NEW ARRIVALS
2019年7月～電子書籍新刊･新着案内～
Maruzen eBook Libraryは学術機関向けに和書の電子書籍を提供するプラットフォームです。
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<医学・コメディカル>
凡例

表紙画像

分野名

電子書籍の書名

底本ISBN

そこに山があるから

そこに山があるから
著編者名
出版社

内容紹介文

同時1アクセスの価格

山岳 次郎
踏破出版

同時3アクセスの価格
分野
人文社会
学術・1アクセス
￥5,000（+税）
学術・3アクセス
￥12,000（+税）
底本ISBN
9784XXXXXXXX
底本発行年
2013年 商品コード 1234567890

底本の発行年

ご注文用コード

・2019年7月現在の大学・病院向け価格（税抜）です。
・企業・官公庁向け価格は別途お問合せください。
・単行本感覚での1回限りのお支払い。必要なものだけを1タイトルから購入いただけます。

丸善雄松堂株式会社 学術情報ソリューション事業部 eBook Library担当
Tel：03-6367-6008／Fax:03-6367-6184／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）

新刊タイトル
冊子の刊行から半年以内の新刊タイトルが
さっそく Maruzen eBook Library に追加されます!!
医学
分 野
¥11,000(＋税)
学術・1アクセス
¥16,500(＋税)
学術・3アクセス
9784525249311
著編者名
伊藤 義彰
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030555815
急性期の脳卒中診療において，考えながら治療していくことは重要である．本書では臨場感のある症例を多彩
に収載している．また．サイドメモ欄に補足を多く掲載しておりエキスパートの思考法も学べ，まさに考えながら
学べる書籍となっている．
症例から学ぶ戦略的急性期脳卒中診断・治療

医学
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,550(＋税)
学術・3アクセス
9784525233914
著編者名
小林 順二郎
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030555816
循環器領域の治療では人工物留置が多く，感染症は難治性になる傾向が強い．さらに，患者の高齢化，重症
化，難治化および併存症の増加に伴い，診療のアプローチに有用な情報は重要である．本書では，循環器領
域の難治性感染症に関するこれまでのエビデンスを網羅するとともに，現段階での最適の予防および治療方法
を症例とともに解説．

循環器感染症
―難治性症例へのアプローチ―

医学
分 野
¥83,600(＋税)
学術・1アクセス
¥125,400(＋税)
学術・3アクセス
9784525331023
著編者名
F.Gary Cunningham
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030555817
一世紀以上の間，世界で最も詳しく，かつ権威ある産科学の臨床テキストとして読み継がれてきた『Williams
OBSTETRICS』の，最新の診療に即した内容で改訂された第25版の翻訳版．産科に携わる医師に必要なすべ
ての知識を網羅した，価値ある一冊．

ウィリアムス産科学 原著25版

医学
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,550(＋税)
学術・3アクセス
9784525777616
著編者名
名倉 弘哲
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030555818
災害時における薬剤師のニーズが，近年高まっている．被災地で，薬剤師は何ができるか，限られた患者情報
や医療資源の中，薬をどう使うのか，災害時の医薬品供給や法律・制度等，本書では災害時の薬剤師業務に
ついての基礎知識から災害時における薬物治療の考え方までをまとめた．「いざ」というときに備え，薬剤師とし
て読んでおきたい一冊．

はじめるとりくむ災害薬学

医学
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784525442316
著編者名
森 清
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030555819
超高齢社会の中，配偶者に先立たれたり，離婚・非婚が増えたりしたことなどによって単独世帯が増加してい
る．本書では，異なる背景の一人暮らしの人を支えた8事例のケアカンファレンスを載録し，在宅療養支援のポ
イントを医師・看護師・社会福祉士・ケアマネジャー等の多職種の視点から解説．一人暮らしの人を最期まで支
えるコツがわかる一冊！

カンファレンスで学ぶ多職種で支える
一人暮らしの在宅ケア
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医学
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
緩和ケアポケットマニュアル
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784525209810
著編者名
宇井 睦人
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 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．

医学
分 野
¥6,160(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784525705213
著編者名
宮田 佳典
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030555821
がん関連薬の外来処方が増えているが，保険薬局では収集できない患者情報があり，消極的な対応になって
しまうケースがある． 本書では，処方箋や患者との会話など“薬局で得られる情報”をもとに，がん領域の臨床
推論から抗がん薬の服薬指導，副作用マネジメントまで解説．薬局の生の声を取り入れて作った，現場で本当
に使える本！

保険薬局薬剤師のためのもうビビらない!
がん関連処方対応術 ―スパッと解決!―

医学
分 野
¥9,900(＋税)
学術・1アクセス
¥14,850(＋税)
学術・3アクセス
9784830619458
著編者名
佐藤 幸人
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030593806
難解な解説になりがちな心不全を，豊富な図表と1テーマ3分程度で読める分量で分かりやすく説いた，現在の
心不全診療を俯瞰できる手引き書．医師中心の治療のみならず，施設・職種に依らず治療に介入できる可能性
も示唆している．心不全の診療に不可欠な知識を厳選して収録しており，心不全診療にかかわる全ての職種の
共通言語となり得る1冊．最新の治療や緩和ケアを含めた医療システムの知識を大幅にアップデートした改訂
版．

心不全の基礎知識100
―心不全治療のためにあなたにできること
100の可能性―第2版

分 野
小児科ステロイドの使い方・止め方・続け方
―効果は最大,副作用は最小をめざす診療 学術・1アクセス
のすべて―
学術・3アクセス

医学

¥11,000(＋税)
¥16,500(＋税)
9784830630408
著編者名
稲毛 康司
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2019年 商品コード 1030593807
小児診療におけるステロイド薬の使い方について，common disease（気管支喘息やアトピー性皮膚炎など）から
専門領域（腎疾患，膠原病や眼科疾患など）まで解説．初期投与の処方例，減量のしかたや投与終了のタイミ
ング，注意すべき副作用とその対応，効きが悪いときの「次の一手」など，実際の臨床で役立つポイントを，エビ
デンスを交えて，病態・疾患ごとに解説した．小児科医をはじめ，小児を診る機会のあるすべての臨床医に役立
つ一冊．

医学
分 野
¥15,840(＋税)
学術・1アクセス
¥31,680(＋税)
学術・3アクセス
9784498037960
著編者名
柴山 謙太郎
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2019年 商品コード 1030517526
QRコードより動画視聴が可能です。詳細は「本書の使い方」のページをご参照ください。 超高齢化社会を迎えるに
あたり、診断ツールとして心エコーの重要度がますます高まっている。とくにベッドサイド、在宅、診療所でも活用でき
るPOC(ポイント・オブ・ケア)心エコーは、心疾患を的確に表現し、最適な治療へと導くためのハートチームの共通言
語として欠かせない手技となっている。本書は、そのPOC心エコーの基本から応用まで、症例ベースにフローチャート
を用いてわかりやすく解説され入門者必携の書なっている。

POC心エコーただいま診断中!

分 野
おとなの軽度発達障害 ―こども時代をふりかえ
り自分をいかすためのヒント―
学術・1アクセス
（埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ）
学術・3アクセス

医学

¥3,300(＋税)
¥4,950(＋税)
9784897753768
著編者名
横山 富士男
底本ISBN
出版社
ライフサイエンス出版
底本発行年
2019年 商品コード 1030071714
知的発達の遅れのない軽度発達障害は性格・特性として見過ごされやすく，成人以降に上司・同僚が，あるい
は自分で“生きにくさ”から気づくことがあります。本書は，ご本人，その周囲の方々に，“医療情報”を中心に近
年のとらえ方や支援体制を学んでいただきたいと企画されたものです。
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分 野
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― 学術・1アクセス
（埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ）
学術・3アクセス
著編者名
高橋 孝郎
底本ISBN
出版社
ライフサイエンス出版
底本発行年

医学
¥3,300(＋税)
¥4,950(＋税)
9784897753751
2019年 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。

医学
分 野
¥7,416(＋税)
学術・1アクセス
医用工学の基礎
¥11,124(＋税)
学術・3アクセス
9784501333201
著編者名
土肥 健純
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年
2019年 商品コード 1030550308
医用工学分野（生体磁気、生体計測、治療機器、福祉機器、再生医療）を体系的に学べる教科書。医用工学分
野の基礎と新知見を併せ持つ入門書。医療機器の開発や国際展開事業を考える学生や若手研究者向け。

医学
分 野
¥7,161(＋税)
学術・1アクセス
生体機能代行装置学 血液浄化 第2版
¥10,741(＋税)
学術・3アクセス
9784501333300
著編者名
海本 浩一
底本ISBN
出版社
東京電機大学出版局
底本発行年
2019年 商品コード 1030550309
臨床工学技士になるための必修科目である人工透析・血液浄化についてまとめた教科書。透析患者のQOL向
上に向けた新しい機器やデバイス、薬剤など、近年の著しい発展に対応すべく改訂。医療機器の仕組みの説明
はもちろん、医学的専門用語の解説、具体的な疾患や治療法を詳しく説明。資格試験の必須項目を完全網羅。
模擬問題も掲載。過去10年分の臨床工学技士国家試験問題を掲載。各章で学んだ知識の確認と理解促進を
期待。

知って安心!不整脈パーフェクトコントロール
―治す、防ぐ、管理する 不整脈との正しい
付き合い方―
著編者名
出版社

岡村 英夫
法研

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

医学
¥1,430(＋税)
¥4,290(＋税)
9784865136074
2019年 商品コード 1030574732

●甘く見てはいけない不整脈だが、本当に恐ろしいのはごく一部。不整脈はもっとも重要な臓器である心臓のリズムが崩れる病気で、多く
の種類があり、心配しなくてよいものから命に関わる恐ろしいものまで千差万別。健康診断の心電図でひっかかり「不整脈と言われた」とき
に知っておくべき重要事項を専門医が重点解説。怖い不整脈はごく一握りで、きちんと対応すれば怖がる必要はないことがわかります。●
多くの不整脈では治療が確立しています。不整脈治療の3本柱である「薬物治療」「ペースメーカー治療」「カテーテル治療」を詳述し、複数
の選択肢から何をどう選ぶべきかをアドバイス。豊富な症例解説も加えて、不整脈治療の全体像をわかりやすくお伝えします。

医学
分 野
¥3,960(＋税)
学術・1アクセス
¥5,940(＋税)
学術・3アクセス
9784883786763
著編者名
小林 義治
底本ISBN
出版社
総合医学社
底本発行年
2019年 商品コード 1030588940
第49回国家試験の客観式問題と解説をA5サイズのコンパクトな判型にまとめました。サイズはコンパクトです
が、解説は充実しており、独習用参考書としても使えます。

第49回視能訓練士国家試験 問題と解説
―視能訓練士self‐study―
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既刊タイトル 新着情報
冊子の刊行から半年以上のタイトルです

医学
分 野
¥88,440(＋税)
学術・1アクセス
¥176,880(＋税)
学術・3アクセス
9784254322705
著編者名
矢崎 義雄
底本ISBN
出版社
朝倉書店
底本発行年
2017年 商品コード 1030590654
＊デジタル付録が無料で閲覧可能です。詳細は「凡例」のページをご参照ください。 内科学におけるもっとも基
本的な教科書。医師国家試験出題基準の全項目を網羅し、カラーイラストなどとともに説明する。医学の進歩と
変化をわかりやすく解説した「新しい展開」を各論冒頭に掲載。動画等が見られるURL付き。

内科學 第11版

医学
分 野
¥4,400(＋税)
学術・1アクセス
¥6,600(＋税)
学術・3アクセス
9784525336516
著編者名
宗田 聡
底本ISBN
出版社
南山堂
底本発行年
2017年 商品コード 1030555814
周産期メンタルヘルスって？産後うつって？これから周産期メンタルヘルスをはじめる初心者にもわかりやすい
よう，イラストや図表を多く取り入れ，解説した入門書．助産師・保健師・看護師はじめ，企業の保健師や産業医
にもおすすめの1冊．

これからはじめる周産期メンタルヘルス
―産後うつかな?と思ったら―

医学
分 野
¥22,000(＋税)
学術・1アクセス
血液細胞アトラス 第6版
¥33,000(＋税)
学術・3アクセス
9784830614262
著編者名
通山 薫
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2018年 商品コード 1030593800
1971年の初版以来，血液に携わる医師や臨床検査技師，学生の絶大な支持を得ている血液形態学教科書の
決定版．第5版発行以来，14年ぶりの今改訂では，内容を一新するとともに，写真点数を大幅に増やし，典型的
な細胞写真から希少なものまで，更なる充実を図った．特に，診断技術などの進歩が著しい骨髄病理やリンパ
系腫瘍に力を入れ，免疫組織染色所見にも踏み込んでいる．研究，臨床，学習にと，手元に置いて使い込んで
ほしい．
医学
分 野
¥8,800(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784830645648
著編者名
天満 和人
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2018年 商品コード 1030593801
セラピストを目指す学生を対象とし，リハビリテーションを概観する．第2版では，教育リハビリテーションや発達
障害，機器の活用に関する項目を加えるなどアップデート．リハビリテーションを，障害をもつ人々が持てる能力
を十分発揮できるような医療や福祉的対応，生活環境整備，QOLの向上をはかることを大きな理念とした総合
的方略と考えるべきであるという企画趣旨のもと，第一線で活躍するセラピストを中心に執筆いただいた．

セラピストのための概説リハビリテーション
第2版

医学
分 野
¥33,000(＋税)
学術・1アクセス
¥49,500(＋税)
学術・3アクセス
9784830670046
著編者名
高木 實
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2018年 商品コード 1030593802
初版発行以来，確固たる支持を得て，今や，歯学部の病理学実習に必須の書となったカラーアトラスの12年ぶ
りの改訂．わが国の口腔病理学研究者の協力により集められ，収載された病理・組織写真の質の高さは世界
に類を見ない．歯科疾患を網羅し，写真の質の高さを保ちつつ，今改訂では臨床を意識して，肉眼写真や画像
所見も掲載したほか，新しい腫瘍分類（WHO2017）を踏まえた解説を付した．

口腔病理アトラス 第3版
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医学
分 野
¥7,700(＋税)
学術・1アクセス
¥11,550(＋税)
学術・3アクセス
9784830644634
著編者名
齋藤 宣彦
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2018年 商品コード 1030593803
医学書と看護学書の間を埋める，全く新しいタイプのテキスト．多数のオリジナルイラストを用いて，ケアに不可
欠な医学の基礎知識をとことんわかりやすく講義．この1冊で循環器の病態生理・検査・疾患・薬剤の知識がす
べて身につく．近年の循環器領域での進歩を踏まえ，最新の治療を随所に盛り込んだ改訂第4版は，看護師だ
けでなく，循環器診療に携わるすべて医療従事者にも役立つ内容となっている．

ナース・メディカルスタッフのための循環器
レクチュア 第4版

社会
分 野
¥7,040(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784830643491
著編者名
村上 琢磨
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2009年 商品コード 1030593804
視覚障がい者の誘導法（ガイドヘルプ）を，非常にわかりやすく解説した研修用テキスト．ガイドヘルプの基本技
術はもとより，階段の上り下り，エレベータ，バス，電車の利用など主要10場面でのガイドヘルプの手順を，多数
のイラストと，懇切丁寧な注を用いて，なぜそうするかの根拠を示しながら解説．ガイドヘルパー，移動支援事業
者，介護スタッフにおすすめの実践書．

目の不自由な方を誘導するガイドヘルプの
基本 ―初心者からベテランまで―第２版

医学
分 野
¥61,600(＋税)
学術・1アクセス
骨腫瘍の病理
¥92,400(＋税)
学術・3アクセス
9784830604713
著編者名
石田 剛
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2012年 商品コード 1030593805
骨腫瘍を専門としない病理医にとっては，遭遇する機会の少ない骨腫瘍の診断に際して，慣れない画像所見，
骨腫瘍独特の疾患分類や所見に戸惑い，自信をもって診断をつけることが難しいことも多いと思われる．本書
はそのような読者のために，日常診断に活用することができるよう標準的な内容のreference bookとして，多数
の病理組織写真やＸ線写真を用いて骨腫瘍および骨腫瘍様病変の病理をまとめた解説書である．
医学
分 野
¥52,800(＋税)
学術・1アクセス
非腫瘍性骨関節疾患の病理
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
9784830604461
著編者名
石田 剛
底本ISBN
出版社
文光堂
底本発行年
2003年 商品コード 1030593808
わが国では整形外科病理に関する書籍が極めて少なく，とくに非腫瘍性の整形外科的疾患の病理に関するも
のはほとんどない．本書は，非腫瘍性骨関節疾患の病理について，日頃病理医が困っていることや整形外科
医が知りたがっていることを中心にまとめられた本邦初の本格的解説書．多数の病理組織写真やＸ線写真を用
いて解説されており，骨関節疾患を扱う病理医のみならず，整形外科医や放射線科医にも役に立つ内容．
医学
分 野
¥9,240(＋税)
学術・1アクセス
¥12,320(＋税)
学術・3アクセス
9784796523479
著編者名
井上 善文
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2015年 商品コード 1030134643
どのような状態の患者さんにも、適切な栄養管理を実施するための知識が詰まった、栄養管理テクニック・シ
リーズの第1弾。 栄養管理を効果的に進めるために必須の、静脈栄養の知識と技術を、具体的にわかりやすく
解説しました。

静脈栄養 （栄養管理テクニック 1）

医学
分 野
¥5,940(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784796523820
著編者名
田中 マキ子
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2016年 商品コード 1030134644
「褥瘡の基礎知識」から「アセスメント」「予防・治療・ケアの実際」まで、褥瘡ケアのすべてを網羅。褥瘡ケアに初
めてかかわる方から、ケアの根拠を知りたいベテランの方まで、すべての医療者におすすめ。

ガイドラインに基づくまるわかり褥瘡ケア
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社会
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥9,680(＋税)
学術・3アクセス
9784796523929
著編者名
内田 陽子
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2016年 商品コード 1030134645
病院における認知症患者の適切な医療評価、認知症ケアの質向上のために、平成28年度診療報酬改定にお
いて新設された「認知症ケア加算1、2」について、申請のためのしくみづくりから活動のしかたまで、具体的にわ
かりやすく解説しました。

できる!認知症ケア加算マニュアル
（エキスパートナース）

日本文学
分 野
¥4,290(＋税)
学術・1アクセス
¥5,720(＋税)
学術・3アクセス
9784796525084
著編者名
西村 元一
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2017年 商品コード 1030134646
看護師、医師、医療者、がんとむきあうすべての人たちへのメッセージ。医療者として、患者として、夫として父
親として、そして社会活動家の一人として、さまざまな側面を持っておられた西村先生が、がん患者となった2年
半で「伝えたかったこと」が淡々と綴られている。生前かかわりのあった多くの方々の言葉からは、先生の真っ
直ぐでひたむきな生き方をうかがい知ることができる。

がんになった外科医元ちゃんが伝えたかっ
たこと

医学
分 野
¥6,930(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784796524148
著編者名
古田 勝経
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2017年 商品コード 1030134647
褥瘡の病態を適切に評価し、外用薬による局所治療によって、治らないといわれていた「褥瘡を治す」。著者の
豊富な経験に基づいて、外用薬を中心とした褥瘡の局所治療のノウハウを具体的に紹介します。

これで治る!褥瘡「外用薬」の使い方
―Furuta Methods―

医学
分 野
¥6,930(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784796524193
著編者名
内田 陽子
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2017年 商品コード 1030134648
認知症患者の「困った症状」への対応法を、実際のケースから具体的に解説。認知症患者ケアの向上、認知症
ケア加算の導入をうまく進めるためのポイントがよくわかる。
一般病棟の認知症患者「こんなときどうする?」
―あなたの病棟の認知症看護・認知症ケア
加算を成功させるために―

医学
分 野
¥6,930(＋税)
学術・1アクセス
¥9,240(＋税)
学術・3アクセス
9784796524469
著編者名
田中 マキ子
底本ISBN
出版社
照林社
底本発行年
2018年 商品コード 1030134649
●ポジショニングを、ケアの場面だけでなく、療養生活環境全般につながるものとしてとらえ、必要な知識、観察
とアセスメント、ケア技術について、わかりやすく解説。●どのような物を使い、どの程度までサポートするのか、
患者の身体的・病態的・環境的諸条件を総合的に分析した、適切なケアの方法を具体的に解説。

トータルケアをめざす褥瘡予防のための
ポジショニング

救急超音波テキスト
―point of careとしての実践的活用法―
著編者名
出版社

亀田 徹
中外医学社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

医学
¥32,340(＋税)
¥64,680(＋税)
9784498166028
2018年 商品コード 1030517524

QRコードやURLより動画視聴が可能です。詳細は「本書の動画視聴方法」のページをご参照ください。 超音波検査の近年
のトレンド「point-of-care ultrasound(POCUS)」の原理から各臨床応用まで網羅的に解説した待望の成書。救急の現場での
超音波検査は「必要な時にその場で行う」POCUSとして、一定の手技を習得した救急医が自ら行うのが最も効率的である。
本書は、臓器横断的診療を行う救急医にとって必要となる超音波の知識を、幅広く実践的に整理した。超音波検査におい
てこれまであまり目立たなかった領域にも言及し、一般診療医にとっても有用な内容である。
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医学
分 野
¥12,540(＋税)
学術・1アクセス
¥25,080(＋税)
学術・3アクセス
9784498125865
著編者名
朝倉 英策
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2014年 商品コード 1030517525
人気ブログがついに書籍化！血栓止血関連領域の情報をわかりやすく解説する人気ブログ「金沢大学 血液内
科・呼吸器内科／血液・呼吸器内科のお役立ち情報」が多くの読者の声に応え待望の書籍化！ 「寝ころびな
がらでも読めて、血栓止血学がしみじみ分かる」をモットーに、vol.1の本書ではDICと血液凝固検査の基本を丁
寧に解説します。血栓止血領域の臨床について知りたい方に最適な一冊です。

しみじみわかる血栓止血
Vol.1 DIC・血液凝固検査編

医学
分 野
¥39,600(＋税)
学術・1アクセス
¥79,200(＋税)
学術・3アクセス
9784498014060
著編者名
相原 守夫
底本ISBN
出版社
中外医学社
底本発行年
2018年 商品コード 1030517527
資料のダウンロードが可能です。詳細は「本書の資料のダウンロード方法」のぺ―ジをご参照ください。 日本国
内でもMinds（日本医療機能評価機構の利用情報サービス）が国内診療ガイドライン作成システムとしてGRADE
システムを正式に採用し，GRADEシステムを使った診療ガイドラインの作成は急増している．その最新の内容を
日本語で学べる唯一無二の著書が満を持して登場した．診療ガイドライン作成に，必要な知識のすべてがここ
に！

診療ガイドラインのためのGRADEシステム
第3版

サンフォード感染症治療ガイド 2018
―日本語版―
著編者名
出版社

David N.Gilbert
ライフサイエンス出版

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

医学
¥7,920(＋税)
¥11,880(＋税)
9784897753744
2018年 商品コード 1030071711

1969年の刊行以来，全世界の臨床家に活用されている「感染症診療のバイブル」 2018年度版 ！世界の感染症の状況が
わかる，まさに感染症診療のグローバルスタンダード2018年度版は，世界中で問題となりつつある多剤耐性菌に関する記
載が充実○毎年最新のエビデンスに基づいて内容を改訂○全ページ表形式で，疾患ごとに治療推奨が一目でわかる○細
菌から真菌，寄生虫，ウイルスまで，遭遇しうるすべての感染症を網羅○Antimicrobial Stewardshipは刊行以来の原則○医
学生，研修医，一般臨床医，薬剤師をはじめ，多くの医療関係者に有用

医学
分 野
¥3,300(＋税)
学術・1アクセス
¥4,950(＋税)
学術・3アクセス
9784897753782
著編者名
名郷 直樹
底本ISBN
出版社
ライフサイエンス出版
底本発行年
2018年 商品コード 1030071712
「医学は進歩したが，医者は進歩していない！」気鋭の家庭医が現代医療を批判し，医療の現実を明らかにし
ます。

医療の現実、教えますから広めてください!!
―検診や治療に疑問を感じている方!―

コピペしないレポートから始まる研究倫理
―その一線、越えたらアウトです!―
（ライフサイエンス選書）
著編者名
出版社

上岡 洋晴
ライフサイエンス出版

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

医学
¥3,300(＋税)
¥4,950(＋税)
9784897753522
2016年 商品コード 1030071716

一,レポートの書き方と作法を教えます。二,卒論,研究論文の書き方と作法・ルールを教えます。三,研究における道徳心を持った美しいあ
なたに,次世代を託します。(著者より)大学に入学したらまず読んでほしい…大学教員からの,切実な思いが詰まった一冊です。本書は一回
だけでなく毎年読み直してもらいたい。・IT社会となった現代は,コピペが簡単にできてしまう時代だ。立派な研究者でもコピペをしていたと
いうのだから困ったものである。コピペで都合が悪ければ書き換えてしまうことも容易にでき,それがいけないということに気づかなくなって
いくのがいちばん恐ろしい。・「倫理」と名のつく本はとかく敬遠されがちだが,本書は読みやすく具体的事例が豊富で引き込まれやすい。自
然に興味もわき,研究・論文作成の基本的お作法が身につくだろう。

医学
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784906844043
著編者名
矢野 邦夫
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2013年 商品コード 1030134650
自施設の中で感染対策の院内研修会を実施する際に，できるだけ院内職員への学習効果を高めるために必要
な秘伝のレクチャー術を感染対策関連の講演の達人が基本から実践までを惜しみなく解説しています。

院内レクチャーのコツ! ―秘伝!感染対策―
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医学
分 野
¥5,500(＋税)
学術・1アクセス
¥11,000(＋税)
学術・3アクセス
9784906844050
著編者名
森澤 雄司
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2014年 商品コード 1030134651
「感染」や「感染症」，「免疫」，「耐性菌」，「消毒」などについて病原微生物が微生物目線で語るスタイルの異色
のテキスト。病原微生物の勉強が苦手な方々にも読みやすい内容です。感染管理おべんきょブックスシリーズ
の第１弾。

おべんきょ病原微生物
―彼らの話も聞いてみた!―
（感染管理おべんきょブックス 1）

医学
分 野
¥5,940(＋税)
学術・1アクセス
¥11,880(＋税)
学術・3アクセス
9784906844135
著編者名
森澤 雄司
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2017年 商品コード 1030134652
薬剤耐性菌（AMR）対策が世界的に深刻な問題となり，医師，看護師など職種を問わず，抗菌薬の知識が求め
られる昨今，本書は，医療関連感染と抗菌薬の関係性を中心に講義形式で読みやすく解説した抗菌薬入門書
です！感染管理おべんきょブックスシリーズの第２弾。

おべんきょ抗菌薬
―医療関連感染と抗菌薬のお話―
（感染管理おべんきょブックス 2）

医学
分 野
¥6,600(＋税)
学術・1アクセス
¥13,200(＋税)
学術・3アクセス
9784906844074
著編者名
矢野 邦夫
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2014年 商品コード 1030134653
急性期病院，回復期・慢性期病院，長期療養施設，在宅といった医療環境の多様性に応じて，それぞれ現場で
取り組むべき感染対策を比較しながらQ&A形式でわかりやすく解説しています。地域の病院間連携における情
報共有にも役立つ内容です。

ケア環境別できる感染対策
―急性期病院・慢性期病院・在宅 Q&Aで
学ぶケア環境別感染防止のポイント―

医学
分 野
¥5,940(＋税)
学術・1アクセス
¥11,880(＋税)
学術・3アクセス
9784906844098
著編者名
矢野 邦夫
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2015年 商品コード 1030134655
感染対策の概念，基本的な考え方から，知識としての感染対策情報を知恵として現場で実践するための思考
のヒントを感染対策の第一人者である筆者が，自らの経験をもとにたとえ話をまじえてわかりやすく解説してい
ます。

矢野流!感染予防策の考え方
―知識を現場に活かす思考のヒント―

医学
分 野
¥6,160(＋税)
学術・1アクセス
¥12,320(＋税)
学術・3アクセス
9784906844104
著編者名
森澤 雄司
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2016年 商品コード 1030134656
本書は現場で求められる感染予防策の膨大な知識の中から特に重要な項目を厳選し，すべて箇条書きで覚え
やすいスタイルに編集しています。現場で必要な時に必要な情報に簡便にアクセスできる感染対策のお助け
ポータブルブックです。

感染制御ポケペディア

医学
分 野
¥7,480(＋税)
学術・1アクセス
¥14,960(＋税)
学術・3アクセス
9784906844128
著編者名
矢野 邦夫
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2017年 商品コード 1030134657
感染対策で重要な50のテーマをメニューに，各々を用語解説から対策に必要なモノやコト，最小限で成果を生
むポイント，対策の実施手順，ガイドラインのエッセンス，補足解説の項目立てでまとめ，対策レシピとして解説
した本格テキスト。

感染対策のレシピ 第2版
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医学
分 野
¥5,060(＋税)
学術・1アクセス
介護保険施設のためのできる!感染対策
¥10,120(＋税)
学術・3アクセス
9784906844142
著編者名
四宮 聡
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2017年 商品コード 1030134658
高齢者が集団で生活する介護施設においても感染対策は重要なテーマで，感染対策の専門スタッフが不在の
状況であっても取り組まなくてはなりません。本書は，介護施設で取り組める感染対策の具体的な手法をイラス
トをまじえてわかりやすく解説しており，近隣病院との地域連携にも役立つ１冊です。

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥10,560(＋税)
学術・3アクセス
9784906844159
著編者名
矢野 邦夫
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2018年 商品コード 1030134659
感染防止に関係する重要なキーワード200語を１ページ１語でイラストを中心に解説した オールカラーイラスト
ブック！。感染の概念，病原微生物，薬剤耐性菌，医療関連感染，感染予防策，環境整備，抗菌薬，滅菌・消
毒・洗浄など幅広い領域を絵本感覚で学べます。

マメカン
―絵でみる感染防止キーワード200―

医学
分 野
¥5,060(＋税)
学術・1アクセス
¥10,120(＋税)
学術・3アクセス
9784906844166
著編者名
矢野 邦夫
底本ISBN
出版社
リーダムハウス
底本発行年
2018年 商品コード 1030134660
標準予防策や感染経路別予防策，多剤耐性菌，医療関連感染のカテゴリーにおける感染対策の具体的な手技
の一つ一つを5W1H（いつ，誰が，どこで，なぜ，何を，どのように）の視点からとらえ，意図を持った感染防止行
動を実践するために知っておくべき対策の本質的な意義をわかりやすく解説しています。

5W1H×感染対策
―6つの要素で対策の肝をつかもう!―

分 野

快適な眠りのための睡眠習慣セルフチェック
学術・1アクセス
ノート

医学

¥6,732(＋税)
¥10,098(＋税)
学術・3アクセス
9784865192070
著編者名
林 光緒
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2015年 商品コード 1030555807
医学的な睡眠の基礎知識から、今夜からできる睡眠改善のアイデアまでが詰まった実践書。食事・運動などの
生活習慣、布団や寝室の環境、朝の過ごし方など、様々なチェック項目に答えていくうちに、自分に合った快眠
のヒントが見えてきます。自分の眠りを見直すだけでなく、睡眠に悩む人へのアドバイスにも活かせる知識が満
載！

医学
分 野
¥13,090(＋税)
学術・1アクセス
¥19,635(＋税)
学術・3アクセス
9784865192193
著編者名
宮崎 総一郎
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2016年 商品コード 1030555808
認知症や脳疾患の予防には脳の役割を知り、適切な睡眠を確保することが重要であり、睡眠の観点から認知
症予防と診療に重点をおいてまとめられた１冊！

睡眠からみた認知症診療ハンドブック
―早期診断と多角的治療アプローチ―

医学
分 野
¥16,830(＋税)
学術・1アクセス
¥25,245(＋税)
学術・3アクセス
9784865192230
著編者名
中山 明峰
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2017年 商品コード 1030555809
眠れないから睡眠薬を処方する。果たしてそれが睡眠医療と言えるのか？睡眠認定医、中山明峰先生の睡眠
医療のノウハウをこの一冊に凝縮！睡眠のメカニズムから、問診、検査、治療計画、睡眠関連薬処方、さらには
中日新聞にて掲載されたコラム５０編もすべて収録。イラストレーター中山信一氏のほのぼのとしたイラストを交
えた、すべての睡眠医療初学者に向けた一冊です。

ここからスタート!睡眠医療を知る
―睡眠認定医の考え方―
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医学
分 野
¥14,960(＋税)
学術・1アクセス
¥22,440(＋税)
学術・3アクセス
9784865192155
日本創傷治癒学会ガイドライン委員会
著編者名
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2016年 商品コード 1030555810
手術創をキレイに治すための“９９のステートメント”について、創傷治癒コンセンサスドキュメント作成ワーキン
ググループにアンケートを実施。その詳細な結果とともに、ステートメントにどの程度エビデンスがあるか、どの
程度推奨できるか、手術創をキレイに治すスペシャリストが解説！

創傷治癒コンセンサスドキュメント
―手術手技から周術期管理まで―

分 野
みみ・はな・のど感染症への上手な抗菌薬
の使い方 ―知りたい、知っておきたい、知っ 学術・1アクセス
ておくべき使い方―
学術・3アクセス

医学

¥19,448(＋税)
¥29,172(＋税)
9784865192162
著編者名
鈴木 賢二
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2016年 商品コード 1030555811
耳鼻咽喉科領域の主な感染症における抗菌薬の使用法について、使用にあたり考慮すべき点、疾患の概念、
診断、治療等を交えながら、各分野のエキスパート達が詳しく解説!

分 野

肘実践講座 よくわかる野球肘 肘の内側部
学術・1アクセス
障害 ―病態と対応―

スポーツ、体育

¥31,790(＋税)
¥47,685(＋税)
学術・3アクセス
9784865192179
著編者名
山崎 哲也
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2016年 商品コード 1030555812
いわゆる“野球肘”の病態の中でも、近年特に注目を集めている「肘の内側部障害」について、肘関節の構造や
画像検査、解剖、骨化進行に伴う肘関節の変化と成長期・成人期の外傷・障害の病態と診断、その治療と対応
まで臨床治療の最新を盛り込んだ1冊。

医学
分 野
¥16,830(＋税)
学術・1アクセス
¥25,245(＋税)
学術・3アクセス
9784865192223
著編者名
小堀 眞
底本ISBN
出版社
全日本病院出版会
底本発行年
2017年 商品コード 1030555813
Mobile Bearingを備えた初の人工膝関節インプラントとして世界に登場してから実に40年。インプラントの特徴、
手術手技、動態解析から長期臨床成績まで、現在でも使われ続けているLCSを通しMobile Bearingについて徹
底的に解説！進化を続けるインプラントの「今」を知る必読書!

Mobile Bearingの実際
―40年目を迎えるLCSを通して―

心理学
分 野
¥8,228(＋税)
学術・1アクセス
¥12,342(＋税)
学術・3アクセス
9784414416237
著編者名
東畑 開人
底本ISBN
出版社
誠信書房
底本発行年
2017年 商品コード 1030606977
心理療法は必ず文化の中で行われる。だから、欧米で生まれた心理療法は、日本文化に合わせて変形したし、
教科書に描かれる心理療法は、それぞれのローカルな現場の事情に合わせて妥協されざるをえない。そうやっ
て、私たちのありふれた心理療法は営まれる。本書は、臨床心理学と医療人類学の二つの視点から、そのよう
な文化と心理療法のダイナミズムを明らかにする。臨床心理学の専門性が問われる今、刺激的な心理臨床論
が誕生。

日本のありふれた心理療法 ―ローカルな
日常臨床のための心理学と医療人類学―
【スマホ・読上】 （※）

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779214875
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574699
【脂質代謝から考える心血管系】動脈硬化性疾患およびそれにかかわる脂質代謝を中心としたトピックスを臨床
の最前線に提供する。読者対象：循環器，脂質代謝，糖尿病を専門とする病院勤務医および一般臨床医。

Cardio-Lipidology 2015年6月号
（Vol.9 No.1）
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医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779215247
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574700
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 【糖尿病診療をグローバルかつローカル
に展望する】世界で進行する糖尿病の急増と日本を含むアジアの糖尿病の特異性を踏まえ，糖尿病診療の国
際的動向とわが国の診療の最前線の実践をレポート。

Diabetes Horizons -Practice and
Progress- 2015年7月号（Vol.4 No.3）

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779215865
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574701
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 【糖尿病診療をグローバルかつローカル
に展望する】世界で進行する糖尿病の急増と日本を含むアジアの糖尿病の特異性を踏まえ，糖尿病診療の国
際的動向とわが国の診療の最前線の実践をレポート。

Diabetes Horizons -Practice and
Progress- 2015年10月号（Vol.4 No.4）

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779216442
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574702
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 【糖尿病診療をグローバルかつローカル
に展望する】世界で進行する糖尿病の急増と日本を含むアジアの糖尿病の特異性を踏まえ，糖尿病診療の国
際的動向とわが国の診療の最前線の実践をレポート。

Diabetes Horizons -Practice and
Progress- 2016年1月号（Vol.5 No.1）

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779216978
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574703
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 【糖尿病診療をグローバルかつローカル
に展望する】世界で進行する糖尿病の急増と日本を含むアジアの糖尿病の特異性を踏まえ，糖尿病診療の国
際的動向とわが国の診療の最前線の実践をレポート。

Diabetes Horizons -Practice and
Progress- 2016年4月号（Vol.5 No.2）

医学
分 野
¥5,280(＋税)
学術・1アクセス
¥7,920(＋税)
学術・3アクセス
9784779217524
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574704
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 【糖尿病診療をグローバルかつローカル
に展望する】世界で進行する糖尿病の急増と日本を含むアジアの糖尿病の特異性を踏まえ，糖尿病診療の国
際的動向とわが国の診療の最前線の実践をレポート。

Diabetes Horizons -Practice and
Progress- 2016年7月号（Vol.5 No.3）

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
「Fluid Management Renaissance」編集委員会
9784779214776
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574705
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2015年4月号（Vol.5 No.2）

2019/07/09 現在

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
「Fluid Management Renaissance」編集委員会
9784779215193
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574706
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2015年7月号（Vol.5 No.3）

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
9784779215919
「Fluid Management Renaissance」委員会
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574707
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2015年10月号（Vol.5 No.4）

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
「Fluid Management Renaissance」編集委員会
9784779216299
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574708
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2016年1月号（Vol.6 No.1）

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
「Fluid Management Renaissance」編集委員会
9784779216985
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574709
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2016年4月号（Vol.6 No.2）

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
「Fluid Management Renaissance」編集委員会
9784779217548
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574710
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2016年7月号（Vol.6 No.3）

医学
分 野
¥4,620(＋税)
学術・1アクセス
¥6,930(＋税)
学術・3アクセス
「Fluid Management Renaissance」編集委員会
9784779217760
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574711
【新たな時代を迎えた浮腫・電解質異常・体液管理の最新の話題を提供】浮腫・電解質異常・体液管理と疾患に
焦点を当て，循環器・腎臓・内分泌領域の視点から国内外における基礎研究・実地臨床をめぐる注目すべき話
題を幅広く提供し，基礎研究成果と臨床評価の橋渡しの役割を担うことを目指す学術専門雑誌。

Fluid Management Renaissance
2016年10月号（Vol.6 No.4）
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医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779214998
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574712
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2015年5月号（Vol.8 No.2）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779215292
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574713
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 一般臨床医から基礎研究者までを対象と
したパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイントは何か？最新の治療法は？パーキン
ソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診療・研究に携わるすべての医療従事者の
疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2015年8月号（Vol.8 No.3）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779216107
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574714
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2015年11月号（Vol.8 No.4）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779216626
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574715
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2016年2月号（Vol.9 No.1）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779217081
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574716
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2016年5月号（Vol.9 No.2）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779217586
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574717
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 一般臨床医から基礎研究者までを対象と
したパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイントは何か？最新の治療法は？パーキン
ソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診療・研究に携わるすべての医療従事者の
疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2016年8月号（Vol.9 No.3）

2019/07/09 現在

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779218118
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2016年 商品コード 1030574718
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2016年11月号（Vol.9 No.4）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779218613
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030574719
※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 一般臨床医から基礎研究者までを対象と
したパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイントは何か？最新の治療法は？パーキン
ソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診療・研究に携わるすべての医療従事者の
疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2017年2月号（Vol.10 No.1）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779219078
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030574720
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2017年5月号（Vol.10 No.2）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779219542
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030574721
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2017年8月号（Vol.10 No.3）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779220050
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2017年 商品コード 1030574722
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2017年11月号（Vol.10 No.4）

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779220487
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2018年 商品コード 1030574723
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2018年3月号（Vol.11 No.1）

2019/07/09 現在

医学
分 野
¥7,260(＋税)
学術・1アクセス
¥10,890(＋税)
学術・3アクセス
9784779220937
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2018年 商品コード 1030574724
一般臨床医から基礎研究者までを対象としたパーキンソン病診療の知恵袋。パーキンソン病診断・治療のポイ
ントは何か？最新の治療法は？パーキンソン病の発症機序はどこまでわかっているのか？パーキンソン病診
療・研究に携わるすべての医療従事者の疑問にお答えするパーキンソン病に焦点を当てた学術情報誌。

Frontiers in Parkinson Disease
2018年6月号（Vol.11 No.2）

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779214226
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574725
新たな転機を迎えようとしている血栓症診療における，欧米の「膨大なエビデンスの蓄積」と，日本の「地道な基
礎研究・臨床経験の成果」を1冊にまとめ，主要なコーナーにおいて日本語／英語の対訳を掲載した，本領域初
の新しい国際雑誌

International Review of Thrombosis 2015
年3月号（Vol.10 No.1）

医学
分 野
¥4,840(＋税)
学術・1アクセス
¥7,260(＋税)
学術・3アクセス
9784779214844
著編者名
底本ISBN
出版社
メディカルレビュー社
底本発行年
2015年 商品コード 1030574726
新たな転機を迎えようとしている血栓症診療における，欧米の「膨大なエビデンスの蓄積」と，日本の「地道な基
礎研究・臨床経験の成果」を1冊にまとめ，主要なコーナーにおいて日本語／英語の対訳を掲載した，本領域初
の新しい国際雑誌

International Review of Thrombosis 2015
年12月号（Vol.10 No.2）

栄養と料理 2019年7月号
著編者名
出版社

女子栄養大学出版部

現代数学 2019年 5月号
著編者名
出版社

現代数学社

現代数学 2019年 6月号
著編者名
出版社

現代数学社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥1,874(＋税)
¥4,217(＋税)
商品コード

1030588935

¥2,799(＋税)
¥4,999(＋税)
商品コード

1030526691

¥2,799(＋税)
¥4,999(＋税)
商品コード

1030526692

2019/07/09 現在

分 野
¥92,400(＋税)
学術・1アクセス
■ライフヒストリー 【動画】 （※）
¥184,800(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029452678
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
この番組は、病を抱えながらも、その人らしく生活する姿を、ご本人やご家族などへのインタビューとともに紹介
するライフヒストリーです。これまでの生い立ちから現在の生活、また病の発症などについて、普段の授業や実
習ではなかなか接することができない、当事者の生の声を聞くことができます。これから看護師を目指す学生を
はじめ、地域医療に携わる方々も必見です。
分 野
¥30,800(＋税)
（看護過程から学ぶ！母性看護学実習 全4巻 学術・1アクセス
Vol.1） （※）
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438171
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2019年 商品コード 1030555830
実習２日目の華岡葵（看護学生）さんが、産後２日目の褥婦 上野杏奈さん（初産婦）の全身の回復と子宮復古
を促す支援を行います。看護の視点として、水分摂取状況、食事摂取状況、排便状況、会陰部の痛み、後陣
痛、子宮収縮状況（子宮底の高さ、硬さ）、悪露の状況（色、量、凝血塊の有無）などについて見ていきます。

全身の回復と子宮復古を促す看護 【動画】

分 野
¥30,800(＋税)
（看護過程から学ぶ！母性看護学実習 全4巻 学術・1アクセス
Vol.2） （※）
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438188
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2019年 商品コード 1030555831
実習３日目の華岡葵（看護学生）さんが、産後３日目の褥婦 上野杏奈さん（初産婦）の母乳育児支援を行いま
す。看護の視点として、乳汁分泌のメカニズム（オートクリンコントロール、エンドクリンコントロール）、乳房や乳
頭の観察、授乳状況（ラッチオン、ポジショニング）、授乳回数、休息・疲労の状況や程度などについて見ていき
ます。

母乳育児の確立に向けた看護 【動画】

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438195
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2019年 商品コード 1030555832
実習４日目の華岡葵（看護学生）さんが、生後４日目の新生児の子宮外生活への適応の支援を行います。看護
の視点として、新生児のバイタルサインの手順、大泉門、産瘤や頭血腫の有無、黄疸の観察（経皮ビリルビン計
の測定方法、観察時の注意点）、体重測定、生理的体重減少率の計算などについて見ていきます。

新生児の子宮外生活への適応の看護 【動画】
（看護過程から学ぶ！母性看護学実習 全4巻
Vol.3） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862438201
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2019年 商品コード 1030555833
実習２日目の長野結衣（看護学生）さんが、帝王切開術後１日目の褥婦 中山貴理さん（経産婦）の看護を行い
ます。看護の視点として、創部痛と後陣痛の観察、子宮復古状態の観察（横切開、縦切開）、早期離床の支援、
創部痛を軽減した安楽なポジショニング、育児支援などについて見ていきます。

帝王切開で出産した褥婦への看護 【動画】

（看護過程から学ぶ！母性看護学実習 全4巻
Vol.4） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862432162
著編者名
渡部 鏡子
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2006年 商品コード 1029452679
通常の授業や実習では、なかなか接することができない「心の病」の当事者の生の声を聞くことができます。病
の当事者やそのご家族の思いや考えを知り、さらに看護師の役割や看護のあり方について学ぶための一事例
として、価値ある一本です。※この番組は、ご自身の体験を主観的にご自身の言葉で語って頂いたため、内容
の一部には、医学的・医療的知見からは適当でないと思われる内容が含まれます。

統合失調症 大石洋一さんの場合 【動画】
（ライフヒストリー Vol.1） （※）

2019/07/09 現在

分 野
ALS（筋萎縮性側索硬化症） 岡部宏生さん
学術・1アクセス
の場合 【動画】（ライフヒストリー Vol.2）
（※）
学術・3アクセス

¥30,800(＋税)
¥61,600(＋税)
9784862435415
著編者名
石田 千絵
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1029452680
この番組は、ALSという病により全身不随となった岡部宏生さんご本人に、ALS を発症してからの病の経過、人
工呼吸器をつけた経緯、24時間365日の介護体制の構築、介護をされる時の気持ちなどをインタビュー形式で
語っていただいたライフヒストリーです。インタビューは、口文字というコミュニケーション方法を使い、当時の思
い、心の葛藤など、ご本人の言葉を忠実に表現しています。

重症心身障害児 英太郎くん（脊髄性筋萎
縮症）の場合 【動画】（ライフヒストリー
Vol.3） （※）

分 野
¥30,800(＋税)
学術・1アクセス
¥61,600(＋税)
学術・3アクセス
9784862437419
著編者名
底本ISBN
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
2016年 商品コード 1029452681
この番組は、出生後まもなく脊髄性筋萎縮症と診断された英太郎くんの、出生から小学校入学までの歩みを、
お母様へのインタビュー形式でお話頂いたライフヒストリーです。英太郎くんとご家族を支える訪問看護師やレ
スパイト入院先の看護師、また通園科の保育士の方にも、英太郎くんの様子などについてお話を伺っていま
す。
分 野

■乳幼児健診の手引き 全４巻セット 【動画】
学術・1アクセス
（※）
著編者名
出版社

学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥99,000(＋税)
¥198,000(＋税)

商品コード 1029835158
新宿スタジオ
監修：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会、日本子ども家庭総合研究所、指導：日本子ども家庭総合研究所 母子保健研究部部
長 高野陽、日本子ども家庭総合研究所 研究企画・情報部部長 庄司順一 ／ 発育・発達の状況を確認し、異常や疾患を早期
発見するだけでなく、育児支援の機会としても重要な乳幼児健診は、近年少子化など社会的環境や母親の育児意識の変化にと
もない、さらに充実した個別の支援が求められるようになってきました。このシリーズでは、このような新しい健診のありかたに注
目し、保健師としてどの様な対応が求められているのかを、実際の集団健診の現場を通して紹介していきます。

３～４か月児健診（集団健診） 【動画】
（乳幼児健診の手引き 第１巻） （※）
著編者名
出版社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,500(＋税)
¥55,000(＋税)

商品コード 1029835159
新宿スタジオ
監修：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会、日本子ども家庭総合研究所、指導：日本子ども家庭総合研究所 母子保健研究部部
長 高野陽、日本子ども家庭総合研究所 研究企画・情報部部長 庄司順一 ／ 発育・発達の状況を確認し、異常や疾患を早期
発見するだけでなく、育児支援の機会としても重要な乳幼児健診は、近年少子化など社会的環境や母親の育児意識の変化にと
もない、さらに充実した個別の支援が求められるようになってきました。このシリーズでは、このような新しい健診のありかたに注
目し、保健師としてどの様な対応が求められているのかを、実際の集団健診の現場を通して紹介していきます。

１歳６か月児健診（集団健診） 【動画】
（乳幼児健診の手引き 第２巻） （※）
著編者名
出版社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,500(＋税)
¥55,000(＋税)

商品コード 1029835160
新宿スタジオ
監修：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会、日本子ども家庭総合研究所、指導：日本子ども家庭総合研究所 母子保健研究部部
長 高野陽、日本子ども家庭総合研究所 研究企画・情報部部長 庄司順一 ／ 発育・発達の状況を確認し、異常や疾患を早期
発見するだけでなく、育児支援の機会としても重要な乳幼児健診は、近年少子化など社会的環境や母親の育児意識の変化にと
もない、さらに充実した個別の支援が求められるようになってきました。このシリーズでは、このような新しい健診のありかたに注
目し、保健師としてどの様な対応が求められているのかを、実際の集団健診の現場を通して紹介していきます。

３歳児健診（集団健診） 【動画】
（乳幼児健診の手引き 第３巻） （※）
著編者名
出版社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,500(＋税)
¥55,000(＋税)

商品コード 1029835161
新宿スタジオ
監修：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会、日本子ども家庭総合研究所、指導：日本子ども家庭総合研究所 母子保健研究部部
長 高野陽、日本子ども家庭総合研究所 研究企画・情報部部長 庄司順一 ／ 発育・発達の状況を確認し、異常や疾患を早期
発見するだけでなく、育児支援の機会としても重要な乳幼児健診は、近年少子化など社会的環境や母親の育児意識の変化にと
もない、さらに充実した個別の支援が求められるようになってきました。このシリーズでは、このような新しい健診のありかたに注
目し、保健師としてどの様な対応が求められているのかを、実際の集団健診の現場を通して紹介していきます。

2019/07/09 現在

医療機関委託の個別健診 【動画】
（乳幼児健診の手引き 第４巻） （※）
著編者名
出版社

分 野
学術・1アクセス
学術・3アクセス
底本ISBN
底本発行年

¥27,500(＋税)
¥55,000(＋税)

商品コード 1029835162
新宿スタジオ
監修：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会、指導：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター 愛育クリ
ニック院長 佐藤紀子、東洋英和女学院大学大学院講師 益邑千草、協力：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子
保健センター 愛育クリニック ／ 乳幼児健診の実施方法には、１〜３巻で取り上げた集団健診と、個別健診があります。個
別健診は、自治体の委託を受けた小児科などの医療機関が実施するものです。この巻では、３〜４か月児、１歳６か月、３
歳児の個別健診の事例における、看護師をはじめとする専門職の対応の実際を見ていきます。

分 野
¥11,550(＋税)
学術・1アクセス
¥15,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835217
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。

老人福祉施設で高齢者を支える仕事 【動画】
（社会福祉士の仕事 第1巻） （※）

分 野
¥11,550(＋税)
学術・1アクセス
¥15,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835218
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。

障碍者に対する自立生活アシスタント 【動画】
（社会福祉士の仕事 第2巻） （※）

分 野
¥11,550(＋税)
学術・1アクセス
¥15,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835219
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。

児童家庭支援編 【動画】（社会福祉士の仕事
第3巻） （※）

分 野
¥11,550(＋税)
学術・1アクセス
¥15,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835220
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。

医療機関編 【動画】（社会福祉士の仕事
第4巻） （※）

分 野
¥11,550(＋税)
学術・1アクセス
¥15,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835221
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。

地域生活を支える地域包括支援センター
【動画】（社会福祉士の仕事 第5巻） （※）

2019/07/09 現在

分 野

社会福祉協議会・さわやかサービス 【動画】
学術・1アクセス
（社会福祉士の仕事 第6巻） （※）

¥11,550(＋税)
¥15,400(＋税)

学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835222
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。
分 野
¥11,550(＋税)
学術・1アクセス
¥15,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1029835223
出版社
東京シネビデオ
底本発行年
この映像は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるため、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとってあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品
に仕上がっております。

福祉事務所編 【動画】（社会福祉士の仕事
第7巻） （※）

分 野
¥123,200(＋税)
学術・1アクセス
¥246,400(＋税)
学術・3アクセス
著編者名
底本ISBN
商品コード 1030555829
出版社
医学映像教育センター
底本発行年
本シリーズは、充実した母性看護学実習での学びの向上のために、学生が学んできた看護過程をどのように実
習で活用すれば良いのか理解できるように構成しています。学生視点で映像が展開していき、母性看護学特有
のウェルネスの視点でのアセスメント、看護診断や看護目標、看護計画の立案、ケアの実施、指導者への実施
報告の看護過程に沿った実習場面を確認できます。またケアのポイントや根拠について分かりやすく解説して
います。

■看護過程から学ぶ！ 母性看護学実習
【動画】 全4巻 （※）

2019/07/09 現在

