看 護 書

早引き

看護・カルテ用語辞典【第2版】

飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,785円

新書判

ISBN4574-6

既刊『早引き看護・カルテ用語辞典』の第二版。カルテに記載される頻度の
高い英単語を、アルファベット順に掲載しました。代表的な医薬品名、医療
現場でよく使われる欧文略語、臨床現場で耳にすることの多いカタカナ語も
収録しています。

早引き薬事典
【第4版】
西崎統＋井上忠夫：監修 ̶̶ 税込価格2,415円 新書判 ISBN5217-1
薬剤を扱う医療従事者のために、日常よく臨床の場で使用される基本薬の中
から約700品目の臨床薬を取り上げました。適応、作用、用法・用量、使用
の際の注意事項などを医療の現場で素早く、効率よく活用できます。第4版
では、ひと目でジェネリック薬がわかるように編集しました。

早引き検査値・数式事典【第2版】
西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,680円

新書判

ISBN4445-9

【第二版】より質の高いケアを目指す看護師のために検査値に焦点をあてて
検査項目別に解説。合わせて検査値と関連の深い数式や患者の状態を把握す
るために必要な数式も収載しています。

早引き

看護に役立つ基礎事典

西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,995円

新書判

ISBN3086-5

看護

患者さんからの素朴な疑問や質問に対して看護師がスムーズに対応できるよ
うに、人体の構造やしくみ、働き、基本的な看護技術や処置方法について、

Q&A方式で解説。イラストを多用して説明していますので、わかりやすい内
容となっています。

早引き

救急看護事典
【第2版】

有賀徹：監修 ̶̶ 税込価格 2,100円

新書判

ISBN4579-1

臨床現場や災害現場など救急の際にすぐに役立つよう、項目を病態や症状別
に分類し、それぞれに必要な医療知識、看護のポイントや注意事項などをデー
タとともに見やすく解説しました。巻頭には救急治療の現場の様子を写真で
解説した口絵をつけました。

早引き

看護・医学略語辞典【第2版】

唐澤由美子：監修 ̶̶ 税込価格 1,764円 新書判 ISBN4637-8
医学・看護学の分野で頻繁に目にする外来語の略語やカタカナ用語を中心に
臨床検査略語、薬剤略語まで4500語以上を収録したコンパクトな略語辞典で
す。第2版の発行にあたり、最新事情を踏まえて収録語数を増やし、臨床検査、
薬剤の略語も最新データにしました。
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早引き

注射・輸液基礎事典

村岡宏子：監修＋福田美和子＋長﨑光枝：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 新書判 ISBN4174-8
本書の特色は、注射の基本、各種注射法、輸血、注射と事故に分類し、現場
での対応に迷った時のための１冊です。Q&A形式で構成しているので非常に
読みやすいです。また、看護ポイントや医学的知識、ケアのコツをつかむ

One Pointなど休憩時間や電車の中でも読めるコラムなども盛り込みました。

早引き術前・術後ケア基礎事典
小野寺久：監修 ̶̶ 税込価格 2,100円

新書判

ISBN4835-8

看護師は、患者が安心して手術が迎えられるようにする役割があり、適切な
看護のためには臨床現場で生かすことのできる知識の体得が必要です。そこ
で本書は、外科全般にわたり、看護師として身に付けておきたい重要事項を
分かりやすくまとめました。

早引き

手術に役立つ基礎事典

小野寺久：監修 ̶̶ 税込価格 2,100円

新書判

ISBN4940-9

医療・看護で求められる「膨大な専門知識」を体得し、臨床現場で生かすた
めには、体系だったコンパクトな教科書が必要です。そこで本書はその目的
に沿うように、手術に関係する看護師が理解すべきアウトラインを簡潔に記
述しました。

早引き

心の薬事典

古賀良彦：監修 ̶̶ 税込価格 2,520円

新書判

ISBN4995-9

ナースのための

すぐわかる検査値ガイドブック

西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 2,625円

A5判 ISBN3864-9

100以上の検査項目について、検査の意味、正常値と異常値、異常の原因を
見やすく解説しました。巻末には身体の部位ごとに、主要な病気と検査をま
とめ、総合的な理解を助けます。

ナースのための

やさしくわかるモニター心電図

山科章：監修＋五関善成＋石山泰三＋大久保豊幸＋生天目安英：著
̶̶ 税込価格 2,310円 B5変判 ISBN3934-9
医療の現場で見られる、様々な心電図波形の特徴・原因・主な症状・対処の
方法を、専門医がわかりやすく解説。大判、オールカラーで豊富な図とイラ
ストが見やすいです。
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精神科で用いられる薬について、名称、対象となる病気、用法、副作用や使
用上の注意点をまとめた一冊です。具体的な情報を多く記載し、ひきやすさ
を工夫したので、精神科の専門医だけでなく、ナース、患者やその家族にとっ
ても頼りになる一冊となります。

ナースのための

やさしくわかる人工呼吸ケア

樫山鉄矢：著＋山本むつみ：著 ̶̶ 税込価格 2,520円 B5変判 ISBN4270-7
人工呼吸器は扱いが難しく、苦手意識を持っている看護師さんが多くいるよ
うです。人工呼吸器関連の書籍は、専門的で難しい内容のものが多かったの
ですが、本書ではわかりやすい表現で丁寧に説明していきますので、人工呼
吸ケアの基本をしっかり身に付けることが出来ます。

やさしくわかる 看護ケアに役立つ画像の見かた
櫛橋民生＋藤澤英文：編著 ̶̶ 税込価格2,310円 B5変判 ISBN5225-6
X線写真やCT写真、エコー像、MRIなどの画像診断技術は、患者さんに質の
高いケアをするために、ドクターだけでなくナースにも求められています。
本書は、初心者ナースでもやさしく学べるように、やさしい文体と豊富な写
真、イラストで画像の見かたを解説しました。

ナースのための

早引き

看護に役立つハンドブック

西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

A6判 ISBN4122-9

看護師が押さえておきたい基本的な看護技術や処置法、からだのしくみなど
について、カラーのイラストや図を多く使用し、わかりやすく解説しました。
持ち運びしやすいポケットサイズ。

ナースのための

早引き

検査値・数式ハンドブック

西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN4147-2

看護

検査内容の中でも、臨床現場でただちに知りたいポイントとして、検査目的、
基準値、主な疾患、ケアのポイントなどを抽出して簡潔に解説。さらに、日
常看護で必要な数式、頻繁に用いられる欧文略語の一覧なども掲載してあり
ます。便利なポケット辞典です。

ナースのための

早引き

看護用語・略語ハンドブック

飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,260円

A6判 ISBN4110-6

医療・看護の必須用語について、カタカナのルビ（読み）を振りました。こ
れによって、専門職としてすでにご存じの多くの用語を英語に対応させて確
認できます。ポケットサイズなので常に携帯できます。

ナースのための

早引きモニター心電図ハンドブック

山科章：監修＋五関善成＋石山泰三：著 ̶̶ 税込価格 1,260円 A6判 ISBN4244-8
看護師を対象に、心電図の基礎知識から、主な波形と対処法を、オールカラー
でコンパクトに紹介した1冊。持ち運びしやすいポケットサイズです。簡便
に長時間の心電図を取れることから、看護の現場で使用されることの多い「モ
ニター心電図」を中心に解説します。
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ナースのための

早引き

循環器疾患ハンドブック

半田俊之介：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

A6判 ISBN4384-1

主な循環器疾患とその看護について、イラストも豊富にオールカラーでコン
パクトにまとめました。それぞれの疾患について看護のポイント」「日常生
活の注意」を掲載しています。

ナースのための

図解人体解剖用語辞典

飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

A6判 ISBN4365-0

器官系ごとにぜひ知っておきたい「人体の構造と機能に関する用語」を厳選
し、オールカラーのわかりやすいイラストで示しました。用語は日本語・欧
文ともルビ（読み）を入れています。看護師国家試験に必要な用語の他、臨
床の専門領域で頻出する単語など掲載しています。

ナースのための

早引き

消化器疾患ハンドブック

高橋信一：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

A6判 ISBN4415-2

主な消化器疾患とその看護について、オールカラーでコンパクトに紹介した
1冊。疾患の概要、検査と診断、治療法について、知っておかなくてはなら
ない知識を、イラストや表も豊富にまとめました。

ナースのための早引き脳神経疾患ハンドブック
千葉厚郎・監修 ̶̶ 税込価格 1,260円

Ａ 6判

ISBN4446-6

ナースのための早引きカルテ用語ハンドブック
飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,365円

Ａ6判

ISBN4463-3

カルテに記載される頻度の高い用語について、アルファベット順にコンパク
トにまとめました。人体に関する重要な器官・臓器の名称もわかりやすいイ
ラストとともに、和文と欧文で表記しています。

ナースのための早引き内視鏡検査・治療ハンドブック
高橋 信一＋小山 元一：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円 A6判 ISBN4485-5
消化器内視鏡の検査・治療の基本を、豊富なイラストと写真でわかりやすく
解説します。オールカラーで、持ち運びしやすいコンパクトサイズなので、
看護師の入門書としても最適です。
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脳と神経に関して、部位の名称と役割、生理機能といった基礎知識、脳梗塞・
アルツハイマー病・脳炎・てんかんといった症状の解説とその治療法、使用
される薬など、コンパクトに、わかりやすく説明しています。

ナースのための 早引き 注射・輸液・輸血ハンドブック
西崎

統：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN4564-7

注射、輸液、輸血について、その基礎知識から手順、器材や薬物、事故防止
のための注意点までを、写真やイラストを豊富に使い、わかりやすく解説し
ました。4色刷りで見やすく、コンパクトで使いやすい、忙しいナースにぴっ
たりの1冊です。

ナースのための

やさしくわかる胃ろう（PEG）ケア

高橋信一＋中村健二：監修 ̶̶ 税込価格 2,100円 B5変判 ISBN4582-1
1979年に開発されてから近年急速に普及し、嚥下障害を持つ高齢者などに対
し行われる「経皮内視鏡的胃ろう造設術（PEG）」。本書ではその概要、術式、
造設後のケア、合併症の予防から栄養管理まで、豊富な写真資料、図解とと
もにきめ細やかに解説しました。

ナースのためのやさしくわかる褥瘡ケア
鈴木定＋古田恭子：著 ̶̶ 税込価格 2,520円 B5変判 ISBN4954-6
入院患者を悩ます褥瘡（床ずれ）の防止と改善、治療について、大判のオー
「ラップ療法」
「陰
ルカラーでわかりやすく解説する1冊です。体圧分散寝具や、
圧閉鎖療法」
「マゴット療法」といった話題の治療法など、最新の情報も見
やすい写真とともに満載します。

ナースのための早引き整形外科ハンドブック
加藤龍一：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN4592-0

看護

骨格や筋肉の構造から、主な疾患、その手術方法までを、イラストを豊富に
用い、わかりやすく解説しています。手術方法は身体の部位ごとにとりあげ、
「看護のポイント」も示してあるので、よりよい看護を目指す現場のナース
にとって役立つ1冊です。

ナースのための早引き子どもの看護 与薬･検査・処置ハンドブック
平田美佳＋染谷奈々子：編 ̶̶ 税込価格 2,415円 A6判 ISBN4601-9
病気や検査の概要から処方の手順まで多くの図や表を元に解説しました。子
どもの目線に立って看護師が応対できるように子どもたちへの言葉かけもた
くさん掲載しました。小児科の現場で活躍している看護師が書いた実践ハン
ドブックです。

ナースのためのやさしくわかる糖尿病ケア
辻野元祥：著 ̶̶ 税込価格 2,520円

B5変判 ISBN5122-8

看護師の方へ向け、糖尿病患者さんに必要なケアの方法をやさしくまとめて

1冊にしました。簡易血糖測定器の使い方やフットケアのしかたなどを写真
で解説し、イラストをふんだんに盛り込んだ内容になっているので、目で見
て楽しく学んでいただけるものと思います。
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ナースのためのやさしくわかる手術看護
小野寺久：監修 ̶̶ 税込価格 2,520円 B5変型判 ISBN5156-3
患者の不安に対処し、感染対策やリスクマ

ネージメントに配慮しながら、

医師と連携して円滑な看護に取り組めるよう、手術室看護のポイントを段階
的・総合的に解説しました。やさしい表現と詳細な図解、写真を満載し、新
人ナースでも実際の手術室看護がイメージできるように工夫されています。

ナースのためのやさしくわかるがん化学療法のケア
坪井正博：監修 渡邉眞理+坪井香：編著 ̶̶ 税込価格2,500円 B5変判 ISBN5170-9
本書では、薬物療法のしくみ、5大がん（肺がん、肝臓がん、大腸がん、胃が
ん、乳がん）の診断と治療、よく見られる副作用のメカニズム、予防やケア
の方法、患者さんを助けるさまざまな保険や手当のしくみについて、わかり
やすく解説しています。見やすい図版を用い、カラーページもふんだんです。

ナースのためのやさしくわかる整形外科
松本守雄+林明美：監修 ̶̶ 税込価格3,500円 B5変判 ISBN5294-2
疾患の原因からメカニズム、症状の解説、治療法まで流れにそって、わかり
やすく解説しました。理解を助ける写真やイラストも豊富に掲載しています。
患者への対処のポイントや説明方法、医師からのアドバイスなど、役立つ対
応や知識の幅がひろがる情報も満載です。新人ナースに最適の1冊です。

ハローキティの早引き腎・泌尿器疾患ハンドブック
島田誠：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A6判 ISBN4699-6

ハローキティの早引き糖尿病・代謝・内分泌疾患ハンドブック
井藤英喜：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A6判 ISBN4764-1

代謝・内分泌疾患は、糖尿病、高脂血症、痛風などのメタボリックシンドロー
ムとの関係が深く、患者数が増加しています。また、骨粗しょう症や甲状腺
機能障害の患者も少なくありません。これらの病気の基礎知識と看護のポイ
ントをハローキティと仲間たちと共にビジュアル的にまとめました。

ハローキティの早引き呼吸器疾患ハンドブック
桑平一郎：監修＋中村美穂＋永井明日香：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 A6判 ISBN4765-8
ハローキティと仲間たちが、ナースに向けて、呼吸器疾患をわかりやすく解
説します。呼吸器の概要から主な検査、疾患、治療法、関連用語、略語など
をオールカラーで紹介。キャラクターを使った看護に役立つシール付き。
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ハローキティと仲間たちが、腎・泌尿器疾患の特徴と、主な検査、治療法に
ついてわかりやすく解説しているほか、看護のポイントをできるだけ多く取
り上げました。キャラクターを使った看護に役立つシール付き。

ハローキティの早引きモニター心電図ハンドブック
山科章：監修＋石山泰三＋五関善成：著 ̶̶ 税込価格 1,365円 A6判 ISBN4766-5
ハローキティと仲間たちが、ナースに向けて、心電図の基礎知識から、不整
脈の種類と対処法、注意すべき波形を、オールカラーでわかりやすく解説し
ます。巻頭には器具の写真や波形一覧を掲載。キャラクターを使った看護に
役立つシール付き。

ハローキティの 早引き 一目でわかる！モニター心電図の読み方＆対処法
丹野郁+浅野拓+笠間恵：監修 ̶̶ 税込価格 1,260円 A6判 ISBN5196-9
心電図に苦手意識を持っている方にもわかりやすく、知りたいことがすぐに
引けるハンドブックです。心電図の基礎知識、波形の読み方、疑われる疾患
などをやさしい言葉で解説。異常を示すサインがあったとき、ナースの取る
べき行動をチャートで示しましたので、あせらず対応することができます。

ハローキティの 早引き 検査値・数式ハンドブック 第2版
西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN5167-9

本書は、臨床現場で押さえておきたい検査について、その検査目的、基準値、
主な疾患、ケアのポイントなどをコンパクトにまとめた1冊です。基準値と異
常値が一目でわかるような紙面構成で、いざというときに必要な情報がすぐ
に見つかります。さらに知っておきたい数式や欧文略語の一覧も付けました。

ハローキティの 早引き 看護用語・略語・聞き言葉辞典 第2版
飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,260円

A6判 ISBN5165-5

看護

学校で覚える看護用語、欧文略語やカナ用語の他に、実際に職場に配属され
て初めて聞くような聞き言葉は、新人看護師の悩みの種です。本書は第2版
で大幅にこの「聞き言葉」を増やしました。さらに、どういった場面で使わ
れるのか、キティのイラストを用いて解説しています。

ハローキティの図解人体解剖用語辞典
飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,575円

A6判 ISBN4813-6

既刊の『ナースのための 図解 人体解剖用語辞典』をわかりやすくし、ハ
ローキティと仲間たちが医療の現場で飛び交う解剖学用語を解説します。コ
ラムや図版を充実するため、80ページ増とします。キャラクターを使った看
護に役立つシール付き。

ハローキティの早引き看護に役立つハンドブック
西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN4815-0

看護師が押さえておきたい基本的な看護技術や処置法、からだのしくみなど
について、ハローキティとその仲間たちが、やさしく解説します。持ち運び
しやすいポケットサイズ。キャラクターを使った看護に役立つシール付き。
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ハローキティの早引き急変・救急看護ハンドブック第2版
有賀徹：監修 ̶̶ 税込価格1,300円

A6判 ISBN5306-2

本書は、救急医療の現場において、看護に携わる看護師、これから看護師に
なろうとしている看護学生が、急変・救急時に必要とされる医療の基礎知識、
看護の重要ポイント、特に注意するべき事項などをわかりやすく解説した、急
変・救急看護ハンドブックです。ナビゲーションはもちろんハローキティです！

ハローキティの早引き看護・カルテ用語ハンドブック
飯田恭子：著 ̶̶ 税込価格 1,470円

A6判 ISBN4838-9

ハローキティの看護シリーズの続刊企画。カルテに記載される頻度の高い英
単語をアルファベット順に掲載するほか、欧文略語、カタカナ看護用語を紹
介しています。ハローキティとその仲間たちが楽しくわかりやすく解説しま
す。キャラクターを使った看護に役立つシール付き。

ハローキティの早引き注射・輸液・輸血・採血ハンドブック
西崎統：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A6判 ISBN4847-1

ハローキティと仲間たちが注射、輸液、輸血、採血をわかりやすく解説します。
巻頭には注射の種類や器具、医療事故を防ぐ確認方法を写真とイラストで掲
載。より責任を持って仕事に向き合いたいナースを励ます1冊とします。キャ
ラクターを使った看護に役立つシール付き。

ハローキティの早引き消化器疾患ハンドブック第2版
高橋信一：監修 ̶̶ 税込価格1,200円

A6判 ISBN5340-6

ハローキティの早引き脳神経疾患ハンドブック第2版
千葉厚郎：監修 ̶̶ 税込価格1,200円

A6判 ISBN5284-3

医療の現場では、高齢者の増加にともない、脳卒中などの脳神経疾患を有す
る患者に直面することが多くなります。こうした患者の看護には、脳神経疾
患を専門としない部門でも、病気に対する正しい知識が不可欠です。本書は、
脳の解剖と生理、さまざまな症状、検査、治療を、やさしく解説します。

ハローキティの早引き内視鏡検査・治療ハンドブック
高橋信一＋小山元一：監修 ̶̶ 税込価格 1,659円 A6判 ISBN4869-3
ハローキティのキャラクターを起用した、文庫判の看護書シリーズ。本書は、
既刊本である『ナースのための早引き内視鏡検査・治療ハンドブック』をわか
りやすくするとともに、32ページを増量し、内視鏡の検査と治療に関するFAQ
を設け、多くの現場での実際を新米看護師は早わかりで知ることができます。
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消化器疾患について、看護の現場で必要な基礎知識をコンパクトにまとめまし
た。消化器の役割から、解剖・生理、疾患、検査、治療まで、写真やイラスト
を交えて解説しています。また、代表的な消化器疾患については、看護現場で
役立つポイントや疾患の特徴を示した画像写真を掲載して解説しています。

ハローキティの早引き循環器疾患ハンドブック
半田俊之介：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN4872-3

ハローキティと仲間たちが主な循環器疾患とその看護についてわかりやすく
解説します。内容も16ページ増とし、救命処置の手順、手技の解説を充実さ
せます。疾患ごとに「看護のポイント」「日常生活の注意」も見やすくまと
めているので、現場で役立つ1冊です。

ハローキティの早引き整形外科ハンドブック
加藤龍一：監修 ̶̶ 税込価格 1,470円

A6判 ISBN4889-1

ハローキティと仲間たちが、骨格や筋肉の構造から、主な疾患、その手術方
法までをわかりやすく解説。内容も32ページ増とし、骨や筋肉の図解を多数
掲載し、合併症についても詳しく紹介。現場のナースに役立つ、「看護のポ
イント」も載っています。

ハローキティの早引き人工呼吸ケアハンドブック
樫山鉄矢＋勝博史：著 ̶̶ 税込価格 1,470円 A6判 ISBN4947-8
看護師が押さえておきたい人工呼吸器の基本とケアについて、ハローキティ
とその仲間たちが、やさしく解説します。人工呼吸器のしくみや準備のしか
た、吸引や口腔ケアのしかた、アラームへの対処のしかたなど、現場の疑問
に即応する内容となっています。

ハローキティの早引き看護に役立つデータブック
西崎泰弘：監修 ̶̶ 税込価格 1,365円

A6判 ISBN4991-1

看護

看護に役立つ数値やデータを、緊急時にでも素早くチェックできるように紹
介した1冊です。頻繁に使うけれど覚えにくい情報も豊富に掲載。いつもポ
ケットに入れて持ち歩けるサイズで、大人気のハローキティとその仲間達が
紙面に登場（シール付き）し、知りたいことがその場ですぐ探せます。

ハローキティの早引き周産期ケアハンドブック
中林正雄：監修 ̶̶ 税込価格 1,449円

A6判 ISBN5009-2

本書は、周産期医療に携わる看護師・助産師に必要な専門知識や看護実践の
方法を、コンパクトにまとめました。妊娠期・分娩期・産褥期から新生児の
ケアまで、わかりやすい文章と豊富なイラストで解説しています。

ハローキティの 早引き がんの痛みケアハンドブック
長瀬泰：著 ̶̶ 税込価格 1,449円

A6判 ISBN5125-9

本書は、がん性疼痛の治療とそれにともなう看護、疼痛の緩和に役立つ看護技
術などについて、簡潔に、かつ必要な情報が簡単に見つけられるようにまとめ
ました。治療で使用される薬物の知識から、精神的なケア、マッサージやアロ
マセラピーといった代替療法までをわかりやすく、コンパクトに解説します。
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オールカラー 看護師のための早引き検査値の読み方事典
西崎統：監修 ̶̶ 税込価格1,470円

B6変判 ISBN5211-9

臨床の現場でよく行われる検査について、その検査の目的、基準値、疑われる
病気、検査のポイント、看護のポイント等を、オールカラーで、わかりやすく
コンパクトに解説しました。疾患別に必要な検査を説明する章を設けています
ので知りたい情報がすぐに見つかります。携帯に便利なハンディサイズです。

プロが教える本当に役立つ介護術
福辺節子：監修 ̶̶ 税込価格1,380円

B5判 ISBN5341-3

お年寄りの意欲や機能を引き出すことで介助者の負担を減らし、介護する人・
される人双方にとって快適な「福辺流介助術」。本書では、福辺流介助術を
もとにした、寝返り、立ち上がり、歩行、車イスと移乗、排泄などの介護方
法を、順を追って豊富なイラストでわかりやすく説明しています。

早引き 介護用語ハンドブック 第3版
菅山信子：監修 ̶̶ 税込価格 1,575円

A6判 ISBN5191-4

介護に関する重要用語2500語について、簡潔にわかりやすく解説したオール
カラーの用語集です。介護用語はもちろん、医学用語、福祉用語まで、介護
現場で使われる用語を幅広く収録。動作の名称や介護用品の形・使い方など
を解説する図表を豊富に掲載しています。新たな用語・図表を追加した最新版。

早引き介護のための医学知識ハンドブック
高瀬義昌：監修・著＋日本訪問看護振興財団：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 A6判 ISBN4929-4

早引き

介護記録の書き方＆文例ハンドブック

下地清文：著 ̶̶ 税込価格 1,680円

A6判 ISBN4987-4

現場の介護職が日々の記録を書くのに役立つよう、各種記録の書き方のポイ
ントと文例集をコンパクトサイズにまとめました。伝わる文章の書き方から
丁寧に解説し、利用者の生活場面別に豊富な文例を収録しているので、この

1冊で介護記録がぐんとスムーズに書けるようになります。

早引き介護のための薬の事典
苛原実：監修・著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A6判 ISBN4933-1

高齢社会が進み、介護を必要とする人が増えています。このような状況の中、
介護者が服薬介助を行う機会も増えつつあります。介護者が、介護の現場で
よく見る薬の特徴と副作用をわかりやすく写真とともに解説したのが本書で
す。
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看護

介護スタッフは、介護の現場で、看護スタッフや医師といった医療関係者と相
談・連携することも珍しいことではなく、むしろより良い介護を行うためには
不可欠といえます。本書はそんな場面で活用できるように、介護スタッフが疑
問や不安を持っている医学的な知識についてわかりやすく解説しています。

早引き 介護の基本技法ハンドブック
福辺節子：監修 ̶̶ 税込価格 1,890円

A6判 ISBN5149-5

この本で紹介する介助法の基本となる考え方は、「介護を受ける人に、持っ
ている能力を目一杯使ってもらうようにする」「介護という他人に関わる特
別な行為を行う際に、心得ておかなければならない基本を踏まえる」の二点
です。この考え方に基づいた介助法をイラストや写真でわかりやすく紹介し
ています。

早引き 介護の急変時対応ハンドブック
佐々木静枝：著 ̶̶ 税込価格1,785円

A6判 ISBN5221-8

介護職の方に向けた、生命の危機に直結するような緊急時や、症状の急変時、
また事故への対応とその予防等をまとめた一冊です。突発的に起こるこれら
の出来事へは、普段からの準備がないと即座に対応できません。本書は、急
変時や事故時の対処法をていねいに、わかりやすく解説しました。

早引き介護の感染症対応ハンドブック
工藤綾子：著 ̶̶ 税込価格1,700円

A6変判 ISBN5353-6

感染症が蔓延すると、お年寄りが命の危険にさらされることになります。介
護職従事者は、プロとして、そういうことのないように、日々、感染症に対す
る予防、対応・対策を行わなければなりません。本書は、カラーイラスト、カ
ラー写真をふんだんに使い、感染症の概要、予防、対応・対策を解説しました。

早引き 介護の声かけ＆コミュニケーション
金田由美子：監修 ̶̶ 税込価格1,785円

A6判 ISBN5222-5

看護

本書は、声かけやコミュニケーションの基本的スキルを紹介するとともに、高
齢者との良好な関係をつくっていくためのヒントを「挨拶」
「食事」
「排泄」
「入
浴」
「送迎」といった生活場面の中で具体例をあげ、解説しました。巻末には
付録として、昭和の流行語や流行歌、できごとを一年ごとに紹介しました。

早引き 介護の栄養管理ハンドブック
田中弥生：監修+工藤美香：著 ̶̶ 税込価格1,890円 A6判 ISBN5243-0
高齢者の多くは、何らかの病気をかかえて生活しており、栄養ケアの継続が
必要な場合が少なくありません。本書は、介護スタッフが食事ケア、栄養ケ
アを基本から身につけて実践できるように、ポイントを簡潔にまとめ、病態
別にわかりやすく解説しました。介護の現場で必ず必要とされる一冊です。

早引きケアマネジャーのための医療知識ハンドブック
あさくらよしこ：監修 ̶̶ 税込価格1,900円 A6判 ISBN5246-1
知りたい時にすぐに読めるように、医療・医学の知識をコンパクトにまとめ
ました。
「人体の構造と機能」から「高齢者の身体」、「疾患と症状」、「終末
期のケアプラン」までわかりやすく図説しています。
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早引きケアマネジャーのためのケアプランの書き方＆文例集
榊原宏昌：著 ̶̶ 税込価格1,800円

A6判 ISBN5336-9

本書は、ケアプランを作成するためのハンドブックです。第1章〜第4章では、
ケアプランの目的からケアプラン作成の流れ、ケアプラン作成に必要な各書
式などについて、ていねいに説明しています。第5章ではニーズ別に、第6章
ではサービス別で引けるように、ケアプラン文例を掲載しました。

高齢者のための

かんたん・楽しいレクリエーション

坂本宗久＋松林誠志：著 ̶̶ 税込価格 1,890円 B5判 ISBN4952-2
介護施設やデイサービス等の福祉施設で行う、簡単なレクリエーションとも
の作りを紹介した本です。本書では、レクリエーションの手順をわかりやす
く解説するのはもちろんのこと、盛り上がるためのポイント、アレンジを加
えてより楽しくするポイント等を紹介しています。また、手先を使った簡単
な「もの作り」も紹介しています。

CD付き 高齢者のための楽しい音楽レクリエーション
国立音楽院：監修 ̶̶ 税込価格 1,995円

CD

B5判 ISBN4997-3

音楽療法士である監修者による、音楽療法の要素を取り込んだレクリエー
ションを数多く解説しています。具体的には手足を動かして機能回復を目指
すもの、回想法と呼ばれる昔を思い出す心理療法的なレクリエーションを音
楽を使い行う方法等を、手順のイラストとともに丁寧に解説していきます。
付属のCDには、ピアノ伴奏を収録。

介護に役立つ！やさしくわかる認知症ケア
本間昭＋六角僚子：著 ̶̶ 税込価格 2,310円 B5判 ISBN4993-5

口腔機能向上のためのレクリエーション＆トレーニング

折込

江崎久美子+吉川美加：監修 ̶̶ 税込価格1,800円 B5判 ISBN5315-4
介護スタッフの方を対象に、
介護施設やデイサービス等の福祉施設で行う「口
腔機能向上」のためのレクリエーションやマッサージ、トレーニングをまと
めた一冊です。唾液分泌を促すことを中心に、遊びながら、楽しみながらで
きるレクリエーションをイラストでわかりやすく解説しています。

基礎からわかる生理学
岡田隆夫：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN4447-3

覚えることばかりの生理学を興味深いトピックスで楽しく読み進められるよ
うに工夫し、また、よく言われる誤解を正しながら、しっかり詳しく解説し
ています。足は第2の心臓と言われる根拠はあるのか、筋肉痛となる本当の
理由は何なのか、など素朴な疑問から専門的な疑問まで丁寧に答えています。
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看護

認知症に関する基本的な知識からケア方法まで詳しく解説しています。また
介護するなかで、悩みや不安を感じている介護士のストレスを解消するため
のヒントも満載しています。介護の現場に足を運んで生の声を大切に制作し
ており、現場で役立つ1冊といえます。

基礎からわかる解剖学
竹田津文俊：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN4776-4

解剖学は人体の臓器の形態や機能を理解する学問です。各臓器、血管、分泌系、
神経系、筋肉、骨格と、どれをとっても重要であることにはかわりありません。
本書では、暗記するだけではなく、全体がすっと頭に入るように体系的に理
解できるように構成しました。

基礎からわかる薬理学
井上忠夫：著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN4974-4

薬が人の体に作用するメカニズムから新薬開発のプロセス、薬の形状の意味
などの薬学の基本から、循環器や呼吸器、消化器、神経系、感覚器官など人
体各部それぞれに作用する、症状や疾患に効果がある薬を、とことん具体的
に、丁寧に解説しています。

基礎からわかる免疫学
三村俊英：編著 ̶̶ 税込価格 1,890円

A5判 ISBN5035-1

感染症から自分を守る免疫のしくみと、花粉症やアトピー性皮膚炎などのア
レルギーや関節リウマチなどの自己免疫疾患、そしてがんについて、最新の
治療法をふくめて詳しく解説しました。さらに免疫について詳しく知りたい
人や自己免疫疾患の検査・薬剤についても章を設けて丁寧に解説しています。

基礎からわかる病理学
浅野重之：著 ̶̶ 税込価格 2,100円

A5判 ISBN5072-6

看護

病理学を体系的に理解できるように、
「総論」「各論」に分けて解説しました。
視覚的にも理解できるように数多くの貴重な写真も満載です。さらに学生に
も役立つように、難しい用語、専門用語にはふりがなを付けました。医学生、
医療技術系・看護系の学生やスタッフの方々に役立ちます。

基礎からわかる服薬指導
浜田康次・吉江文彦・山口晴美：著 ̶̶ 税込価格 2,310円 A5判 ISBN5123-5
本書では、薬事法や薬剤師法、健康保険法はもちろんのこと、薬の形状や服
用のタイミングなどの基礎知識、薬や人体に及ぼす影響（効能、副作用、相
互作用）
、処方箋のチェックや薬歴管理などについて説明するとともに、人
体の各臓器別に、処方されるおもな薬剤について、詳しく解説しました。

基礎からわかる感染症
本田順一＋操華子：編著 ̶̶ 税込価格2,310円 A5判 ISBN5228-7
現在の医療では、
感染症に細心の注意を払うよう求められています。そのため、
とくに専門的な知識を持った医師、
感染症専門医が用意されています。本書は、
研修医や新任の医師、看護師の方々のために、感染症専門医と感染症に対し
て豊富な経験を持つ看護師が書いた、感染症と感染症対策の入門書です。
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オールカラーしっかり学べる！栄養学
川端輝江：編著 ̶̶ 税込価格2,400円

折込

A5判 ISBN5275-1

栄養学について、その概念から、各栄養素の役割、作用のしくみまで、豊富な
図とイラストで丁寧に解説しました。栄養学をきちんと学びたい方、管理栄養
士を目指している方におすすめの一冊です。巻頭では実際に管理栄養士として
働く人にインタビューを行い、栄養学の実践現場の声を掲載しています。

早わかり解剖学ハンドブック
吉田篤：監修＋左明：著 ̶̶ 税込価格 2,520円 新書判 ISBN4978-2
医師、理学療法士（PT）
、作業療法士（OT）、看護師に必要な知識である解
剖学を、美しいフルカラーイラストを多数掲載し、詳しく丁寧に解説。付属
の赤シートで効果的に復習できます。携帯でき、手のひらに収まるハンドブッ
クの決定版です。

早わかり 生理学ハンドブック

赤いシート

坂本幸哉：監修 孫明洲：著 ̶̶ 税込価格 2,525円 新書判 ISBN4979-9
医師もちろん、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、看護師に必要な知識
である生理学を、美しくリアルな、フルカラーイラストを多数掲載し、詳し
く丁寧に解説しました。付属の赤シートを使えば効果的に学習、復習ができ
ます。医療従事者必携の生理学ハンドブックの決定版です。

早わかり リハビリテーション用語・略語・英和辞典
武久洋二：監修＋山口典孝：著 ̶̶ 税込価格 2,940円 新書判 ISBN4980-5

ハローキティのはじめてのモニター心電図入門
丹野郁＋浅野拓＋笠間恵：監修 ̶̶ 税込価格 1,680円 B5判 ISBN4946-1
ハローキティの新しい看護書です。ベテラン医師のいぬ先生、新米医師のダ
ニエル君、新米看護師のキティとその仲間たちが、モニター心電図について
やさしく、楽しく解説します。全体を通して会話形式の親しみやすい解説で
展開します。

やさしくわかる小児看護技術
草柳浩子：編著＋岩瀬貴美子：著 ̶̶ 税込価格 2,520円 B5判 ISBN5016-0
看護学生や新米看護師に最適な小児看護の技術書です。連続写真で手順をわ
かりやすく説明。合わせてポイントや注意事項も盛り込みました。さらには
大切な基礎知識も図版やデータを掲載し丁寧に解説しました。看護実習の予
習にも大いに役立つ本です。
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看護

理学療法士（PT）
、作業療法士（OT）、に必要な、リハ用語、リハ略語、リ
ハ英単語、
そして筋の英名、
骨用語の英名を、フルカラーで解説。付属の赤シー
トで効果的に復習できます。携帯でき、手のひらに収まるリハビリテーショ
ン用語辞典の決定版です。

プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト事典

赤いシート

石井直方+荒川裕志：著 ̶̶ 税込価格1,500円 A5判 ISBN5326-0
骨格筋のひとつひとつを、CGを駆使してビジュアル解説。筋が付着する位置か
ら全体の形状、起始・停止の位置、筋繊維のタイプや方向、長さまで正確にわ
かります。最新研究に基づいた情報と解説も満載で、各筋の特長がよくわかり
ます。暗記に便利な赤シート付きで、医療・介護・スポーツ関係者、必携の一冊。

看護
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