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  緩和ケア関連カタログ 

緩和ケアポケットマニュアル 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥6,600 

著編者名 宇井 睦人 冊子版ISBN 9784525209810  

出版社 南山堂 発行年 2019 商品コード 1030555820 

必要な事を現場でサッと確認するためのマニュアル本．緩和ケアにおける疼痛コントロールの処方・
指示例を中心に，病棟，外来，在宅……など，具体的な利用シーンを踏まえて簡潔に記述．本当に
必要な情報を，持ちやすくて見やすいサイズにまとめました． 

緩和ケアという物語 
 ―正しい説明という暴力―【スマホ・読上】 （※） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,150 

同時3アクセス 
（本体） 

¥10,450 

著編者名 岸本  寛史 冊子版ISBN 9784422115931  

出版社 創元社 発行年 2015 商品コード 1030447063 

患者の個々の価値観や状況、医療の文脈を無視して、緩和ケアの「正しい理解」を促すことは、時として倫理的
暴力となることもある。ナラティブ・アプローチは患者の個別の物語に固有の価値を見出し、患者を語り手として
尊重し、複数のナラティブの共存を認める。患者が抱くストーリーを医療の中心に置いた時に見えてくる世界を、
著者が経験した具体的な事例とともに描き出す。医療者だけではなく、がん医療に関心のある全ての方へ。 

間違いだらけの緩和薬選び Ver.3 
 ―費用対緩和を考える― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥10,560 

同時3アクセス 
（本体） 

¥21,120 

著編者名 大津  秀一 冊子版ISBN 9784498117105  

出版社 中外医学社 発行年 2018 商品コード 1030071829 

第2版刊行から約2年半あまり，満を持して送る改訂版．新たな強オピオイド薬であるヒドロモルフォン，
オピオイド由来の便秘を新たな作用機序によって緩和するナルデメジンなどの新薬に関する情報も
追加．今回の改訂から，処方の参考にして頂くために代表的な薬価を記載しました．初版以来の伝
統， Dr.大津の本音トークはもちろん健在！ 

緩和治療薬の考え方, 使い方 ver.2 

同時1アクセス 
（本体） 

¥12,540 

同時3アクセス 
（本体） 

¥25,080 

著編者名 森田  達也 冊子版ISBN 9784498017979  

出版社 中外医学社 発行年 2017 商品コード 1030071759 

痛み、吐き気、食欲不振、呼吸困難、消化管閉塞、便秘、倦怠感、眠気、不眠、不安、抑うつ、せん妄……
緩和ケアの現場で日々直面する患者さんの苦痛の訴えの数々。それらに適切に対処し、効果的な緩和治
療を行うための考え方と薬の使い方について、エビデンスと長年の臨床経験に基づき明快にまとめた。改
訂第2版ではすべての記述を見直し、現時点での最新情報にアップデートを行った。 
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がん治療を苦痛なく続けるための支持・
緩和医療 ―こころとからだを楽にして自分らしさ

をとりもどす―（埼玉医科大学超人気健康セミナー
シリーズ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,300 

同時3アクセス 
（本体） 

¥4,950 

著編者名 高橋  孝郎 冊子版ISBN 9784897753751  

出版社 ライフサイエンス出版 発行年 2019 商品コード 1030071715 

「がんの治療は痛くて当たり前」，「緩和医療は，がんを治す治療をあきらめて受けるもの」，そう思われた時代があ
りました。ところが今では，がんと診断されたらすぐに緩和医療や支持医療を受けることが当然になってきています。
早いうちから緩和医療を行うことで，抗がん剤の副作用を軽くし，がんによる様々な症状を和らげる。するととても
楽になり，QOLが上がって，うつや不安が減り，そして寿命にさえも影響することがあるのです。本書では，手術，
抗がん剤，放射線治療に続く“第4の治療”ともよばれる緩和医療について，第一線で活躍する5人の専門家が，わ
かりやすく詳しく説明します。 

心不全緩和ケアチームの作り方 
 ―実践から識る!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

著編者名 大石  醒悟 冊子版ISBN 9784525248611  

出版社 南山堂 発行年 2018 商品コード 1029960186 

心不全患者さんに緩和ケアを提供したい！そう考えても実際は，誰に相談すればよいか，院内に
がん緩和ケアのチームがある場合，そことどういう関係になるのか．逆に院内に緩和ケア医がい
ない，などさまざまな課題がある．先駆的に取り組んできた施設の多様な実践例をこの本で学び，
自分達が工夫，実践できるチームを考えよう． 

緩和医療 
 ―がんの痛みは必ずとれる : 在宅緩和ケアの
現場から― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,680 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,520 

著編者名 大岩  孝司 冊子版ISBN 9784521747385  

出版社 中山書店 発行年 2018 商品コード 1029502819 

がんの緩和ケアでは、身体的要因だけでなく精神面や社会面も考慮した「トータルペイン」「全人
的ケア」という考え方が重要になる。本書は、在宅でこれまで1、200人以上を看取った著者の豊
富な経験に基づく、がんの最終段階を中心とした緩和ケアの実践書である。画一的なマニュアル
ではなく緩和ケアの「考え方」を身につけるという視点から書かれているため、あらゆるケースに
応用できる。 

緩和医療・終末期ケア 
 （スーパー総合医） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥22,990 

同時3アクセス 
（本体） 

¥34,540 

著編者名 長尾  和宏 冊子版ISBN 9784521739076  

出版社 中山書店 発行年 2017 商品コード 1029883413 

超高齢社会を支える地域の開業医のために、緩和医療・終末期ケアの知識と技術を、日常診療
で直面する身近なテーマを中心に、図表・イラスト・フローチャートを多用してわかりやすく解説す
る。 
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オピオイド 
 ―病院から在宅における緩和医療のための
Q&A― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,840 

同時3アクセス 
（本体） 

¥7,260 

著編者名 宮本  謙一 冊子版ISBN 9784862701701  

出版社 フジメディカル出版 発行年 2019 商品コード 1029452721 

●がんをはじめとする疼痛のコントロールに欠かすことのできないオピオイドについて、特に病院
から在宅における緩和医療の現場で、薬剤師に求められる必要最低限度の知識と対応に関して
Q&A形式で明解に解説。●なかでも在宅でのPCAポンプには多くの項目を充てています。●疼痛
除去、麻薬使用への不安解消、服薬指導など、在宅緩和医療に携わる保険薬局にも心強い1冊
です。 

心不全緩和ケアの基礎知識35 

同時1アクセス 
（本体） 

¥5,500 

同時3アクセス 
（本体） 

¥8,250 

著編者名 心不全緩和ケア研究会 冊子版ISBN 9784830619403  

出版社 文光堂 発行年 2017 商品コード 1029452704 

高齢心不全患者の増加に伴い，心不全の終末期医療や苦痛に対する緩和ケアが注目されてい
るが，この取り組みはまだ始まったばかりであり，エビデンスも乏しい．本書は，現場で心不全緩
和ケアに携わる研究会のメンバーにより，これからの心不全緩和ケアを考えるために必要な基礎
知識をまとめたものである．厚労省，関連学会から現場の声に至るまで，現段階の考え方と課題
を整理し，必要な知識を35の項目にコンパクトにまとめた1冊． 

月刊「ナース専科」2018年11月号  
特集1:看護の力で全人的痛むを緩和する! 
     ~がん患者さんへの緩和ケア~  
特集2:ならない! させない! バーンアウト対策術 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,993 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,986 

著編者名  - 冊子版ISBN  - 

出版社 エス・エム・エス 発行年 2018  商品コード 1028650390 

特集1：がん看護は、周術期の看護や化学療法とその副作用ケアなど多岐にわたります。外来で治療、療養することもめ
ずらしくなく、看護師にはさまざまな状況で、臨機応変に対応することが求められます。緩和ケアとは具体的にどういった
ことを指すのか、病棟と在宅での看護の違い、症状別緩和ケアのよくある事例を紹介します。特集2：いわゆる「燃え尽き
症候群」について、基本的な知識、看護師が陥りやすい理由、バーンアウトにならないために個人や組織でできる対策を
解説。バーンアウトについて考えてもらう機会にするとともに、チェックリストで自分自身の状態について気づきを得るきっ
かけとなることをめざします。 

チャレンジ!非がん疾患の緩和ケア  
（在宅医療の技とこころ） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,480 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,220 

著編者名 平原  佐斗司 冊子版ISBN 9784525209315  

出版社 南山堂 発行年 2011 商品コード 1028112496 

世界の緩和ケアはがん緩和ケアから非がん疾患を含むより包括的な方向に向かっているが，非
がん疾患の緩和ケアは，患者の予後予測が困難で症状も多彩と，がん緩和ケア以上に困難な課
題である．本書は非がん疾患の緩和ケアを可能な限りエビデンスに基づいて解説した．在宅に限
らず緩和ケアに従事する方々待望の，わが国初の一冊． 
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在宅医療バイブル 
 ―家庭医療学, 老年医学, 緩和医療学の3領域か
らアプローチする―第2版 

同時1アクセス 
（本体） 

¥15,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥23,100 

著編者名 川越  正平 冊子版ISBN 9784784944088  

出版社 日本医事新報社 発行年 2018 商品コード 1027690495 

好評を博した初版の刊行から4年。フレイルや地域共生社会の概念，在宅医療・介護連携推進事業の
恒久事業化など，在宅医療をめぐる新たな話題を盛り込むとともに項目を再編。最新情報をもとに，よ
りわかりやすくリニューアルしました。 

非がん性呼吸器疾患の緩和ケア 
 ―全ての人にエンドオブライフケアの光を!― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,360 

同時3アクセス 
（本体） 

¥12,540 

著編者名 津田  徹 冊子版ISBN 9784525248819  

出版社 南山堂 発行年 2017 商品コード 1027404882 

日本では健康保険の緩和ケアの対象が，がんとAIDSに限定されているが，COPDや間質性肺炎など呼吸不全患
者の苦痛は大きく，緩和ケアを必要としている．また実際，現場では多職種によるケアが行われ，エビデンスも確
立されつつある．本書では，包括的リハビリテーションから薬物療法，支持療法，意思決定支援まで，患者を支え
る手段を解説する． 

多職種カンファレンスで考える心不全 
緩和ケア 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,550 

著編者名 菅野  康夫 冊子版ISBN 9784525245917  

出版社 南山堂 発行年 2017 商品コード 1027404875 

心不全患者の緩和ケアに，近年注目が集まっている．一進一退する病状のなかで，適切な治療・支援を行うには，
多職種連携による対応が重要となる．本書では，さまざまな課題を抱えた心不全症例を提示し，多職種による
チームアプローチを具体的に解説した．現場目線で心不全の緩和ケアをひも解く，即実践で活用できる画期的な
一冊！ 

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― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥13,200 

著編者名 田村  恵子 冊子版ISBN 9784840462020  

出版社 メディカ出版 発行年 2017 商品コード 1026634718 

【緩和ケアの理解、研修実施に役立つテキスト】「がんと診断された時からの緩和ケアの推進」は、がん対策推進
基本計画の重点課題の一つ。本書は日本看護協会が平成25年度から取り組んだ「がん医療に携わる看護研修
事業」の教育テキスト・指導マニュアルに最新の知見を加えたものである。専門看護師・認定看護師が院内研修
等で指導する際に役立つ「指導のポイント」を本文横にまとめた。 

その鎮静,ほんとうに必要ですか 
 ―がん終末期の緩和ケアを考える― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,840 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,680 

著編者名 大岩  孝司 冊子版ISBN 9784498057142  

出版社 中外医学社 発行年 2014 商品コード 1025526307 
がん終末期の“耐え難い苦痛”に対して行われる“鎮静（セデ―ション）”は，ほんとうに必要なのか．適切な緩和ケアにより，身
体的にも精神的にも“安らかな死”を迎えることはできないのか．しかし，どんな医療を提供しても，死を迎えることによりその評
価が集約される終末期緩和ケアは，患者本人からその満足度を得ることができない．長年，がんの終末期医療に携わってきた
著者が，自らの経験を元にこの難しいテーマを検証する． 
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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―（プロフェッショナルがんナーシング :  

プロフェッショナルを目指す看護師のために 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 

著編者名 大坂  巌 冊子版ISBN 9784840461009  

出版社 メディカ出版 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。 

がん治療のための緩和ケアハンドブック 
 ―症例・処方例・IC例で身につく!鎮痛薬の使い方から 
心のケアまで― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,880 

同時3アクセス 
（本体） 

¥23,760 

著編者名 吉田  健史 冊子版ISBN 9784758118033  

出版社 羊土社 発行年 2017 商品コード 1024195405 
「くり返す痛み，適切な処方は？」「言いづらいこと，どう切り出す？」薬の使い方に加え，つらさを癒す声か
けやICの具体例が満載！ポケットに入れて持ち運べるオピオイド等力価換算表付き！ 

月刊「ナース専科」2017年1月号  
 特集①：いま知りたい！ 心不全の緩和ケア 
 特集②足のトラブルを重症化させない！［Ｑ＆Ａ］ 
 特集③：「輸液ケア」に強くなる！ 

同時1アクセス 
（本体） 

¥2,993 

同時3アクセス 
（本体） 

¥5,986 

著編者名  - 冊子版ISBN -  

出版社 エス・エム・エス 発行年 2017 商品コード 1024188681 
特集①：いま知りたい！ 心不全の緩和ケア 特集②足のトラブルを重症化させない！［Ｑ＆Ａ］特集③：
「輸液ケア」に強くなる！ 

子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥11,880 

著編者名 多田羅  竜平 冊子版ISBN 9784765317054  

出版社 金芳堂 発行年 2016 商品コード 1023746667 
34のストーリーを通じて小児緩和ケアへの理解を深めることができる入門書。子どもに対する緩和ケアを
提供する中で様々な方法を模索している医療現場の人々へのヒントとなる一冊。 

癌緩和ケア 
 ―必携ベッドサイドで役立つ癌緩和ケアマニュアル― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,600 

同時3アクセス 
（本体） 

¥9,900 

著編者名 東原  正明 冊子版ISBN 9784880026626  

出版社 新興医学出版社 発行年 2008 商品コード 1018939481 
主治医が基本的な癌緩和ケアをほどこすための知識を解説。また、ＷＨＯが提唱する４つの苦痛のほか、
メディカルソーシャルワーカーの立場にたったホスピス・緩和ケア病棟への転院の手順、現場の医療倫理
についても取り上げる。 

在宅での看取りと緩和ケア  
（明日の在宅医療 第3巻） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,900 

同時3アクセス 
（本体） 

¥14,850 

著編者名 鈴木  荘一 冊子版ISBN 9784805830536  

出版社 中央法規出版 発行年 2008 商品コード 1016853329 
在宅における看取りと緩和ケアを取り上げ、その意義、重要性を様々な視点から論じる。がんはもちろん、
それ以外の緩和ケア、ホスピス、スピリチュアルケアについても言及。訪問看護の重要性を強調する。 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年7月 

整形外科痛みへのアプローチ 
南江堂 

全7巻 価格 
（分売不可） 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥88,000  ¥132,000  1016424379 

■各巻タイトル■ 

1. 下腿と足の痛み 5. 肩の痛み 

2. 膝と大腿部の痛み 6. 腰背部の痛み 

3. 肘と手・手関節の痛み 7. 頚部の痛み 

4. 股関節の痛み 

監修：寺山 和雄/片岡 治 
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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） 

● 表示価格は税抜きです。 2019年7月   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

知っておきたい緩和ケア 【動画】 
 （知っておきたい緩和ケア） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

著編者名 大津 秀一 発行年 2013 

同時1アクセス 
(本体) 

¥30,800 
同時3アクセス 

(本体) 
¥61,600 

冊子版ISBN 9784862435460  商品コード 1028203310 

原案監修者で緩和医療専門医の大津医師自身が出演し、緩和ケアの知識やテ
クニックなどついて語っています。緩和ケアの歴史、緩和ケアはどこで受けるか、
患者に対する緩和ケアの実践、およびテクニックについて解説し、また事例を通
して緩和ケアの効果について紹介します。 

終末期の苦痛と緩和ケア 【動画】 
（実践!看護技術シリーズ . 終末期とその後の看護技術編 vol.1） （※） 

出版社 医学映像教育センター 

著編者名 医学映像教育センター 発行年 2009 

同時1アクセス 
(本体) 

¥30,800 
同時3アクセス 

(本体) 
¥61,600 

冊子版ISBN 9784862432902  商品コード 1027840895 

終末期患者の前期、中期、後期の緩和ケア（身体的苦痛へのケア、心理的苦痛
へのケア、QOL向上のためのケア、家族へのケアなど）、臨終期の対応 
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  緩和ケア関連動画 



■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　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 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  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆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　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　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


