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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― 

著編者名 内田 陽子 発行年 2017 

同時1アクセス 
（本体） 

¥6,930 
同時3アクセス 

（本体） 
¥9,240 

冊子版ISBN 9784796524193  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。 

できる!認知症ケア加算マニュアル 

著編者名 内田 陽子 発行年 2016 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,260 
同時3アクセス 

（本体） 
¥9,680 

冊子版ISBN 9784796523929  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。 

照林社がMaruzen eBook Libraryに新規参加となりました! 

認知症ケア  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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ガイドラインに基づくまるわかり褥瘡ケア 

著編者名 田中 マキ子 発行年 2016 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784796523820  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。 

これで治る!褥瘡「外用薬」の使い方 
 ―Furuta Methods― 

著編者名 古田 勝経 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784796524148  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。 

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 

著編者名 田中 マキ子 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,930 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784796524469  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。 
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褥瘡ケア  
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がんになった外科医 
 元ちゃんが伝えたかったこと 

著編者名 西村 元一 発行年 2017 

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,290 
同時3アクセス 

（本体） 
¥5,720 

冊子版ISBN 9784796525084  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。 

静脈栄養 （栄養管理テクニック 1） 

著編者名 井上 善文 発行年 2015 

同時1アクセス 
（本体） 

¥9,240 
同時3アクセス 

（本体） 
¥12,320 

冊子版ISBN 9784796523479  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。 
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患者手記  

栄養管理  



■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


