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No.2019-179 

好評配信タイトル 

看護教育に活かすルーブリック評価実
践ガイド 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥14,300 

冊子版ISBN 9784839216245  

著編者名 森田 敏子 発行年 2018 商品コード 1027875529 

ルーブリックの基礎知識から作成の手順、活用の実際まで、イチから学べて現場で使える！ルーブリック評価の実際
を「基礎」「成人」「老年」「小児」「母性」「精神」「在宅」「統合」など、領域別の実例を用いて解説します。 

New看護学生プレトレーニング  
―看護を学ぶ前にもう一度整理してお
きたい基礎知識―第2版 

同時1アクセス（本体） ¥1,980 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784839216221  

著編者名 メヂカルフレンド社編集部 発行年 2017 商品コード 1027875528 

入学前課題、基礎学力トレーニングに！看護学校入学前に基礎学力アップ！ 看護学校入学前の学生にも、独力で
無理なくこなすことができる！ 自然な流れで学習が進み、達成感を味わうことができる！ 自ら学ぶ姿勢、考える力を
養うための土台づくりができる！ すべてが看護の学習につながる！ 

がん看護実践シリーズ 全13巻 

全13巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥91,080  ¥227,700 1011725132 

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 

脳腫瘍 （がん看護実践シリーズ 1） 渋井 壮一郎 2007 9784839214111 ¥7,700 ¥19,250 1011725133 

頭頸部がん・眼科領域のがん  
（がん看護実践シリーズ 2） 

浅井 昌大 2007 9784839214128 ¥8,580 ¥21,450 1011725134 

肺がん （がん看護実践シリーズ 3） 田村 友秀 2007 9784839214135 ¥6,600 ¥16,500 1011725135 

食道がん （がん看護実践シリーズ 4） 加藤 抱一 2008 9784839214142 ¥6,160 ¥15,400 1011725136 

胃がん （がん看護実践シリーズ 5） 笹子 三津留 2007 9784839214159 ¥6,160 ¥15,400 1011725137 

大腸がん （がん看護実践シリーズ 6） 森谷 冝皓 2007 9784839214166 ¥6,380 ¥15,950 1011725138 

肝・胆・膵がん （がん看護実践シリーズ 7） 小菅 智男 2007 9784839214173 ¥7,920 ¥19,800 1011725139 

乳がん （がん看護実践シリーズ 8） 藤原 康弘 2007 9784839214180 ¥7,260 ¥18,150 1011725140 

子宮がん・卵巣がん （がん看護実践シリーズ 9） 笠松 高弘 2007 9784839214197 ¥6,600 ¥16,500 1011725141 

前立腺がん・膀胱がん （がん看護実践シリーズ 10） 藤元 博行 2007 9784839214203 ¥7,700 ¥19,250 1011725142 

悪性リンパ腫・白血病 （がん看護実践シリーズ 11） 飛内 賢正 2007 9784839214210 ¥5,500 ¥13,750 1011725143 

骨軟部腫瘍 （がん看護実践シリーズ 12） 中馬 広一 2007 9784839214227 ¥5,500 ¥13,750 1011725144 

小児がん （がん看護実践シリーズ 13） 牧本 敦 2007 9784839214234 ¥9,020 ¥22,550 1011725145 

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

看護実践のための根拠がわかる基礎看護技術 第2版 角濱 春美 2015 9784839215859  ¥10,120 ¥25,300 1022712669 

看護実践のための根拠がわかる老年看護技術 第3版 泉 キヨ子 2015 9784839215866  ¥7,920 ¥19,800 1022712671 

看護実践のための根拠がわかる精神看護技術 第2版 山本 勝則 2015 9784839215873  ¥7,480 ¥18,700 1022712672 

看護実践のための根拠がわかる在宅看護技術 第3版 正野 逸子 2015 9784839215880  ¥8,360 ¥20,900 1022712673 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～急性・クリティカルケア看護～第2版 山勢 博彰 2015 9784839215897  ¥4,840 ¥12,100 1022712674 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～慢性看護～ 第2版 宮脇 郁子 2015 9784839215903  ¥5,720 ¥14,300 1022712675 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～リハビリテーション看護～ 第2版 粟生田 友子 2016 9784839215910  ¥5,940 ¥14,850 1022712676 

看護実践のための根拠がわかる成人看護技術～がん・ターミナルケア～ 第2版 神田 清子 2015 9784839215927  ¥7,040 ¥17,600 1022712677 

看護実践のための根拠がわかる小児看護技術 第2版 添田 啓子 2016 9784839215934  ¥8,580 ¥21,450 1022712678 

看護実践のための根拠がわかる母性看護技術 第2版 北川 眞理子 2015 9784839215941  ¥7,040 ¥17,600 1022712679 

10冊揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥73,040 ¥182,600 

看護実践のための根拠がわかるシリーズ 新規10冊 

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 

看護学生のためのレポート&実習記録の書き方 第2版 百瀬 千尋 2016 9784839215675  ¥4,400 ¥11,000 1022712683 

看護学生のための臨床検査 第2版 林 陸郎 2015 9784839215842  ¥5,060 ¥12,650 1022712681 

看護学生のためのバイタルサイン 第2版 牛尾 陽子 2015 9784839215835  ¥3,740 ¥9,350 1022712682 

看護学生のための解剖生理 第2版 江連 和久 2014 9784839215804  ¥5,720 ¥14,300 1022712680 

看護学生のための 疾患別看護過程 
(ナーシングプロセス) １   第２版 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784839215811 

著編者名 貝瀬 友子、 真野 響子 発行年 2017 商品コード 1025725261 

事例による看護過程をくわしくていねいに紹介しています。情報収集のポイントや、収集した情報をどのように整理・
統合するのか、そしてどう看護計画へと導いていくのかを、事例に沿ってじっくり展開します。 

看護学生のための 疾患別看護過程 
(ナーシングプロセス) ２   第２版 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥18,150 

冊子版ISBN 9784839215828 

著編者名 貝瀬 友子、 真野 響子 発行年 2017 商品コード 1025725262 

個別性をふまえた看護を実践するためにふまえておきたい「解剖生理の基礎知識」や「疾患の基礎知識」、「標準的看
護のポイント」も、 同時に効率よく学習できるようになっています。 

看護学生のためのよくわかるBOOKsシリーズ 

2019年4月 
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監修 
  永井良三（自治医科大学学長） 
  田村やよひ（国立看護大学校長） 

医学、看護を中心に生物学から情報科学、 社会学、 社会保障制度まで関連諸科学を力バーしています。  
第6版では多数の新たな編集委員を迎え すべての項目を全面見直し  !  不要項目を削除し、 大量の新項
目を収録しました。  
特に看護学分野が充実 ! 新しい11名の編集委員がすべての項目を詳細に検討し、今日の看護学の知見
を集約しています。  
本文では2色化を実現しました。 項目名を大きく色で表示し、さらによみ方 (ひらがな) を付したので、 探し
やすさを重視しています。 
項目数は3万3000語！すべての項目に理解のしやすさを重視したため、本文にもイラストや表を数多く挿
入しています。  
巻末の外国語検索がさらに充実しました。 

【第6版の特徴】 

同時1アクセス 
（本体） 

¥26,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784839214784 

発行年 2013 商品コード 1013997219 

著編者名 野川 道子 発行年 2016 商品コード 1025526677 

「看護のアセスメントと援助に関する理論」「病気・障害・人生
の体験を説明する理論」など、様々な看護現象を説明する
24の中範囲理論を取り上げ、臨床での活用の実際などを交
えて解説する。 

看護実践に活かす中範囲理論  第2版 

同時1アクセス 
（本体） ¥9,240 

同時3アクセス 
（本体） ¥23,100 

冊子版ISBN 9784839216122 

好評配信中!! 

2019年4月 
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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　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
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