
看護書関連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でき、 
サクサク読める無料アプリ登場！ 

※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 

No.KD0077 
2019年12月 

NEW! 

精選36タイトル 
同時アクセス１ 

347,160円(本体価) 

 ※1点からご購入可 
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道又元裕【編】 KP00019387 総合医学社 201903 PDF ¥8,360 - ¥12,540

臨床で実際に役立つ 疾患別看護過程 9784883786695

坂本壮 KP00019388 総合医学社 201903 PDF ¥5,060 - ¥7,590

主要症状からマスターする　すぐに動け

る！急変対応のキホン
9784883786718

井上亨【監修】 KP00019987 メディカ出版 201903 PDF ¥7,920 - ¥11,880

脳神経外科に配属ですか？！ 9784840468558

宇都宮宏子【編著】 KP00019989 メディカ出版 201903 PDF ¥9,548 - ¥14,322

入退院支援パーフェクトガイド 9784840467889

上谷実礼 KP00019992 メディカ出版 201903 PDF ¥7,920 - ¥11,880

ナースのためのアドラー流勇気づけ医療

コミュニケーション
9784840468602

嘉納寛人 KP00019993 メディカ出版 201903 PDF ¥6,600 - ¥9,900

ナースが押さえておきたい循環器の重要

キーワード50
9784840468657

三木明子【監修・著】 KP00019996 メディカ出版 201903 PDF ¥8,580 - ¥12,870

訪問看護・介護事業所必携！　暴力・

ハラスメントの予防と対応
9784840468664

豊島万希子 KP00019997 メディカ出版 201903 PDF ¥9,900 - ¥14,850

新生児ケアのきほん 9784840468626

廣瀬宗孝【監修】 KP00019988 メディカ出版 201903 PDF ¥7,920 - ¥11,880

手術室に配属ですか？！ 9784840468503

細井雅之【編】 KP00019990 メディカ出版 201903 PDF ¥13,640 - 20460

糖尿病の病態生理イラスト図鑑 9784840467742

岸英光【監修】 KP00019994 メディカ出版 201904 PDF ¥7,920 - 11880

医療現場の人間関係につまずき「ナース

向いてないかも…」と思う前に試してみた

いコミュ力アップ術25

9784840468589

木田圭亮【編著】 KP00020934 メディカ出版 201904 PDF ¥9,240 - 13860

ナースが知りたい心不全のキホン 9784840468787

2

3

【脳神経看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。でも

先輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、一番みんなが苦手な脳・血管・神経の解剖、危険

な病態・症状とアセスメント・ケアなど、脳外病棟の最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！！

4

【豊富な実践例で入退院支援のすべてがわかる】いま注目を集める「入退院支援」。入院時から退院後の在宅療養

を射程に入れ、看護師が中心となったチームアプローチでの関わりが求められている。先駆的な施設の取り組みから、

体制整備、実際の業務フロー、多職種連携、人材育成などのノウハウを伝える一冊。

NO 書影

内容紹介

1

7

【スタッフを守る暴力対策のポイントがわかる】訪問看護・介護の現場では利用者や家族からの暴力・ハラスメントを「仕

方がない、よくあること」と受け止めて我慢したり、我慢させたりしがちで、離職のきっかけともなる。各事業所内の仕組み

づくり、対応方法、研修の進め方を豊富な資料とともに紹介する。

8

【新生児ケアのはじめの一歩をまるごと解説】新生児ケアを担うナースに必須の実践知識をまとめる『るるNEO』第1

弾。「赤ちゃんの日常の看護ケア」の基本を、第一線で活躍中の先輩ナース・医師が厳選する20のポイントに絞って徹

底解説。新人教育の手引きとしても活用できる頼れるガイド。

5

【会話文＆マンガ風イラストの事例が満載！】ミレイ先生の勇気づけ書籍第２弾！自分をすり減らさずに仕事と向き

合い、医療職として自分らしく生きるためのコミュニケーションのヒントを勇気づけたっぷりで紹介します。難しい心理学の

理論が苦手でも大丈夫！誰でもすぐにアドラー心理学が実践できる。

6

【ナースの視点で実践に使える知識を解説】急性冠症候群、心房細動など代表的な疾患、12誘導心電図などの検

査、心臓ペースメーカやIABPなどの治療とケアについて、循環器病棟のナースが知っておきたい知識を、50のキーワー

ドに絞って簡潔に解説。基礎知識から最新情報までさっと確認できる一冊。

11

【職場の人間関係に悩める看護師必読！】同僚や上司、患者など、医療現場でのコミュニケーションにつまずき悩む看

護師に向けて、自分または相手の「ありかた」を変え、状況を好転させる25の“コミュニケーションセンス”を紹介。自分が

変わり、相手が変わることで、明日からの看護が楽しくなる！

12

【明日からのケアを変える最新の知識を届ける】心不全の悪化・再入院を防ぐために、看護師の患者指導が果たす役

割は大きい。そのために必要な病態・治療の基礎知識を掲載。最前線の現場に立つ医師・看護師の視点で、臨機

応変に医療を提供するための実践的知識を解説。心不全患者さんのケアに、あなたの力を！

9

【手術看護のはじめの一歩を丁寧にサポート】配属直後の新人ナースは、はじめてのことばかりで不安も大きい。でも先

輩ナースも忙しそうで質問もしづらい……。そんな新人のために、器械出し・外回りそれぞれのポイントから、手術看護

必須の麻酔・モニタリング・薬剤の知識まで、最重要ポイントをまとめた1冊。“頼れる先輩”ここに参上！

10

【患者の体と病態のすべてが一目でわかる】糖尿病の病態生理、合併症、三大療法に関連した食事・運動・薬物に

ついてイラストを豊富に用いた図解でわかりやすく解説。普段なかなか目視しにくい患者の体内で起こる現象や治療の

効果もパッと見てイメージでき、知識が深まることで療養指導にも活用できる。
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岩瀬三紀【監修】 KP00020938 メディカ出版 201904 PDF ¥13,640 - ¥20,460

循環器の疾患・治療・ケア　ビジュアル図

説107
9784840466578

東中須恵子【編著】 KP00020492 大学教育出版 201904 PDF ¥2,200 - ¥4,400

看護学生のための精神看護学概論 第

2版
9784866920139

斉田芳久【監修】 KP00019999 メディカ出版 201904 PDF ¥13,640 - ¥20,460

図解でイメトレ！ 消化器外科・内科病

棟はじめてさんのケアマニュアル
9784840467193

畑中純子【監修】 KP00020939 メディカ出版 201904 PDF ¥10,912 - ¥16,368

イラストでまるわかり！健康診断・保健

指導パーフェクトBOOK
9784840468190

岩井正憲【編】 KP00020940 メディカ出版 201905 PDF ¥8,580 - ¥12,870

月齢別　発達が気になる子どもの早期

療育・育児支援ガイドブック
9784840468763

森清【編】 KP00020789 南山堂 201905 PDF ¥4,400 - ¥6,600

カンファレンスで学ぶ 多職種で支える 一

人暮らしの在宅ケア
9784525442316

角田ますみ【編著】 KP00022798 メヂカルフレンド社 201906 PDF ¥7,480 - ¥18,700

患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・プ

ランニング
9784839216436

船曵知弘【編】 KP00020944 メディカ出版 201906 PDF ¥17,600 - ¥26,400

若手医師・ナースのための　救急エコー

は、こう見る・こう使う
9784840466653

佐藤隆【編】 KP00020945 メディカ出版 201906 PDF ¥13,640 - ¥20,460

透析患者の合併症カラフルビジュアル図

鑑
9784840467056

増山純二【編】 KP00022795 メヂカルフレンド社 201906 PDF ¥6,160 - ¥15,400

看護師の判断が患者を救う！！急性

症状・外傷の初期対応
9784839216443

齊藤茂子【編著】 KP00022796 メヂカルフレンド社 201906 PDF ¥4,840 - ¥12,100

実習の“想定外”を乗り切る　なるほど看

護技術
9784839216450

上月正博 KP00024260 中外医学社 201906 PDF ¥15,180 - ¥30,360

すぐに使える！実践リハビリ技術マス

ターガイド　第2版
9784498083257

15

【現場で役立つ技が満載！新人ナースの救世主】「消化器病棟に配属されたけど、何から勉強すればいい？」と迷っ

ているナースのために、解剖生理から疾患・治療、アセスメントや日常的ケアまで、必須知識を幅広く集めた一冊。さら

に「イレギュラーなケースへの対応」もしっかり解説！教科書には載っていない現場のヒントが満載。冊子版での「消化

器解剖クリアシート」は含まれません。

16

【健診も指導もこの１冊でしっかり身に付く！】企業の健康診断は実施が義務付けられ、種類も多岐にわたる。健診

後の保健指導も必要で、産業保健・看護職の業務は幅広く、その役割は大きい。本書は健康診断の準備から押さ

えておきたい検査所見、事後措置や保健指導のコツまで、他書にはないノウハウを網羅する。以下の図表は許諾の関

係により掲載しておりません　・p.85表1　日本糖尿病学会の判定区分　・p.87図1　血糖コントロール目標（65歳

以上の高齢者については「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標」を参照）

13

【循環器看護が基礎からどんどんわかる】循環器病棟では緊急度が高く覚えるべきことが山ほどあり、「なぜこの行為を

するのか」「どこに注意するのか」というポイントを押さえることが必要。パッと見てわかるビジュアル図説で、心臓の解剖と

いった基礎知識からTAVIなど最新治療まで、着々と学べる便利な一冊！

14

精神看護学の対象は拡大され、精神に障害がある人だけではなく、精神の健康保持・増進、疾病の予防を中心に

精神保健看護の看護実践が求められている。本書は、看護学生が総合的に精神看護を学習するためのテキストの

改訂版。

19

人生の最終段階における医療・介護の現場で、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）に基づく医療・ケアを実施する

ことが強く推奨されています。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。

20

【この1冊で、救急エコーが好きになる！】救急領域の若手のドクター・ナースに向けて、エコー機器の操作方法から画

像の見かた、穿刺・挿入手技への活用、検査結果から治療・ケアへのつなげかたまでをわかりやすく解説！症例を通し

て実践的な知識が得られる！

17

【親子でできる・子どもが伸びる・元気になる】健診などで発達に特性がある子どもに出会ったとき、子どもの発達に不安

を抱えた家族が相談にやってきたとき、専門機関につなぐまでにはいくつかハードルが。専門医受診までに家庭でできる

療育やちょっとした工夫、ママ＆パパを笑顔にするアドバイスを発達段階に応じて紹介。月齢ごとの発達チャート付き。

18

超高齢社会の中、配偶者に先立たれたり、離婚・非婚が増えたりしたことなどによって単独世帯が増加している。本書

では、異なる背景の一人暮らしの人を支えた8事例のケアカンファレンスを載録し、在宅療養支援のポイントを医師・看

護師・社会福祉士・ケアマネジャー等の多職種の視点から解説。一人暮らしの人を最期まで支えるコツがわかる一

冊！

23

・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！

24

財団法人竹田綜合病院において実際に行われている新人リハビリテーションスタッフ向け教育プログラムを書籍化した

初版は各所で高い評価を得ているが、本書はその内容を更にブラッシュアップし、また現状に即して適宜アップデートを

行った改訂第2版である。OT・PTの新人スタッフや学生の学習に最適の一冊。

21

【病態や治療、実践に役立つケアの知識が満載】透析患者の56の合併症について、急性・慢性・部位別に「病態」

「原因・機序」「症状」「治療」「ナースにできるケア」をわかりやすく解説。1ページまるまる使った図解ページで直観的に

理解でき、合併症のケアに必要な知識が深まる！

22

「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。
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菅野義彦【編】 KP00022547 メディカ出版 201907 PDF ¥8,580 - ¥12,870

透析ナースの？がわかる！検査値

Q&A50
9784840468923

菅野義彦【編】 KP00022548 メディカ出版 201907 PDF ¥8,580 - ¥12,870

透析ナースの？がわかる！薬剤

Q&A50
9784840468930

川口雅裕 KP00022551 メディカ出版 201907 PDF ¥9,548 - ¥14,322

問題がみるみる解決する　実践！ 看護

フレームワーク思考　Basic20＋活用

事例

9784840467896

小澤知子【編著】 KP00024543 メディカ出版 201907 PDF ¥8,250 - ¥12,375

アセスメントに自信がつく臨床推論入門 9784840468725

三宅康史【編著】 KP00024269 中外医学社 201907 PDF ¥6,600 - ¥13,200

現場で使う!! 熱中症ポケットマニュアル 9784498166103

武田保江【監修】 KP00024546 メディカ出版 201908 PDF ¥13,640 - ¥20,460

脳神経ナースがかならず悩む「やってはい

けない？」87のケア
9784840466233

數川悟 KP00024401 南山堂 201908 PDF ¥3,960 - ¥5,940

なぜ「援助者」は燃え尽きてしまうのか 9784525431815

水野美華 KP00024548 メディカ出版 201909 PDF ¥13,640 - ¥20,460

糖尿病フットケアまるわかりガイド 9784840467759

小口和代【監修】 KP00024555 メディカ出版 201909 PDF ¥14,322 - ¥21,483

リハビリ患者さんの“食べたい！”を全力

で支えるケア
9784840467971

ｗｉｔｈ　ＮＥＯ編集委員会【編】 KP00024547 メディカ出版 201909 PDF ¥17,600 - ¥26,400

新生児医療　67の臨床手技とケア 9784840466448

粕田晴之 KP00025032 中外医学社 201909 PDF ¥14,520 - ¥29,040

こうすればうまくいく　在宅緩和ケアハンド

ブック　第3版
9784498057289

有吉孝一【監著】 KP00024439 金芳堂 201910 PDF ¥7,040 - ¥10,560

アンダートリアージを回避せよ！アセスメ

ントスキルがぐんぐん高まるトリアージ

ナースのための臨床推論トレーニング

ブック

9784765317924

27
【看護マネジメントでの活用法が事例でわかる】看護マネジメントに役立つフレームワーク思考について、お役立ち度が

高いものを厳選して解説。看護管理業務における活用事例を通し、フレームの選び方、組み合わせ方、現場への落と

し込み方がわかる。読めば問題解決の“スピード”と“質”が高まる！

28
【身近な事例で臨床判断力に磨きをかける】患者さんの症状から体の中で起こっていることを推論し、緊急度や対応を

判断する力は、看護師にとって非常に重要である。病態や疾患などの「知識」と目の前の患者の「症状」を結び付ける

ための思考プロセスとなる「推論技術」の基礎を身近な事例で学ぶ。

25
【検査値の意味を透析患者に説明できる！】透析患者の検査値は、体の状態や食事摂取量を知るためだけでなく、

透析効率の評価にも用いられる。検査値の見方、考え方がわかれば、セルフケア指導を含めた患者指導がスムーズに

できる！他科と異なる特殊な知識や技術が求められる透析看護の強い味方となる一冊。

26
【透析患者の服薬指導にもう迷わない！】透析患者は合併症治療薬だけでなく、透析治療を補う薬も数多く服用し

ている。また、併存疾患治療のために他科の薬剤も処方される。透析中に投与する薬剤の知識、透析患者の服薬

時の注意点など、服薬管理を含めた患者指導のポイントと薬剤の必要性をわかりやすく解説する。

31

援助し援助される関係の中で、危機に瀕しているのは患者・利用者側だけではない。援助者が遭遇する危機が存在

し、このことにも正しく目を向ける必要があるが、こうした危機については正面から語られることはこれまで少なかった。長

年現場に身を置いてきた精神科医の筆者がすべての援助者に伝えたいメッセージが本書には詰まっている。

32

【患者の足を守る手技とケアがこれ1冊に】糖尿病のフットケアの基本、重要足病変、必須手技を写真とイラスト図解

でわかりやすく解説する。症例紹介や地域連携などのフットケアの質をさらに高める知識も学べ、この一冊で糖尿病の

フットケアが網羅できる。問診やアセスメントに便利なチェックシートはWEBでダウンロードできる。以下の図表は許諾の

関係により掲載しておりません　p.13表　糖尿病足病変の表面的変化　p.15表1　足病変のリスクが高い糖尿病患

者

29

本邦初 の「熱中症」ポケットマニュアル。前半部分は、介護施設の職員、学校関係者・教師、マスコミ関係者、スポー

ツコーチ、種々の安全管理担当者などの医療従事者以外でも活用できるチェックリストとなっており、熱中症に関する

基本的な知識や重要事項、知っておかねばならないポイントが一目でわかる。後半部分は、各チェックリストに対応した

解説パートとなっており、チェックリストの根拠や熱中症の疫学、メカニズムなどを学ぶことができる。

30

【ケアに迷うシーンも根拠がわかれば解決！】「急性期の脳梗塞ではどうして血圧を下げてはいけないのか」など、日ごろ

ぶつかる疑問をQ&A形式で解説。疾患・症状・シーン別に66項目を厳選し、根拠をもとに見開き完結。要点をわかり

やすい言葉で説明。各項目ごとに導入マンガをいれることで読みやすさを追求した1冊。以下の図表は許諾の関係に

より掲載しておりません　p.257図1　インフォームド・コンセントに参加した看護師が行うこと

35

在宅緩和ケアのニーズが急速に増大している。しかし、一方で多忙な病院の医療従事者が必要な保険制度、準備、

事前・事後の病診連携などについての知識を習得する機会は多くない。そこで本書では、これまで在宅緩和ケアに触

れてこなかった医療従事者にもわかりやすく、かつ具体的に解説した。とくに第3版では、ホスピス文化、地域包括ケア

システム、ACP、非がんなどのポイントについても、大幅に加筆を行い、より現実に即した内容となった。

36

「断らない救急」を理念に厚労省の評価で今年5年連続1位を記録した施設の集大成がこの１冊に！これまでの著

者の経験から培われたアンダートリアージを防ぐための臨床推論とアセスメントスキルを高めるトレーニング本。また、現場

ならではのトリアージ の勘所なども紹介し適切に鑑別診断をあげるための思考過程などを対話形式でわかりやすくまと

めた救急現場で働くナースのためのトリアージで役立つ臨床推論の入門書。

33

【“食べてもらう”が楽しくなる知識とスキル】摂食嚥下ケアで正しい効果を得るためには、解剖や疾患・病態、評価診

断、栄養などの幅広い知識と共に、食事介助や口腔ケア、摂食嚥下訓練などのケア実践スキルを身につけておくことが

必要となる。フレイル、サルコペニア、リハ栄養といった最近のトピックも盛り込みつつ、知識とケアの両面から患者さんの

“食べる”を支えるための決定版！以下の図表は許諾の関係により掲載しておりません　p.64図8　改訂長谷川式簡

易知能スケール（HDS-R）

34

【NICUの手技とケアをビジュアルでつかむ】新生児医療で必須の67の臨床手技＆ケアを網羅。目的＆適応、タイミン

グ、必要物品、手順＆コツ、評価までシーンごとの写真つきで解説。動画つきで、複雑な手技・ケアは、繰り返し確認

できる。輸血、aEEG、臍処置などのアップデートされた知識・知見もカバー。気鋭の執筆陣が惜しみなく自身のワザを

伝授する！


