Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
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

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/

学術認証フェデレーションと連携

No.2019-131

日本看護協会出版会
2018年 新規配信タイトル
¥5,720

同時1アクセス（本体）

看護関係統計資料集 平成28年
著編者名

同時3アクセス（本体）

¥8,580

冊子版ISBN

9784818020153

日本看護協会出版会

2017

発行年

商品コード 1027910669

最近10年間の看護職員の就業状況と、養成状況を中心に、看護に関する統計数値を網羅。看護管理者や病
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。

※平成元年～平成27年も好評配信中！

臨床看護の基礎となる新看護学テキスト
―看護の革新を目指して―
著編者名

¥4,400

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784818014312

日野原 重明

2009

発行年

商品コード 1028112509

好評書「看護の知識と技を革新する」をもとに、新章「バイタルサイン（vital sign）とは何か」の他、新コラムも追
加しました。「バイタルサインの定義」「バイタルサインにおける瞳孔反射の観察」「ショック時のバイタルサイ
ン」「子どもの体温」「咳と痰はなぜ出るのか」「呼吸と座禅」などを新しく書き起こし、内容がさらに充実しました。

日野原先生からナースに贈る
35のメッセージ
著編者名

¥2,640

同時1アクセス（本体）
同時3アクセス（本体）

¥3,960

冊子版ISBN

9784818014442

日野原 重明

2009

発行年

商品コード 1028112510

日野原先生からナースへ 元気が出る35のメッセージ好評だった「コミュニティケア」の特集より「日野原先生
からのメッセージ"在宅ケアで輝くために"」と「日野原先生からのメッセージ2"その人に寄り添うために"」を1
冊にまとめました。日野原先生の温かくも的確な35のメッセージは、ナースを元気づけてくれます。

シミュレータを活用した看護技術指導

同時1アクセス（本体）

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600
9784818013650

冊子版ISBN
著編者名

大滝 純司

発行年

2008

商品コード 1028112508

「学生の実践能力を向上させる有効な方策」として、その活用が推奨されているシミュレータについて、本書に
は基本手技をはじめ、急変時のシナリオを用いたシミュレーション、模擬患者の活用まで、学生・新人看護師
が確実に技術を身につけるための指導のポイントが満載です。
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
（本体）
（本体）

商品コード

大森文子が見聞した看護の歴史 （看護を考える選集 15） 大森 文子

2003

9784818009707

¥10,120

¥15,180 1028112505

シスター寺本松野 ―その看護と教育―

聖母女子短期大学同窓会

2003

9784818009851

¥3,960

¥5,940 1028112506

戦後日本の看護改革
―封印を解かれたＧＨＱ文書と証言による検証―

ライダー島崎玲子

2003

9784818010154

¥17,600

¥26,400 1028112507

患者さんの遺した言葉

寺本 松野

2002

9784818009233

¥3,080

¥4,620 1028112504

看護は祈り ―寺本松野ことば集―

寺本 松野

2001

9784818008328

¥2,640

¥3,960 1028112503

患者－看護師関係とロールプレイング

川野 雅資

1997

9784818006010

¥4,400

¥6,600 1028112502

初期の看護行政 ―看護の灯たかくかかげて―

金子光

1992

9784818003583

¥16,020

¥24,030 1028112501

デス・スタディ ―死別の悲しみとともに生きるとき―

若林 一美

1989

9784818000834

¥3,845

¥5,768 1028112500

● 表示価格は税抜きです。
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■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

