
         

これからのケア関連の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

～地域包括ケア 在宅医療 アドバンス・ケア・プランニング～ 

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。 
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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！ 

精選30タイトル 
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208,318円(本体価) 
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患者・家族に寄り添う

アドバンス・ケア・プランニング
KP00022798

メヂカルフレンド社 201906 PDF ¥7,480 ¥18,700

角田ますみ【編著】 9784839216436

入退院支援パーフェクトガイド KP00019989
メディカ出版 201903 PDF ¥9,548 ¥14,322

宇都宮宏子【編著】 9784840467889

病院からはじまる在宅看取りケア KP00019295
メヂカルフレンド社 201806 PDF ¥8,140 ¥20,350

福井小紀子【編著】 9784839216283

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
KP00020789

南山堂 201905 PDF ¥4,400 ¥6,600

森清【編】 9784525442316

リハビリテーション

医学・医療用語集　第8版
KP00025086

文光堂 201906 PDF ¥5,940 ¥8,910

日本リハビリテーション医学会【編】 9784830627408

おひとりさまでも最期まで在宅

第3版
KP00031463

築地書館 202006 PDF ¥3,960 ¥5,940

中澤まゆみ 9784806716006

在宅医療

たんぽぽ先生の実践！多職種連携
KP00030173

金芳堂 202005 PDF ¥6,160 ¥9,240

永井康徳 9784765318310

在宅 & 病棟でできる！

おむつと排泄の看護ケア
KP00030384

メディカ出版 202005 PDF ¥8,580 ¥12,870

浜田きよ子【編著】 9784840472043

新訂版 写真でわかる

高齢者ケアアドバンス
KP00029457

インターメディカ 202004 PDF ¥14,080 ¥35,200

古田愛子【監修】 9784899964162

まるっと！

アドバンス・ケア・プランニング
KP00030232

南山堂 202004 PDF ¥5,500 ¥8,250

宇井睦人【編】 9784525210311

9

決して一筋縄ではいかない現場でのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）について、疾患別（が

ん・非がん疾患）やシチュエーション別（外来・病棟・在宅）、ライフステージ別（小児・妊婦）の

考え方や進め方、さらに職種別の患者さんへの関わりかたを解説し、いろんな視点で“まるっと”ACP

を取り上げます。

10

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。

NO 書影

内容紹介

1

7
日本全国から注目の在宅診療クリニックの多職種連携の実践が詰まった1冊。在宅医療がうまくいく

よう、多職種の仕事内容への理解を深め、連携をとるためのコツなどを解説します。また、筆者の在

宅医療クリニックでの実践を伝えるために、様々な事例を挙げて説明します。在宅医療に携わり、連

携に悩む医師や医療従事者に役立つ1冊です。

8
【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。

5

超高齢社会となった現在、リハビリテーション医学・医療は、ほぼ全診療科に関係する疾患、障害、

病態を扱う領域となり、それに伴いリハビリテーション科医だけでなく、様々な関連職種でチームを形

成し、リハビリテーションに携わるようになった。12年ぶりの改訂版では、関連学会における動向を踏

まえ、和語8,358語、欧語8,275語、略語280語を選定した、リハビリテーション医学・医療に関わ

るすべての人へ向けた必携の用語集となっている。

6
「退院難民」・「介護難民」にならないために、本人と家族がこれだけは知っておきたい在宅医療と在

宅ケアと、そのお金。今回の改訂第３版では、医療・介護保険費用を新料金に変更。さらに退院

支援や認知症介護、治療・療養について患者・家族・医療従事者が事前に話し合う「アドバンス・

ケア・プランニング（ACP）」について大幅に加筆した。

【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。

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。

2

3
多死社会を迎えたわが国の地域包括ケアシステムと看取りの状況を踏まえながら、看取りケアにおい

て重視される意思決定支援やACP(アドバンスケアプランニング)の考え方、病院での看取りに向けた

退院支援、在宅や施設での看取りケアの体制づくりや家族支援、グリーフケアなどを具体的な実践

事例をまじえて紹介しています。

4
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！
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地域包括ケア　サクセスガイド

新版
KP00028153

メディカ出版 202003 PDF ¥6,600 ¥9,900

田中滋【監修】岩名礼介【編著】 9784840471923

地域包括ケアで薬立つ

4 ELEMENTS実践ガイド
KP00030227

南山堂 202003 PDF ¥7,040 ¥10,560

京都大学医学部附属病院

薬剤部【編】
9784525783518

デジタルヘルスケア KP00028184
創元社 202002 EPUB(固定

レイアウト）

¥5,940 ¥8,910

武藤正樹【監修】遊間和子【著】 9784422400464

がん化学療法ケアガイド　第3版 KP00029745
中山書店 202002 PDF ¥7,502 ¥11,253

濱口恵子/本山清美【編】 9784521747705

医療と介護の事業マネジメント KP00026046
メディカ出版 201911 PDF ¥8,525 ¥12,787

青木正人【編】 9784840468459

2040年―医療＆介護の

デッドライン
KP00030188

医学通信社 201911 PDF ¥1,782 ¥3,564

武藤正樹 9784870587564

訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ KP00026259
中央法規出版 201910 PDF ¥7,480 ¥11,220

全国訪問看護事業協会【編】 9784805859551

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
KP00025032

中外医学社 201909 PDF ¥14,520 ¥29,040

粕田晴之 9784498057289

人生 100年時代の

医療・介護サバイバル
KP00025121

築地書館 201909 PDF ¥4,840 ¥7,260

中澤まゆみ 9784806715870

がん放射線療法ケアガイド 第3版 KP00029734
中山書店 201909 PDF ¥7,502 ¥11,253

祖父江由紀子/久米恵江/

土器屋卓志/濱口恵子【編】
9784521747699

19

2年ごとに変わる介護保険制度。老後の医療費と介護費への不安。将来、5人に1人はなるという

認知症。 人生100年時代、介護は必ずやってくる。 介護する側もされる側も、生き方やケアのあり

方を自分自身で決めるには、まずは制度やサービスの内容を知ることから。 団塊世代、介護まっただ

なかの著者が、自らの実践と取材を通して得られた豊富な実例と情報の数々を通してアドバイスす

る、今日から役立つ本。

20
難しい放射線療法の原理をわかりやすく解説し、看護師の視点からケアのポイントを紹介。放射線

照射部位別に時間軸に沿って、どのような有害事象が生じ、どのようなアセスメント・看護・セルフケア

支援が必要となるのかを示した「ケアマップ」を掲載。最新の放射線医療機器・技術、チーム連携な

どを紹介しつつ、長期がんサバイバー、妊孕性、高齢化などの新たな問題にも焦点を当てている。

17
訪問看護ステーション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。令和元年10月の消費増税に対応し、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。

18

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。

15
【医療介護事業の発展に必要なものとは】 高齢化のピークである2042年に向けて人口減少は進

み、医療と介護のイノベーションは必須だ。限られたマンパワーをどう活用するのか。ICTやAIはどう使

いこなせばよいのか。ヘルスケア産業の生産性はどう高めるのか。識者の考察と先駆者の実践から探

る。

16

〔本書より〕「団塊の世代の大死亡時代が刻々と迫っている。筆者もその一員である団塊世代700

万人が大量死亡するピークの2040年まであと20年」「団塊世代の40万人が、2030～40年にか

けて、死に場所難民になる可能性がでてきた。そもそも団塊の世代は、学生時代は管理社会に反

抗してゲバ棒をもって暴れた世代だ。病室で点滴と鼻からチューブを入れられて、心電図の音を聞き

ながら死ぬのは真っ平ごめんだと考えている世代だ」

13
デジタル技術革新で劇的に変わる健康管理や医療・介護の未来予想図。アプリによるヘルスケア

データ管理や健康増進型保険、ICTを活用した遠隔治療、手術や介護を支援するロボットなど、デ

ジタルヘルスケアの実例をやさしく図解。

14
医学的知識から実践的看護までを専門看護師らが執筆し、絶賛された初版刊行から13年、新し

い薬剤やレジメン、それを受け大きく変化した標準治療、副作用の最新情報を盛り込んだ第3版。

副作用対策やセルフケア支援の解説もブラッシュアップし、AYA世代や内服抗がん薬治療に対する

ケアなど、新たな項目も収載。読み応えあり、学びどころ満載の１冊。

11
【地域包括ケアの基本と最新事情がわかる！】 高齢化がピークに達し85歳以上人口が1000万人

を超える2040年に向け、新たなフェーズに入った地域包括ケアを解説・展望する。このテーマ最強コ

ンビを監修者・編著者に迎え、植木鉢の図が何を意味し、何を目指しているかが120％わかる。確

実な未来への解がここにある！

12
わが国では地域包括ケアシステムの構築が進んでいる。その中で、①院外処方せんへの検査値印

字、②トレーシングレポート、③院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコル、④分割調剤は

情報共有等の医療連携や地域包括ケアに活用され、注目を集めている。本書では、各運用方法

を示すとともに、いかに活用すればよいか、実例を交えて解説した。
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医療＆介護の職場トラブルＱ＆Ａ KP00030186
医学通信社 201909 PDF ¥2,376 ¥4,752

日本人事労務コンサルタントグルー

プ（ＬＣＧ）医業福祉部会
9784870587540

認知症の緩和ケア KP00022087
南山堂 201906 PDF ¥8,360 ¥12,540

平原佐斗司/桑田美代子【編】 9784525381615

事例とＱ＆Ａでわかる　ケアマネ

ジャーのための医療連携ガイド
KP00026268

中央法規出版 201906 PDF ¥5,280 ¥7,920

日本ケアマネジメント学会認定ケア

マネジャーの会【監修】

白木裕子【編】

9784805858974

緩和ケア ポケットマニュアル KP00020790
南山堂 201905 PDF ¥4,400 ¥6,600

宇井睦人 9784525209810

栄養ケア・マネジメント

Q&A40＋栄養強化おやつレシピ27
KP00020936

メディカ出版 201905 PDF ¥9,548 ¥14,322

田村佳奈美【編著】 9784840468107

ヘルパーが支えた老老介護24年 KP00022809
かもがわ出版 201905 PDF ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

谷口政春/京都福祉サービス協会 9784780310252

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
KP00019996

メディカ出版 201903 PDF ¥8,580 ¥12,870

三木明子【監修・著】

全国訪問看護事業協会【編著】
9784840468664

家族はなぜ介護してしまうのか KP00026331
世界思想社 201902 EPUBリフロー ¥7,590 ¥15,180

木下衆 9784790717263

介護・医療現場が知っておくべき

認知症高齢者への対応と法律問題
KP00025857

新日本法規出版 201901 PDF ¥4,620 ¥10,780

平田厚/厚東知成 9784788284951

医療と介護の未来形 KP00018071
メディカ出版 201811 PDF ¥8,525 ¥12,787

医療と介護Ｎｅｘｔ編集室【編】 9784840464833

29
介護を頑張りすぎることへの問題提起――患者の人生や性格に合わせた介護が求められる現在の

認知症。患者をよく知るからこそ、家族は悩み、憤り、反省する。認知症を理解し、介護へと導か

れ、患者との関係を再構築するまでの家族の営みを描き出す

30
2040年、さらにその先の医療介護を展望 日本の人口は2010年をピークに減少し、2040年には

85歳以上が1000万人を超え百寿者も増加する。医療と介護の供給体制は大転換を余儀なくさ

れる。介護保険や医療はどう変わるべきか、先端技術はどこまで実用化されているか。識者の考察と

先駆者の実践から探る。

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

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

27
【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。

28
介護を頑張りすぎることへの問題提起――患者の人生や性格に合わせた介護が求められる現在の

認知症。患者をよく知るからこそ、家族は悩み、憤り、反省する。認知症を理解し、介護へと導か

れ、患者との関係を再構築するまでの家族の営みを描き出す

25
【低栄養の改善・予防と食べる楽しみを支える】介護保険施設では長期入所が増加しており、利用

者の栄養ケア・マネジメントの見直しや食形態の変更など、迷うことも多い。本書では、高齢者の特

徴、栄養にかかわる介護報酬、具体的な栄養ケア計画の立案まで、Q&A形式でわかりやすく解説

する。介護保険施設の一人栄養士必携の一冊。

26
ヘルパーのケアエピソードで綴る、認知症在宅介護のためのマニュアル本。失敗をチーム力で切り開

いた感動的な体験一杯の記録集。

23
ケアマネジャーが医療との連携をスムーズに行うために知っておきたい知識を解説する。医療連携に

係る介護・診療報酬を押さえ、実際の事例で連携の具体的な手法を学び、Q&Aで困り事を解

消。明日の連携で使えるオリジナルシートも収載。医療連携への苦手意識を打破する一冊。

24
必要な事を現場でサッと確認するためのマニュアル本。緩和ケアにおける疼痛コントロールの処方・指

示例を中心に、病棟、外来、在宅……など、具体的な利用シーンを踏まえて簡潔に記述。本当に

必要な情報を、持ちやすくて見やすいサイズにまとめました。

21

★働き方改革関連法が2019年4月から順次施行され、5月にはパワハラ防止法が成立しました。

医療機関や介護施設でも、労働環境や処遇の改善、ハラスメントの問題は重要課題としてクロード

アップされています。★本書は、医療機関と介護施設における、労働条件・残業・勤務評定・給与・

休暇・退職・ハラスメント・職権の範囲・モラル・職場の活力・コミュニケーション・労災・メンタルヘルス・

個人情報など、スタッフ・職員が日頃疑問や不満に思っている120の諸問題をQ&Aでズバリ解決し

ています。

22
認知症の緩和ケアでは、軽度の時期からの心理的苦痛へのケア、重度化する中での認知機能障

害、BPSD、合併症（肺炎、心不全等）への対応、家族ケアなど、症状の進行にともない多職種

によるさまざまなアプローチが求められる。認知症の発症初期から終末期まで、本人と家族を支える

緩和ケアについて解説する。


