福岡整形外科病院
看護部 

2015 9784840454261 ¥13,200 ¥17,600 1018713606 

プロフェッショナル・ケア整形外科 渡部 欣忍 2015 9784840453202 ¥14,322 ¥18,942 1017804313 

新人ナースのための1からわかる整形外科看護マニュアル 第2版 
川嶌整形外科病院 
看護部 

2012 9784840441025 ¥13,860 ¥18,480 1013996692 

整形外科 関連タイトル 

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 

肩関節再建術 ―腱板断裂,肩関節 
不安定症の治療戦略― 

末永 直樹 2017 9784840461832 ¥39,600 ¥52,800 1025431174 

人工肩関節置換術 ―基礎と実際― 末永 直樹 2016 9784840458139 ¥33,000 ¥44,000 1024399166 

肩関節 関連タイトル 

骨折の保存的治療  
―日常診療の疑問に答える― 

同時1アクセス（本体） ¥26,400 

同時3アクセス（本体） ¥35,200 

冊子版ISBN 9784840457934  

著編者名 松村 福広 発行年 2016  商品コード 1022064353 

整形外科医が日常的に診察・治療する「骨折」について、その保存的治療の実践を解説する。日々の臨床で生じる
疑問に丁寧に答え、正確な診断、最適な肢位と患部の固定、後療法とそのタイミング、患者への説明などをわかり
やすく示した整形外科医必携の1冊。 

肩の外傷  
―骨接合術&人工肩関節置換術― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥39,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥52,800 

冊子版ISBN 9784840465489  

著編者名 末永 直樹 発行年 2018  商品コード 1028301528 

本書の動画マークのついている項目は、版元サイトにて手術動画を視聴可能です。詳細は「WEB動画の視聴方法」
のページをご参照ください。 【640点以上のイラスト・写真で見てわかる】上腕骨近位端骨折，鎖骨遠位端骨折など
の肩の外傷の診断・治療に必要な知識をすべてまとめた最も新しい実践書。1項目・数ページでコンパクトにまとめ
てあり、さっと読めて、すぐに役立つ。各骨折の分類・評価も掲載。肩にかかわる整形外科医必携の1冊。 
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泌尿器科 関連タイトル 

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 

新女性泌尿器科テキスト 第2版 竹山 政美 2014 9784840448888 ¥49,500 ¥66,000 1016378820 

Q&Aでわかる尿路結石患者の食事指導 井口 正典 2005 9784840411998 ¥5,940 ¥7,920 1013533822 

人工呼吸 関連タイトル 

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 

はじめての人工呼吸器 パワーアップ版（はじめてのシリーズ） 
大阪府立呼吸器・アレルギー
医療センターIRCU 

2016 9784840456180 ¥3,828 ¥5,148 1024399164 

ICUスタッフのための人工呼吸ケア 
 ―最重要症例でがっちり読みとく!― 

讃井 將満 2015 9784840444828 ¥10,560 ¥14,080 1018713607 

世界でいちばん愉快に人工呼吸管理がわかる 
本 ―ナース・研修医のための― 

古川 力丸 2013 9784840445085 ¥5,940 ¥8,140 1024399133 

女性泌尿器科へ行こう!  
 ―骨盤臓器脱・尿もれ・間質性膀胱炎の治療と
手術を受ける人へ―改訂2版 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840461627  

著編者名 竹山 政美 発行年 2017  商品コード 1025193975 

【尿もれ・骨盤臓器脱に悩んでいる人のために】誰にも相談できずに尿もれ・骨盤臓器脱に悩んでいる患者さんのた
めの『女性泌尿器科へ行こう！』の改訂版。最新の手術（LSC）の情報を追加し、治療内容、手術方法がわかる「手
術を受ける人・専門スタッフのガイド本」。最新の女性泌尿器科医療機関リストつき。 

ファーストタッチ人工呼吸器  
 ―ナース・研修医・臨床工学技士のための― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840465021  

著編者名 石橋 一馬 発行年 2018  商品コード 1027441315 

【すごくシンプル、すごく簡単な人工呼吸器本】こんな解説書を待っていた！ 温かみのある線画の図解で、人工呼吸
器の構造・取り扱いから設定・換気モード・グラフィック、そして患者ケアまでが手に取るようにわかる。人工呼吸器を
サクッと理解し、深く使いこなすためのイラストレイテッド・マニュアル。 
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心理学 関連タイトル 

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 

ストレスチェック導入・運用サクセスガイド 
 ―誰が?何を?どうする? : すぐに使える!― 

岡田 邦夫 2016 9784840457590 ¥7,260 ¥9,680 1020706717 

日本一役に立つうつとストレスの本 
 ―精神科と産業保健と心理教育の専門医が書いた― 

三野 善央 2010 9784840433013 ¥4,752 ¥6,512 1013533821 

小説 「容」 

愛の容 
同時1アクセス（本体） ¥4,576 

同時3アクセス（本体） ¥6,336 

冊子版ISBN 9784840428958  

著編者名 石川 恭三 発行年 2009  商品コード 1013533816 

宏美、涼子、悠木。ナース３人の友情、キャリア、恋愛、出会いと別れ。医療現場で繰り広げられる、今を生きるあなたの物
語。『スマートナース』連載に加筆・修正を加えて単行本化。 

天職の容 
同時1アクセス（本体） ¥5,104 

同時3アクセス（本体） ¥6,864 

冊子版ISBN 9784840441018  

著編者名 石川 恭三 発行年 2012  商品コード 1013533817 

救命救急センター看護主任の智恵子は、離婚歴と子どもありの34歳。ある事件をきっかけに突然、看護師長に抜擢された
智恵子の奮闘を描く。『ナーシングビジネス』連載を単行本化。 

命の容 
同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,040 

冊子版ISBN 9784840454513  

著編者名 石川 恭三 発行年 2015  商品コード 1018853402 

大切な人の死を幾度も経験し、苦難を乗り越えながらも、看護師として、一人の女性として成長してゆく麻美。絡み合う人間
模様、それぞれの命の容とは…。『ナーシングビジネス』連載を単行本化。「容」シリーズ三部作、完結。 

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥14,960 ¥20,240 

ミレイ先生のアドラー流"勇気づけ"
保健指導 ―アドラー心理学で面談技法のスキ

ルが身につく!― 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784840461771  

著編者名 上谷 実礼 発行年 2017  商品コード 1025193979 

【アドラー心理学に基づく初の保健指導の本】アドラー心理学を基本とした「アドラー流勇気づけ保健指導」の実践書。
保健指導の現場で役立つ勇気づけの技法（意思カクニン、ヨイ出し、プロセスに注目する、アイ・メッセージ、リフレー
ミングなど）を、「実践的な会話例」をつけてわかりやすく解説。産業医療職（保健師、看護師、管理栄養士）が抱えて
いるさまざまな悩みやトラブルへの対処方法も事例でわかりやすく紹介。 
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Dr.畑のビュンビュン身につく!術前・術後の
観察ポイント 
 （メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ） 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784840468770  

著編者名 畑 啓昭 発行年 2019 商品コード 1030361037 

【大人気セミナーを本でも楽しめる！】メディカ出版の人気セミナー1日分のエッセンスを、話し言葉そのままに読
みやすく再現！ 外科ドクターがナースに看てほしいポイントをやさしく解説する。手術患者のリスクから万全の
準備をする力、異常を察知し予防する力がつき、経過観察でよいのか緊急連絡が必要な状況かの判断にもう迷
わない、臨床判断能力upに役立つ一冊。 

CDCガイドラインの使い方感染対策 
 ―You Can Do it! : 誰でもサッとできる!― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784840468541  

著編者名 矢野 邦夫 発行年 2019 商品コード 1029973288 

【エビデンスに基づいた感染対策ができる！】「CDCガイドラインは知っているけれど、どのように使えばいいの
かな？」「説得材料として使いたいけれど、よくわからない」と悩むあなたのために、朝から晩までCDCガイドライ
ンについて考えている矢野先生がクスっと笑える“たとえ話”をまじえてバッチリ解説！知ってて当たり前のCDC
ガイドラインを実践で生かすためのノウハウが満載！ 

外科専門医コンパクトマニュアル 
 ―必須手術のWeb動画が見られる!― 

同時1アクセス（本体） ¥17,050 

同時3アクセス（本体） ¥22,550 

冊子版ISBN 9784840465076  

著編者名 渡橋 和政 発行年 2018 商品コード 1030515271 

【新専門医制度の研修や実践に役立つ】 2018年度から新専門医制度が開始し、病院や地域の研修プログラム
がスタートする。そこで新たな修練カリキュラムにあわせ、外科専門医を目指す後期研修医や若手医師に向け
て、効率的に知識と技術的ノウハウが習得できるハンディなマニュアルを作成した。専門医試験の受験要件で
ある代表的手術は、解説付きのWeb動画でチェック！ 

標準ディベロップメンタルケア 改訂2版 

同時1アクセス（本体） ¥16,027 

同時3アクセス（本体） ¥21,197 

冊子版ISBN 9784840465281  

著編者名 日本ディベロップメンタルケア研究会 発行年 2018 商品コード 1029342115 

【ディベロップメンタルケアの実践的な教科書】新生児医療に不可欠となったディベロップメンタルケア（DC）の、
医師・看護師・理学療法士・臨床心理士らのための実践書。改訂にともない、DCに関するエビデンスなど全面的
に内容をアップデートし、NICU・GCUにおけるDCの標準化を目指したテキスト。 
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なんでやねん!根拠がわかる解剖学・生理学 
要点50 

同時1アクセス（本体） ¥9,548 

同時3アクセス（本体） ¥12,628 

冊子版ISBN 9784840465731  

著編者名 川畑 龍史 発行年 2018 商品コード 1028700631 

【クスッと笑いながら「なるほど」と納得】医療職の卵のみなさんに向けて、難解な用語が多い解剖学・生理学の丸暗記か
ら解放する書籍。結論を先に言う、繰り返し言う、関西弁の先生が「一つひとつバラバラで覚えるんやなく、関係があること
をついでに覚えておくことが勉強のコツや」と指導する。 

「誤嚥」に負けない体をつくる間接訓練ガイド
ブック ―機能解剖からよくわかる!― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥16,720 

冊子版ISBN 9784840465571  

著編者名 大野木 宏彰 発行年 2018 商品コード 1028506692 

【機能解剖を理解して根拠のある嚥下リハを！】 摂食嚥下の現場で「姿勢のことや筋肉・関節の機能解剖がわかっていた
ら、もっと効果的に患者さんにかかわることができるのに！」と思っているスタッフのために、全身と口腔の評価と訓練方
法、すぐに現場で使える実践的なリハビリを中心に、イラストを使って丁寧に解説！ 

開講!神戸中央市民ER+ICUスクール ―ER医+ICU

医の頭の中をのぞいてみよう : 鑑別診断・初期対応からICU管
理まで見わたせる!― 

同時1アクセス（本体） ¥13,640 

同時3アクセス（本体） ¥18,040 

冊子版ISBN 9784840465038  

著編者名 神戸市立医療センター中央市民病院救命救急センター 発行年 2018 商品コード 1027882467 

【ここでしか学べない救急・集中治療】わが国最初の救命救急センターのひとつであり、現在まで救急領域のトップラン
ナーとして走り続ける神戸中央市民病院による“本当の基本”。よくある症状への動きかたと考えかたこそER＋ICU医の腕
の見せどころであり、本書はその真骨頂を惜しみなく教える学校なのである。 

超入門形成外科・美容外科手術 
 ―手技の基本が写真とWEB動画55本でわかる!― 

同時1アクセス（本体） ¥52,800 

同時3アクセス（本体） ¥70,400 

冊子版ISBN 9784840465137  

著編者名 尾崎 峰 発行年 2018 商品コード 1027882461 

版元のwebサイトにて、手術動画の視聴が可能です。詳細は「web動画の視聴方法」のページをご参照ください。 【形成外科特有の手技
のキホンとコツが満載】形成外科特有の手技や、若手医師が日常診療でとくに多く扱う関心度の高い手術を豊富な写真とWEB動画でわ
かりやすく解説した入門書。「手技のコツ」「ピットフォール」「術後のケアの指示」など、さらに理解が深まるコラムも満載！ 

教えて!ホメシカ先生今どきナースのほめ方・ 
しかり方 ―ゆとり世代の心に響くホメシカ理論の実践で、 

明日からの新人・後輩指導が変わる!― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥10,560 

冊子版ISBN 9784840464949  

著編者名 野津 浩嗣 発行年 2018 商品コード 1026888962 

【10事例で具体的な指導スキルが身につく！】数あるコーチング技法の中から、「ほめる」と「しかる」に焦点をあてて、今ど
きナースの特徴に合わせた新人・後輩の指導方法を解説する。すぐに現場で実践できるよう「指導者と指導対象者の会
話例」や「シーン別・タイプ別のケーススタディ」なども紹介している。 

なんとなくわかる敗血症 ―ナースのための疾患 

はてなBOOK : やさしい敗血症ケアガイド― 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥9,680 

冊子版ISBN 9784840462075  

著編者名 吉本 昭 発行年 2017 商品コード 1027116550 

【読むだけで敗血症ケアがぐっと身近になる！】「ちゃんと勉強しなきゃって思ってるけど…」、そんなに難しく考えなくても
大丈夫。敗血症ケアに必要な知識がぎゅっと詰まったこの本で“なんとなく”わかっていれば、早期発見・初期蘇生・呼吸
循環管理・予後改善まで、今日からあなたのケアが変わる！ 
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ブラインドメイク物語 
 ―視覚障害者もメイクの力で人生が変わる!― 

同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784840461931  

著編者名 大石 華法 発行年 2017 商品コード 1025599606 

【視覚障害者はもとより女性の気持ちがわかる】鏡を見ずに一人でフルメイキャップができる「ブラインドメイク」を習得して
輝いた全盲女性7名の体験談。視覚障害者理解はもとより、女性にとっての化粧が果たす意味や、化粧がケアにつながる
ことがわかる。ブラインドメイクの基本手順も紹介する。 

査読者が伝授する論文投稿・査読のコツ 
 ―お作法を知ればこわくない : 新・専門医制度に備える!症例報
告が書ける!― 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784840461665  

著編者名 細野 茂春 発行年 2017 商品コード 1025193972 

【医学論文の執筆・投稿・査読の要点を解説】初めて論文投稿を行うドクターのために、基本的な論文執筆の進め方、投
稿の重要なポイントを解説する。アクセプトされる論文の執筆・投稿のコツ、論文を投稿・査読する際にやってはいけない
「ご法度」など指導医にも役立つ。また、査読について基本的なルールがわかる。Q&A形式で気になる疑問を解決。 

アクセプト率をグッとアップさせるネイティブ発想の
医学英語論文 ―プロ翻訳家が伝えたい50の基本動詞と読

めるのに書けない英語表現― 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 

同時3アクセス（本体） ¥14,080 

冊子版ISBN 9784840461498  

著編者名 前平 謙二 発行年 2017 商品コード 1025193970 

【日本語発想から脱却して、伝わる英語を書く】日本人が書く医学英語論文の多くはなぜ「英語らしく」ないのか。それは日
本語と英語の間には発想法の溝があり、それが理解できていないからだ。難しい単語は必要ない。本書で紹介する重要
な基本動詞と英語表現が自由に使いこなせれば、アクセプトはグッと近づくはずだ。 

看護師・研修医・臨床工学技士のための実践!カテー
テルアブレーション治療とケア ―「むずかしい」が「おもしろ

い」に変わる! : 「カテ室再現会話」とひと目でわかる「疾患別診断・治療
のポイント」で予習はカンペキ!― 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥21,120 

冊子版ISBN 9784840461641  

著編者名 貝谷 和昭 発行年 2017 商品コード 1025193967 

【最前線の現場から生まれた本当に使える本】心カテ室の新人さんはまず、聞きなれない言葉にとまどうかもしれない。で
も、大丈夫！本書で、よく使われる言葉・薬剤を確認でき、“疾患別の診断・治療”もさっと予習できる。電気生理学的検査
やアブレーション治療の実際については、会話形式で臨場感たっぷりに紹介。 

「超」入門手術で治すしびれと痛み 
 ―脳神経外科医, 整形外科医, ペインクリニック医のための : 
絞扼性末梢神経障害の診断・手術― 

同時1アクセス（本体） ¥29,700 

同時3アクセス（本体） ¥39,600 

冊子版ISBN 9784840458306  

著編者名 井須 豊彦 発行年 2016 商品コード 1024254262 

絞扼性末梢神経疾患の診断のポイントを述べた後、シェーマや手術写真を多用して手術法を平易に解説。腰痛、下肢痛
の原因である上殿皮神経障害などに関する記載も満載。 メディカ出版ホームページ http://www.medica.co.jp/ （初め
ての方は登録が必要（無料））でWEB動画を視聴するためのロック解除キー付き。 

プロブレム別診療マネジメントチャート50  
―「主治医力」がすごい! : 天理よろづのレジデントはここまでやる!― 

同時1アクセス（本体） ¥15,180 

同時3アクセス（本体） ¥20,240 

冊子版ISBN 9784840454506  

著編者名 天理よろづ相談所病院レジデント 発行年 2015 商品コード 1020617061 

レジデントの生の声を随所にちりばめた、天理よろづ相談所病院のレジデントマニュアル。症例ごとにマネジメントチャート
や診療のTips、診断・治療の思考プロセスを示す。医師としてのマインドセットについても言及する。 

2019年6月 
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携帯エコーを使った超身体所見 ―もしエコで身体 

診察・症候診断の限界突破! : 外来救急在宅どこでも超診断― 

同時1アクセス（本体） ¥18,502 

同時3アクセス（本体） ¥24,882 

冊子版ISBN 9784840453288  

著編者名 渡橋 和政 発行年 2015 商品コード 1018836092 

ポケットサイズエコーの登場で、ついにエコーは白衣のポケットに入れていつも持ち歩けるものに。携帯エコーによる身体診察・症候診断の
利点や、携帯エコー使いこなし術などを解説。WEBでエコー動画が見られる特典付き。 

町医者が町医者のために書いた電子カルテのかしこい
選び方・使い方 ―IT初心者でもこれならわかる! : 開業・導入・

乗り換え時診療所のIT化お助けガイド― 

同時1アクセス（本体） ¥10,164 

同時3アクセス（本体） ¥13,794 

冊子版ISBN 9784840448901  

著編者名 黒田 秀也 発行年 2014 商品コード 1024399135 

一度電子カルテを購入したら他社製品に乗り換えられない? 電子カルテメーカーが倒産したらどうすればいい? 町医者が町医者のために書
いた診療所IT化の入門書。電子カルテのメリット・デメリットや選び方などを収録。 

警備のプロが書いた院内クレーム安全対応のキホン 
 ―モンスターペイシェントから医療者を守る!― 

同時1アクセス（本体） ¥7,018 

同時3アクセス（本体） ¥9,438 

冊子版ISBN 9784840445702  

著編者名 嶋田 有孝 発行年 2013 商品コード 1015854044 

病院におけるクレーム対応法とその後のサービス改善への活かし方、悪質クレームへの備え方と直面したときの対応法を解説。また実際
の事例を挙げ、対応について具体的に考察する。クレーマー対策100のチェックリストも収録。 

感染対策の必守手技 ―写真だからみるみるわかる!― 

同時1アクセス（本体） ¥9,856 

同時3アクセス（本体） ¥13,376 

冊子版ISBN 9784840437295  

著編者名 柴谷 涼子 発行年 2012 商品コード 1013996691 

感染対策に関する基本的な手技をピックアップし、理解しやすいように写真を中心として解説する。注意点や教育のコツ、必守手技も収録。
メモ欄付き。『INFECTION CONTROL』連載に加筆し書籍化。 

サーベイランスのためのCDCガイドライン ―NHSN

マニュアル(2011年版)より― 改訂5版（Global standard series） 

同時1アクセス（本体） ¥10,846 

同時3アクセス（本体） ¥14,586 

冊子版ISBN 9784840440271  

著編者名 United States. Dept. of Health and Human Services 発行年 2012 商品コード 1013533827 

病院感染対策上重要な、サーベイランス実施のガイドライン。BSI・UTI・SSIの疾患定義とリスク因子調整法の更新に加え、多剤耐性病原
体・C.difficile感染のサーベイランスも追加した改訂5版。 

Textbook of radiosurgery ―放射線外科治療の進歩― 

同時1アクセス（本体） ¥41,470 

同時3アクセス（本体） ¥55,770 

冊子版ISBN 9784840440196  

著編者名 井上 洋 発行年 2012 商品コード 1012358995 

放射線外科の歴史や特徴、治療機器の特性と精度管理などを解説するほか、血管障害、脳腫瘍、機能的疾患、頭頸部腫瘍、脊髄・脊椎腫
瘍、肺、腹部について、長年の経験から得た治療法を詳述する。 

超音波検査テクニック超明解 
 ―ひとめでわかる全身部位別・疾患別早引きハンドブック― 

同時1アクセス（本体） ¥18,502 

同時3アクセス（本体） ¥24,882 

冊子版ISBN 9784840437080  

著編者名 麻生飯塚病院中央検査部超音波検査室 発行年 2011 商品コード 1013996697 

日常検査において比較的よく遭遇する疾患や、まれな疾患の中でも特徴的な超音波所見が得られる疾患を取り上げ、写真とそこから得ら
れる超音波所見、超音波検査士の経験からのアドバイスを掲載。 
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