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
最新情報をご案内中！
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丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス
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東京シネ・ビデオ
東京シネ・ビデオのDVDがMaruzen eBookLibraryで
動画配信されます!!
認知症とともに生きていく 全2巻 （認知症形態別事例集）
2016年制作
1 アルツハイマー型認知症（22分+解説 8分）
2 レビー小体型認知症 （24分）

全2巻 セット特価 （分売可）
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥57,750

¥77,000

商品コード

1029835188

認知症の人と初めて向き合うこと 全3巻 （介護福祉実習の現場）
2014年制作

全3巻 セット特価 （分売可）

1 事前学習編 （19分）
2 実習編① （22分） （一問一答編 （8分））
3 実習編②事後学習編 （21分）

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥82,500

¥110,000

商品コード

1029835191

て・あーてと福祉用具を活用したある地方病院の取り組み 全3巻
（看護師不足・職員の高齢化に悩む全国の病院へ向けたメッセージ）
2016年制作
1 患者の治る力を引き出す ～て・あーてを実践する～ （19分）
福祉用具を活用し仲間が辞めない職場づくり
～ある地方病院の取り組み～ （46分）
患者の生きる力を引き出す
3
～て・あーて、福祉用具を活用した実践例～（45分）
2

全3巻 セット特価 （分売可）
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥82,500

¥110,000

商品コード

1029835195

利用者の笑顔を支える市民後見人 全2巻 （市民後見人養成研修用映像）
2017年制作
1 市民後見人の活動 （15分）
2 活動から見る市民後見人のポイント （18分）

全2巻 セット特価 （分売可）
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥57,750

¥77,000

商品コード

1029835199

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 全2巻
（日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）促進と生活支援員研修用映像）
2017年制作
1 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） （22分）
2 生活支援員の仕事 （18分）

全2巻 セット特価 （分売可）
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥57,750

¥77,000

商品コード

1029835202

求められる地域介護サービスと認知症ケア 全2巻
（必見！新たな地域密着型介護サービスの実際）
全2巻 セット特価 （分売可）

1 小規模多機能型居宅介護とは （32分）
2

小規模多機能型居宅介護の実際 （51分）
－認知症ケアの理解を深める－ 事例別解説なし （30分）

● 表示価格は税抜きです。

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥24,750

●各巻の詳細はお問い合わせください。 ●動画はダウンロードできません。

¥33,000

商品コード

1029835205
2019年11月

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のため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

介護福祉士の仕事 全7巻 （介護福祉士の仕事）
1 特別養護老人ホーム （11分）
2 介護老人保健施設 （11分）

全7巻 セット特価 （分売可）
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

3 障害福祉サービス （10分）
4 訪問介護サービス（生活援助編） （11分）

¥77,550

¥103,400

商品コード

1029835208

5 デイサービス （11分）
6 グループホーム （10分）
7 小規模多機能型居宅介護サービス （11分）

ポジショニング ～快適な姿勢をサポートする～ 全2巻
2019年制作

全2巻 セット特価 （分売可）

1 アセスメント 仰臥位編（33分）

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

2 側臥位 半腹臥位のポジショニング（31分）

¥66,000

¥88,000

商品コード

1030884435

ふくしの仕事 Ⅰ 全5巻 （福祉の現場での仕事を観る）
2019年制作

全5巻 セット特価 （分売可）

1 高齢者福祉施設における看護師 ～自宅に近い看護を目指して～ （13分）
2 高齢者福祉施設における管理栄養士 ～おいしい食事で笑顔を～ （14分）
3 高齢者福祉施設におけるケアマネジャー ～いつも利用者のそばに～ （13分）
4 高齢者福祉施設における介護スタッフ ～笑顔が働く力に～ （11分）
高齢者福祉施設における運転、安全・衛生管理、施設の設備管理
5
～人と関わり成長できる職場～ （10分）

タイトル

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体)

¥66,000

制作年

私の介護体験 認知症の人と家族の想い 全6巻 揃価格 （分売可）

¥88,000

同時１アクセス
(本体)

商品コード

1029835224

同時３アクセス
(本体)

商品コード

2015

¥79,200

¥105,600

-

¥13,200
¥13,200

¥17,600
¥17,600

1029835177
1029835178

3 「男性の介護」 妻を介護する男性介護者 （50分）

-

¥13,200

¥17,600

1029835179

4 「介護離職」 夫との時間を大切にして介護離職を選択 （53分）

-

¥13,200

¥17,600

1029835180

5 「若年性認知症」 若年性認知症の母を介護して （35分）

-

¥13,200

¥17,600

1029835181

6 「終末期の介護」 父の看取りと育児を同時に乗り越えて （55分）

-

¥13,200

¥17,600

1029835182

2012

¥99,000

¥132,000

1 食事の場面から就寝の場面まで観て学ぶ （38分）

-

¥33,000

¥44,000

1029835185

2 介護福祉士、利用者同士のやりとりを観て学ぶ （33分）

-

¥33,000

¥44,000

1029835186

3 さなざまな利用者と介護福祉士の場面から学ぶ （37分）

-

¥33,000

¥44,000

1029835187

1 「老々介護」 高齢の夫を高齢の私が支えて （52分）
2 「一人暮らし」 遠距離から一人暮らしの母を介護して （50分）

観て聴いて感じ取る認知症ケア 全3巻 揃価格 （分売可）

-

-

2011

¥77,550

¥103,400

1029835216

1 老人福祉施設で高齢者を支える仕事

-

¥11,550

¥15,400

1029835217

2 障碍者に対する自立生活アシスタント

-

¥11,550

¥15,400

1029835218

3 児童家庭支援編

-

¥11,550

¥15,400

1029835219

4 医療機関編

-

¥11,550

¥15,400

1029835220

5 地域生活を支える地域包括支援センター

-

¥11,550

¥15,400

1029835221

6 社会福祉協議会・さわやかサービス

-

¥11,550

¥15,400

1029835222

7 福祉事務所編

-

¥11,550

¥15,400

1029835223

社会福祉士の仕事 全7巻 揃価格（分売可）

タイトル

積極的に生きていく～生活を整えるリハビリテーション看護～
（廃用症候群からの回復 ） （本編31分・特別映像18分）
映画「グローバルヘルス実現のために」 （58分）

制作年

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

2017

¥33,000

¥44,000

1029835183

2017

¥16,500

¥22,000

1029835184

● 表示価格は税抜きです。 ●各巻の詳細はお問い合わせください。 ●動画はダウンロードできません。

2019年11月

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）

