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 看護職員の就業者数、医療施設就業者、教育制度、学校養成所数及び定員、年次別及び都道府県
別入学状況、同卒業状況等、看護に関する諸指標の経緯と現状を明らかにし、将来展望に資するため
のデータを収めた統計資料集。 
 最近10年間の看護職員の就業状況(年次別・就業場所別など)と、養成状況(学校養成所数・入学者
数・卒業者数など)を中心に、看護に関する統計数値を網羅しました。看護管理者、病院管理者はもち
ろん、看護教育職・研究者・学生ならば必ず把握しておきたい最新データです。一専門職にしぼった、こ
れだけ詳しいデータを収めているのは本書だけ。 
 ぜひお手元にご用意ください。 

同時 
１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

平成28年 ¥5,720 ¥8,580 

28年分揃 価格 
（平成元年～平成28年）  ¥127,380 ¥191,070 

 看護に関する最新データブック 新規配信開始！ 

日本看護協会出版会 

平成28年 看護関係統計資料集 

冊子版ISBN  9784818020153  
商品コード 1027910669  

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


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） 

※ 表示価格は税抜きです。 2018年7月 

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 看護関係統計資料集 平成元年 厚生省健康政策局看護課 1989 ―  ¥2,200 ¥3,300 1013958271 

2 看護関係統計資料集 平成2年 厚生省健康政策局看護課 1990  ― ¥2,420 ¥3,630 1013958272 

3 看護関係統計資料集 平成3年 厚生省健康政策局看護課 1991  ― ¥2,640 ¥3,960 1013958273 

4 看護関係統計資料集 平成4年 厚生省健康政策局看護課 1992 9784818003576 ¥2,640 ¥3,960 1013958274 

5 看護関係統計資料集 平成5年 厚生省健康政策局看護課 1993 9784818003798 ¥4,400 ¥6,600 1013958275 

6 看護関係統計資料集 平成6年 厚生省健康政策局看護課 1994 9784818004207 ¥4,400 ¥6,600 1013958276 

7 看護関係統計資料集 平成7年 厚生省健康政策局看護課 1995 9784818004610 ¥4,400 ¥6,600 1013958277 

8 看護関係統計資料集 平成8年 厚生省健康政策局看護課 1996 9784818005143 ¥4,400 ¥6,600 1013958278 

9 看護関係統計資料集 平成9年 日本看護協会出版会 1997 9784818005662 ¥4,400 ¥6,600 1013958279 

10 看護関係統計資料集 平成10年 日本看護協会出版会 1998 9784818006133 ¥4,400 ¥6,600 1013958280 

11 看護関係統計資料集 平成11年 日本看護協会出版会 1999 9784818006959 ¥4,400 ¥6,600 1013958281 

12 看護関係統計資料集 平成12年 日本看護協会出版会 2000 9784818008052 ¥4,400 ¥6,600 1013958282 

13 看護関係統計資料集 平成13年 日本看護協会出版会 2001 9784818008342 ¥4,400 ¥6,600 1013958283 

14 看護関係統計資料集 平成14年 日本看護協会出版会 2002 9784818009318 ¥4,400 ¥6,600 1013958284 

15 看護関係統計資料集 平成15年 日本看護協会出版会 2003 9784818010291 ¥4,840 ¥7,260 1013958285 

16 看護関係統計資料集 平成16年 日本看護協会出版会 2005 9784818011298 ¥4,840 ¥7,260 1013958286 

17 看護関係統計資料集 平成17年 日本看護協会出版会 2006 9784818012042 ¥4,840 ¥7,260 1013958287 

18 看護関係統計資料集 平成18年 日本看護協会出版会 2006 9784818012363 ¥5,280 ¥7,920 1013958288 

19 看護関係統計資料集 平成19年 日本看護協会出版会 2008 9784818013216 ¥5,280 ¥7,920 1012300951 

20 看護関係統計資料集 平成20年 日本看護協会出版会 2009 9784818013933 ¥5,280 ¥7,920 1012300952 

21 看護関係統計資料集 平成21年 日本看護協会出版会 2010 9784818015227 ¥5,280 ¥7,920 1012300953 

22 看護関係統計資料集 平成22年 日本看護協会出版会 2011 9784818016033 ¥5,280 ¥7,920 1012300954 

23 看護関係統計資料集 平成23年 日本看護協会出版会 2012 9784818016293 ¥5,280 ¥7,920 1012300955 

24 看護関係統計資料集 平成24年 日本看護協会出版会 2013 9784818017153 ¥5,280 ¥7,920 1018245741 

25 看護関係統計資料集 平成25年 日本看護協会出版会 2014 9784818017993 ¥5,280 ¥7,920 1018245742 

26 看護関係統計資料集 平成26年 日本看護協会出版会 2015 9784818017993 ¥5,280 ¥7,920 1025275633 

27 看護関係統計資料集 平成27年 日本看護協会出版会 2016 9784818017993 ¥5,720 ¥8,580 1025275634 

日本看護協会出版会 

 ◆ 看護関係統計資料集の既刊タイトル！ 
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