
臨床看護 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供します。 

No.KD0203   2021年2月 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

仕事に活かせる！使える！ 知識・技術を身につける 

訪問看護のために 患者・家族を支える 

「医療・看護現場の成果が出るWeb会議術」 KP00035647 

Zoomの使い方など実践指導に基づくICT活用ノウハウを伝授 

「訪問看護師のための在宅感染予防テキスト」 KP00028149 

感染予防の基本から在宅ケアにおける注意点まで解説 

「ナースが行う入退院支援」 KP00033022 

入退院支援は個人・家族の「その人らしく生きる」ことを支えること 

「はじめてのフィジカルアセスメント 第２版」 KP00033059 

わかりやすいイラストで必要な解剖生理の知識を学習 

精選36タイトル 

同時アクセス１ 

360,074円（本体価） 

※1点からご購入可 
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國島美穂　小西美樹　平岩美緒　古田惠香【編著】 KP00035646 メディカ出版 202012 PDF ¥10,912 ‐ ¥16,368

NICU看護

myポケットマニュアル
9784840472722

堀内ふき【監修】　浅野均【編著】 KP00035649 メディカ出版 202012 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

看護師のための

認知症患者さんとの

コミュニケーション＆

“困った行動”にしない対応法

9784840472753

清崎由美子【編著】 KP00035650 メディカ出版 202012 PDF ¥10,560 ‐ ¥15,840

明日からできる

訪問看護管理　改訂2版
9784840472746

永井則子小瀬一幸 KP00035647 メディカ出版 202012 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

医療・看護現場の成果が出る

Web会議術
9784840472739

大沢愛子【監修】 KP00032496 メディカ出版 202009 PDF ¥14,322 ‐ ¥21,483

高次脳機能障害

ビジュアル大事典
9784840471329

廣瀬宗孝【編著】 KP00032497 メディカ出版 202009 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

基礎疾患46の周術期看護

「やる」「やらない」

チェックポイントBOOK

9784840469722

全国訪問看護事業協会【編】 KP00035239 中央法規出版 202009 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ 9784805881934

横山俊樹　春田良雄【編著】 KP00031816 メディカ出版 202008 PDF ¥17,600 ‐ ¥26,400

「やりたいこと」がすぐできる！

人工呼吸器つかいこなし

クイックリファレンスブック

9784840470964

坂本壮 KP00030389 メディカ出版 202006 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

ねころんで読める

救急患者のみかた
9784840472326

秋山美紀 KP00033020 メヂカルフレンド社 202006 PDF ¥4,840 ‐ ¥12,100

看護師のための

「困難を乗り越える力」
9784839216559

山﨑智子　佐々木吉子【編著】 KP00033021 メヂカルフレンド社 202006 PDF ¥5,500 ‐ ¥13,750

はじめての看取りケア 9784839216610

藤澤まこと【編著】 KP00033022 メヂカルフレンド社 202006 PDF ¥6,380 ‐ ¥15,950

ナースが行う入退院支援 9784839216603

療養の場をつなぎ、人・情報をつなぐ入退院支援の実践書 その人らしく生きるを支えるとはどういうこ

とか、事例を通して考える  《本書の特長》 　本書では、入退院支援は個人・家族の「その人らしく生

きる」ことを支えることが重要であるとし、患者・家族を生活者としてとらえ、患者・家族の生命や尊

厳を尊重し、意思決定に沿った入退院支援を実践するための方策を解説します。

NICU看護の核となる臨床知識・技術をコンパクトにまとめた頼れる1冊が登場。困ったときにすぐに

確認、さらに要所に設置されたメモ欄を活用してオリジナルの注意点を書き込み、自分だけのmyマ

ニュアルにできる。“現場で役立つ”にこだわり抜いて厳選したラインナップを、要点を押さえた親切な

カラー図解を交えて解説。NICUナースの必携書。

【認知症患者への理解が深まり接し方がわかる】 病棟で出会うことの多い、対応に困る認知症の

患者さんの行動。ありがちな事例に即して、認知症の患者さんの意志と尊厳を守りながらケアを行

うノウハウをマンガとイラストでやさしく解説する。近年、注目される意思決定支援についても紹介。

【最新情報を押さえた訪問看護管理の入門書】 訪問看護ステーションの管理業務から管理者の

役割、運営方法、ガイドラインやデータ活用、訪問看護の基礎知識まで、業務とノウハウを紹介。

改訂2版ではICT活用の章を追加し、また、2020年度診療報酬改定、Covid‐19への対策など

の情報も押さえられる。

【実践指導に基づくICT活用ノウハウを伝授】 新型コロナ感染症対策で、会議や研修が一気にオン

ライン化している。初めて取り組む人にも理解しやすいZoomの使い方、Webを活用する会議や研

修を実施する際のお作法、リアルとWebの使い分け方、準備・進め方、トラブル対応などを実践例

を交えて紹介する。

【疾患・障害解説、支援の方法がこれ1冊に！】 疾患・障害をイメージできる大きなイラストを配

置。知りたいことだけパッと引けるよう箇条書きで解説し、「症例」や「効果的なアプローチ」でさらに

患者さんへの理解が深まる高次脳機能障害の保存版。テキストを通読する余裕のない医療者も

つい手に取りたくなる一冊。

 基礎疾患患者の手術リスクや周術期管理のポイントを、時系列のやる（DO）・やらない（DO

NOT）リストで総復習できる完全保存版。そのまま使える患者説明ページに「手術のリスク＆守っ

てほしいこと」をまとめ、手術室看護師だからこそできる患者ケアにつながる一冊。 

訪問看護ステーションの運営に必要な介護報酬と診療報酬について、算定要件や手続き等を概

要やＱ＆Ａで解説する。令和２年４月の診療報酬改定に対応し、過去の報酬改定のポイント

や訪問看護の算定例、約５００項目のＱ＆Ａを収録。初任者からベテランまで必携の一冊。

【人工呼吸に関わるすべての医療職必携！】 人工呼吸をイチから学び直す時間がない！そんなす

べての医療職のために、Chapter.0～3では人工呼吸器のモード・換気設定・医療安全などの

オールラウンドで求められる知識を、Chapter.4～6ではさらに深めたい人のための使いこなし術を

ギュッとコンパクトに解説！

【100分で読める身につく救急のキホン】 「ショックは血圧で判断するな！」などバイタルサインのキホ

ンから、病歴聴取のポイント、身体所見の知識まで、救急患者のみかたがわかるエッセンスが満

載！ 楽しい4コマ漫画つきで、パッと読めてポイントが頭と心に残る日々の業務ですぐに役立つ一

冊。
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内容紹介
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  本書では、主にポジティブ心理学の技法を使って、看護師の心のセルフケアをしていきます。自分の

思い込みに気づき、ありのままの自分を受け止め（マインドフルネス）、自分に思いやりをもつ（セ

ルフ・コンパッション）ための技法を紹介しています。８つのレッスンとワークをとおして自分が楽しいこ

とや自分の良いところを探し、すべてのことに感謝できる自分を発見していきます。

はじめて死と向き合いケアするナースの必読の書  《本書の特長》 　看取りの場面では、患者家族な

どへ様々な配慮を行い、適切なケアを提供する必要があります。本書は、病棟・在宅・救急外来・

災害現場で初めて看取りのケアを行う看護師が、様々な状況に応じて患者・家族の看取りを支援

する方法や心構えなどを解説します。
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浜田きよ子【編著】 KP00030384 メディカ出版 202005 PDF ¥8,580 ‐ ¥12,870

在宅 & 病棟でできる！

おむつと排泄の看護ケア
9784840472043

古田愛子【監修】 KP00029457 インターメディカ 202004 PDF ¥14,080 ‐ ¥35,200

新訂版 写真でわかる

高齢者ケア アドバンス
9784899964162

宮崎和加子【編著】　春日広美　ほか【著】 KP00030411 メディカ出版 202004 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

訪問看護がわかる

「いま・これから」のKey Word
9784840472067

廣田早恵美 KP00033024 メヂカルフレンド社 202004 PDF ¥3,960 ‐ ¥9,900

クレーム対応に困らない

ナースの「謝罪力」「交渉術」
9784839216535

宮田乃有【編】 KP00028147 メディカ出版 202003 PDF ¥9,900 ‐ ¥14,850

はじめてみよう訪問看護 9784840471930

今田光一【編】 KP00028154 メディカ出版 202003 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

整形外科 器械出し・外回り

最強マニュアル 下肢編
9784840469715

平澤久一古谷昭雄【監修】 KP00029593 金芳堂 202003 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

ユーモア看護　癒しと和み 9784765318143

ぷろぺら【著】　平野龍亮【医学監修】 KP00030228 南山堂 202003 PDF ¥4,840 ‐ ¥7,260

ナスさんが教える！

ぴんとくる消化器外科看護
9784525501617

森田秋子【監修】 KP00030400 メディカ出版 202003 PDF ¥11,880 ‐ ¥17,820

ナースがわかる

認知関連行動アセスメント

（CBA） 超実践活用法

9784840472050

水戸美津子 KP00032791 中央法規出版 202003 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

ナースのための

レポートの書き方　第2版
9784805881026

宮脇美保子 KP00035248 中央法規出版 202003 PDF ¥4,400 ‐ ¥6,600

改訂　身近な事例で学ぶ

看護倫理
9784805881187

勝俣範之【監修】 KP00028143 メディカ出版 202002 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

3分でわかる

がんのケア＆患者説明

“これだけ”ワード224

9784840471671

大人気コミック『ぴんとこなーす』のナスさんが、若手看護師に向けて消化器外科病棟でひとり立ち

するために必要なことをやさしくレクチャー。術後管理や注意が必要な術後合併症、臓器別に押さ

えておきたいポイントまで、根拠に基づいたケアが実践できるようになるための知識が満載！別冊付

録「ワカさんのストーマ術前オリエンテーション」つき。

医療・看護の現状は、入院期間の短縮化に伴って医療従事者は多くの業務に追われ、患者の訴えや要求を

真摯に受け止め、誠実に対応する時間のなさに憂慮されている。病苦や病状回復への不安や苦悩を抱える

患者の思いを共有し、共感的に受容できる豊かな感性を持ち、心の通ったかかわりを展開することが要求され

る。そのために、ここに新たな「ユーモア看護」の必要性と治療的作用、その活用について提起し、一冊にまとめ

た。

【下肢手術に必要な知識＆技術はこの一冊から】 整形外科の下肢手術ならではの専門知識を一

冊にギュッとまとめた保存版。手術のタイムラインに沿った器械出し・外回りのポイントを一覧表にまと

め、いつ・何を準備するか、どんな介助が必要か、ササッと調べられる超実践書。さらに術前術後を

含めた周術期看護の要点もしっかりキャッチ！

【訪問看護への不安や迷いがやる気に変わる！】 就活から、訪問看護の実際、事例まで、訪問看

護新入職者がはじめに読む本。先輩からのアドバイス、写真やイラストを多用し「一人で大丈夫か

な」「緊急時対応はどうしよう」という不安を一掃し、看護の本質が体現できる「訪問看護ならでは

のやりがい」が見えてくる。書類の理解やさまざまな疑問も本書で解決できる。

クレームが発生しやすい医療現場の状況と、クレーマーへの最適な対応をとるためのヒントが満載  

《本書の特長》 本書は、医療現場でクレームが発生しやすい状況とクレーマーの特性、クレームへの

実践的対処法としての「謝罪力」と「交渉術」、そしてクレーマーへの対応力をつけるためのコミュニ

ケーショントレーニングなど、様々なアプローチを紹介しています。

21

【意識、感情、注意、記憶、判断、病識をみる】 「認知関連行動アセスメント（CBA）」は、患者

さんの普段の行動を「意識、感情、注意、記憶、判断、病識」の6つの項目で評価し、認知機能

の重症度を判定する評価法。評価することが高次脳機能障害への理解を深めることにつながるの

で、患者・家族に自信をもってかかわることができるようになる。

看護の実践・教育に長く携わってきた著者が、現場で求められる、伝わる文章のルールと知識を伝

授。会議録や研修報告書等の書き方を、例示等を用いて解説する。第２版では、学会発表等

で必須のPower Pointによるスライド作成のコツも収載。自己学習や研修会・勉強会に最適。

高度化する医療現場では、日常的に倫理的なジレンマへ陥る場面が増えている。本書は「何かお

かしい、これでいいのか」と思い悩む看護師や看護学生に倫理的な考え方・行動を教えてくれる一

冊。 患者の高齢化や医療技術の進歩に伴う法的・倫理的変化に対応した改訂版。

【がん領域の必須ワードが3分でわかる！】 がん領域の最新＆必須ワードを網羅した本書は、医師

や先輩の会話、患者さんからの質問での「知らない」「うまく説明できない」言葉が、1項目1ページ

完結、かつ箇条書きの簡潔な本文ですぐに探せる＆わかる。また、患者さんにかみくだいて説明した

いときのサポートにも役立つ。がんナース必携の一冊！

【おむつケアと排泄ケアをアップデートする！】 むつき庵の「おむつフィッター」が病棟と在宅の看護師に

向けて、おむつケアと排泄ケアのさまざまなノウハウを事例とともに紹介する。看護師と医師・介護福

祉士・多職種との連携がスムーズになる包括的な視点や医学的知識も身につく。

鮮明なWeb動画77分と300点の写真で、高齢者ケアのノウハウを徹底紹介！高齢患者に対す

る基本的なケアを中心に、加齢による機能低下、低栄養や感染防御力の低下、精神・心理状態

などに配慮した総合的なアセスメントの視点から、ケアのポイントと実践について、写真とWeb動画

でわかりやすく学べます。

【訪問看護の全体像がこの1冊でわかる】 2025年までに訪問看護師を現在の4万人から12万人

に増やすことが国の目標となっている。これから訪問看護をはじめる人もすでに働いている人も、その

成り立ちとしくみ、抱えている課題を知り、訪問看護のこれからを考え、実践するきかっけとなる1

冊。豊富な図解つき。 　　　　　　　　　　  
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浅香山病院看護部【編著】 KP00028145 メディカ出版 202002 PDF ¥8,580 ‐ ¥12,870

はじめての精神科看護

改訂2版
9784840472005

HAICS研究会PICSプロジェクト【編著】 KP00028149 メディカ出版 202002 PDF ¥11,880 ‐ ¥17,820

オールカラー改訂2版

訪問看護師のための

在宅感染予防テキスト

9784840471954

石田岳史【監修】　冨田晴樹　富永あや子【著】 KP00028451 中外医学社 202002 PDF ¥7,920 ‐ ¥15,840

心電図教えてノート　改訂2版 9784498076815

本庄恵子　吉田みつ子【監修】 KP00029274 インターメディカ 202002 PDF ¥14,960 ‐ ¥37,400

新訂版 写真でわかる

臨床看護技術 アドバンス
9784899964131

押川真喜子【監修】 KP00029269 インターメディカ 202001 PDF ¥14,080 ‐ ¥35,200

新訂版 写真でわかる

訪問看護 アドバンス
9784899964117

山元恵子【監修】　佐々木祥子【編著】 KP00029271 インターメディカ 202001 PDF ¥14,080 ‐ ¥35,200

新訂版 写真でわかる

小児看護技術 アドバンス
9784899964094

平澤美惠子　村上睦子【監修】 KP00029272 インターメディカ 202001 PDF ¥14,080 ‐ ¥35,200

新訂版 写真でわかる

母性看護技術 アドバンス
9784899964100

横山美樹 KP00033059 メヂカルフレンド社 201911 PDF ¥6,160 ‐ ¥15,400

はじめての

フィジカルアセスメント　第２版
9784839216481

西口幸雄【監修】　奥田典代【編】 KP00026043 メディカ出版 201910 PDF ¥13,640 ‐ ¥20,460

ケアが身につく！

ストーマ用語らくわかり事典
9784840467209

平松直樹　三田英治【監修】　山田拓哉【編著】 KP00026044 メディカ出版 201910 PDF ¥8,580 ‐ ¥12,870

はじめての消化器内視鏡看護 9784840469258

房間美恵　竹内勤【監修】中原英子金子祐子【編】 KP00028281 羊土社 201909 PDF ¥9,240 ‐ ¥18,480

関節リウマチ看護ガイドブック 9784758109741

上島国利　渡辺雅幸　榊惠子【編著】 KP00028446 中外医学社 201901 PDF ¥17,160 ‐ ¥34,320

ナースの精神医学　改訂5版 9784498175020

40分のリアルで鮮明なWeb配信動画と370点の明快な写真で、看護師に必要とされる母性看

護技術をビジュアルに解説する超実践型テキスト。十分な実習での学びができないなか、母性看

護技術を精選して、要点を理論的に解説。Web配信動画では、沐浴やバックケアのテクニック、貴

重な早期母子接触の映像も収録!!看護学生の臨地実習、新人ナースの自己学習に最適。

【精神科看護の知識、ワザ、マインドの決定版】 今まさに新人ナースの指導を行っているスタッフが、

新人ナースに必要な知識や情報をまとめた、精神科看護のスタートブックとして最適な一冊！リカバ

リーや行動制限最小化看護などの精神科特有の看護を加筆し、最新情報も満載。精神科病棟

の3大疾患とその看護、治療、合併症、社会的な状況まで、豊富なイラストでわかりやすい！

【在宅ならではの感染予防が学べ指導にも最適】 「在宅の感染対策って、何をすればいいの？」

「訪問看護師が押さえておくべき知識を身に付けたい」というあなたのためのすぐに役立つ実践テキス

ト。感染予防の基本から在宅ケアにおける注意点まで、誰にでもわかるように解説！指導＆説明

ツールはダウンロード可なので、サッと使える！

心電図アレルギーと戦ってきた著者らが結成したMACT（monitor alarm control team）の

ノウハウを凝縮し、好評を得た。改訂第2版はさらに技術に磨きがかかり、現場のリアルな疑問に答

えたクリニカルクエスチョンも新たに追加。安全な心電図モニター管理へと導いてくれる、頼れる1冊

だ。

注射法や輸液、静脈血採血など、注射・検査に関する技術を、Web動画(50分)と写真540点

で理解。注射法や輸液、静脈血採血など、注射・検査に関する技術を収載した好評書『写真で

わかる臨床看護技術 1 アドバンス』の動画をWeb配信にリニューアル。侵襲を伴う看護技術の流

れとポイントを鮮明な写真と臨場感あふれるWeb動画で、先輩から教わるように実践的に学べる。

『写真でわかる訪問看護 アドバンス』の動画をWeb配信にアップデート。訪問看護のエキスパート

が実際の現場とケアのポイントをリアルに紹介。オールカラーの写真を多用した臨場感のあるテキスト

と、訪問看護の実際を撮影したリアルな動画で、まるで体験するように在宅での看護を学習できま

す。訪問看護の流れ、基本知識・手技を網羅しており、訪問看護師に必要な知識が学べます。

大好評の小児看護ビジュアルブック『写真でわかる小児看護技術 アドバンス』の動画をWeb配信動画にリ

ニューアル！！『写真でわかる小児看護技術アドバンス』を、リニューアルいたしました。付属の動画を、Web配

信動画に変更し、いつでもどこでもリアルな動画がご覧いただけます。ケアや技術の実際を「見て」「聴いて」確

認でき、小児の反応や表情も一目瞭然です。観察、コミュニケーションから、日常生活援助、臨床看護技術

まで、小児看護のポイントを体験するように学べます。

34

【処置の介助や看護のツボがサクっとわかる！】 消化器内視鏡検査・治療は、内視鏡で直接おな

かの中を見ながら行われ、看護師には進行を予測した的確な観察や対応が求められている。本書

は消化器の解剖図と関連させた症例や実際の処置や介助の画像をたくさん掲載しており、初心者

に必要なエッセンスを詰め込んだ最適な1冊！

35

病態・診察・治療等の基本知識から、現場を熟知したエキスパートによる実践的ケアのポイントま

で、エビデンスにもとづいたRA看護のエッセンスを新書サイズに凝縮。患者さん視点のチーム医療実

践に必須の一冊です。

36

これだけは知っておくべき精神医学の基本的な知識を簡潔且つ分かりやすく解説したテキスト。精

神障害の概念と、症状・経過などの現象、検査・診断治療などの実際から、リハビリテーション、精

神保健などまでを網羅した幅広い内容となっている。最新版では特に進展が著しい薬物療法や法

律、社会でトピックとなっている項目について、最新の情報を反映。より充実した1冊となっている。
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【用語解説だけでなく即役立つ実践知も満載！】 ストーマケア初心者に、ストーマケアにおいて重要

な用語146種を厳選し、辞典形式でとりあげた。保存版として長く手元に置いていただけるよう、用

語解説だけでなく、ケアのポイントや患者指導のコツなど臨床ですぐに使える知識も盛り込んだ。新

人指導にも役立てていただける内容。

32

この１冊で「わかる！」「できる！」 スマホやパソコンで「動画が見られる」「呼吸音・心音が聴ける」学びやすい

系統別の構成に加えて、わかりやすいイラストでフィジカルアセスメントに必要な解剖生理の知識を学習。 豊富

な写真でフィジカルイグザミネーションの手技を習得。技術や手順を簡潔に、身につけておくべきポイントがわか

る。 主要な手技は動画で紹介。静止画ではわかりにくい細かな動きや流れが理解でき、呼吸や循環のアセス

メントに必要な呼吸音・心音を聴くことができる。正常音のほか、主な異常時の呼吸音・心音も収録。
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