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電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです
最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
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カラービジュアルで見てわかる! シリーズ

14冊揃価格

同時1アクセス（本体）

同時3アクセス（本体）

¥114,114

¥154,154

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

はじめての消化器内視鏡看護

山田 拓哉

2019 9784840469258

¥8,580 ¥11,440 1031274475

はじめての透析看護 改訂2版

萩原 千鶴子

2019 9784840469265

¥8,580 ¥11,440 1031274478

はじめてのNICU看護

宇藤 裕子

2013 9784840445795

¥7,722 ¥10,582 1024254250

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ICU看護

石井 はるみ

2012 9784840440110

¥7,150 ¥10,010 1024254255

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

はじめての救急看護

佐藤 憲明

2018 9784840465069

¥8,580 ¥11,440 1027296270

● 表示価格は税抜きです。
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Smart nurse Books 25冊揃価格
同時1アクセス（本体） ¥172,139
同時3アクセス（本体） ¥242,319
商品コード 1026478765
一生ナースでがんばりたい人のための自己実現応援マガジン。「一生ナースとしてがん
ばりたい」人のために、職業人、社会人、家庭人、個人として、働くナースをあらゆる面
から応援。「臨床」「医療・看護トピックス」「ソーシャルスキル」情報満載の3本立て特
集のほか、キャリア、人間関係から結婚、出産、育児、健康まで、ナースがスマートに
働くために知っておきたい情報が必ず見つかります！
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時１アクセス 同時３アクセス
商品コード
（本体）
（本体）

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―

下山 節子

2015

9784840453165

¥6,831

¥9,361 1026478786

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―

浅野 均

2015

9784840453561

¥8,008

¥10,868 1026478787

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!―

大島 敏子

2015

9784840454469

¥7,392

¥10,032 1026478788

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―

木澤 晃代

2014

9784840446044

¥8,008

¥11,088 1026478784

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―

小澤 かおり

2014

9784840444781

¥7,425

¥10,175 1026478785

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―

松村 啓史

2014

9784840449342

¥7,425

¥10,175 1026478789

検査・処置これだけ!看護基本マニュアル ―早わかり―

福岡市立病院機構
福岡市民病院看護部

2013

9784840444590

¥7,700

¥10,780 1026478781

やりなおしの吸引・排痰・呼吸介助

富加見 美智子

2013

9784840444774

¥7,436

¥10,296 1026478782

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

岩田 恵里子

2013

9784840445610

¥8,008

¥11,088 1026478783

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!―

相部 博子

2013

9784840445054

¥4,004

¥5,544 1026478790

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!―

濱川 博招

2012

9784840440370

¥5,808

¥8,448 1026478772

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―

山本 昌司

2012

9784840440165

¥6,292

¥9,152 1026478773

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―

磨田 裕

2012

9784840440301

¥6,776

¥9,856 1026478774

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!―

石橋 克彦

2012

9784840440615

¥6,600

¥9,240 1026478775

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!―

石井 宣大

2012

9784840440455

¥7,700

¥10,780 1026478776

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―

芝田 里花

2012

9784840440875

¥7,700

¥10,780 1026478777

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―

奥田 弘美

2012

9784840440936

¥6,600

¥9,240 1026478778

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―

川原 千香子

2012

9784840440974

¥7,700

¥10,780 1026478779

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―

田中 久美

2012

9784840441520

¥7,700

¥10,780 1026478780

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?―

田中 喜美夫

2011

9784840436632

¥5,808

¥8,448 1026478766

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―

角濱 春美

2011

9784840436625

¥6,776

¥9,856 1026478767

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―

小澤 知子

2011

9784840436908

¥6,776

¥9,856 1026478768

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!―

前川 芳明

2011

9784840437011

¥6,050

¥8,800 1026478769

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!―

奥山 美奈

2011

9784840437028

¥5,324

¥7,744 1026478770

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!―

長嶺 貴一

2011

9784840437226

¥6,292

¥9,152 1026478771

● 表示価格は税抜きです。
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

