
         

看護書新刊の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

看護書新刊 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

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」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選20タイトル 

同時アクセス1： 

 172,075円(8%税込) 

同時アクセス3： 

 267,618円(8%税込) 
※1点からご購入可 
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書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

税込価

同時

アクセス2

税込価

同時

アクセス3

税込価

著者 ISBN

症状・徴候を看る力！　第2版 KP00018000 総合医学社 201812 PDF ¥8,553 - ¥12,830

岡元和文【編著】

道又元裕【編集協力】
9784883786688

Dr.サトーの糖尿病療養指導

心得７ヶ条
KP00018074

株式会社メディカ出版 201811 PDF ¥9,979 - ¥14,968

佐藤利彦 9784840465885

読める　生かせる　説明できる！

産科の臨床検査ディクショナリー
KP00018072

株式会社メディカ出版 201811 PDF ¥14,731 - ¥22,096

関沢明彦 9784840465892

多職種連携がうまくいく

看護記録の活用術
KP00018069

株式会社メディカ出版 201811 PDF ¥10,311 - ¥15,467

大久保清子/坂本すが 9784840464284

解剖トレーニングノート　第7版 KP00014906 医学教育出版社 201810 PDF ¥6,652 - ¥9,979

竹内　修二 9784871634946

オールカラー改訂２版

標準ディベロップメンタルケア
KP00018076

株式会社メディカ出版 201810 PDF ¥17,309 - ¥25,963

日本ディベロップメンタルケア研究会/

仁志田博司
9784840465281

臨床事例で学ぶ

急性期看護のアセスメント
KP00018070

株式会社メディカ出版 201810 PDF ¥10,692 - ¥16,038

小澤知子 9784840465809

重症小児患者ケアガイドブック KP00016601 総合医学社 201810 PDF ¥8,316 - ¥12,474

道又元裕【監修】三浦規雅【編集】 9784883786671

おかあさんのレシピから学ぶ

医療的ケア児のミキサー食
KP00017663

南山堂 201810 PDF ¥4,276 - ¥6,415

小沢浩/大高美和【編】 9784525520410

認知症ケアの真髄

服部安子が応える！
KP00018442

フジメディカル出版 201809 PDF ¥9,028 - ¥13,543

服部安子 9784862701671

9

障害をもつこどものQOL向上に伴い、胃ろうや経鼻栄養等で栄養を摂取しているこども達の食事の在り方について

注目が集まっている。本書は、実際にこどものミキサー食を作っているお母さんのレシピを紹介。すでにミキサー食を導

入している施設や学校の取り組みも盛り込んだ。胃ろうのこどもに関わる医療者・ご家族に活用してもらえる書籍であ

る。

10

・認知症ケアに関するあらゆる場面・疑問をピックアップし、全5章97項目のQ&A形式で解説。・現場で30余年に

わたり積み上げた，著者のゆるぎない信念と圧倒的な経験から紡ぎ出される珠玉のアドバイスの数々。かつて、これ

ほどの認知症ケアのための手引き書があったでしょうか？・認知症の医療・介護に携わる全ての方々に読んでいただ

きたい、これこそ真のバイブル！

6

新生児医療に不可欠となったディベロップメンタルケア（DC）の、医師・看護師・理学療法士・臨床心理士らのた

めの実践書。改訂にともない、DCに関するエビデンスなど全面的に内容をアップデートし、NICU・GCUにおけるDC

の標準化を目指したテキスト。

7

医療を取り巻く環境の変化により急性期看護が果たす役割も変化している。地域医療連携時代に求められる基本

的な考え方や、事例による系統的アセスメント、手術に合わせた周術期アセスメントのしかたと看護計画の立て方、

ケアのポイントを学ぶ。

8

NO 書影

内容紹介

1

2

糖尿病のケアにあたる医療者は、患者とかかわるなかで「困った」問題にぶつかることも多い。そんな「ピンチ」を「チャン

ス」ととらえ、どのように考えて行動すべきかを、長年糖尿病医療に携わってきたDr.サトーが一問一答形式でやさしく

解説。

3

適切な時期に、適切な検査を行い、その結果を適切に判断して妊娠・分娩管理につなげるために必要な知識を完

全網羅する。妊婦への説明のポイントや検査のコツ、検査結果の判断における注意点が分かる。検査の活用の仕

方が学べるケーススタディ付き。

4

地域包括ケアが進み、病院外の多職種と連携していく中で、患者・療養者の情報を共有するための手法を解説。

「看護記録」をはじめとする、看護領域で扱う「情報」について、そのとらえ方、取り扱い方法、看護マネジメントへの

活用などを事例とQ&Aで学ぶ。

5

採用品実績No.1！すべての医療系学生に必要不可欠なトレーニングノートです。医学生も低学年のうちにクリアし

ておきたい教材。
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エキスパートに学ぶ補助循環のキホンと

トラブルシューティング
KP00015829

総合医学社 201809 PDF ¥7,603 - ¥11,404

大槻勝明【編】 9784883786664

機能障害からみる看護過程 1

呼吸／循環／生体防御機能障害
KP00018399

中央法規出版 201809 PDF ¥7,603 - ¥11,404

今川詢子 長谷川真美【監修】 9784805857328

イラストで理解するかみくだき薬理学 KP00017661 南山堂 201809 PDF ¥5,464 - ¥8,197

町谷安紀 9784525140816

みんなで取り組む 乳幼児健診 KP00017660 南山堂 201809 PDF ¥7,603 - ¥11,404

原 朋邦【編】 9784525285715

医療の可視化から始める看護マネジメン

ト ナースに必要な問題解決思考と病院

データ分析力

KP00015497

南山堂 201809 PDF ¥7,603 - ¥11,404

松田晋哉/伏見清秀【監修】

森脇睦子/鳥羽三佳代/林田賢史【著】
9784525500511

小児発達障害について非専門医の先生

に知っておいてほしいこと、まとめてみまし

た

KP00015470

日本医事新報社 201809 PDF ¥7,128 ¥7,128 ¥10,692

髙貝就 9784784943036

訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ

平成30年版
KP00018381

中央法規出版 201808 PDF ¥8,078 - ¥12,117

全国訪問看護事業協会【編】 9784805857236

東京都健康長寿医療センター方式

おいしく食べたい食べさせたい
KP00018093

インターメディカ 201807 PDF ¥9,504 - ¥23,760

井藤英喜【監修】金丸晶子【編著】

府川則子【編著】
9784899963776

認知症の看護ケア

精神科ナースのアセスメント＆プランニン

グｂｏｏｋｓ

KP00018380

中央法規出版 201807 PDF ¥5,940 - ¥8,910

日本精神科看護協会【監修】 9784805855416

虐待・親にもケアを KP00013070 築地書館 201806 PDF ¥5,702 - ¥8,553

森田ゆり【編著】 9784806715627

18

高齢者専門病院の誤嚥のリハビリテーションに関するノウハウをわかりやすい文章で解説!!口から食べることは、高齢

者の生活の質(QOL)を高める、免疫機能を高める、健康維持に重要な役割を果たしている腸管細菌叢を健全に

保つなどの効果があります。本書は、東京都健康長寿医療センターで長年培ってきた誤嚥のリハビリテーションに関す

る経験と工夫をまとめたものです。病気や加齢により嚥下機能の低下した高齢者が、安心して口から食べられるポイ

ントやコツが満載です。栄養指導を行う看護師、介護スタッフ、誤嚥が心配な高齢者のご家族の方にお勧めです。

19

アセスメントから看護計画立案、ケアの展開までを解説する精神科看護シリーズ。本巻のテーマは「認知症」。より豊

かな看護を提供するために、認知症ケアの“病気”ではなく、“人”にアプローチする視点を紹介。豊富な事例から、臨

床で役立つ技術を学ぶことができる。※著作権などの理由により、掲載されていない図表がございます。

20

子ども虐待問題の解決に不可欠な親の回復。「MY TREEプログラム」は過去17年間の実践を通して各地の児童

相談所などですでに1048名の回復者を出し、大きな成果を挙げてきた。日本で開発された、マインドフルネスを使

う、効果の高いプログラムとして注目されるその内容を、開発者自らが思想と技法からファシリテーター人財育成まで

詳細に語る。ひとり悩み苦しんできた親たちが、生きる力をとりもどした自分を語る言葉と絵が感動を呼ぶ。

15

臨床現場の問題点を客観的に示し、病院組織の意思決定者にプレゼンし必要な改革を行うことが組織マネジメン

トとして強く求められ、その能力が看護師にも求められている。問題解決思考と病院データ分析力を持ち合わせてい

なければ根拠に基づいた看護マネジメントを行うことができないため、対象看護師にはぜひ利活用していただきたい一

冊。

16

診療所で、学校検診の現場で、「あれ？　もしかして発達障害かも？」と思ったときどうすればいいの？専門医へ紹

介する際に本人や保護者、学校教師にどのように説明すべきなの？専門医にコンサルしたくても周囲に児童精神科

専門医がいない！そんな悩みに児童青年期精神医学に長年携わるエキスパートが答えます！

17

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、それぞれの算定要件や手続き等を概要やＱ

＆Ａで解説する。平成30年度の介護報酬・診療報酬改定のポイントや訪問看護の具体的な算定例、約500項

目のＱ＆Ａを収録した、初任者からベテランまで必携の一冊。

12

各機能障害について、総論としてメカニズム、原因・症状、病態関連図、考えられる問題点、目標・成果、援助方

法を明示。各論として術後等の状況設定別に、「呼吸・循環・生体防御」について看護の思考プロセス、病態関連

図、看護計画を解説した。実習に最適なガイド。

13

医療従事者であれば薬とのかかわりは避けられない。しかし薬の種類は多様で作用機序も複雑であり、どこから学習

し始めて良いかわかりづらい。本書では身近な疾患を例に、健康な状態からどのようにバランスを崩していて、どのよう

にして薬で戻していくのかをできる限りかみくだいて解説した。はじめての薬理学の下地づくりにお勧めの一冊である。

14

乳幼児健診を行うとき、自信をもって診られているだろうか。「もう少しうまくやれるんじゃないか」、「見逃したサインは

ないだろうか」と不安に思うことがあれば、この1冊がお手伝い！月齢別のポイントや親の心配のほぐし方、アレルギー

や眼、耳、皮膚、股関節の異常など各領域の異常をすくいあげるコツをどっさり解説。

11

IABP、PCPSなどの補助循環は「どんな特徴があるのか」「どんなとき（どんな疾患）に使うのか」、観察のポイントな

どの基本事項と「トラブルが起きたときにどうするか（アラーム対応）」を中心にまとめた1冊。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


