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最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

電子出版アワード2016 デジタル・インフラ賞 受賞！ 

新しいシリーズタイトルが追加配信! 

■看護実践のための根拠がわかるシリーズ 新規10点 

■看護学生のためのよくわかるBOOKsシリーズ 新規４点 

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 

看護実践のための根拠がわかる基礎看護技術 第2版 角濱 春美 2015 9784839215859  ¥10,120 ¥25,300 1022712669 

看護実践のための根拠がわかる老年看護技術 第3版 泉 キヨ子 2015 9784839215866  ¥7,920 ¥19,800 1022712671 

看護実践のための根拠がわかる精神看護技術 第2版 山本 勝則 2015 9784839215873  ¥7,480 ¥18,700 1022712672 

看護実践のための根拠がわかる在宅看護技術 第3版 正野 逸子 2015 9784839215880  ¥8,360 ¥20,900 1022712673 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～急性・クリティカルケア看護～第2版 山勢 博彰 2015 9784839215897  ¥4,840 ¥12,100 1022712674 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～慢性看護～ 第2版 宮脇 郁子 2015 9784839215903  ¥5,720 ¥14,300 1022712675 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～リハビリテーション看護～ 第2版 粟生田 友子 2016 9784839215910  ¥5,940 ¥14,850 1022712676 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～がん・ターミナルケア～ 第2版 神田 清子 2015 9784839215927  ¥7,040 ¥17,600 1022712677 

看護実践のための根拠がわかる小児看護技術 第2版 添田 啓子 2016 9784839215934  ¥8,580 ¥21,450 1022712678 

看護実践のための根拠がわかる母性看護技術 第2版 北川 眞理子 2015 9784839215941  ¥7,040 ¥17,600 1022712679 

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 

看護学生のための解剖生理 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs) 江連 和久 2014 9784839215804  ¥5,720 ¥14,300 1022712680 

看護学生のための臨床検査 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs) 林 陸郎 2015 9784839215842  ¥5,060 ¥12,650 1022712681 

看護学生のためのバイタルサイン 第2版(看護学生のためのよくわかるBOOKs) 牛尾 陽子 2015 9784839215835  ¥3,740 ¥9,350 1022712682 

看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 第2版 百瀬 千尋 2016 9784839215675  ¥4,400 ¥11,000 1022712683 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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NO. 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 

1 症状別アセスメント ―ナースが症状をマネジメントする!― 塚本 容子 2016 9784839216023  ¥7,480 ¥18,700 1022712684 

2 医療倫理学のABC 第3版 井部 俊子 2015 9784839215958 ¥6,380 ¥15,950 1022712685 

3 
看護学生プレトレーニング  
―看護を学ぶ前にもう一度整理しておきたい基礎知識― 

メヂカルフレンド社 
編集部 

2013 9784839215088 ¥1,980 ¥4,950 1022712686 

4 リテンション・マネジメントの実践:病院ブランドを高める看護組織のつくり方 永瀬 隆之 2016 9784839216085 ¥6,380 ¥15,950 1022712687 

5 教えることの基本となるもの ―「看護」と「教育」の同形性― 目黒 悟 2016 9784839216108 ¥4,400 ¥11,000 1022712688 

6 看護教員必携資料集 第2版 田村 やよひ 2016 9784839216092 ¥13,200 ¥33,000 1022712689 

7 ナースのための臨床推論 ―迅速・的確なトリアージができる!― 徳田 安春 2016 9784839216115 ¥5,940 ¥14,850 1022712690 

8 姿勢と動作 ―ADLその基礎から応用―第3版 斎藤, 宏 2010 9784839213503 ¥7,920 ¥19,800 1018853792 

9 医療安全に活かすKYT ―危険予知トレーニング― 兵藤, 好美 2012 9784839214975 ¥5,720 ¥14,300 1018853793 

10 精神症状のアセスメントとケアプラン ―32の症状とエビデンス集― 川野, 雅資 2012 9784839214708 ¥7,700 ¥19,250 1018853794 

11 "看護につなげる"形態機能学 第2版 菱沼, 典子 2012 9784839214999 ¥5,280 ¥13,200 1018853795 

12 看護学生のためのケース・スタディ 第4版 鎌倉, やよい 2011 9784839213510 ¥5,500 ¥13,750 1018853796 

13 症状別看護 （臨床看護学叢書 1） 松田, たみ子 1997 9784839205911 ¥7,920 ¥19,800 1018853797 

14 経過別看護 第2版（臨床看護学叢書 2） 森田, 夏実 2011 9784839213985 ¥8,580 ¥21,450 1018853798 

15 治療・処置別看護 （臨床看護学叢書 3） 陣田, 泰子 1997 9784839205935 ¥7,700 ¥19,250 1018853799 

16 患者さんの情報収集ガイドブック 第2版 古橋, 洋子 2010 9784839213527 ¥4,840 ¥12,100 1018853800 

17 
実習に役立つ病態マップ 
 ―形態機能マップ付き―改訂2版（クリニカルスタディ・ブック 2） 

メヂカルフレンド社 
編集部 

2005 9784839209087 ¥6,600 ¥16,500 1018853801 

18 准看護師試験のための精選実力テスト集 第5版 
メヂカルフレンド社 
編集部 

2012 9784839214692 ¥5,500 ¥13,750 1018853802 

19 楽しくなる看護研究 上野, 栄一 2012 9784839214609  ¥5,060 ¥12,650 1018853804 

20 知識と実践がつながる看護学生のためのコミュニケーションLesson 奥山, 美奈 2011 9784839214555  ¥3,960 ¥9,900 1018853805 

21 
看護学生のための看護技術よくわかるBook  
（看護学生のためのよくわかるBOOKs） 

藤井, 徹也 2012 9784839215668  ¥6,160 ¥15,400 1018853806 

22 
看護管理に活かすコンピテンシー 
 ―成果につながる「看護管理力」の開発― 

武村, 雪絵 2014 9784839215798  ¥5,940 ¥14,850 1018853807 

23 ■看護技術 【2001年～2015年】セット   
    

¥601,920 ¥1,504,800 1022116039 

24 看護技術 【2013年】   
    

¥42,240 ¥105,600 1020081292 

25 看護技術 【2014年】   
    

¥42,240 ¥105,600 1020081293 

25 看護技術 【2015年】   
    

¥42,240 ¥105,600 1022116040 

26 ■看護展望【2001年～2015年】セット   
    

¥622,380 ¥1,555,950 1022116041 

27 看護展望 【2013年】   
    

¥42,460 ¥106,150 1020186197 

28 看護展望 【2014年】   
    

¥42,460 ¥106,150 1020186198 

28 看護展望 【2015年】   
    

¥47,960 ¥119,900 1022116042 

好 評 書 ! 
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