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2019年 新規配信タイトル 
患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・プランニング 
 ―医療・介護・福祉・地域みんなで支える意思決定のための実践ガイド― 

同時1アクセス（本体） ¥7,480 

同時3アクセス（本体） ¥18,700 

冊子版ISBN 9784839216436  

著編者名 角田 ますみ 発行年 2019 商品コード 1030823152 

アドバンス・ケア・プランニング（ACP）は、医療やケアが必要になったときに、どんな治療やケアを、だれから、どこで、どのような形で受けるのかについ
て、本人および家族、医療者らが共に話し合い、考えていくためのプロセスです。本書は、医療・介護の場において人生の様々な段階にある患者およ
び家族が意思決定していく際に、医療者としてどのように意思決定にかかわり支援していくのか、ACPの実践をとおして課題も含めて紹介しています。 

医療倫理学のABC 第4版 
同時1アクセス（本体） ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ¥15,950 

冊子版ISBN 9784839216351  

著編者名 服部 健司 発行年 2018 商品コード 1030823153 

複雑で悩ましい医療現場の倫理問題について、自分で考えながら読み進めらえるように対話型の展開でまとめています。参考として医療従事者のコメ
ントも掲載しており、倫理観を高めることができる１冊です。 

看護学生のための重要疾患ドリル2019 
 ―授業・実習・国試に役立つ!― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784839216337  

著編者名 フラピエかおり 発行年 2018 商品コード 1030823155 

・看護学生が学んでおきたい85の疾患をドリル化！・ふだんの授業や実習から国試対策までずっと使える！・疾患の理解に必要な解剖生理もしっかり
学習できる！ 

ナースのためのアンガーマネジメント 
 ―怒りに支配されない自分をつくる7つの視点― 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784839216313  

著編者名 田辺 有理子 発行年 2018 商品コード 1030823158 

怒りやイライラした感情に振り回されないために、自分の感情とうまく付き合うための基礎知識とテクニックを身につける本です。怒りに振り回されない、
上手に怒る、相手の怒りの背後にある感情に目を向ける、自分の怒りの傾向を知り対処する、怒りの衝動的な言動を防ぐ、自分の感情をマネジメントし
いきいきと働くために、イライラと上手に付き合うスキルなど、イラストも豊富に入れて解説しています。 

看護教育に生かすアクティブ・ラーニング 
 ―授業づくりの基本と実践― 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥13,200 

冊子版ISBN 9784839216467  

著編者名 新井 英靖 発行年 2019 商品コード 1030823146 

★本書は、アクティブ・ラーニングを表面的にとらえた「方法主義」を批判的に検討し、その本質を理解しながら、看護教育を実践できるようになることを
ねらいとしています。★近年、教育学や看護教育で話題になっている用語をアクティブ・ラーニングとの関係で整理し、教育学で求められている教育
方法や授業づくりの改革について解説しながら、今後の看護教育の授業づくりの方向性や実践課題について示します。★看護学校で展開されている
授業を多く例示し、参考にしやすい構成です。 

臨床看護師のための授業リフレクション 
 ―輝く明日の看護・指導をめざして― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784839216429  

著編者名 目黒 悟 発行年 2019 商品コード 1030823147 

臨床の場でも役立つ授業リフレクションの実践書！「授業リフレクション」は、看護教員や実習指導者のみならず、すべての看護師が自分の実践を振り
返り成長していくことにもつながる優れた方法です。本書では、臨床看護師に向けて、授業リフレクションの基本的な考え方やその方法を詳しく紹介し
ます。 

地域完結型看護をめざした看護教育 
 ―地域包括ケア時代の実習指導― 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784839216405  

著編者名 牛久保 美津子 発行年 2019 商品コード 1030823151 

近年、超高齢社会に対応するため医療機能の再編成が進められ、地域・在宅志向の医療や看護が求められています。本書は、この地域包括ケア時
代を見据え、病院看護に地域での暮らしや看取りまでを看護の視点に取り入れた地域完結型看護をベースに展開する看護教育の実践報告です。こ
の地域完結型看護を成人看護学や小児・母性など既存の病院実習のなかにいかに地域の視点を盛り込み実践していくか、その具体的な方法を提示
しています。 
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看護教員必携資料集 第3版 
同時1アクセス（本体） ¥14,080 

同時3アクセス（本体） ¥35,200 

冊子版ISBN 9784839216306  

著編者名 田村 やよひ 発行年 2018 商品コード 1030823156 

最新データを反映した、看護教員“必携”の一冊本改訂では新たにに大学に関する項目を豊富に追加。 

准看護師試験のための精選実力テスト集 第6版 
同時1アクセス（本体） ¥5,500 

同時3アクセス（本体） ¥13,750 

冊子版ISBN 9784839216320  

著編者名 — 発行年 2018 商品コード 1030823157 

准看護師試験合格に近づく信頼の問題集！・近年の出題傾向を踏まえた予想問題を収録！・試験の重要項目をまとめて作成した大好評のトレーニ
ング本！・各回を１枚１枚切り取って使えるから模擬テストとして利用可能！・弊社テキスト『看護学入門』の流れに沿った構成で，学習のまとめに最
適！ 

実習の“想定外”を乗り切るなるほど看護技術 
同時1アクセス（本体） ¥4,840 

同時3アクセス（本体） ¥12,100 

冊子版ISBN 9784839216450  

著編者名 齊藤 茂子 発行年 2019 商品コード 1030823150 

・実習で看護技術を行う際に遭遇する困った場面をお助け！・わかりやすい解説で理解できるなるほど納得の看護技術！実習で看護技術を実施す
る際は、校内演習で学んだことだけでは対処できない“想定外の事態”が起こり得ます。本書は、実習で遭遇する様々な想定外の状況への対処法とそ
の根拠を、イラストや図表を多用し分かりやすく解説します！ 

急性症状・外傷の初期対応 
 ―看護師の判断が患者を救う!!― 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥15,400 

冊子版ISBN 9784839216443  

著編者名 増山 純二 発行年 2019 商品コード 1030823149 

「防ぎえた死」をなくすために、救急看護の実践力を磨く！救急初療や急変対応の場面における様々な症状や外傷への初期対応について、全24事
例の対応の実際を紹介します。救急看護のエキスパートの実践事例を読み解くことで、基本的な概念や考え方を学べるとともに、臨床での思考や判
断、対応のプロセスを理解でき、救急看護の実践力が身に付きます。 

周術期看護学習ワークブック 
 ―“自分”だけのオリジナルファイルを作ろう― 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥14,850 

冊子版ISBN 9784839216344  

著編者名 大滝 周 発行年 2018 商品コード 1030823154 

講義や演習で学んだこと（＝基礎）を実習（臨床）につなげることができる！●本書は1冊で周術期実習での事前学習と実習中の学習項目をすべて学
ぶことができるワークブックです。●穴埋めや記述で、一人でもコツコツと学習を進められます。●「知識の定着」と看護援助を考えるための「思考のト
レーニング」ができる、実習の“ 強い味方”です。●学生の学習進度にあわせて、教員が必要な箇所だけ切り取って渡せるため、学生の負担感を軽減
させ、 達成感につながります。 

病院からはじまる在宅看取りケア ―地域包括ケアシ

ステムのなかで病院・在宅・施設をつなぐ― 

同時1アクセス（本体） ¥8,140 

同時3アクセス（本体） ¥20,350 

冊子版ISBN 9784839216283  

著編者名 福井 小紀子 発行年 2018 商品コード 1030823160 

人生の最終段階で「最期まで自分らしく生きること」に寄り添う看取りケアの実践書！多死社会を迎えたわが国の地域包括ケアシステムと看取りの状況
を踏まえながら、看取りケアにおいて重視される意思決定支援やACP(アドバンスケアプランニング)の考え方、病院での看取りに向けた退院支援、在
宅や施設での看取りケアの体制づくりや家族支援、グリーフケアなどを具体的な実践事例をまじえて紹介しています。 

新任看護師長のためのタイムマネジメント ―職場&自分を

ハッピーにするタイムマネジメントのスキルを学ぼう!― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥11,000 

冊子版ISBN 9784839216412  

著編者名 原 玲子 発行年 2019 商品コード 1030823148 

職場＆自分をハッピーにするタイムマネジメントのスキルを学ぼう！24時間を最大限に活用するための看護管理者必読の書！看護師長は自らの時間
管理を行うとともに、管理職としてスタッフの労働管理、時間管理も行わなければなりませんが、初めて任される場合は戸惑うことも多いでしょう。本書で
は、時間管理（タイムマネジメント）について、看護師長が知っておくべき基礎知識、現場で実践できる様々な手法をわかりやすく紹介します。 

関連図で理解する在宅看護過程 第2版 
同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784839216290  

著編者名 正野 逸子 発行年 2018 商品コード 1030823159 

在宅看護では、療養者や家族の生活を重視した療養者・家族の思いや望みを達成する「目標達成思考」で在宅看護過程を展開します。そこでは、療
養者を中心に、家族、ケア提供者、居室・住居、地域社会など広範囲で多様な情報源から的確な情報収集を行い、これらを身体的側面、心理的側面、
環境・生活の側面、家族・介護状況の側面からアセスメントしていきます。関連図の作成過程、情報の統合からアセスメント、看護課題の抽出、看護計
画立案までを具体的な12の事例展開で詳細に紹介しています。 
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各巻の詳細はお問い合わせください。 

新人看護師からプリセプターまでの看護師の知りたい、学びたいに応えます。単なるHow 
toにとどまらず、最新の文献やガイドラインをもとに看護の根拠と実践をお届けします。さら
に、より実践に役立つ情報をビジュアル的にも見やすく誌面構成。わかりやすい本誌は臨
床現場で従事する看護師必携の一冊です。 

■ 看護技術 ■ 2001年～2017年（17年セット） ※各年毎の購入可 

同時１アクセス（本体）： ¥686,400  同時３アクセス（本体）：¥1,716,000 

看護管理者・看護教育者の皆様と共に歩んできた『看護展望』は、雑誌ならではの多
彩に富んだ誌面から、看護界のこれからをとらえます。管理者が抱える問題に対する具体
的な解決方法を示し、ときに俯瞰的に看護を見渡す本誌は、看護管理者・看護教育
者というこれからの看護界をけん引していく方々の必読誌です。  

■ 看護展望 ■ 2001年～2017年（17年セット） ※各年毎の購入可 

同時１アクセス（本体）： ¥718,300 同時３アクセス（本体）：¥1,795,750 

患者さんの情報収集から看護過程の展開まで、流れに沿って詳しくじっくり読める「ナーシ
ングプロセス」、日々の学習・臨地実習・国試対策にすぐに役立つ情報を毎号厳選して
お届けする「特集」をはじめ、国試対策にコミュニケーションのコツなどなど、看護学生の毎
日に欠かせない内容がもりだくさん！ 

■ クリニカルスタディ ■ 2013年～2017年（5年セット） ※各年毎の購入可 

同時１アクセス（本体）： ¥165,000 同時３アクセス（本体）：¥412,500 

『看護学生』は、准看護師をめざす学生さんのための学習誌です。授業の予習・復習・
実習のノウハウ、准看護師試験対策、進学コース受験対策など、准看護学生さんが“欲
しい”と思う情報をすべて網羅しています。 

■ 看護学生 ■ 2013年～2017年（5年セット） ※各年毎の購入可 

同時１アクセス（本体）： ¥146,520 同時３アクセス（本体）：¥366,300 
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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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