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No.2018-454 

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 

セツ先生の早わかり看護研究ヒミツの扉を開くカギ20 ―なんで私が?どうすれば?困っているあなたに― 下山 節子 2015 9784840453165  ¥6,831 ¥9,361 1026478786 

マンガで早わかり看護師のための認知症のある患者さんへの対応Do & Do not 
 ―「とりあえず」でケアしていませんか?困ったケースへの対処法― 

浅野 均 2015 9784840453561  ¥8,008 ¥10,868 1026478787 

メンバーシップ&リーダーシップマインド超入門 
 ―チームに受け入れられるナースになる! : ナビトレ : 人間関係力アップ!― 

大島 敏子 2015 9784840454469  ¥7,392 ¥10,032 1026478788 

新人ナースとり子と学ぶ緊急度判定に活かすアセスメント"力"超入門 
 ―外来・病棟で使えるトリアージ― 

木澤 晃代 2014 9784840446044  ¥8,008 ¥11,088 1026478784 

ナース初子とマンガで学ぶワクワク謎解き事例でナットク!看護過程 
 ―患者がみえる!根拠がわかる!臨床で使える思考プロセス&看護判断― 

小澤 かおり 2014 9784840444781  ¥7,425 ¥10,175 1026478785 

ナースが疲れない・疲れさせない仕事術、教えます! 
 ―職務満足度+患者サービス力がUPするポイント50― 

松村 啓史 2014 9784840449342  ¥7,425 ¥10,175 1026478789 

検査・処置これだけ!看護基本マニュアル ―早わかり― 
福岡市立病院機構 
福岡市民病院看護部 

2013 9784840444590  ¥7,700 ¥10,780 1026478781 

やりなおしの吸引・排痰・呼吸介助  富加見 美智子 2013 9784840444774  ¥7,436 ¥10,296 1026478782 

看護師なら知っておきたいやりなおしのからだのなぜ?がわかる生化学・生理学超基本  岩田 恵里子 2013 9784840445610  ¥8,008 ¥11,088 1026478783 

マンガで早わかり新人ナースの話しかた・聴きかた・マナーブック 
 ―コミュニケーションに自信が持てる!自分に自信が持てる!― 

相部 博子 2013 9784840445054  ¥4,004 ¥5,544 1026478790 

新人・後輩ナースを教える技術50 ―教え方力up!だれも教えてくれなかった! : 教え方に悩むすべての先
輩、はじめてプリセプターになる人に!― 

濱川 博招 2012 9784840440370  ¥5,808 ¥8,448 1026478772 

やりなおしの呼吸と循環とことんマスター ―脱・あいまい知識!イラストでぐんぐんわかる生理学と人工呼
吸ケア : 3学会合同呼吸療法認定士を目指す前に知りたい超基礎― 

山本 昌司 2012 9784840440165  ¥6,292 ¥9,152 1026478773 

人工呼吸器換気モード超入門 ―早わかり : たとえとイラストでかんたんマスター― 磨田 裕 2012 9784840440301  ¥6,776 ¥9,856 1026478774 

早わかり見える!わかる!バイタルサイン ―バイタルサインのしくみと「キメドキ」がわかる!― 石橋 克彦 2012 9784840440615  ¥6,600 ¥9,240 1026478775 

やりなおしのアラーム・パニック対応とアセスメント 
 ―緊急・警告時の必要な判断と患者の観かたがわかる!― 

石井 宣大 2012 9784840440455  ¥7,700 ¥10,780 1026478776 

病棟で絶対に見落としてはいけない危険な症状17 
 ―「何か変?」に気づけるフローチャートと見極めポイント― 

芝田 里花 2012 9784840440875  ¥7,700 ¥10,780 1026478777 

新人・後輩指導コーチングスキル超入門 ―スマ子・まめ子とマンガで学ぶ― 奥田 弘美 2012 9784840440936  ¥6,600 ¥9,240 1026478778 

ナビトレアセスメント力UP!すぐできる日勤・夜勤急変の予測と対応 
 ―「何かおかしい」「いつもと違う」を見逃さない― 

川原 千香子 2012 9784840440974  ¥7,700 ¥10,780 1026478779 

新人ナースゆう子と学ぶ高齢者看護のアセスメント 
 ―ナビトレ : これだけは知っておきたい!現場で使える高齢者ケア― 

田中 久美 2012 9784840441520  ¥7,700 ¥10,780 1026478780 

やりなおしの心電図・不整脈対応 ―不整脈発生!どうみる?医師にどう伝える?― 田中 喜美夫 2011 9784840436632  ¥5,808 ¥8,448 1026478766 

新人ナースひな子と学ぶフィジカルアセスメント ―ナビトレ : 身体のみかた、患者対応がわかる― 角濱 春美 2011 9784840436625  ¥6,776 ¥9,856 1026478767 

急性期看護のアセスメント 
 ―新人ナースもも子と学ぶ : 「あと一歩」の実践力が身に付く! : アセスメントガイド付き― 

小澤 知子 2011 9784840436908  ¥6,776 ¥9,856 1026478768 

やりなおしの検査値・パニック値対応 ―疾患・場面別見逃してはいけない検査値はコレだ!― 前川 芳明 2011 9784840437011  ¥6,050 ¥8,800 1026478769 

ナース必修対人力を磨く22の方法 
 ―みなっち先生の人間関係すっきりセラピー : 上司、同僚、後輩をキライになる前に!― 

奥山 美奈 2011 9784840437028  ¥5,324 ¥7,744 1026478770 

画像のみかた ―早わかり : マンガでわかる、正常・異常ポイント!― 長嶺 貴一 2011 9784840437226  ¥6,292 ¥9,152 1026478771 

Smart nurse Books 25冊揃価格 
同時1アクセス（本体） ¥172,139 
同時3アクセス（本体） ¥242,319 

商品コード 1026478765 

一生ナースでがんばりたい人のための自己実現応援マガジン。「一生ナースとしてがんばりたい」人のために、職業人、社会人、家庭
人、個人として、働くナースをあらゆる面から応援。「臨床」「医療・看護トピックス」「ソーシャルスキル」情報満載の3本立て特集のほか、
キャリア、人間関係から結婚、出産、育児、健康まで、ナースがスマートに働くために知っておきたい情報が必ず見つかります！ 

2018年新規配信!! 

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


● 表示価格は税抜きです。 

15冊揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥113,256 ¥153,516 

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 

はじめての救急看護 佐藤 憲明 2018 9784840465069 ¥8,580 ¥11,440 1027296270 

はじめての婦人科看護 永野 忠義 2017 9784840461436 ¥8,580 ¥11,440 1024399180 

はじめての糖尿病看護 石本 香好子 2017 9784840461559 ¥8,580 ¥11,440 1024399181 

はじめての消化器外科看護 
労働者健康安全機構 関西労災 
病院看護部 

2017 9784840461528 ¥8,580 ¥11,440 1025269568 

はじめての整形外科看護 
労働者健康安全機構 関西労災 
病院看護部 

2016 9784840457729 ¥8,580 ¥11,440 1024254259 

はじめての人工呼吸器 パワーアップ版 
大阪府立呼吸器・アレルギー医療
センターIRCU 

2016 9784840456180 ¥3,828 ¥5,148 1024399164 

はじめてのがん化学療法看護 辻 晃仁 2016 9784840454711 ¥8,294 ¥11,154 1024254258 

はじめての脳神経外科看護 近藤 靖子 2014 9784840446006 ¥7,722 ¥10,582 1024254251 

はじめての心臓外科看護 心臓血管研究所附属病院ICU 2014 9784840448932 ¥8,008 ¥10,868 1024254252 

はじめての補助循環  
―ナースのためのIABP・PCPS入門書― 

山名 比呂美 2013 9784840445078 ¥7,722 ¥10,582 1024254253 

はじめての透析看護 萩原 千鶴子 2013 9784840444941 ¥7,722 ¥10,582 1024254249 

はじめての胎児心拍数モニタリング(CTG) 友野 康江 2013 9784840445344 ¥4,752 ¥6,512 1024399162 

はじめての心臓カテーテル看護 粟田 政樹 2013 9784840444569 ¥7,436 ¥10,296 1024254254 

はじめてのNICU看護 宇藤 裕子 2013 9784840445795 ¥7,722 ¥10,582 1024254250 

はじめてのICU看護 石井 はるみ 2012 9784840440110 ¥7,150 ¥10,010 1024254255 

2018年10月 
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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 

ナースが疲れない・疲れさせない仕事術、教えます! 
 ―職務満足度+患者サービス力がUPするポイント50―（Smart nurse Books+） 

松村 啓史 2014 9784840449342 ¥7,425 ¥10,175 1026478789 

マンガで早わかり新人ナースの話しかた・聴きかた・マナーブック 
 ―コミュニケーションに自信が持てる!自分に自信が持てる!―（Smart nurse Books+） 

相部 博子 2013 9784840445054 ¥4,004 ¥5,544 1026478790 

決定版脳神経疾患の病態生理ビジュアル大事典 （Brain nursing 2017年夏季増刊(通巻445号)） 高橋 淳 2017 9784840458719 ¥13,640 ¥18,040 1025599607 

脳神経疾患病棟新人ナースがかならずぶつかるギモンQ&A190 
 ―新人・後輩指導に役立つ!―（Brain nursing 2018年春季増刊(通巻452号)） 

日本脳神経看護研究学
会 

2018 9784840462396 ¥13,640 ¥18,040 1027296272 

脳神経の解剖&疾患ノート ―日本一カンタン・わかりやすい―（Brain nursing 別冊） 長谷川 泰弘 2018 9784840465052 ¥7,260 ¥9,680 1027296273 

救急・ICU患者のME機器からみた呼吸・循環管理 
 ―ビジュアルでわかる―（Emergency care 2018年新春増刊(通巻396号)） 

阿南 英明 2018 9784840462952 ¥13,640 ¥18,040 1027441316 

ER・ICUの薬剤121 ―看護師・研修医必携―ver.2.0（エマージェンシー・ケア 2018年夏季増刊） 大野 博司 2018 9784840462969 ¥13,640 ¥18,040 1028301527 

はじめてでもよくわかる!新生児の循環管理ビジュアル大図解  
（Neonatal care : the Japanese journal of neonatal care 2018年春季増刊(通巻415号)） 

増谷 聡 2018 9784840462679 ¥13,640 ¥18,040 1027441319 

生理を知れば看護が見える新生児ケアまるわかりbook ―「だからこうする」をビジュアルで解説!― 
（Neonatal care : the Japanese journal of neonatal care 2017年秋季増刊(通巻408号)） 

平野 慎也 2017 9784840458993 ¥13,200 ¥17,600 1025881808 

疾患別食事療法のポイントと成分別栄養献立展開のコツ （Nutrition care 2017年秋季増刊(通巻116号)） 本田 佳子 2017 9784840460798 ¥9,240 ¥12,320 1025881804 

透析患者の病態・栄養指導・治療食 ―疾患・指導・食事のすべてがわかる管理栄養士のとらのまき―
（Nutrition care 2017年冬季増刊(通巻121号)） 

北島 幸枝 2017 9784840460804 ¥9,548 ¥12,628 1026888958 

間違いだらけの栄養療法40 ―聞けそうで聞けなかった迷える栄養ケア―（Nutrition care 2018年春季増刊） 田村 佳奈美 2018 9784840464482 ¥9,548 ¥12,628 1027659425 

形成外科の手術看護パーフェクトマニュアル 
 ―解剖から主要手術の看護のポイントまで!―（Ope nursing 2017年臨時増刊） 

楠本 健司 2017 9784840461986 ¥13,640 ¥18,040 1025881811 

決定版!手術室の器械・器具201 
 ―見分け方・使い方・渡し方のチエとワザがまるわかり!―（Ope nursing 2017年秋季増刊(通巻431号)） 

山本 千恵 2017 9784840458856 ¥13,640 ¥18,040 1026634711 

麻酔看護先読み力UPブック ―29症例でイメージできる!麻酔科医の考え方がわかる! : 知っておきたい麻酔のト
ラブル対応が身につく!症例経過がマンガでわかりやすい!―（Ope nursing 2018年春季増刊(通巻438号)） 

森本 康裕 2018 9784840462532 ¥13,640 ¥18,040 1027441323 

産科・婦人科の手術看護パーフェクトマニュアル （Ope nursing 2018年臨時増刊） 万代 昌紀 2018 9784840465328 ¥13,640 ¥18,040 1027882464 

共助・公助に頼らない地域包括ケア時代の互助の築き方 
 （医療と介護next : 地域包括ケアをリードする 2017年秋季増刊(通巻18号)） 

医療と介護next編集室 2017 9784840461139 ¥8,525 ¥11,275 1026888954 

2時間でわかる介護保険改正 ―2018(平成30)年度新・介護報酬超速報版! : 2018ダブル改定 : ケアマネ
ジャー・介護職必携―（医療と介護next : 地域包括ケアをリードする 別冊） 

日本ケアマネジメント学会
認定ケアマネジャーの会 

2018 9784840465113 ¥6,600 ¥8,800 1027441318 

介護事業者が知らないと損をする公的医療保険と診療報酬 
 ―2018ダブル改定 : 図解でスッキリ!―（医療と介護next 別冊 2） 

青木 正人 2018 9784840465212 ¥6,600 ¥8,800 1027659423 

眼科手術とケア黄金マニュアル 
 ―写真とイラストで流れがみえる!手術介助がわかる!―（眼科ケア 2017年秋季増刊(通巻244号)） 

木村 英也 2017 9784840460156 ¥13,640 ¥18,040 1026634715 

呼吸療法認定士デビューのための呼吸ケアQ&A100 ―病棟で、部門で、チーム活動で、呼吸療法の知識をフ
ル活用!―（呼吸器ケア 2017年夏季増刊(通巻196号)） 

濱本 実也 2017 9784840460286 ¥13,640 ¥18,040 1025637503 

ナース・研修医が必ずぶつかる人工呼吸管理の「わかりません!」を29人の腕利きエースが解決する本 
 （呼吸器ケア 2017冬季増刊(通巻203号)） 

中根 正樹 2017 9784840460293 ¥13,640 ¥18,040 1026634717 

肝胆膵の治療とケアQ&A 
 ―どでかい図解でカンタンスイスイはやわかり―（消化器外科NURSING 2017年秋季増刊(通巻289号)） 

島田 光生 2017 9784840459815 ¥13,640 ¥18,040 1026634713 

新人ナースのための消化器外科看護ダンドリBOOK 
 ―キホンから術式・治療別のケアまで全部にチェックシートつき―（消化器外科NURSING 2018春季増刊） 

土岐 祐一郎 2018 9784840463508 ¥13,640 ¥18,040 1027882466 

整形外科の疾患&治療 
 ―"やさしい"患者ページと"わかる"ナースページの2本立て!―（整形外科看護 2017秋季増刊(通巻284号)） 

津村 弘 2017 9784840460019 ¥13,640 ¥18,040 1026634716 

まるごと骨折これ1冊 ―決定版!もう苦手とは言わせない : 美しい解剖図71点あらゆる骨折29疾患必須の骨折
ケア・リハビリテーション―（整形外科看護 2018春季増刊） 

塩田 直史 2018 9784840463706 ¥13,640 ¥18,040 1027659424 

透析看護のシーン別Do & Do Not 
 ―これってOK?NG?手技とケアの根拠とポイントがわかる!―（透析ケア 2017年冬季増刊(通巻313号)） 

宮下 美子 2017 9784840459679 ¥13,640 ¥18,040 1026888957 

透析ケアBASiC ―透析室に配属されたらこの1冊! : オールカラー―（透析ケア 2018年夏季増刊(通巻320号)） 松岡 由美子 2018 9784840463362 ¥13,640 ¥18,040 1028063263 

透析穿刺スキルアップBOOK ―どんな血管にも“うまく”刺せるコツを教えます!―（透析ケア 別冊） 宮下 美子 2018 9784840465427 ¥7,260 ¥9,680 1028301529 

白熱!糖尿病教室ミラクルマニュアル ―そのまま使える秘伝のスライド&シナリオ大公開! : 患者指導力が劇的
にアップする―（糖尿病ケア = The Japanese journal of diabetic caring 2017年秋季増刊(通巻182号)） 

細井 雅之 2017 9784840460439 ¥13,200 ¥17,600 1025881806 

糖尿病もりもりスキルアップドリル ―基礎から最新情報までダイアちゃんと楽しく学ぶ!患者指導に使える― 
（糖尿病ケア = The Japanese journal of diabetic caring 2018年春季増刊(通巻189号)） 

水野 美華 2018 9784840464123 ¥13,640 ¥18,040 1027441314 

完全版ナースのための補助循環 ―IABP・PCPS・VADのケアの写真がいっぱい!あなたもできる!― 
（ハートナーシング 2017年秋季増刊(通巻409号)） 

山名 比呂美 2017 9784840459136 ¥13,640 ¥18,040 1026888959 

循環器看護の"ワザ&コツ"BOOK 
 ―目標達成チェックシートで確認→スキルアップしよう!―（ハートナーシング 2018年春季増刊(通巻416号)） 

山田 佐登美 2018 9784840462815 ¥13,640 ¥18,040 1028063262 

泌尿器科診療に役立つガイドライン・ナビ ―臨床のエッセンスが身につく!チーム医療・在宅医療にも役立つ!―
（Uro-Lo : 泌尿器care&cure : みえる・わかる・ふかくなる 別冊） 

篠原 信雄 2017 9784840461375 ¥16,500 ¥22,000 1026634719 

助産師が今さら聞けない臨床のギモン 
 ―はせじゅん先生のおもしろセレクション―（ペリネイタルケア 2018年夏季増刊(通巻491号)） 

長谷川 潤一 2018 9784840462266 ¥13,640 ¥18,040 1028063266 

帝王切開バイブル 
 ―術前・術中・術後のアセスメント&ケアを時系列で網羅!―（ペリネイタルケア 2018年新春増刊(通巻485号)） 

村越 毅 2018 9784840462259 ¥13,640 ¥18,040 1027116552 

ADLの評価&向上サクセスガイド ―ナース、CW、PT、OT、STのための事例でわかる―（リハビリナース = 
Rehabilitation nurse 2017年秋季増刊(通巻68号)） 

壱岐 英正 2017 9784840460651 ¥14,322 ¥18,942 1025881812 

リハビリナース、PT、OT、STのための患者さんの行動から理解する高次脳機能障害 ―なぜ、患者さんはこん
な行動をとるの?どう対応するの?―改訂2版（リハビリナース = Rehabilitation nurse 別冊） 

種村 純 2018 9784840464970 ¥11,220 ¥14,960 1027659421 

2018年新規配信!! 



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

2018年新規配信!! 単行本タイトル 

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 

眼科点眼薬Note ―ジェネリックがわかる!市販薬もわかる!―改訂3版（2018-2019年） 加藤 浩晃 2018 9784840465229 ¥6,600 ¥8,800 1028301526 

肩の外傷 ―骨接合術&人工肩関節置換術― 末永 直樹 2018 9784840465489 ¥39,600 ¥52,800 1028301528 

看護師・臨床工学技士のための透析シャントエコー入門 春口 洋昭 2018 9784840465410 ¥13,200 ¥17,600 1028301530 

ねころんで読める新しいリハビリ ―内部障害リハビリテーションの驚くべき効果― 上月 正博 2018 9784840465403 ¥11,220 ¥14,960 1028063264 

認知症患者さんの病態別食支援 ―安全に最期まで食べるための道標― 野原 幹司 2018 9784840465496 ¥8,580 ¥11,440 1028063265 

子宮体癌・卵巣癌におけるStaging Laparotomy 
 ―en bloc骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術―改訂2版（産婦人科手術スーパーレッスン） 

田畑 務 2018 9784840465274 ¥59,400 ¥79,200 1028063267 

必ず役立つ!肝炎診療バイブル ―研修医・レジデント必携 : 各種ガイドライン準拠―改訂4版 三田 英治 2018 9784840465267 ¥16,027 ¥21,197 1027882460 

超入門形成外科・美容外科手術 ―手技の基本が写真とWEB動画55本でわかる!― 尾崎 峰 2018 9784840465137 ¥52,800 ¥70,400 1027882461 

糖尿病・腎臓病・透析患者のやる気を引き出すコーチング ―患者指導が劇的に変わる!― 坂井 敦子 2018 9784840465298 ¥9,240 ¥12,320 1027882462 

明日からできる訪問看護管理 ―これだけはおさえておきたい― 清崎 由美子 2018 9784840465236 ¥9,900 ¥13,200 1027882463 

若手医師のための脊椎外傷の診断・保存的治療・手術 
 ―写真・WEB動画で理解が深まる―（整形外科Surgical technique books 5） 

松山 幸弘 2018 9784840465304 ¥33,000 ¥44,000 1027882465 

開講!神戸中央市民ER+ICUスクール 
 ―ER医+ICU医の頭の中をのぞいてみよう : 鑑別診断・初期対応からICU管理まで見わたせる!― 

神戸市立医療セン
ター中央市民病院
救命救急センター 

2018 9784840465038 ¥13,640 ¥18,040 1027882467 

医療従事者と家族のための遷延性意識障害患者の在宅ケアサポートブック 
 ―呼吸管理、栄養、排泄、褥瘡予防などの困りごとを解決!― 

日本意識障害学会 2018 9784840465120 ¥9,900 ¥13,200 1027659422 

波形の異常から考える ―"どこに注目したらいいの?"迷子のための道案内― 
（12誘導心電図よみ方マスター 基礎編） 

栗田 隆志 2018 9784840465243 ¥9,900 ¥13,200 1027659426 

厳選50問に繰り返しチャレンジ! ―"どこを見る?どう考える?"解説つき― 
（12誘導心電図よみ方マスター トレーニング編） 

栗田 隆志 2018 9784840465250 ¥8,250 ¥11,000 1027659427 

ファーストタッチ人工呼吸器 ―ナース・研修医・臨床工学技士のための― 石橋 一馬 2018 9784840465021 ¥7,920 ¥10,560 1027441315 

産科疾患の画像診断 
 ―産婦人科専門医が知っておくべき93疾患 : 超音波検査・ハイライト手術動画が見られる : 保存版― 

増崎 英明 2018 9784840465045 ¥66,495 ¥87,945 1027441317 

「超」入門脳血管内治療 改訂2版 石井 暁 2018 9784840464901 ¥47,740 ¥63,140 1027441320 

臨床医・RI技師のための脳SPECTパーフェクトガイド ―診断・治療・手術に使える― 玉岡 晃 2018 9784840464918 ¥27,280 ¥36,080 1027441321 

Dr・Ns・ORTのための写真・検査結果・主訴から解く目の疾患クイズ77 ―オールカラー― 安川 力 2018 9784840461580 ¥8,580 ¥11,440 1027441322 

ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術 （※） 中山 有香里 2018 9784840464932 ¥5,940 ¥7,920 1027296271 

再チャレ!心電図 ―今さら聞けない先輩ナースも今度こそわかる : 心電図の基礎と管理が超図解だから新人
でもぐんぐんわかる― 

田中 喜美夫 2018 9784840465007 ¥8,250 ¥11,000 1027296274 

助産師外来で役立つ超音波検査ガイドブック ―正常妊娠がよくわかる―新版 竹村 秀雄 2018 9784840462044 ¥11,220 ¥14,960 1027296275 

なんとなくわかる敗血症 ―ナースのための疾患はてなBOOK : やさしい敗血症ケアガイド― 吉本 昭 2017 9784840462075 ¥7,260 ¥9,680 1027116550 

ナースのための小児・新生児の外科疾患完全マスターガイド 
 ―術前術後のケアがわかる!病態・治療がわかる!家族に説明できる! : オールカラー― 

田口 智章 2018 9784840464864 ¥16,368 ¥21,648 1027116551 

産婦人科診療に役立つ早わかり遺伝医療入門 ―Q&Aでさらっとなっとく―（女性ヘルスケアpractice 4） 山田 重人 2018 9784840464956 ¥11,220 ¥14,960 1027116553 

管理栄養士・栄養士の実践マネジメント 
 ―少人数部門で最大限の効果を引き出す : 新人もベテランもじつはマネジメントが大事なんです!― 

藤井 文子 2018 9784840464987 ¥9,240 ¥12,320 1027116554 

若手外科医のための考える外科 ―上部消化管外科の治療戦略― 土岐 祐一郎 2018 9784840464857 ¥18,150 ¥24,200 1026888955 

がん・生殖医療ハンドブック ―妊孕性・生殖機能温存療法の実践ガイド―（女性ヘルスケアpractice 3） 大須賀 穣 2017 9784840461900 ¥15,345 ¥20,295 1026888956 

熟練看護師のプロの技見せます!慢性看護の患者教育 
 ―患者の行動変容につながる「看護の教育的関わりモデル」― 

河口 てる子 2018 9784840464840 ¥9,570 ¥12,760 1026888960 

対人関係がラクになる!ナースの感情整理術 ―交流分析で納得、今日からできるコミュニケーションのコツ― 白井 幸子 2017 9784840454483 ¥8,580 ¥11,440 1026888961 

教えて!ホメシカ先生今どきナースのほめ方・しかり方 
 ―ゆとり世代の心に響くホメシカ理論の実践で、明日からの新人・後輩指導が変わる!― 

野津 浩嗣 2018 9784840464949 ¥7,920 ¥10,560 1026888962 

Dr.林&今の外来でも病棟でもバリバリ役立つ!救急・急変対応 （メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ） 林 寛之 2017 9784840462013 ¥9,240 ¥12,320 1026634712 

ねころんで読める漢方薬 ―やさしい漢方入門書 : ナースと研修医が知っておきたい漢方のハナシ― 今津 嘉宏 2017 9784840462105 ¥6,600 ¥8,800 1026634714 

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― 田村 恵子 2017 9784840462020 ¥9,900 ¥13,200 1026634718 

医療看護イノベーション 
 ―組織に変化を起こす2035年生き残り戦略の教科書 : システム×デザイン思考がヘルスケアを変える― 

松下 博宣 2017 9784840461955 ¥9,900 ¥13,200 1025881805 

実践!遺伝性乳がん・卵巣がん診療ハンドブック 
 ―HBOC管理とがん予防のためのネクストステップ―（女性ヘルスケアpractice 2） 

山内 英子 2017 9784840461894 ¥11,484 ¥15,444 1025881807 

脳血管外科手術器具&機器 ―必ず知っておきたい― 菱川 朋人 2017 9784840461238 ¥27,280 ¥36,080 1025881809 

漢方薬処方レクチャーまずはこれだけ20 
 ―陰陽虚実がわからなくても処方できる! : 生薬の処方構造で「どの薬を」「なぜ使う」がピピッとわかる― 

淺羽 宏一 2017 9784840461979 ¥13,200 ¥17,600 1025881810 

Mastering intracranial microvascular anastomoses ―basic techniques and surgical pearls― Sugiyama Taku 2017 ―  ¥22,440 ¥29,920 1025637501 

心房細動患者を「脳梗塞」から守るのは誰か? ―スペシャリストの治療戦略!DOAC?左心耳閉鎖?それともカ
テーテルアブレーション?―（Circulation up-to-date books 19） 

井上 耕一 2017 9784840461849 ¥13,200 ¥17,600 1025637502 

周産期初期診療アルゴリズム 
 ―PC[3]ピーシーキューブ公式コースガイド : 外傷外科戦略に基づく周産期集中治療戦略― （※） 

荻田 和秀 2017 9784840457538 ¥15,840 ¥21,120 1025599605 

ブラインドメイク物語 ―視覚障害者もメイクの力で人生が変わる!― 大石 華法 2017 9784840461931 ¥9,900 ¥13,200 1025599606 
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