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¡ココアはカラダとココロを温める ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8
¡在宅医ココキン帖 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8
¡クリニックナースがナビゲート 子ども外来ケア ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 46
¡子どもと家族・医療者で共につくる医療安全
（小児看護2017年7月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
（小児看護2011年7月臨時増刊号）̶̶̶̶̶ 58
¡子どもの痛みの看護ケア

iv

索引／こど〜しょ
¡子どもの外来看護 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
¡子どもの看護技術 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 49
（小児看護2015年7月臨時増刊号） ̶ 58
¡外来でよく使用される子どもの薬
（小児看護2013年7月臨時増刊号）̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡子どもの白血病
¡子どもを理解する ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 49
¡救急現場活動シリーズ・3 コミュニケーションと問診 ̶̶̶̶̶̶̶ 26
¡これからの精神保健福祉 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 35
¡これからの小児救急電話相談ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47
¡これぞ達人の技！最新の消化器内視鏡外科手術
（消化器外科2018年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡これでナットク 母乳育児 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 53
¡こんなに変わった子宮がん検診

さ行
¡災害医療 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 22
¡最新 救急医療機器総覧2020（救急医学2020年6月臨時増刊号）44巻7号 ̶ 59
¡これぞ達人の技！最新の消化器内視鏡外科手術
（消化器外科2018年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡在宅医ココキン帖 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8
¡事件現場における 事態対処医療標準ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶ 14
¡事態対処医療 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 16
¡実践へのフィードバックで活かすケア技術のエビデンス ̶̶̶̶̶̶ 42
¡実践へのフィードバックで活かすケア技術のエビデンスⅡ ̶̶̶̶̶ 42
¡実践へのフィードバックで活かすケア技術のエビデンスⅢ ̶̶̶̶̶ 43
¡シナリオで理解する！手指衛生トレーニング ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41
¡シナリオで理解する！手指衛生トレーニング2 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 3巻）̶̶̶̶̶ 33
¡社会学
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 4巻）̶̶ 33
¡社会福祉原論
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 7巻）̶̶̶ 33
¡社会保障論
¡ケアの基本がわかる重症心身障害児の看護 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47
¡ケアの基本がわかる 重症心身障害児の看護計画 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47
¡重症心身障害児のトータルケア ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 49
（へるす出版新書） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 52
¡重度認知症治療の現場から
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶ 53
¡目を向けよう！重度認知症の世界に
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶ 54
¡聞いてみた！重度認知症の治療者に
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶ 54
¡もの申す！重度認知症の治療現場から
（ガイドライン） ̶̶̶̶̶ 22
¡救急医療における終末期医療に関する提言
（消化器外科2014年4月臨時増刊号）̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡手術記録の書き方
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶ 55
¡手術室のマエストロ！ 麻酔科医の行く先
（消化器外科2012年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶ 58
¡術前・術後管理必携
（消化器外科2020年4月臨時増刊号）
43巻5号 ̶ 58
¡術前・術後管理必携2020
¡障害者に対する支援と障害者自立支援制度
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 11巻）̶̶̶̶̶̶ 33
¡消化管・肝胆膵 ベッドサイドイメージング ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 5
¡わかりやすい消化器癌治療のコンセンサス
（消化器外科2015年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
「消化器外科」
臨時増刊号 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡
¡消化器内視鏡下手術シリーズ〜標準的手技を学ぶ 全8巻 ̶̶̶̶̶̶ 6
¡消毒と滅菌のガイドライン ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 12
（小児看護2016年7月臨時増刊号）̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡小児看護技術の基本
¡小児看護ケアモデル実践集 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
¡小児看護事典 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 49
¡小児看護と看護倫理 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 46
●途中の文字を頭出しとしている場合は、ゴシック体で表しています。

v

索引／しょ〜せい
（小児看護2012年7月臨時増刊号）̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡小児看護と看護倫理
「小児看護」
臨時増刊号̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡
¡これからの小児救急電話相談ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47
¡小児ケアのための発達臨床心理 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 50
¡小児初期救急診療ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 23
¡小児初期救急への挑戦̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 23
¡エビデンスに基づいた 小児腸重積症の診療ガイドライン ̶̶̶̶̶ 19
¡新版 小児生理学 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
（小児看護2014年7月臨時増刊号）̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡小児の在宅看護
¡小児のストーマ・排泄管理の実際 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 50
（小児看護2019年7月臨時増刊号）̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡小児の入退院支援
¡診療報酬まるわかり 小児の入退院支援と訪問看護実践ガイド ̶̶̶ 46
¡ナースのための小児の病態生理事典 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 49
（小児看護2018年7月臨時増刊号） ̶̶ 58
¡小児の訪問看護と在宅サポート
¡救急現場活動シリーズ・1 傷病者の搬送と移乗 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 26
¡知りたいことがすぐわかる 病態生理 疾患編 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 44
¡知りたいことがすぐわかる 病態生理 症候編 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 44
¡事例で学ぶ 実践！看護現場のリーダーシップ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 39
（消化器外科2016年4月臨時増刊号）̶ 58
¡新／アトラスで学ぶ 達人の手術
¡新解釈 わかりやすい救急救命士法 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 25
¡神経蘇生研修指導者ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 17
¡新 手術記録の書き方（消化器外科2019年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶ 58
¡身体疾患患者の精神看護 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 40
¡新 弾性ストッキング・コンダクター ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 43
¡心停止における心拍再開後ケア ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 18
¡心電図モニター ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 42
¡新版 小児生理学 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
¡新版 ストーマ手術アトラス ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 5
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 2巻）̶̶̶̶̶ 33
¡心理学
¡現場で使い尽くす 診療ガイドライン選集2018
（救急医学2018年9月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
¡診療報酬まるわかり 小児の入退院支援と訪問看護実践ガイド ̶̶̶ 46
¡救急救命士ステップアップ9 上・下巻 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 28
「ストーマ装具選択基準」
で導く ストーマ装具選択の実際 ̶̶̶̶̶̶ 42
¡
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
（精神保健福祉士養成セミナー 1巻）
¡精神医学
¡精神科救急医療ガイドライン ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 19
¡精神科救急医療ガイドライン 2015年版 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 16
¡精神障がい者のための就労支援 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 35
（精神保健福祉士養成セミナー 2巻）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
¡精神保健学
¡精神保健学/序説 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 35
［基礎］
［専門］
¡精神保健福祉援助演習
（精神保健福祉士養成セミナー 7巻） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
¡精神保健福祉援助実習指導・現場実習
（精神保健福祉士養成セミナー 8巻） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
¡精神保健福祉士国家試験 専門科目キーワード̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 34
¡精神保健福祉士国家試験問題 解答・解説集 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 34
（全11巻） ̶̶̶̶̶̶ 33
¡精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー
¡精神保健福祉士のためのスクールソーシャルワーク入門 ̶̶̶̶̶̶ 34
¡精神保健福祉士養成セミナー 全8巻̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
［基礎］
［専門］
¡精神保健福祉相談援助の基盤
（精神保健福祉士養成セミナー 3巻） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
¡精神保健福祉の制度・サービスと生活支援システム
（精神保健福祉士養成セミナー 6巻） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32

vi

索引／せい〜はつ
¡精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ
（精神保健福祉士養成セミナー 4巻） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
¡精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ
（精神保健福祉士養成セミナー 5巻） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 32
15分ルールをめざして（へるす出版新書）̶̶̶̶̶ 55
「攻めの救急医療」
¡
¡潜在看護師復職支援テキスト ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 44
¡臓器提供時の家族対応のあり方 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
¡臓器提供ハンドブック 終末期から臓器の提供まで ̶̶̶̶̶̶̶̶ 14
¡ソーシャルワーク 協働の思想 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 35
¡ソーシャルワークの理論と実践の基盤 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 36
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
¡続・もうひとつの謎解き
¡鼠径部ヘルニアの手術̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 5
¡組織移植Text Book ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 9
¡組織論からみた病院経営 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8

た行
¡大規模イベント医療・救護ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 14
「多職種相互乗り入れ型」
のチーム医療
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶ 55
¡
¡立つ・歩くことを考えた 脳性まひ児のリハビリテーション ̶̶̶̶̶ 46
¡胆膵EUS教本 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 5
¡新 弾性ストッキング・コンダクター ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 43
¡担当医としてこのように答えたい がん患者・家族からの質問 ̶̶̶̶ 7
¡胆道癌の外科 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 5
¡胆道閉鎖症診療ガイドライン ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 2
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 5巻）̶̶̶ 33
¡地域福祉論
（へるす出版新書） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 53
¡できれば晴れた日に
¡ガイドライン ドクターヘリ安全の手引き ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 22
¡ドクターヘリハンドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 16
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
¡特定看護師
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 55
「特定看護師
（仮称）
」
とは何か？
¡
¡救急現場活動シリーズ・4 特定行為 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 26
¡トリアージナースガイドブック2020 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41

な行
¡ナースのための くすりの事典2021 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 38
¡ナースのための小児の病態生理事典 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 49
¡救急車とリハビリテーション３ 長崎発 地域包括ケアとリハビリテーション
これからの地域医療のかたち ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 14
（へるす出版新書） ̶̶ 52
¡なぜ、かくも卑屈にならなければならないのか
（へるす出版新書）̶ 55
¡なぜ、患者と医者が対立しなければならないのか？
¡認知症診療7つの常識を斬る ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 10
「認知症の人が参加する研究の倫理」
に関する提言
¡
意思決定能力が低下した人を支援するために̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8
（救急医学2014年9月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶ 59
¡熱傷治療ガイド2014
¡熱中症 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 21
¡脳機能の電気生理学的検討 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 15
¡脳死 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 11
¡やさしく読める 脳・神経の基礎知識 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41
¡立つ・歩くことを考えた 脳性まひ児のリハビリテーション ̶̶̶̶̶ 46

は行
¡はじめての看護実習 基礎からステップアップ
看護コミュニケーション ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 40
¡発生状況からみた急性中毒 初期対応のポイント-家庭用品編- ̶̶̶̶ 15
●途中の文字を頭出しとしている場合は、ゴシック体で表しています。
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索引／はつ〜やさ
¡発生状況からみた 急性中毒 初期対応のポイント
農薬・工業用品
（TICs）
/化学剤編 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 15
¡発達障碍は心身症 急増現象を社会からみて診る ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 7
¡脾臓 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 3
®
（エアウェイスコープ ）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 20
¡ビデオ喉頭鏡
¡病院を支える人たち 病院長とゆかいな仲間たち ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 8
「病院船」
が日本を救う
（へるす出版新書） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
¡
¡病院前救急医学 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 17
¡Protect Your Hospital 病院内発生テロ対策マニュアル ̶̶̶̶̶̶ 14
¡知りたいことがすぐわかる 病態生理 疾患編 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 44
¡知りたいことがすぐわかる 病態生理 症候編 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 44
¡ファーストエイド ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 40
¡救急初療看護に活かす フィジカルアセスメント ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 38
¡基礎疾患のある小児の フィジカルアセスメント
（小児看護2020年7月臨時増刊号）
43巻8号 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
（消化器内視鏡下手術シリーズ第3巻）̶̶̶̶ 6
¡腹腔鏡下S状結腸切除術
¡腹腔鏡下アカラシア手術，GERD・食道裂孔ヘルニア手術
（消化器内視鏡下手術シリーズ第6巻）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
¡腹腔鏡下大腸切除ハンドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
¡腹腔鏡下胆囊摘出術・総胆管結石手術
（消化器内視鏡下手術シリーズ第2巻）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
（消化器内視鏡下手術シリーズ第8巻） ̶̶̶̶̶ 6
¡腹腔鏡下脾臓摘出術
（補助）
下幽門側胃切除術
¡腹腔鏡
（消化器内視鏡下手術シリーズ第5巻）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 6巻）̶̶ 33
¡福祉行財政論
（へるす出版新書）̶̶̶ 56
¡福祉は誰のために ソーシャルワークの未来図
¡フライトナース実践ガイド ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 43
¡フライトナースハンドブック ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 39
¡現場で使える プレホスピタル実践英会話ポケットブック ̶̶̶̶̶ 25
「本物
（プロ）
」
の医療者とはなにか
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶̶ 53
¡
¡看護に生かす ベッド回りの人間工学 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 42
¡へるす出版新書 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 52
（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 10巻）̶̶̶̶̶ 33
¡法学
¡保健医療サービス論（精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 9巻）̶ 33
¡母体救命 アドバンスガイドブック J-MELS ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 15
¡これでナットク 母乳育児 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
¡よくわかる母乳育児 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
¡母乳育児支援 理解度チェック問題集 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 47

ま・や・ら・わ行
¡膜と層を意識した消化器外科解剖
（消化器外科2017年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
¡今さら聞けない!? 学ぶ・教えるファーストエイド
（救急医学2020年11月臨時増刊号）
44巻13号 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 59
¡右結腸癌に対する腹腔鏡下結腸右半切除術
（消化器内視鏡下手術シリーズ第4巻）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 6
¡救急医療におけるメディカルコントロール ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 21
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶ 53
¡目を向けよう！ 重度認知症の世界に
（へるす出版新書） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 54
¡もうひとつの謎解き
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56
¡続・もうひとつの謎解き
（へるす出版新書）̶̶̶̶̶̶ 54
¡もの申す！重度認知症の治療現場から
¡薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキスト ̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 30
¡やさしく読める 脳・神経の基礎知識̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 41

viii

索引／よく〜わら
¡よくわかる アディクション問題 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 35
¡よくわかる母乳育児 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 48
¡より安全な医療をめざして リアルワールドの医療安全対策 ̶̶̶̶ 7
¡救急現場活動シリーズ・5 リーダーシップと救急隊長の役割̶̶̶̶̶ 27
¡臨床工学技士国家試験問題解説集 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 11
¡臨床工学技士のための高気圧酸素治療入門 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 10
¡臨床倫理入門 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 9
¡臨床倫理入門Ⅱ 各科領域の臨床倫理 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 9
¡エビデンスに基づいた リンパ浮腫実践ガイドブック ̶̶̶̶̶̶̶ 38
¡わかりやすい消化器癌治療のコンセンサス
（消化器外科2015年4月臨時増刊号） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 58
（へるす出版新書） ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 54
¡笑う角田には福が来る
0

0

●途中の文字を頭出しとしている場合は、ゴシック体で表しています。
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外科一般

胆道閉鎖症診療ガイドライン
編著：日本胆道閉鎖症研究会

医療関係者の本症に対する経験が十分でなく，診断や手術の遅れ，統一した治療などが
なされていない現状がある．本ガイドラインは，胆道閉鎖症の早期発見のための適切な
診断について明らかにし，最適な手術的治療および薬物治療や医療者の介入により，患
者の良好なQOLと予後を得ることを目指すことを目的に作成．①スコープ
（臨床的特徴，
疫学的特徴）
，診断，治療，合併症，予後をベースに構成．②臨床現場の需要に即した
クリニカルクエスチョン（CQ）を掲げるとともに，エビデンスの強さ，推奨度を提示．
定価4,400円（税込）132ページ B5判 ★978-4-89269-962-7

2018年10月

外科医の悲劇

崩れゆく帝王の日々
著者：Jürgen Thorwald

訳：小川道雄

20世紀前半にもっとも偉大な外科医として名を馳せたザウエルブルッフが晩年，精神面の崩壊
が進みつつ，それを自覚せずに手術を続けたために起こした数々の過ちと，手術を止められな
かった周囲の状況を，事実に基づいてドラマチックに描いたドキュメンタリー．果たして個人の
問題か，医療界の問題か，社会体制の問題なのか？ 日本を代表する外科医・小川道雄による
完全新訳版．
定価2,750円（税込）340ページ A5判 ★978-4-89269-821-7

2013年11月

外科医の帝国

現代外科のいしずえ
著者：Jürgen Thorwald

上

訳：小川道雄

全身麻酔，防腐法，無菌法の発見を契機に，外科医による人体の「未踏破地」征服の
ための闘いが始まった．本書は，その飽くなき挑戦と熾烈を極めた競争の実態を，事
実に基づいて描いた医学ドキュメンタリーである．好評の前作「外科医の世紀 近代
医学のあけぼの」に続くトールヴァルト著作の翻訳本・上巻．
定価3,080円（税込）390ページ A5判 ★978-4-89269-733-3

2011年7月

外科医の帝国

現代外科のいしずえ
著者：Jürgen Thorwald

下

訳：小川道雄

全身麻酔，防腐法，無菌法の発見を契機に，外科医による人体の「未踏破地」征服の
ための闘いが始まった．本書は，その飽くなき挑戦と熾烈を極めた競争の実態を，事
実に基づいて描いた医学ドキュメンタリーである．
「外科医の帝国 現代外科のいしず
え 上 」に続くトールヴァルト著作の翻訳本・下巻．
定価3,080円（税込）322ページ A5判 ★978-4-89269-853-8

2014年11月

外科医の世紀

近代医学のあけぼの
著者：Jürgen Thorwald

訳：小川道雄

麻酔のない時代，細菌が発見されていない時代，消毒など思いも及ばない時代がつい
150年前まであった．現在では当たり前の医療は，先駆者たちの血のにじむような努力
と，名もなき厖大な数の犠牲者の上にたって達成されたのである．感動の医学ドキュ
メンタリーが，読みやすい完全新訳版としてここに蘇った．
定価3,960円（税込）540ページ A5判 ★978-4-89269-567-4

2

2007年4月

外科一般

脾臓
基礎と臨床
編集：冲永功太帝京大学医学部外科

重量わずかに70〜100gの脾臓は，消化器系，循環器系，内分泌系などには分類されず，
それゆえ「神秘の臓器」と呼ばれ，その研究も少数の研究者にゆだねられてきた．
本書は，現在明らかにされている脾臓の機能・研究のすべてをその歴史から説き起こ
し網羅した，わが国唯一の成書である．
定価13,200円（税込）426ページ A4判 ★978-4-89269-726-5

2011年5月

外科学臨床講義
考える臨床医であるために知っておきたい外科学の最近の進歩
著者：小川道雄

サイトカイン，癌遺伝子，ミスマッチ修復遺伝子，接着分子，SIRS，多段階発癌機構，
転移の分子機構，genetic instabilityなど，医科学の進歩をわかりやすく，ていねいに
解説．創意と発見，明晰な指摘に満ちた本書は，小川外科学の精華ともいうべき必読
の好書である．
定価21,359円（税込）530ページ B5判 上製 函入 ★978-4-89269-232-1

1995年10月

外科学臨床講義Ⅱ
考える臨床医であるために知っておきたい外科学の最近の進歩
著者：小川道雄

外科臨床の最大のテーマである腫瘍を中心に据えながら，発癌機構から原因・診断・
治療・予後に至るまでの過程を，分子生物学，侵襲学の視点を取り入れ，わかりやす
く解説．創意に満ち，示唆に富む本書は，進歩し続ける小川外科学の真骨頂といえ，
高い評価を得ている．
定価20,900円（税込）526ページ B5判 上製 函入 ★978-4-89269-379-3

2001年1月

外科学臨床講義Ⅲ
考える臨床医であるために知っておきたい外科学の最近の進歩
著者：小川道雄

第Ⅲ巻では2000〜2002年までの3年間に行った臨床講義を収載してあり，本書をもっ
て，著者が熊本大学で行った臨床講義をすべて記録にとどめたことになる．教科書か
らは得ることのできない知識を教示するとともに，考える道すじを明解に示す，示唆
に富む必読の講義録である．
定価14,300円（税込）356ページ B5判 上製 函入 ★978-4-89269-454-7

2003年9月

外科学臨床講義Ⅳ（別巻１）

最終講義：こころ 分子におきて メスを構えるべし
著者：小川道雄

熊本大学退官前に行った「最終講義」をはじめ，第55回日本消化器外科学会会長講演
など，珠玉の5講演を集めた記録集．外科臨床医，研究者として，また熱心な教育者と
して知られる著者が，後進のために贈る渾身のメッセージ．これからの外科医のあり
方を教える好著．最終講義のようすを映すDVD付き．
定価14,300円（税込）304ページ B5判 上製 函入 DVD付 ★978-4-89269-460-8

2003年12月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。

3

外科一般
外科学臨床講義Ⅴ（別巻2）

研修医のための早朝講義
著者：小川道雄

本書は，2002年に著者が熊本大学第二外科において24回行った「新入医局員に対する
早朝講義」をまとめたものである．医の倫理，医師のあり方，日頃の修練，患者への
対応等，現在の医学教育に欠けている重要なテーマを取り上げており， 社会人として
の常識をわきまえた医療人 育成のために最適な書である．
定価14,300円（税込）470ページ B5判 上製 函入 ★978-4-89269-469-1

4

2004年3月

消化器外科・内科

胆膵EUS教本

コンベックスEUSを極める
監修：大西 洋英独立行政法人 労働者健康安全機構
編集：関根 匡成自治医科大学附属さいたま医療センター 総合医学第一講座
編集協力：胆膵EUS教本作成委員会

本書は，コンベックスEUSで確実な胆膵スクリーニング観察，腹腔内血管や脾臓などの関連臓器の観察，最終的には縦隔の観察や術後腸管症
例の観察をマスターできるよう，豊富な写真で図解．加えて，37の動画がQRコードからすぐに閲覧でき，初学者だけでなく，ある程度経験
を積んだ先生方にも目からウロコで，十二分に役立つ プロの技 を収載．膵臓，胆管など腹腔内臓器の解剖の理解も進めていただきたい．
定価4,620円（税込）80ページ B5判 ★978-4-89269-944-3

2018年4月

鼠径部ヘルニアの手術
監修：沖永
編集：松本

功太
純夫／柵瀬

信太郎／早川

哲史

本書では，解剖的基礎部分を従来からの鼠径部切開法における場合と，腹腔鏡下手術
を施行する際に必要な重要な局所解剖とに分けて詳細に解説している．鼠径部ヘルニ
アの手術はさまざまな手術手技があるなかで，エキスパートが再発や合併症のないヘ
ルニア手術の実現を願い，多くの図や写真を掲示して解説している．
定価15,400円（税込）368ページ A4判 ★978-4-89269-966-5

2018年11月

胆道癌の外科
世界制覇への軌跡
著者：二村雄次
編集協力：NPO 名古屋外科支援機構

次世代の肝胆道外科医へのメッセージとして，19世紀後半から現在までの胆道癌の外
科の歴史を紐解く．日本の肝胆道外科が世界のトップに上りつめていく軌跡を，400余
の文献を基に紹介する．世界のトップを突き進む日本の肝胆道外科医必読の一書．
定価9,900円（税込）346ページ A4判 ★978-4-89269-922-1

新版

2017年4月

ストーマ手術アトラス

編著：塚田邦夫高岡駅南クリニック院長／渡辺

成川口市立医療センター

2002年に「ストーマ手術アトラス」を刊行してから約10年の間にストーマを取り巻く
医学・医療は目覚ましい進歩を遂げた．本書は，これらの進歩をすべて反映するとと
もに，ストーマ手術の最新の知識・手術手技を網羅した．手技の詳細とともにそのポ
イントを的確にイラストで示すことにより，非常に理解しやすい内容となっている．

定価8,360円（税込）238ページ A4判 ★978-4-89269-764-7

消化管・肝胆膵

2012年3月

ベッドサイドイメージング

フリーソフトウェアOsiriXでつくる３Dナビゲーション
著者：杉本真樹

[MAC対応]

月刊誌『消化器外科』に2006年より連載し，好評を博した「OsiriXによるＣＡＤシス
テム構築」をもとに，臨床医が短時間で簡単に高解像画像を再構築し，臨床に即した
実践的な利用ができるように編集．ＯsiriXを紹介し，症例を提示し解析作業を解説．

定価8,800円（税込）160ページ A4判 DVD付 ★978-4-89269-688-6

2009年7月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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消化器外科・内科

消化器内視鏡下手術シリーズ
〜標準的手技を学ぶ
監修：木村泰三

本シリーズは，開腹手術とは大きく異なる内視鏡下手術を安全に行うための標準手
技をまとめた内視鏡下手術のスタンダードと呼ぶべき手術書．内視鏡下手術の初心
者から熟練者まで対応しており，日本内視鏡外科学会技術認定の取得を目指す方に
とっても有用な一冊である．
各巻B5判

1 基本手術手技
編著：加納宣康

★978-4-89269-610-7 定価6,160円（税込）144ページ 2008年8月

2 腹腔鏡下胆囊摘出術・総胆管結石手術
著者：徳村弘実

★978-4-89269-611-4 定価4,400円（税込）100ページ 2008年1月

3 腹腔鏡下S状結腸切除術
編集：小西文雄

著者：河村 裕

★978-4-89269-612-1 定価5,940円（税込）140ページ 2012年5月

4 右結腸癌に対する腹腔鏡下結腸右半切除術
編集：渡邊昌彦

著者：國場幸均

★978-4-89269-613-8 定価4,180円（税込）92ページ 2012年4月

5 腹腔鏡（補助）下幽門側胃切除術
編集：北野正剛

著者：白石憲男／安田一弘

★978-4-89269-614-5 定価5,940円（税込）140ページ 2008年1月

6 腹腔鏡下アカラシア手術，GERD・食道裂孔
ヘルニア手術
著者：柏木秀幸

★978-4-89269-615-2 定価5,720円（税込）128ページ 2009年2月

7 胸腔鏡下食道癌根治術
著者：大杉治司

★978-4-89269-616-9 定価4,400円（税込）96ページ 2011年7月

8 腹腔鏡下脾臓摘出術
著者：森

俊幸／跡見

裕／寺島裕夫

★978-4-89269-617-6 定価4,180円（税込）80ページ 2008年8月

腹腔鏡下大腸切除ハンドブック
編集：腹腔鏡下大腸切除研究会

腹腔鏡下大腸切除術が始められてから今までの間，第一線の外科医により研究会が組
織され，日々手技の向上に努めている．本書は，研究会のアクティブメンバーの力を
結集した手術実践の手引書である．手術の流れに沿って，手技のコツ・ポイントを豊
富なイラスト・写真により具体的にわかりやすく解説した．

定価6,160円（税込）120ページ B5判 ★978-4-89269-572-8
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2007年9月

臨床医学・その他

グローバル・バイオエシックス－序説－
著者：ヘンク・テン・ハーフ
翻訳：秋葉悦子

オランダの医学哲学者によって提示されるグローバルなバイオエシックス（生命倫理
学）に係る問題の解決策．個人の自己決定権や国内政策の問題に還元するのではなく，
現代世界を俯瞰し，社会的，経済的，思想的，構造的な背景から問題が読み解かれる．
著者が定義する生命倫理学は，社会倫理学であり環境倫理学であり同時にバイオポリ
ティクスである．
定価3,300円（税込）288ページ B5判 ★978-4-86719-009-8

2020年12月

発達障碍は心身症
急増現象を社会からみて診る
著者：冨田 和巳

現代日本における発達障碍急増の一因は社会・文化にあった！心身医学40年の臨床経
験をもつ専門医が，映画・症例・学校・家庭・環境など独自の着想と心身医学的視点
から，発達障碍への望ましいかかわり方を丁寧にひも解く．本書は，発達障碍の診療・
療育に生きる，全く新しい手引書である．
定価2,640円（税込）212ページ A5判 ★978-4-86719-006-7

2020年9月

より安全な医療をめざして
リアルワールドの医療安全対策
著者：チャールズ・ヴィンセント/レネ・アマルベルティ
監修：三木 保 監訳：松浦 雅史・藤澤 由和

本書は，医療安全研究の第一人者である原著者による Safer Healthcare: Strategies for the Real
World の日本語版である．単に理論や理想を提示するのではなく， 現実の 医療現場で何が問
題となり，医療従事者が何をすれば良いかが的確に示されている．日本において医療安全対策に
携わっているすべての医療従事者に，斬新な視点をもたらし，新たな指針となり得るものである．
定価4,180円（税込）182ページ B5判 ★978-4-86719-003-6

2020年10月

担当医としてこのように答えたい がん患者・家族からの質問
監修：山口俊晴がん研有明病院名誉院長

がんを専門としない医師にとって，がん患者・家族が困っている，知りたいと思って
いる疑問・質問に答えることは難しい．本書はこのような疑問・質問について， Q ＆
A形式 により専門医が正しい知識を平易に解説するとともに，具体的な説明のしか
たを示している．担当医としてがん患者・家族に対し自信をもって答えるための必携
書である．
定価5,280円（税込）356ページ B5判 ★978-4-89269-974-0

2019年4月

かかりつけ医のための“認知症”診療スキル
著者：小川紀雄おかやま内科糖尿病・健康長寿クリニック

本書は，著者がかかりつけ医として多数の認知症患者を診てきた経験をもとに，認知
症を専門としない医師やこれから認知症診療を始めようというかかりつけ医のために，
日々の外来診療の「現場で役に立つ」
「具体的な」スキルとそのコツを惜しみなく伝授
するものである．教科書からは得ることができない「こういう場面ではこうすればい
い！」がわかる１冊．
定価2,640円（税込）116ページ B5判 ★978-4-89269-973-3

2019年4月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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臨床医学・その他

「認知症の人が参加する研究の倫理」に関する提言
意思決定能力が低下した人を支援するために
監修：日本臨床倫理学会
編著：日本臨床倫理学会「認知症の人が参加する研究の倫理」に関するワーキンググループ

臨床研究から,介護技術・生活環境に関する研究まで,認知症の人が参加するすべての研
究にかかわる人が知っておくべき倫理的提言をまとめた．

定価1,980円（税込）70ページ B5判 ★978-4-89269-971-9

2019年3月

病院を支える人たち
病院長とゆかいな仲間たち
編著：小倉真治岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野/
／野口晃一郎
岐阜大学医学部付属病院高次救命治療センター

岐阜大学医学部附属病院・小倉真治（前病院長）と院内のさまざまな職種との対談を
収載．
「院長と多職種との対話」という形式によって，地域にとってなくてはならない
大学病院の躍動を紹介しています．医療従事者にかぎらず，医療を受ける患者の立場
として病院医療をつぶさに理解する手立てとなる一冊です．
定価1,760円（税込）144ページ 四六判 ★978-4-89269-982-5

2019年7月

在宅医ココキン帖
編著：市橋亮一医療法人かがやき総合在宅医療クリニック／紅谷浩之オレンジホームケアクリニック／
竹之内盛志亀田総合病院内科

在宅医として知っておきたい10の視点と，在宅医療で日常的によく出合う19の臨床・
実践から，在宅医のアタマの中を見える化！ 編著者らの経験に基づいて，在宅医療
の日常診療に焦点化し，実践で使えることをトコトンまで考え抜いた実学書です．日々
の臨床に関するヒントが満載の 在宅医「心得 禁忌」帖 （略してココキン！）
，ぜひ
お手元に．
定価3,630円（税込）240ページ A5変形判 ★978-4-89269-981-8

2019年7月

組織論からみた病院経営
著者：小倉真治岐阜大学大学院医学系研究科救急・災害医学分野/岐阜大学医学部付属病院高次救命治療センター

小倉真治（岐阜大学医学部附属病院前病院長）が国立大学病院の病院長という立場で，
患者さんにとってよりよい医療を提供するという目標に向けて病院全体がどのように
して全体最適化を図っていったか，という過程を紹介．
「諦めないこと」
「正しい目標
を立てておくこと」ができれば助けてくれる人が増え，人と人とのつながりが組織を
成功に導いていくと実感できます．
定価1,760円（税込）120ページ 四六判 ★978-4-89269-987-0

2019年10月

ココアはカラダとココロを温める
賢者の飲み物12の秘密
著者：亀井優徳／間藤 卓

月刊『在宅新療0-100』で好評を博してきた連載「COCO A LIFE ココア習慣のすすめ」
（2018年11月号〜 2019年11月号に掲載）の著者らが，ココアの効能をエビデンスに
基づきていねいに解説．書き下ろし＋工夫を凝縮し，味わい深い１冊にまとめました．
読んだらきっと，あなたもココアが飲みたくなる．ココア12の秘密と効果，あなたは
いくつ知っていますか？
定価1,980円（税込）132ページ 四六判 ★978-4-89269-991-7
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2019年12月

臨床医学・その他

組織移植Text

Book

組織移植医・組織移植コーディネーターにむけて
監修：日本組織移植学会
編集：日本組織移植学会教育委員会

組織移植医療は，臓器移植医療に比較して認知度が低く，専門家も少ないのが現状である．日本組織移植学会では，
日本でも組織移植医療を発展させるべく，組織移植コーディネーターや組織移植医の認定を実施．本書は，組織
移植医療に携わる医師，コーディネーターにむけ，基本的な事項をまとめた「教科書」である．医学的なことの
みならず，日本の組織移植医療の歴史や現在の実施体制など，組織移植のすべてが理解できるものとなっている．
定価5,500円（税込）262ページ A4判 ★978-4-89269-955-9

2018年7月

臨床倫理入門

監修：日本臨床倫理学会
著者：箕岡真子

臨床倫理 とは，臨床現場において患者の人格を尊重し，その尊厳に配慮することを
目的とする学問である．日常臨床において，医学的に適切な医療を実践するとともに，
患者とその家族とのコミュニケーションを通じて，患者の人生観や価値観を尊重し，
QOLの向上やwell-beingに寄与することを目指している．本書では，さまざまなケー
ス（事例）を通じて，実践に基づいた臨床倫理について学ぶことができる．
定価3,300円（税込）154ページ B5判 ★978-4-89269-930-6

2017年7月

臨床倫理入門Ⅱ
各科領域の臨床倫理
編集：日本臨床倫理学会

臨床の現場では，さまざまな倫理的問題がみられる．たとえば，
「患者本人の希望通り
に口から食べる自由を制限しない」のが良いのか，
「誤嚥性肺炎や死亡を予防するため
に口から食べることを禁止する」のが良いのか，このような倫理的ジレンマが医療者
を悩ませている．本書では，
患者の人生観や価値観を尊重し，
well-beingに寄与する 臨
床倫理 を専門領域ごとに学べる．
定価3,850円（税込）202ページ B5判 ★978-4-86719-007-4

医療安全管理実務者標準テキスト

2020年9月

改訂第2版

監修：一般社団法人日本臨床医学リスクマネジメント学会
編集：日本臨床医学リスクマネジメント学会テキスト改訂編集委員会

初版の発刊から4年が経過し，医療事故調査・支援センターによる「医療事故の再発防止に向けた提言」
も出されている．また，医療法をはじめとした法令の改正があり，特定機能病院における医療事故の
教訓から，医療法人のガバナンスの強化や特定機能病院の承認要件の見直しなど，医療安全管理体制
の充実が図られている．この改訂版は，これらの最新の動向を盛り込み，医療安全に関する基本的事
項を学び，すぐにでも現場で職務を遂行できるようなガイドマップであることを目指して作られた．
定価6,270円（税込）260ページ A4判 ★978-4-86719-013-5

2021年2月

医療事故調運用ガイドライン
編集：日本医療法人協会医療事故調運用ガイドライン作成委員会

医療法の一部が改正され，新たに事故調査についての制度ができた．当ガイドライン
では，臨床現場の医療従事者が判断に迷わないように，また，当制度により臨床現場
に過剰な負担が生じ，本来臨床に充てるべきリソースを消費することがないよう，改
正医療法の条文を原則論から解説するとともに，本制度の実施・運用のあり方につい
て提言を行った．
定価3,300円（税込）68ページ A4判 ★978-4-89269-874-3

2015年9月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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臨床医学・その他
外科医の外科医による外科医以外にもためになる

学会発表12カ条

著者：海道利実京都大学大学院医学研究科肝胆膵移植外科・臓器移植医療部

月刊誌『消化器外科』に連載され，好評を博した「外科医の外科医による外科医のた
めの学会発表12 ヵ条」を外科医以外にもためになるよう編集．
応募演題の選び方や抄録の書き方，効率的な論文作成法，スライド作成法のコツ，学
会発表に関する心構えなど，
今日からすぐに 楽しく学会発表 できるようになる一冊．
定価2,200円（税込）144ページ A5判 ★978-4-89269-850-7

2014年7月

認知症診療 7つの常識を斬る
著者：黒澤

尚日本医科大学名誉教授

重度認知症治療の深刻な実情を訴えつづける「精神科医ドクター HK の挑戦」
（へるす
出版新書004，006，011，014；本出版案内p.54〜56収録）の著者が，軽度の世界を
中心に語られるわが国の認知症診療の常識を斬りまくる！ 専門家を対象としながら
も専門書の形態はとらず，豊富なイラストや漫画も交えて著者が本音で語りかける，
認知症についてわかりやすく知識を深められる一冊．
定価2,750円（税込）144ページ B5判 ★978-4-89269-823-1

2013年12月

臨床工学技士のための

高気圧酸素治療入門

改訂版

監修：一般社団法人 日本臨床高気圧酸素・潜水医学会
編集：高気圧酸素治療装置操作技師認定委員会

本書は，高気圧酸素治療を安全に運用するために知っておくべき知識を収載した，高気圧酸素治療の入門書で
ある．初版から5年がたった本改訂では，より現場指向を意識し，安全面での記述を加筆した．また初版には
掲載していなかった学会制定「高気圧酸素治療のガイドライン」を追加掲載している．日本臨床高気圧酸素・
潜水医学会（JACHOD)の認定資格である「臨床高気圧酸素治療装置操作技師」取得のためのコーステキスト．
定価2,420円（税込）170ページ B6判 ★978-4-89269-811-8

2013年7月

高気圧酸素治療のための医学・生理学
監訳：一般社団法人

日本臨床高気圧酸素・潜水医学会

本書は，高気圧酸素治療の専門家であるTom S. Neuman と Stephen R. Thom が編
集・執筆した Physiology and Medicine of Hyperbaric Oxygen Therapy を日本
臨床高気圧酸素・潜水医学会が監訳したもの．全26章（Chapter）から構成しており，
物理学的・化学的・生理学的基礎から，開発の歴史，現在に至る臨床応用の結果につ
いて，膨大な文献的考察とともに詳細に解説している．
定価22,000円（税込）526ページ A4判 ★978-4-89269-814-9

患者安全のための世界同盟

2013年7月

有害事象の報告・学習システムのための

WHOドラフトガイドライン

情報分析から実のある行動へ
監訳：一般社団法人 日本救急医学会 診療行為関連死の死因究明等の在り方検討特別委員会／
中島和江大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部

本書はWHOによる World Alliance for Patient Safety who Draft Guidelines for Adverse Event Reporting and Learning
Systems from Information to Action の日本語版．患者安全（医療安全）を進めるうえでもっとも基本となる「報告シス
テム」の設計・導入・運用を詳細に解説．また，世界各国の報告システムの現状や報告システム以外の情報源活用法も紹介．
定価3,300円（税込）88ページ A4判 ★978-4-89269-736-4

10

2011年10月

臨床医学・その他

臨床工学技士国家試験問題解説集
編集：一般社団法人 日本臨床工学技士教育施設協議会

本書は，臨床工学技士養成校で実際に授業を行っている著者らが臨床工学技士の国家
試験問題を詳しく解説．キーワードの抽出や既出問題を明記することにより，問題の
重要事項・出題意図・出題傾向が理解できるよう編集した試験対策解説書である．
第33回：定価1,540円（税込）240ページ ★978-4-86719-010-4

2020年11月

第32回：定価1,540円（税込）240ページ ★978-4-89269-992-4

2019年11月

第31回：定価1,540円（税込）240ページ ★978-4-89269-960-3

2018年11月

第30回：定価1,320円（税込）240ページ ★978-4-89269-939-9

2017年12月

第29回：定価1,320円（税込）240ページ ★978-4-89269-900-9

2016年12月

第28回：定価1,320円（税込）240ページ ★978-4-89269-876-7

2015年10月

第27回：定価1,320円（税込）240ページ ★978-4-89269-857-6

2014年12月

第26回：定価1,320円（税込）244ページ ★978-4-89269-819-4

2013年11月

第25回：定価1,100円（税込）230ページ ★978-4-89269-790-6

2012年12月

第24回：定価1,100円（税込）230ページ ★978-4-89269-759-3

2011年12月
B5判

脳死
概念と診断，そして諸問題
著者：エルコ・ウィディックス
監訳：有賀 徹／横田裕行

本書は脳死の病態やその診断に関して歴史的，宗教的な視点からの議論に始まり，ま
た最新の知見まで網羅した，まさに 脳死学 というべき内容である．さらに，脳死
診断後に本人の生前意思や家族の希望によって行われる臓器提供に関しても詳細な解
説をしている．
定価6,600円（税込）250ページ B5判 ★978-4-89269-788-3

2013年1月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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感染症

消毒と滅菌のガイドライン 2020年版
編集：大久保憲医療法人幸寿会平岩病院病院長，東京医療保健大学名誉教授／尾家重治公立大学法人山陽小野
田市立山口東京理科大学薬学部教授／金光敬二福島県立医科大学感染制御学講座教授

感染症法の制定を受けて作成された『消毒と滅菌のガイドライン』の最新改訂版．消毒・
滅菌の基本的な考え方から消毒薬の使い方，感染症（病原体）別の消毒法，多様な滅
菌法の原理・適応など，院内の消毒・滅菌に必要な知識を網羅しました．また新型コ
ロナウイルス感染症の情報も可能なかぎり掲載しています．
定価4,730円（税込）210ページ A4判 ★978-4-89269-995-5

医療現場の滅菌

2020年2月

改訂第5版

監修：一般社団法人日本医療機器学会
編集：高階 雅紀（大阪大学医学部附属病院）

医療施設での滅菌供給の知識をまとした第2種滅菌技師認定講習会用テキスト『医療現
場の滅菌』の最新改訂版．最新の動向を反映した情報への更新・追加や，より洗浄・
滅菌業務についての理解を深める「洗浄概論」
「滅菌概論」など項目の追加が行われた．
滅菌業務にかかわる方すべてにおすすめ．
定価4,620円（税込）232ページ B5判 ★978-4-876191-004-3
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2020年9月

救命・救急医学
救急・災害医学／救急救命士・救急隊員／
薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師
こんな本もあります！
［医学書］
■病院を支える人たち

8

■組織論からみた病院経営

8

■臨床倫理入門

9

■消毒と滅菌のガイドライン 2020年版

12

［看護書］
■救急初療看護に活かすフィジカルアセスメント

38

■高度実践看護

39

統合的アプローチ

■エビデンスに基づいた リンパ浮腫実践ガイドブック

38

■外傷初期看護ガイドラインJNTEC

39

TM

改訂第4版

［保健・福祉・介護］
■よくわかるアディクション問題

35

■ソーシャルワークの理論と実践の基盤

36

［新

書］

■かかわりの途上で

52

こころの伴奏者、PSWが綴る19のショートストーリー

■続・もうひとつの謎解き
医療従事者のための

おすすめ読みもの18

56

救急・災害医学

事件現場における 事態対処医療標準ガイドブック
著者：日本臨床救急医学会 法執行機関との医療連携のあり方に関する検討委員会研
修コース等検討小委員会
監修：一般社団法人 日本臨床救急医学会

事態対処医療の考え方から，事態対処現場での対応，手技や資器材など 実践 に焦
点をあて，医療者のみならず，現場で初動対応にあたる要員が自ら行えることに配慮
した内容となっている．関係機関の方々が，いざという時に的確に任務を遂行するこ
とができるよう，本書を活用いただきたい．
定価2,530円（税込）90ページ B5判 ★978-4-89269-998-6

2020年3月

救急車とリハビリテーション３

長崎発

地域包括ケアとリハビリテーション

これからの地域医療のかたち
著者：栗原正紀長崎リハビリテーション病院院長

本書は，著者が近森リハビリテーション病院の院長を辞し，長崎の地にリハビリテー
ション専門病院を立ち上げるために動き始めたころから，病院の新築・開院，そして
理想の地域リハビリテーションの実現に向けた10年間の取り組みについてまとめた，
未来へつながる記録である．
定価3,080円（税込）284ページ Ａ5判 ★978-4-89269-970-2

2019年2月

大規模イベント医療・救護ガイドブック
監修：公益社団法人日本医師会／公益社団法人東京都医師会
編集：公益社団法人日本医師会救急災害医療対策委員会／公益社団法人東京都医師会救急委員会
編集代表：山口芳裕

本書は，大規模イベント特有の傷病や事故，CBRNE災害を想定し，救急医療・救護対策を行うために必要
な知識（真夏の開催に伴う熱中症対策，外国人医療対策，感染症対策など）をわかりやすく解説している．
今度大規模イベント開催にあたり，医師や看護師など医療従事者は，行政や専門機関と連携しながら計画・
立案の段階から参画することが求められている．大規模イベント開催地域の医師にぜひ活用いただきたい．
定価2,200円（税込）160ページ B6判 ★978-4-89269-979-5

2019年5月

Protect Your Hospital 病院内発生テロ対策マニュアル
編集：平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金
（地域医療基盤開発推進研究事業）
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における救急・災害医療提
供体制に関する研究（研究代表者：横田裕行）
編集協力：一般社団法人Healthcare BCPコンソーシアム

機関がテロ攻撃の標的にならないような日常の工夫，発生時の対応のポイント，訓練
などの事前対策についてフルカラーイラストを交えわかりやすく解説する．
定価1,650円（税込）52ページ A5版 ★978-4-89269-984-9

2018年6月

臓器提供ハンドブック
終末期から臓器の提供まで
監修：厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等政策研
究事業（移植医療基盤整備研究分野））「脳死下・心肺停止化における臓器・組織提供
ドナー家族における満足度の向上及び効率的な提供体制構築に資する研究」研究班

「臓器提供…!? まず何から，どうすれば…??」そんなあなたにまずオススメ．患者搬入・家族支援から摘出術後の振り返
りまで，臓器提供のプロセスとポイントを提供施設側の視点で解説．全体の流れが一目でわかるフローチャートと，各
シーンをイメージしやすいオールカラーの漫画パートで，よりわかりやすく，使いやすく．臓器提供，はじめの一歩に．
定価2,860円（税込）100ページ B5判 ★978-4-89269-985-6
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2019年10月

救急・災害医学

母体救命 アドバンスガイドブック
J-CIMELS公認講習会アドバンスコーステキスト

J-MELS

総監修：日本母体救命システム普及協議会（J-CIMELS）
監修：J-MELS「日本母体救命システム」アドバンスコース プログラム開発・改定委員会
編集：母体救命アドバンスガイドブックJ-MELS編集委員会

「J-MELS」は母体死亡例をなくすため，また重篤な後遺症を残す母体を減らすために，標準的な母体救命法の普
及を目的とした教育プログラムである．本書は，産婦人科医，救急医，麻酔科医，コメディカル等との多職種の
周産期医療関係者が協力しながらチームリーダーとなって，母体急変症例を救命するための知識が詰まっている．
定価8,140円（税込）328ページ B5判 ★978-4-89269-921-4

2017年4月

発生状況からみた

急性中毒初期対応のポイント 農薬・工業用品（TICs）/化学剤編
総監修：吉岡敏治公益財団法人日本中毒情報センター理事長
監修：島津岳士公益財団法人日本中毒情報センター専務理事／水谷太郎公益財団法人日本中毒情報センター常務理事
／奥村 徹公益財団法人日本中毒情報センターメディカルディレクター
編集：公益財団法人日本中毒情報センター

「家庭用品編」に続くシリーズ第2弾．農薬・工業用品は製品群・物質全30項目，化学剤は7種類型25物質を対
象に，中毒事故の初期対応に当たる医師や看護師，約愛し，消防や警察など関係者が「自らの身を守りつつ」「状
況を客観的に把握」し「起こり得る危険を想定」したうえで「的確に判断して対応」するための情報をまとめた．
定価8,470円（税込）528ページ B5判 ★978-4-86719-002-9

2020年6月

発生状況からみた

急性中毒初期対応のポイント

家庭用品編

総監修：吉岡敏治公益財団法人日本中毒情報センター理事長
監修：嶋津岳士公益財団法人日本中毒情報センター専務理事／水谷太郎公益財団法人日本中毒情報センター常務理事
編集：公益財団法人日本中毒情報センター

日本中毒情報センターで30年間に蓄積されたデータをもとに，
「家庭用品」を対象に，
中毒事故の初期対応のポイントをまとめた．事故発生の際に相談を受けた医師や薬剤
師，看護師，保健師等が，応急手当や受診の必要性について的確に判断するためのポ
イントが示されており，受診前のトリアージに必要不可欠な一冊である．
定価7,040円（税込）446ページ B5判 ★978-4-89269-894-1

アプローチの一般化に基づく救急科診療ことはじめ
著者：木村

昭夫／佐々木

2016年9月

改訂第2版

亮／小林憲太郎

救急診療の進め方の統一方法論を，これまでのさまざまな知見をまとめる形で提示し
た．これから救急診療を学ぼうとする初期研修医をはじめ，救急科専門医になろうと
する専攻医の方々にも広く役に立つ内容となっている．

定価1,760円（税込）170ページ B6判 ★978-4-89269-896-5

2016年9月

脳機能の電気生理学的検討
著者：上田守三

本書の著者は，脳神経外科疾患における種々の病態を電気生理学的に捉えて，脳機能
の予後を追求した．実験や臨床を通して電気生理学的検討の有用性が確認され，それ
らのエッセンスをまとめて本書に記した．さらに，Spreading Depression（SD）の基
礎的研究と，臨床においてSD現象に関わる病態について記述した．脳神経外科および
救急科の専門医である著者の，研究者としての成果をまとめた一冊である．
定価4,400円（税込）72ページ B5判 ★978-4-89269-883-4

2016年7月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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救急・災害医学

精神科救急医療ガイドライン
監修：日本精神科救急学会
編集：平田 豊明／杉山 直也

2015年版

2003年に公表され，2009年に全面改訂されて以降2回目の改訂となる本ガイドライン
は，近年の制度改変や研究成果を踏まえて，総論が大幅に改訂されたほか，興奮・攻
撃性への対応，薬物療法，自殺未遂者対応の内容が膨らみ，受診前相談が新規に追加
された．
定価2,970円（税込）200ページ A5判 ★978-4-89269-879-8

2015年12月

Hokusoh HEMS standard operating procedure
編集：日本医科大学千葉北総病院救命救急センター／ショック・外傷センター

屈指の救命実績を誇る一方で，人気テレビドラマシリーズの医療監修も手がけるなど，
日本を代表するドクターヘリ基地病院として活躍する 北総救命 ．その北総救命のド
クターヘリ活動や病院前治療手技の，スタンダードなノウハウをギュッと１冊にまと
めた，病院前診療のバイブル．今現在，病院前診療に従事している方はもちろん，
「い
つかドクターヘリに乗ってみたい…」と考えているアナタにも．
定価3,850円（税込）160ページ A4判 ★978-4-89269-964-1

2018年11月

ドクターヘリハンドブック
〜ドクターヘリ安全運航のために〜

監修：日本航空医療学会
編集：日本航空医療学会ドクターヘリハンドブック編集委員会

ドクターヘリは現在38道府県に46機が配備されている．また昨年度には人身事故なしの安
全出動が10万回を超えた．ドクターヘリの運航は，常に安全に行われなければならない．そ
のためには，医療関係者，運航関係者，消防関係者をはじめとして，ドクターヘリに関わる
一人ひとりが安全運航を心がけていなければならない．本書は，運航関係者にとって有益な
ハンドブックとなり，さらなる安全運航に役立つだろう．
定価5,500円（税込）158ページ A4判 ★978-4-89269-877-4

DMAT標準テキスト

2015年11月

改訂第2版

監修：日本集団災害医学会
編集：日本集団災害医学会DMATテキスト改訂版編集委員会
編集協力：日本救急医学会／日本救急看護学会

改訂第2版となる本書では，東日本大震災の教訓を「新たな防ぎえた災害死」という観
点から整理し，DMAT活動の戦略を局地災害と広域災害の局面から捉えなおして編集
した．また，DMATが知っておくべき災害時の知識として，熱傷，被ばく医療，津波肺，
公衆衛生的活動，固定翼機による医療搬送などの項目を新たに追加して内容の充実を
図った．DMAT隊員だけでなく，災害医療にかかわるすべての医療関係者が，共通の
言語で災害医療を理解できるよう増補版の見直しを図った．
定価5,720円（税込）368ページ A4判 ★978-4-89269-859-0

2015年3月

事態対処医療
Tactical Medicine Essentials

監訳：事態対処医療研究会
編集：布施 明日本医科大学／齋藤

大蔵防衛医科大学校

事態対処医療に関連する米国救急医学会作成のテキストを翻訳したものである．写真や図表
が豊富で初心者にもわかりやすくバランスのとれた内容で，事態対処医療への理解を深める
のみならず，手引書としての使用にも十分耐えうる．わが国での事態対処医療の実践，発展
の一助となる一冊．
定価11,000円（税込）388ページ A4判 ★978-4-89269-868-2
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2015年6月

救急・災害医学

病院前救急医学
編著：小濱啓次川崎医科大学名誉教授

本書は，病院前における診療体制やシステム，またJATEC，JPTEC，JNTECなどの
教育およびDMATにみられるような災害時の対応などをまとめて『病院前救急医学』
という新たな一冊の医学書にしたものである．

定価3,960円（税込）168ページ B5判 ★978-4-89269-852-1

外傷専門診療ガイドライン

JETEC

2014年11月

改訂第2版

戦略と戦術，そしてチームマネジメント
監修：一般社団法人 日本外傷学会
編集：日本外傷学会外傷専門診療ガイドライン改訂第2版編集委員会

外傷専門医が備えるべき知識をまとめた診療ガイドライン，その完成度をより高めた
改訂版．最新のガイドラインの内容を反映し，外傷診療で必要とされる「戦略」
（診療
の組み立て・管理能力）と「戦術」
（知識・技能）を網羅的・客観的に記載．外傷専
門医・外傷専門医を目指す医師のみならず，外傷に携わる医師必携の一冊．
定価13,200円（税込）512ページ A4判 ★978-4-89269-954-2

2018年6月

意識障害の初期診療の標準化

ACECガイドブック2019
監修：救急医学会／神経救急学会／臨床救急医学会

本書は，日本救急医学会・日本神経救急学会・日本臨床救急医学会・日本救急看護学会・
日本意識障害学会の叡智を集め，
「意識障害の初期診療の標準化」を示した意識障害患
者の診療に携わる，すべての医療従事者必読の一冊．

定価3,850円（税込）274ページ B6判 ★978-4-89269-975-7

2019年5月

外傷登録
日本外傷データバンク−外傷診療の標準化と質向上のために
編集：一般社団法人 日本外傷学会トラウマレジストリー検討委員会

日本外傷データバンクは，外傷診療の標準化と質の向上による転帰の改善を目的に2003年
に設立され，全国約200施設から10万以上の外傷症例が登録されている．本書は日本外傷
データバンクに中心的にかかわってきた医師たちが編集・執筆しており，この一冊で日本外
傷データバンクの全体像を理解できる構成となっている．日本外傷データバンク症例登録ソ
フトのRoot Q for Traumaセットアップアプリケーション（CD-ROM）を付録としてつけた．
定価6,600円（税込）160ページ A4判 CD-ROM付 ★978-4-89269-818-7

2013年10月

神経蘇生研修指導者ガイドブック
監修：一般社団法人 日本救急医学会／一般社団法人 日本神経救急学会／一般社団法人 日本臨
床救急医学会／特定非営利活動法人 日本脳神経外科救急学会／一般社団法人 日本救急
看護学会
編集：「神経蘇生研修指導者ガイドブック」編集委員会

ISLS，PSLS，PCEC，PNLSなど神経蘇生研修の指導のためのガイドブック．最新の成人学
習理論や教授方法に基づき，研修の効果・効率・魅力を高める研修デザインについて詳細に
解説．神経蘇生に限らず，蘇生研修全般に役立つ内容となっている．とくにISLSワークショ
ップ・PNLSワークショップのテキストに最適．蘇生研修指導にかかわるすべての人にお勧め．
定価5,500円（税込）216ページ A4判 ★978-4-89269-967-2

2018年12月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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ISLSガイドブック2018
脳卒中の初期診療の標準化
監修：日本救急医学会／日本神経救急学会／日本臨床救急医学会／日本救急看護学会
編集：「ISLSガイドブック2018」編集委員会

脳卒中初期診療の標準化を目指し，主に医師・看護師向けに医療機関内での神経救急蘇生を解説し
た『ISLSガイドブック』の第3版．カテーテルを用いた血管内治療により血栓を除去する「機械的
血栓回収療法」に対応し，アルゴリズムを再編．機械的血栓回収療法そのものについても詳細な解
説を追加．ISLSコースのテキストにとどまらず，急性期脳卒中診療の指針としても活用できる一冊．
定価3,520円（税込）224ページ B6判 ★978-4-89269-948-1

2018年5月

医師たちの証言
福島第一原子力発電所事故の医療対応記録
編著：谷川攻一広島大学／王子野麻代日本医師会総合政策研究機構

2011年3月11日の東日本大震災に関する書籍は数多く刊行されているが，福島第一原
発事故直後に現地入りし，医療対応支援を行った医師たちの「生」の声，証言をまと
めたものは稀有である．本書は，谷川攻一医師が見た福島での現実，現地で活動した
医師たちが見た福島第一原発事故の医療対応の刻明な記録である．
定価3,300円（税込）212ページ A5判 ★978-4-89269-806-4

2013年7月

SSTT外傷外科手術治療戦略（SSTT）コース公式テキストブック

改訂第2版

編集：外傷外科手術治療戦略（SSTT）コース運営協議会
編集委員：渡部 広明／松岡 哲也

外傷外科医および看護師を含む外傷チームを養成するため，off the job trainingとして
開発されたSSTTコースの公式テキストブック．本書はSSTTコースの公式テキストと
して，重症外傷患者の救命のために4つの要素（迅速性と的確性，戦略，戦術，チーム
ワーク）をあげ，重症外傷手術の質の向上に資することを目的としている．初版刊行
後に報告された新たな知見や経験を反映した改訂版．
定価4,950円（税込）128ページ A4判 ★978-4-89269-965-8

2018年11月

心停止における心拍再開後ケア
監修：日本循環器学会蘇生教育小委員会・蘇生科学小委員会
編集：野々木宏静岡県立総合病院／長尾 建駿河台日本大学病院

JRC蘇生ガイドライン2010では心拍再開後の集中治療の重要性が強調されているが，
実際に「いつ」
「なにを」
「どのように」行えばよいかといった具体例は示されていない．
本書は，心拍再開後の集中治療（心拍再開後ケア）について，最新のエビデンスに基
づいて具体的にまとめた実用的な書である．
定価4,620円（税込）178ページ B5判 ★978-4-89269-801-9

外傷初期診療ガイドラインJATEC

2013年3月

改訂第6版

監修：一般社団法人 日本外傷学会／一般社団法人 日本救急医学会
編集：日本外傷学会外傷初期診療ガイドライン改訂第6版編集委員会

Preventable trauma death回避のため，外傷患者の初期診療手順を標準化した「外傷
初期診療ガイドラインJATEC」
．改訂第６版では，新しいエビデンスや知見に基づく
内容の刷新はもちろんのこと，JATECコースの事前学習や内容の理解をより深めてい
ただくため，解説動画が見られるQRコードを新たに採用しました．外傷診療に携わる
すべての医師必携の一冊です．
定価16,500円（税込）354ページ A4判 ★978-4-86719-014-2
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2021年2月

救急・災害医学
ポケットエコー

Vscan活用法

編著：渡橋和政高知大学医学部外科学（外科二）

本書は，GEヘルスケア・ジャパン株式会社から販売されている携帯型超音波診断装置
「Vscan」の使用法と有用性をきわめて具体的に解説したものである．本装置の基本的
な使用法とともに，胸部・腹部・外傷・下肢・頭部におけるアプローチ法と評価の実
際を，得られた画像やわかりやすい図表を示しながら実践的に提示している．
定価2,750円（税込）110ページ B6判 ★978-4-89269-780-7

2012年8月

救急医療から地域へとつなげる自殺未遂者支援のエッセンス

HOPEガイドブック

監修：日本自殺予防学会
編集：国立研究開発法人日本医療研究開発機構障害者対策総合研究開発事業（精神障
害分野）「精神疾患に起因した自殺の予防法に関する研究」研究班

本書は，自殺未遂者の再企図予防のための具体的手順とその根拠を著した，実務者と専門家による渾身の一冊．自殺企図により搬送され，救命された命を
希望（ＨＯＰＥ）につなぎ，再企図させないためのエビデンスに基づいた方法が本書に記されている．経験則ではない「ケースマネージメント」による自
殺対策をチームで実践するために，医師・保健師・看護師・ソーシャルワーカー・心理士・自治体職員など，支援者となるすべての人にとっての必携書．
定価2,860円（税込）272ページ B6判 ★978-4-89269-951-1

2018年5月

救急現場における精神科的問題の初期対応

PEECガイドブック

改訂第2版

多職種で切れ目のない標準的ケアを目指して
総監修：日本臨床救急医学会
監修：日本臨床救急医学会「自殺企図者のケアに関する検討委員会」
編集：PEECガイドブック改訂第2版編集委員会

本書は日本臨床救急医学会主催のPEEC（Psychiatric Evaluation in Emergency Care）コースのテキストで，精神科医不在の救急医療の現場における精神科的症状を
呈する患者への安全で「安心」な 標準的 初期対応を学べるガイドブックである．6年ぶりの改訂では最新の知見および災害時のメンタルヘルスケアとDPAT（災害
派遣精神医療チーム）に関する内容が盛り込まれ，救急医，看護師，精神科医，ソーシャルワーカー，臨床心理士，救急救命士など多職種にとっての「PEEC」を解説．
定価3,520円（税込）320ページ B6判 ★978-4-89269-950-4

2018年5月

精神科救急医療ガイドライン
規制薬物関連精神障害2011年版
編集：日本精神科救急学会

本書は，多様な要因が絡んだ薬物関連ケースに対処するため，日本精神科救急学会が
編纂したガイドラインである．薬物依存の専門医療がその役割をきちんと果たすため
に，
「精神科救急医療ガイドライン（規制薬物関連精神障害）2011年版」を多くの精
神科医が利用することが望まれる．
定価1,980円（税込）118ページ A4判 ★978-4-89269-766-1

2012年3月

エビデンスに基づいた 小児腸重積症の診療ガイドライン［売切］
監修：日本小児救急医学会

編集：日本小児救急医学会 ガイドライン作成委員会

小児の腸重積は小児救急の代表的な疾患のひとつである．このガイドラインの目的は，
一般臨床医が本疾患をできるだけ早期に診断し，適切に対応することによって本症の
重症化を防ぐこと，すでに重篤化している場合は治療法の選択に関して十分な医療情
報を提供することにある．

定価3,300円（税込）90ページ A4判 ★978-4-89269-760-9

2012年2月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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臓器提供時の家族対応のあり方
編集：日本臨床救急医学会移植医療における救急医療のあり方に関する検討委員会

本書は，終末期医療から臓器提供，それらに関連した「病院医療」そのもののダイナ
ミズムを実感し，病院スタッフが力を合わせた結果として臓器提供がなされ得るプロ
セスを学ぶことができる．移植医療に関係する医療者はもちろんのこと，チーム医療
を意識しながら病院医療に携わる多くの医療者や医学生，看護学生，薬学生にも有用．

定価2,640円（税込）124ページ A4判 ★978-4-89269-738-8

救急蘇生法の指針2015

2011年10月

＜医療従事者用＞

改訂5版

監修：日本救急医療財団心肺蘇生法委員会

医療機関や病院前において，医療従事者が現場で行う救急蘇生法を解説した標準テキ
スト．
『JRC蘇生ガイドライン2015』に完全準拠し，その内容は一次救命処置から集中
治療を含む二次救命処置，小児・新生児の蘇生や，倫理・法に関してまで及んでいる．
ガイドラインの推奨・改訂のエビデンスなどを文献とともに紹介した「TOPICS」も
多数掲載．
定価4,070円（税込）250ページ A4判 ★978-4-89269-895-8

救急蘇生法の指針2015

2016年11月

＜市民用・解説編＞

改訂5版

監修：日本救急医療財団心肺蘇生法委員会

『JRC蘇生ガイドライン2015』に完全準拠した，救急蘇生法の最新標準テキスト．市民
用の内容に加え，指導者向けの内容を追加掲載．市民への指導に伴う疑問・質問への
回答や，改訂箇所の解説，推奨のエビデンスの紹介を平易なQ&A形式で．さらに，救
急蘇生法の普及・教育に関する内容も加えられている．

定価1,650円（税込）115ページ B5判 ★978-4-89269-882-8

救急蘇生法の指針2015

＜市民用＞

2016年4月

改訂5版

監修：日本救急医療財団心肺蘇生法委員会

『JRC蘇生ガイドライン2015』に完全準拠した，市民による救急蘇生法の最新標準テキ
スト．すべての心停止傷病者に質の高い胸骨圧迫が行われることをもっとも重視した
心肺蘇生の手順を解説．文章は一言一句を吟味して，イラストも一新し，より読みや
すく，わかりやすく．厚生労働省「平成27年度病院前医療体制充実強化事業」として
作成．
定価550円（税込）66ページ B5判 ★978-4-89269-883-5

2016年4月

ビデオ喉頭鏡（エアウェイスコープ®）
気管挿管のポイントとトラブル対策
編著：谷川攻一
著者：楠 真二／貞森拓磨／竹中ゆかり

本書では，わが国で開発された間接声門視認型ビデオ喉頭鏡（エアウェイスコープ®）
を用いた気管送管の手技，およびトラブル対応について豊富な写真を用いて詳述し
ている．また，巻末に付したＵＲＬ・ＩＤ・パスワードを使い，インターネット上
で多くの事例動画を学ぶことができ，実践的な手技の理解が得られる．
定価2,970円（税込）64ページ B6判 ★978-4-89269-729-6
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2011年8月
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救急医療40年「救急医学・救急医療改革への道程」
零からの出発―回顧と将来への展望―
著者：小濱啓次川崎医科大学名誉教授／川崎医療福祉大学教授

およそ40年間にわたり，救急医療の臨床と教育，そしてさまざまな制度の確立に携
わってきた著者による，救急医療・救急医学教育改革に向けた提言．著者自身が最前
線でかかわってきた日本の救急医療・救急医学教育の画期を振り返りつつ，救急医療・
救急医学教育のいまを総括，今後の展望を示す．
定価3,080円（税込）162ページ B5判 ★978-4-89269-732-6

熱中症

2011年6月

改訂第2版

日本を襲う熱波の恐怖
監修：一般社団法人日本救急医学会
企画・編集：三宅 康史帝京大学医学部救急医学講座

世界的な温暖化，熱中症の大きなリスクファクターである高齢化，孤立化，貧困化が今後の
日本で急速に進行し，熱中症が大きな脅威となっている．また,東京2020オリンピック・パラ
リンピックを控え，熱中症対策が大きな課題となっている．改訂第2版の本書では，熱中症の
現状，新しい知見をさまざまな角度から紹介するとともに，予防と対策の最新事情を示した．
定価3,740円（税込）178ページ B5判 ★978-4-89269-923-8

救急診療指針

2017年5月

改訂第5版

監修：一般社団法人日本救急医学会
編集：日本救急医学会指導医・専門医制度委員会／日本救急医学会専門医認定委員会

現代の救急医療における スタンダード を示した最新の診療指針．概念・システム・
病態などの知識から，初期処置・重症患者管理などの臨床まで，大ボリュームでしっ
かり網羅．日本救急医学会監修のもと，第一線の救急医が執筆．救急科専門医筆記試
験の標準参考図書でもある「THE 救急医のバイブル」
．購入者全員特典として，PDF
版無料ダウンロード用シリアル番号付き．
定価19,250円（税込）844ページ A4判 ★978-4-89269-945-0

2018年4月

エマルゴトレインシステムマニュアル
監修：一般社団法人 日本災害医療教育研修協会
翻訳・編集：日本臨床シミュレーション機構

本書はスウェーデン・リンショピン大学災害医学・外傷学教育研究センターで開発さ
れた災害医療の机上訓練のためのツール「エマルゴトレインシステム」の第２版のマ
ニュアルを翻訳したものである．エマルゴトレインシステムのコースにおけるシニア
インストラクター向けのマニュアルとなっている．
定価10,450円（税込）74ページ A4判 ★978-4-89269-717-3

2011年1月

救急医療における

メディカルコントロール

改訂2版

監修：日本救急医学会メディカルコントロール体制検討委員会
監修：日本臨床救急医学会メディカルコントロール検討委員会
編集：救急医療におけるメディカルコントロール編集委員会 編集協力：消防庁

『病院前救護におけるメディカルコントロール』の改訂第2版．メディカルコントロールは，医学的な質を保障する取り組みであり，その対象
は診療行為のみならず，医療スタッフによる診療の補助や，一般人による応急手当さらにはそれらを提供する体制にまで及ぶ．救急医療体制
の充実強化のためには病院前医療の質の保障が不可欠であり，本書では病院前医療におけるメディカルコントロールを中心に解説している．
定価7,040円（税込）264ページ A4判 ★978-4-89269-937-5

2017年10月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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救急医療における

終末期医療に関する提言（ガイドライン）
監修：一般社団法人
編集：一般社団法人

日本救急医学会
日本救急医学会

救急医療における終末期医療のあり方に関する委員会

日本救急医学会が公表した『救急医療における終末期医療に関する提言（ガイドライ
ン）
』の内容を易しくまとめた解説書である．救急医療現場の終末期におけるさまざま
な難しい課題について，マンガを用いながら，具体的にきわめてわかりやすく解説し
た救急医療に携わる医師・看護師・コメディカル必読の一冊．
定価550円（税込）48ページ A4判 ★978-4-89269-712-8

2010年6月

一般医・研修医のための災害医療トレーニング
著者：小倉真治岐阜大学大学院医学系研究科 救急・災害医学教授

災害医療に関心のある医師も，いざ災害が起こったとき，自分が何をしていいのかわ
からない場合も多い．本書は，一般医および研修医が，災害現場に遭遇したときに必
要な最低限の知識を身につけるため，視覚的なアプローチを重視．本文を読んだあと
でCD-ROMにおさめられたビデオを見て，E-trainingに挑戦することで，災害医療の
知識と現場の雰囲気が身につく．
定価3,300円（税込）48ページ A4判 CD-ROM付 ★978-4-89269-695-4

2010年2月

新しい救急医療体制の構築
救急医療体制改善のための提言
編著：小濱啓次川崎医科大学名誉教授 川崎医療福祉大学教授

本書は，医療崩壊が叫ばれるわが国の救急医療の現状を3年間にわたって分析し，今後
あるべき救急医療体制を提言したものである．平成18〜20年厚生労働科学研究費補助
金（地域医療基盤開発推進研究事業）
「救急医療体制の推進に関する研究」を基に，現
場の救急医療関係者と消防庁救急専門官による新たな書き下ろし原稿を追加した．
定価3,740円（税込）234ページ B5判 ★978-4-89269-690-9

2009年11月

災害医療
医療チーム・各組織の役割と連携
編集：大橋教良帝京平成大学現代ライフ学部

「災害にどう立ち向かい，傷病者をどう助けるのか」この問いに答えるもっとも信頼で
きる災害医療ガイドブック．知っておかなければならない，各組織の役割と連携，防
災計画，災害訓練，災害時医療の基本と多くの実例を紹介．災害医療にかかわるすべ
ての方へ．
（救急医学2008年2月号特集をup dateして再編）
定価3,740円（税込）210ページ B5判 ★978-4-89269-634-3

2009年2月

ガイドライン ドクターヘリ安全の手引き
監修：日本航空医療学会
編集：日本航空医療学会安全推進委員会

救急医療現場において活躍が期待されるドクターヘリについて，安全と迅速な任務の
遂行のための指針として，基本事項を整理しガイドラインとしてまとめた．付表や参
考資料を豊富に取り扱い，ドクターヘリ業務における安全確保と迅速な対応，各関連
業種との協力体制をわかりやすく解説している．
定価1,980円（税込）76ページ A5判 ★978-4-89269-592-6
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2007年11月

救急・災害医学

DCLSコースガイドブック

監修：日本口腔外科学会，DCLSコース開発委員会
編集：DCLSコースガイドブック編集委員会

本書は，口腔外科学会専門医必修のDCLSコースのテキストである．患者急変への対応
に備えるため，歯科･口腔外科診療にかかわる医師･スタッフすべてに望まれる内容が
盛り込まれている．心肺停止をはじめとして異物，アナフィラキシーなど患者急変へ
の対応など歯科診療に従事するすべてのスタッフ必読必携書である．
定価3,300円（税込）136ページ B6判 ★978-4-89269-580-3

2007年10月

小児初期救急への挑戦
監修：中澤 誠東京女子医科大学循環器小児科
編集：稲毛康司日本大学医学部付属練馬光が丘病院小児総合診療科

小児初期救急に関しては，関連学会で多くの議論がなされてきた．しかし，画一的な
改善策は望めないのが実情である．本書では，現状の問題点を本音で語るとともに，
いま何をしなければならないかを現実的に提案している．地域で具体的な小児救急体
制を構築するためのヒントになる英知を結集した好著である．
定価4,950円（税込）232ページ B5判 ★978-4-89269-495-0

2005年4月

小児初期救急診療ガイドブック
監修・編集：柳澤正義国立成育医療センター総長

救急医療体制の整備は近年目覚ましいが，その一方で小児救急はさまざまな問題が山
積している．厚生労働省は2004年度より支援事業の一つとして講習会を予算化した．
本書はその際の参考書となるよう編集され，小児科医と非小児科医がペアとなって執
筆し，非小児科医が小児初期救急に携わる際の利便性を図っている．

定価3,300円（税込）196ページ B5判 ★978-4-89269-477-6

2004年4月

急性腹症のCT

著者：堀川義文沖縄中部徳洲会病院外科／岩尾憲夫福岡徳洲会病院外科／
安田晶信湘南鎌倉総合病院放射線科

本書は，急性虫垂炎，消化管穿孔，小腸疾患，大腸疾患，肝･胆･膵疾患などに基因す
るあらゆる「急性腹症」の400余症例について，鮮明な2,500余点のCT所見を集大成
したものである．画像の特徴，注目点等を詳細に解説し，研修医などの初学者でも画
像の解読が進められるようにわかりやすく構成してある．
定価15,400円（税込）620ページ A4判 ★978-4-89269-320-5

1998年10月

AIS 2005 Update 2008 日本語対訳版
監訳：一般社団法人日本外傷学会
翻訳：日本外傷学会トラウマレジストリー検討委員会

AIS 2005 update 2008は，前版であるAIS 90 update 98との対応に配慮し，臓器損傷スケールと骨折分
類体系の双方に関連づけられている．また，AIS 90 update 98と比較して損傷内容の記述の精度および洗
練度が上がっている一方で，平易さにも配慮されている．さらに，一側的に発現した場合よりも両側的に
発現した場合の方が，生命に対する脅威や機能障害が悪化するように改善された．前版にはない項目であ
るFunctional Capacity Index（FCI）も損傷後の機能障害評価ツールとして加わっている．
定価19,800円（税込）340ページ A4判 ★978-4-89269-903-0

2017年3月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。

23

救急・災害医学

AIS 90 update 98 日本語対訳版
監訳：日本外傷学会／財団法人日本自動車研究所

外傷患者の解剖学的重症度評価法の世界標準であるISSの算出にはAISに基づいた損傷
分類と重症度スコアが必要である．AISは改訂とともに複雑な分類となっているが，本
書はその90年版であるAIS 90の日本語対訳版．
「外傷初期診療ガイドライン」ととも
に救急医療従事者必備の一冊．

定価11,000円（税込）95ページ A4判 ★978-4-89269-455-4
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2003年10月

救急救命士・救急隊員

救急救命士実践力アップ119
編著：桂田菊嗣大阪急性期・総合医療センター名誉院長／瀧野昌也長野救命医療専門学校救急救命士学科長

救急救命士に贈る「問題集でありながら解説集」という 新しい 一冊．現場に必要
な知識とスキルを問題で悩みながら学べ，図表つきの開設でわかりやすく理解できる．
出動すると待ち受ける現場を再現し，五者択一式だけではなく，図示する問題，組み
合わせを答える問題，穴埋め問題などバリエーション豊かな問題形式を順不同で119問
掲載．
定価2,970円（税込）256ページ B5判 ★978-4-89269-972-6

2019年4月

現場で使える プレホスピタル実践英会話ポケットブック
監修：坂本 哲也帝京大学医学部救急医学講座主任教授
著者：藤原 ウェイン 翔California State Licensed EMT

消防隊員・救助隊員・救急隊員・救急救命士が今すぐ使える英会話フレーズ集。さま
ざまな症候に応じた現場で必要な対応を救急隊と傷病者・家族の対話形式で学べる【救
急編】
，火災，自然災害，多数傷病者発生事案における現場対応をシナリオ形式で学べ
る【救助編】
，さまざまな症例・手術歴などを紹介した【症候編】から成り，インバウ
ンド対策に必見．
定価1,980円（税込）128ページ B6変形 ★978-4-89269-994-8

新解釈 わかりやすい救急救命士法

2020年1月

改訂第2版

救急救命士の未来像と新たな法解釈
総合監修：一般社団法人病院前救護統括体制認定機構

本書は，救急救命士の行う医行為の法解釈をQ ＆ Aでわかりやすく解説．また，高齢
者救急患者搬送の増加や大規模集客施設の開業，大規模集客イベントの開催等，社会
環境の著しい変化に対応し，救急救命士が活躍すべき場が拡大している背景を解説．
今後の病院前救護・救急の担い手として期待される，消防や警察などの行政機関に属
していない救急救命士の有資格者（いわゆる民間救急救命士）の将来像についても言及．
定価2,200円（税込）112ページ B5判 ★978-4-89269-946-7

2018年5月

救急隊員による疾病の観察・処置の標準化

PEMECガイドブック2017

監修：日本臨床救急医学会
編集：日本臨床救急医学会PMEC検討小委員会
編集協力：日本臨床救急医学会 小児救急委員会

PEMECは急性疾病の傷病者に対し，現場に出動した救急隊員がどのような活動を行うべきかを明確に
し，その標準化を目的として定められた．PEMEC はPCECやPSLSへの移行の起点ともなる．本書で
は呼吸困難，動悸，胸痛，腹痛，めまいなどの症状・症候に対する初期対応を定め，シナリオに基づ
いたシミュレーショントレーニングで質の高い病院前救護が実践できるよう工夫されている．
定価2,200円（税込）184ページ B6判 ★978-4-89269-919-1

2017年1月

AMLS日本語版
観察に基づいたアプローチ
監訳：坂本哲也帝京大学／谷川攻一福島県立医科大学

米国発行書籍『AMLS Advanced Medical Life Support-An Assessment-Based
Approach』の完全翻訳版．病院前での疾病患者に対する評価と管理について生命危機
を回避するために用いるべき「AMLS評価手順」を身につけることを目的としている．
さらなる知識の向上を目指す救急救命士のみならず初期研修医・看護師など救急医療
を担うすべての医療従事者必見の1冊．切り離し可能な付録付．
定価13,200円（税込）580ページ A4判 ★978-4-89269-887-3

2016年11月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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救急救命士・救急隊員

JPTEC外傷のためのファーストレスポンダーテキスト

補訂版

編著：一般社団法人JPTEC協議会

本書は「JPTECファーストレスポンダーコース」の教材として作成されているが，コ
ースの受講と関係なく，重傷外傷傷病者に最初に対応する可能性のあるすべての方を
対象に，重症外傷傷病者への対応を学ぶ教科書としても活用いただきたい．

定価550円（税込）50ページ Ｂ5判 ★978-4-89269-990-0

2020年1月

救急現場活動シリーズ・1

傷病者の搬送と移乗
著者：安田康晴広島国際大学保健医療学部教授

本書は，救急現場活動において傷病者のおかれている環境や状態，症状を把握し安全
で迅速かつ適切な搬送方法を選択し，また救急隊員にとっても安全で身体負担を軽減
させる搬送方法および移乗について解説したテキスト．

定価2,200円（税込）80ページ A4判 ★978-4-89269-842-2

2014年6月

救急現場活動シリーズ・2

感染防止対策と個人防護
著者：安田康晴広島国際大学保健医療学部教授

救急救命士を含め，救急隊員が救急現場活動での感染防止や負傷等の二次災害防止の
ために，救急現場活動に実践できるように写真や図を多用しわかりやすく解説．

定価2,200円（税込）68ページ A4判 ★978-4-89269-843-9

2014年9月

救急現場活動シリーズ・3

コミュニケーションと問診
著者：安田康晴広島国際大学保健医療学部教授

救急現場では，救急隊員は傷病者の情報を限られた時間内に的確に得なければならな
い．そのために必要なのがコミュニケーションスキルである．本書は，救急隊員が救
急現場において円滑な救急現場活動を行い，患者を適切な医療機関へ搬送するために，
傷病者やその家族・関係者から必要な情報を得るための技術を写真を多用し，ていね
いに解説している．
定価2,200円（税込）90ページ A4判 ★978-4-89269-844-6

2015年2月

救急現場活動シリーズ・4

特定行為
著者：安田康晴広島国際大学保健医療学部教授
医学監修：畑中哲生救急救命九州研修所教授／田邉晴山救急救命東京研修所教授

特定行為について救急現場で迅速かつ的確に行えるよう，イラストや写真を多く取り
入れわかりやすく解説．特定行為を行う救急救命士はもちろんのことであるが，資器
材の準備や関係者への説明など，特定行為に対する知識や理解を必要とする救急隊員
にとっても有用な一冊．
定価2,200円（税込）80ページ A4判 ★978-4-89269-845-3
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2015年12月

救急救命士・救急隊員
救急現場活動シリーズ・５

リーダーシップと救急隊長の役割
監修：安田 康晴 広島国際大学保健医療学部教授
著者：竹井 豊 広島国際大学保健医療学部准教授

本書は「救急現場活動シリーズ」1 〜 4巻を著した安田康晴教授が監修者となり，20
年余の救急現場活動経験を持つ救急救命士から，博士課程を経て大学教員となった竹
井豊准教授が執筆！リーダーシップと隊員教育について，理論的かつ実践的に解説し
た．救急隊長として活躍しているあなたも，今後救急隊長となるあなたにも，もう一
段階上を目指すすべての救急隊員必読の一冊！！
定価2,200円（税込）72ページ A4判 ★978-4-89269-846-0

2016年7月

救急隊員による脳卒中の観察・処置の標準化

PSLSガイドブック 2015

監修：日本臨床救急医学会
編集協力：日本救急医学会／日本神経救急学会
編集：PCEC・PSLS改訂小委員会

『PSLS コースガイドブック』は，2007 年に初版を，2009 年に改訂版を出版し，病院
前における脳卒中疑い傷病者への対応の標準参考書として好評を博し，本書はその第3
版にあたる．本書は，病院前医療（救急隊員）向けではあるが，純粋な脳卒中入門書
としても活用が可能であり，救急医療に従事されている方以外にも，有用な一冊．
定価2,420円（税込）218ページ B6判 ★978-4-89269-866-8

2015年6月

救急隊員による意識障害の観察・処置の標準化

PCECガイドブック 2016

監修：日本臨床救急医学会
編集協力：日本救急医学会／日本神経救急学会
編集：PCEC・PSLS改訂小委員会

本書は，７年間にわたって意識障害傷病者に対する病院前現場活動の教科書として役
割を果たしてきた『PCECコースガイドブック』の改訂第２版にあたる．改訂までの
間には，救急救命士特定行為の拡大などもあり，病院前医療の安全で効果的な実施には，
形式的な手順だけでなく，背景となる病態の理解も必須となっている．
定価3,080円（税込）272ページ B6判 ★978-4-89269-878-1

JPTECインストラクターテキスト

2015年12月

改訂第2版

編著：一般社団法人 JPTEC協議会

JPTECインストラクターコースでの指導内容を解説したテキスト．成人教育技法の基
礎や，実際の指導におけるポイント，JPTECに関する規定などを掲載している．内容
は『改訂第2版 JPTECガイドブック』に準拠．従来コースに加え，2016年7月から始
まった「JPTECミニコース」
「JPTECファーストレスポンダーコース」のインストラ
クター指導にも対応．
定価2,640円（税込）120ページ A4判 2穴バインダー ★978-4-89269-912-2

救急救命士医学用語辞典

2017年1月

改訂第3版

監修：山本保博東京臨海病院院長・日本医科大学名誉教授
編著：安田和弘松江病院院長

救急救命士が現場活動を行ううえで必要不可欠な医学関係用語2,036語を厳選した．ま
た，各種研修プログラムや新たに取り入れられつつある病院前評価スケールなどの関
連用語は別にまとめ，解説を加えるなど，救急救命士に必須と考えられるあらゆる知
見を網羅している．いわゆる医学辞典とは異なり救急に特化した解説文は救急隊員に
も有用で必携の書といえる．
定価6,820円（税込）760ページ B6判 ★978-4-89269-809-5

2013年7月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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救急救命士・救急隊員

救急隊員標準テキスト

改訂第5版

編集：救急隊員用教本作成委員会

本書は，救急医学・医療を取り巻く環境が日々進歩し続けるなか，最新の知見に基づき，
必要な医学的知識と現場活動の実際を網羅的に解説した，救急隊員必読の標準テキス
ト．
「救急蘇生に関するガイドラインの改訂」や「法律の改正」
，総務省消防庁の「緊
急度判定プロトコルVer.2.0」など，救急領域の新たな動向にも対応．

定価7,260円（税込）330ページ A4判 ★978-4-89269-959-7

救急救命士標準テキスト

2018年12月

改訂第10版

編集：救急救命士標準テキスト編集委員会

「救急救命士国家試験出題基準」への準拠を基本とし，学習しやすいように構成を工夫
した．9版の内容を徹底的に見直し，救急救命士に求められる知識を全1冊に凝縮した．
購入者全員に全文PDFダウンロードの特典付き．

定価19,800円（税込）940ページ A4判 ★978-4-89269-997-9

2020年4月

救急救命士標準テキスト

追補版 ショックへの輸液・ブドウ糖投与
編集：救急救命士標準テキスト追補版編集委員会

本書は，2014年4月1日から実施可能となった処置を救急救命士が行うために，修了し
なければならない研修と実習のためのテキストである．
救急救命士標準テキスト改訂8版の追補版として発行するもので，本書の内容は2016
年から国家試験の対象となる．
定価5,060円（税込）160ページ A4判 ★978-4-89269-840-8

2014年3月

救急救命士ステップアップ9 上巻

監修：山本 保博
編著：安田 和弘

日本医科大学名誉教授
松江病院院長

本書は，
『第9版 救急救命士標準テキスト』の章立てに合わせて構成している．初版（平
成6年）から7度の改訂を経て，編著者安田和弘先生がこれまで実践で培った知識と最新の
知見を盛り込み，病院前救護のオピニオンリーダーとして，一医療人として，救急救命士
が活躍するための情報を詰め込んだ書．上巻では，基礎分野，専門基礎分野と専門分野の
うち，救急医学概論／病院前医療概論，救急医学概論／救急救命処置概論，について詳述．
定価7,260円（税込）492ページ A4判 ★978-4-89269-901-6

2016年12月

救急救命士ステップアップ9 下巻

監修：山本 保博
編著：安田 和弘

日本医科大学名誉教授
松江病院院長

本書は，
『第9版 救急救命士標準テキスト』の章立てに合わせて構成している．初版（平
成6年）から7度の改訂を経て，編著者安田和弘先生がこれまで実践で培った知識と最
新の知見を盛り込み，病院前救護のオピニオンリーダーとして，一医療人として，救
急救命士が活躍するための情報を詰め込んだ書．下巻では，救急病態生理学，救急症
候学，疾病救急医学，外傷救急医学，急性中毒学・環境障害について詳述．
定価7,260円（税込）474ページ A4判 ★978-4-89269-902-3
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2016年12月

救急救命士・救急隊員

JPTECガイドブック

改訂第2版補訂版

編著：一般社団法人JPTEC協議会

わが国における 防ぎえる外傷死 を回避することで，外傷傷病者の死亡率が改善し，
後遺症が軽減することを目的とした，外傷病院前救護のガイドブック．病院前救護に
従事する医療者にとって有用な書とするために，最新の知見を盛り込んでいる．
〔改訂
第２版補訂版〕では，４つの一般医療機器「止血機能付きガーゼ」
「一方向弁付きシール」
「止血帯」
「骨盤骨折固定器具」の関連する部分を補っている．
定価3,850円（税込）266ページ A4判 ★978-4-89269-989-4

2020年1月

救急救命士国家試験問題解答・解説集
監修：山本保博

第32回 ★978-4-89269-669-5

第33回 ★978-4-89269-700-5

第34回 ★978-4-89269-727-2

第35回 ★978-4-89269-772-2

第36回 ★978-4-89269-802-6

第37回 ★978-4-89269-841-5

第38回 ★978-4-89269-865-1

第39回 ★978-4-89269-889-7

第40回 ★978-4-89269-924-5

第41回 ★978-4-89269-947-4

第42回 ★978-4-89269-976-4

第43回 ★978-4-86719-001-2

第32回 定価1,320円（税込）122ページ
第33回 定価1,320円（税込）126ページ
第34回 定価1,320円（税込）146ページ
第35回
（付：第34回追加試験） 定価1,980円（税込）254ページ
※
「第35回」
は第34回追加試験全200問も全問掲載しています．
第36回 定価1,540円（税込）130 ページ
第37回 定価1,540円（税込）144ページ
第38回 定価1,760円（税込）148ページ
第39回 定価1,760円（税込）148ページ
第40回 定価1,760円（税込）146ページ
第41回 定価1,760円（税込）142ページ
第42回 定価1,760円（税込）144ページ
第43回 定価1,760円（税込）152ページ

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。

B5版
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薬剤師・
薬剤師
・臨床検査技師・診療放射線技師
臨床検査技師・診療放射線技師

救急検査指針
救急検査認定技師テキスト
監修：日本救急検査技師認定機構／一般社団法人 日本臨床救急医学会
編集：日本救急検査技師認定機構テキスト編集委員会

救急医療に従事する臨床検査技師に必要な知識や技術を系統的かつ理解しやすいように構成．救急
医療の特殊性と臨床検査のかかわり，意識障害や胸痛などの症候だけでなく臨床検査との関連付け
も解説，救急検査という新しい概念を取り入れ，これまでの「緊急検査」と区別するなど，チーム
医療の一端を担う救急検査技師を目指す人にとって必携の一冊である．
定価4,950円（税込）262ページ A4判 ★978-4-89269-813-2

救急撮影ガイドライン

2013年8月

改訂第3版

救急撮影認定技師標準テキスト
監修：日本救急撮影技師認定機構

日本救急撮影技師認定機構が認定する「救急撮影認定技師」制度．その認定に求めら
れる知識と技術を凝縮した標準テキスト．改訂第3版では，最新知見の繁栄はもちろん，
全体の構成が整理されてよりわかりやすく，より読者に寄り添った内容に．救急撮影
認定技師を目指す方のみならず，すべての診療放射線技師の方が救急医療の基礎を学
べるテキストである．
定価6,380円（税込）308ページ A4判 ★978-4-89269-999-3

薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキスト

2020年4月

改訂第2版

監修：一般社団法人 日本病院薬剤師会／一般社団法人 日本臨床救急医学会
編集：薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキスト改訂版編集委員会

本書は日本臨床救急医学会が実施している「救急認定薬剤師」養成のためのテキストであり，本書
の内容が認定試験の出題範囲となっている．救急・集中治療に関わる薬剤師が備えておくべき医学
的知識や技能に加え，法律や倫理的問題なども解説．さらに救急・集中治療領域の薬剤業務を体系
づけ，主要症状から薬剤師として速やかに対応できるよう構成．資格取得を目指す薬剤師のみならず，
救急・集中治療領域の薬剤師業務に必要な基礎と臨床を学びたい薬剤師，薬学生必携の一冊．
定価6,050円（税込）336ページ B5判 ★978-4-89269-949-8
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2018年5月

保健・福祉・介護
精神保健福祉／福祉・介護
こんな本もあります！
［医学書］
■在宅医ココキン帖
■組織論からみた病院経営
■担当医としてこのように答えたい
がん患者・家族からの質問

8
8
7

［救命・救急医学］
■意識障害の初期診療の標準化
ACECガイドブック2019
■救急現場における精神科的問題の初期対応
PEECガイドブック 改訂2版
■救急医療から地域へとつなげる自殺未遂者支援のエッセンス
HOPEガイドブック

17
19
19

［看護書］
■看護補助者のための看護と介護の実技ブック
■立つ・歩くことを考えた 脳性まひ児のリハビリテーション
ー運動機能獲得へのアプローチー

■ 生きるからだ に向き合う
身体論的看護の試み

［新

38
46
40

書］

■かかわりの途上で
こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー

52

■福祉は誰のために
ソーシャルワークの未来図

■聞いてみた！

「精神科医ドクター HK」
の挑戦 ⑶

■もの申す！

56

重度認知症の治療者に
54

重度認知症の治療現場から

「精神科医ドクター HK」
の挑戦 ⑷
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精神保健福祉

精神保健福祉士養成セミナー
編集：精神保健福祉士養成セミナー編集委員会

全8巻

第6版

精神保健福祉士養成のためのテキストとして初版を発刊したのは精神保健福祉士の国家
精神障害者施策の改変や社会経済情勢の変化，
資格が誕生した1998年であった．その後，
そして求められる役割や精神保健領域の拡大などの状況に対応するために改訂を重ね，
今回で6度目の改訂となる．第6版では障害者施策等の動向，とくに障害者総合支援法の
改正等を踏まえ一部内容を見直し修正を施すとともに，新しい知見を加え充実を図った．
各巻

第

B5判

2017年1月

1 巻 精神医学―精神疾患とその治療
定価3,520円（税込）368ページ

第

★978-4-89269-904-7

2 巻 精神保健学―精神保健の課題と支援
定価3,520円（税込）356ページ

第

★978-4-89269-905-4

3 巻 精神保健福祉相談援助の基盤[基礎][専門]
定価3,190円（税込）222ページ

第

★978-4-89269-906-1

4 巻 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅰ
定価3,410円（税込）336ページ

第

★978-4-89269-907-8

5 巻 精神保健福祉の理論と相談援助の展開Ⅱ
―精神保健福祉におけるリハビリテーション
定価3,190円（税込）248ページ

第

★978-4-89269-908-5

6 巻 精神保健福祉の制度・サービスと生活支援システム
定価3,630円（税込）340ページ

第

★978-4-89269-909-2

［専門］
7 巻 精神保健福祉援助演習［基礎］
定価2,970円（税込）226ページ

第

★978-4-89269-910-8

8 巻 精神保健福祉援助実習指導・現場実習
定価2,970円（税込）248ページ

★978-4-89269-911-5

編者一覧
◦小阪憲司（1・2巻）◦
医療法人社団フォルクモア クリニック医庵
センター南／
横浜市立大学医学部名誉教授

◦樋口輝彦（1・2巻）

一般社団法人日本うつ病センター理事長／
国立研究開発法人国立精神･神経医療研究セ
ンター名誉理事長

◦荒田

寛（2・3・4・6・7・8巻）

龍谷大学社会学部地域福祉学科教授

◦佐々木敏明（3・4・7・8巻）
北海道医療大学客員教授

◦今井博康（3・6・7・8巻）
北翔大学教育文化学部心理カウンセリング学
科・大学院人間福祉学研究科教授

◦助川征雄（4巻）
聖学院大学人間福祉学部客員教授
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◦田村綾子（4・7・8巻）
聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授

◦浅野弘毅（5巻）

東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学科教授／
東北福祉大学せんだんホスピタル院長

◦木太直人（5巻）
公益社団法人日本精神保健福祉士協会常務理事

◦小田敏雄（5・7・8巻）
田園調布学園大学人間福祉学部社会福祉学科
准教授

◦柏木一惠（6巻）

公益社団法人日本精神保健福祉士協会会長／
公益財団法人浅香山病院

精神保健福祉

精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー 全11巻
編集：精神保健福祉士・社会福祉士養成基礎セミナー編集委員会

本シリーズは、新教育カリキュラム「共通科目」について，精神保健福祉士・社会福
祉士を養成するためのテキストである．国民のメンタルヘルスに関わる役割の拡大や
他業種との連携，相談援助業務の拡充等、新教育カリキュラムが重視するポイントを，
養成教育の第一線で活躍する執筆陣が，具体的かつ実践的に詳述している．
各巻 B5判 1〜10巻 2008年12月〜2009年2月・11巻 2012年5月

第

1 巻 医学一般

人体の構造と機能および疾病［売切］
高橋清久藍野大学／樋口輝彦国立精神・神経センター／
藤井滋樹認知症介護研究・研修大府センター
定価2,420円（税込）272ページ ★978-4-89269-650-3

第

2 巻 心理学

心理学理論と心理的支援［売切］
飯長喜一郎日本女子大学／岩立志津夫日本女子大学
定価2,310円（税込）230ページ ★978-4-89269-651-0

第

3 巻 社会学

社会理論と社会システム［売切］
南山浩二静岡大学／石原邦雄成城大学
定価2,420円（税込）228ページ ★978-4-89269-652-7

第

4 巻 社会福祉原論

現代社会と福祉［売切］
圷 洋一日本女子大学／岩崎晋也法政大学
定価2,750円（税込）280ページ ★978-4-89269-653-4

第

5 巻 地域福祉論

地域福祉の理論と方法
野口定久日本福祉大学／原田正樹日本福祉大学

定価2,750円（税込）310ページ ★978-4-89269-654-1

第

6 巻 福祉行財政論

福祉の行財政と福祉計画
野口定久日本福祉大学／平野方紹日本社会事業大学
定価2,310円（税込）176ページ ★978-4-89269-655-8

第

7 巻 社会保障論

山崎泰彦神奈川県立保健福祉大学／植村尚史早稲田大学／喜多村悦史東京福祉大学
定価2,420円（税込）250ページ ★978-4-89269-656-5

第

8 巻 公的扶助論

低所得者に対する支援と生活保護制度
清水浩一明治学院大学／岡部 卓首都大学東京／杉村 宏法政大学

定価2,310円（税込）220ページ ★978-4-89269-657-2

第

9 巻 保健医療サービス論

高橋清久藍野大学／樋口輝彦国立精神・神経センター

定価2,310円（税込）174ページ ★978-4-89269-658-9

第10巻 法学

権利擁護と成年後見制度
新谷眞人日本大学／藪本知二山口県立大学

定価2,310円（税込）268ページ ★978-4-89269-659-6

第11巻 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
荒田 寛龍谷大学／佐々木敏明聖隷クリストファー大学／
今井博康北翔大学／増田公香日本赤十字九州国際看護大学

定価2,420円（税込）248ページ ★978-4-89269-758-6

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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精神保健福祉士国家試験問題［専門科目］解答・解説集
編集：公益社団法人

日本精神保健福祉士協会

本書は，精神保健福祉士国家試験の専門科目240問題について，模範解答に関連事項を含めた
詳細な解説を付し，併せて教科ごとにこれまでの試験問題を踏まえた「出題傾向と対策」を
提示している．重要事項を確認し知識の整理ができるように編集した試験対策解説書である．
第16回～第18回
第17回～第19回
第18回～第20回
第19回～第21回
第20回～第22回

定価3,300円（税込）304ページ
定価3,300円（税込）300ページ
定価3,300円（税込）300ページ
定価3,300円（税込）300ページ
定価3,300円（税込）300ページ

B5判
B5判
B5判
B5判
B5判

★978-4-89269-888-0
★978-4-89269-926-9
★978-4-89269-952-8
★978-4-89269-977-1
★978-4-86719-005-0

精神保健福祉士国家試験問題
編集：公益社団法人日本精神保健福祉士協会

2016年6月
2017年6月
2018年5月
2019年6月
2020年9月

解答・解説集

本書は，毎年1月に行われる国家試験（全17教科・163問題）のすべてについて，模範
解答と関連事項も含めた詳細な解説を付して編纂．併せて，教科ごとにこれまでの試
験内容をふまえた「出題傾向と対策」を提示している．

第16回 定価2,860円（税込）226ページ B5判 ★978-4-89269-847-7
第17回 定価2,860円（税込）218ページ B5判 ★978-4-89269-867-5

精神保健福祉士国家試験

2014年06月
2015年07月

専門科目キーワード

著者：長坂和則静岡福祉大学社会福祉学部教授

精神保健福祉士国家試験問題の第1回〜第19回までの問題を徹底分析し，国家試験合
格に導く重要なキーワードを厳選してPICKUP! 出題基準をベースにしながらも，よ
り理解しやすいように独自のカテゴリー化をしているので系統立てて大事なことが学
べる．試験勉強に！ 試験直前の確認に！ 実践現場での振り返りに！ずっと使える
キーワード集．
定価1,980円（税込）150ページ A5判 ★978-4-89269-929-0

2017年7月

PSW実習ハンドブック
実習生のための手引き
編集：荒田 寛／田村綾子／小田敏雄／川口真知子／相川章子

本書は，精神保健福祉援助実習に臨む実習生が，より充実した実習を送ることができ
るように導く手引書である．

定価2,640円（税込）208ページ B5判 ★978-4-89269-791-3

2013年1月

精神保健福祉士のためのスクールソーシャルワーク入門
子どもと出会い，寄り添い，共に歩むプロセスを見つめて
編著：大西 良久留米大学比較文化研究所

本書は精神保健福祉士としてのアイデンティティを基軸としながらスクールソーシャ
ルワーク（SSW）の理論および実践を体系的にとらえることを試みたSSW入門書であ
る．精神保健福祉士がSSWとして活躍するための理論や技法を詳細に解説しただけで
なく，事象別実践事例を用い，支援の実際をわかりやすく紹介している．
定価2,640円（税込）248ページ A5判 ★978-4-89269-776-0
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2012年6月

精神保健福祉

よくわかる

アディクション問題

依存症を知り，回復へとつなげる
編著：長坂和則静岡福祉大学社会福祉学部

教授

本書は，アディクションとそれが引き起こす「アディクション問題」について，わかりやすく
解説．アディクションに悩む人たちのエピソードからはじまる第1章を読み，アディクション
像を思い浮かべたうえで，
2章以降の知識を読み進めていくため，より具体的にわかりやすく「ア
ディクション」について，理解することができる．このわかりやすさは，アディクション問題
を知るための入門書としてはもちろん，当事者と知識を共有するうえでも有用な一冊．
定価1,980円（税込）152ページ A5判 ★978-4-89269-957-3

ソーシャルワーク

2018年9月

協働の思想

クリネー から トポス へ
著者：柏木 昭／佐々木敏明 解題に代えて：荒田

寛

領域拡大に伴うPSWアイデンティティの喪失が危惧される昨今，これを従来経験する
ことのなかった危機状況ととらえ，ソーシャルワーカー本来の専門性をどのように確
立するかという課題を，真正面から考究した一冊．

定価1,980円（税込）176ページ B6判 ★978-4-89269-707-4

これからの精神保健福祉

2010年5月

第4版

精神保健福祉士ガイドブック
編集：柏木 昭／荒田 寛／佐々木敏明

精神保健福祉状況が激変する中，PSWの基盤を決定づける養成カリキュラムが更新さ
れる．これは誕生10年を経て改めてPSWの専門性を問い直し，職域や認知度拡大等に
伴う更なる実践力強化を狙ったもの．本書ではこれら最新動向に即応し，現･近未来に
わたるPSWの活動のあり方と喫緊の実践課題を網羅、再整理した．
定価3,520円（税込）280ページ B5判 ★978-4-89269-620-6

2009年6月

精神保健学/序説
著者：篠崎

英夫

長年，行政官として国の施策に携わり，臨床・教育にも身を置いた著者ならではの広
い視点・深い洞察に基づきまとめられた，他に類をみない精神保健学の教材である．
精神保健・医療の歩みをその背景とともに振り返った上で，とくに自殺，アルコール
依存症，タバコ依存症，認知症について深く掘り下げて分析・検証し，今後の方策が
語られる．まさに，生きた「精神保健学」が学べる珠玉の一冊である．
定価3,300円（税込）320ページ 四六判 ★978-4-89269-920-7

精神障がい者のための就労支援

2017年5月

改訂第2版

監修：阪田憲二郎神戸学院大学総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科
編集：米川和雄帝京平成大学現代ライフ学部人間文化学科
編集：内藤友子特定非営利活動法人キャリア・インディペンデンス

精神障がい者の地域移行・地域定着には必須といえる就労支援．本書は，精神障がい
者の就労を支援する方々を後押しするための一冊．さまざまな就労支援の実践報告や
「日常生活・就労マナー」を伝える具体的な方法を詳述．就労支援に携わる新人からベ
テランまで，幅広く使える良書！
定価3,300円（税込）256ページ B5判 ★978-4-89269-933-7

2017年9月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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ソーシャルワークの理論と実践の基盤
監修：公益財団法人 東京社会福祉士会
編集：「ソーシャルワークの理論と実践の基盤」編集委員会

本書は，ソーシャルワークの公準的機能と自分らしさを紡ぎ合わせながら，自らの実
践を確立していくための基盤を記した一冊．単純な理論やアプローチの羅列ではなく，
実務に活用できるよう工夫を凝らしてある．ソーシャルワーカーの生涯学習に最適．

定価3,960円（税込）272ページ B5判 ★978-4-89269-988-7

2019年10月

救急患者支援 地域につなぐソーシャルワーク
救急認定ソーシャルワーカー標準テキスト
監修：救急認定ソーシャルワーカー認定機構
編集：救急認定ソーシャルワーカー認定機構研修・テキスト作成委員会

本書は，救急認定ソーシャルワーカー認定機構による「救急医療ソーシャルワーカー」認定の際に
必要となる研修会のテキストであり，救急現場で医療チームの一員として働くソーシャルワーカー
のために必要な基本的な医学的知識と技能が学べる1冊となっている．とくに第３部の事例集は，実
践に大いに役立つ．また，看護師，医師，関係機関など多職種にも必要な知識がちりばめられている．
定価5,060円（税込）310ページ A4判 ★978-4-89269-936-8

2017年9月

24時間ケアプラン
ケアマネジャー必携
編集：村嶋幸代東京大学大学院助教授／堀井とよみ水口町保健介護課長／水口町保健センター所長

公的介護保険制度の下，保健・医療・福祉三位一体の視点から，24時間ケアを提供す
るためのケアプランの立て方，チームの組み方および「要介護度別ケアプラン」立案
の実際を豊富な実践例を呈示しつつ詳述したケアマネジメント実践ガイド．地域ケア
実践者と研究者の全面協力で成ったもっとも信頼できる一書．
定価3,300円（税込）200ページ B5判 ★978-4-89269-355-7
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2000年5月

看護書
臨床看護／看護学・理論
小児看護
こんな本もあります！
［医学書］
■ココアはカラダとココロを温める
賢者の飲み物12の秘密

■病院を支える人たち
病院長とゆかいな仲間たち

■在宅医ココキン帖
■鼠径部ヘルニアの手術
■胆道閉鎖症診療ガイドライン

8
8
8
5
2

［救命・救急医学］
■大規模イベント医療・救護ガイドブック
■臓器提供ハンドブック
終末期から臓器の提供まで

■Protect Your Hospital
病院内発生テロ対策マニュアル
■現場で使える プレホスピタル実践英会話ポケットブック
■Hokusoh HEMS standard operating procedure
■母体救命 アドバンスガイドブック J-MELS
J-CIMELS公認講習会アドバンスコーステキスト

［新

14
14
14
25
16
15

書］
、 、

■笑う角田には福が来る
訪問看護で出会った人々のきらめく16の物語

■医療を支える女たちの力
■特定看護師
研修内容と実像、そして期待される役割

54
54
56

臨床看護

ナースのための くすりの事典2021
著者：守安洋子／原景子／二宮洋子

看護職にもっとも信頼され活用されている「くすりの事典」の最新版．
「一般名」か「商
品名」かが一目でわかる索引，症状・病態から必要な薬を探し出せる「薬効別分類39
項目」
，先発医薬品を色分けし，後発薬との判別がすぐにできるなど，使いやすく，見
やすい工夫をしています．くすりに関する最新情報はもちろんのこと，
「看護のポイン
ト」
「患者・家族への指導のポイント」により，日常の臨床に役立つ一冊となっていま
す．
定価5,280円（税込）700ページ A5判 ★978-4-86719-011-1

2021年1月

看護補助者のための看護と介護の実技ブック
監修：杉本 侃緑風会病院理事長
著：今仲詩絵

本書は，入院患者の生活を援助する看護補助者に必要な介護手順やその方法について，
具体的な場面の写真を提示しながらわかりやすく解説している．食事・入浴・排泄・
体位変換などの解除にとどまらず感染予防や環境整備にも言及しており，介護施設や
在宅介護の場でも十分活用できる内容となっている．
定価1,320円（税込）88ページ B5判 ★978-4-89269-980-1

救急初療看護に活かす

2019年10月

フィジカルアセスメント

監修：一般社団法人 日本救急看護学会
編集：一般社団法人 日本救急看護学会『フィジカルアセスメント』編集委員会

患者の状態を迅速に評価し適切に初期対応するため，救急看護においてフィジカルア
セスメントの知識・技術の習得は必須といえる．本書は日本救急看護学会が開催して
いる「フィジカルアセスメントセミナー」のテキストとして，
救急看護に関連する疾患・
病態の知識，フィジカルアセスメントの知識・技術を解説．本書とeラーニング（映像
教材・テスト）を活用することで，効率のよい学習が可能です．
定価6,600円（税込）304ページ A4判 ★978-4-89269-963-4

2018年10月

エビデンスに基づいた リンパ浮腫実践ガイドブック
基本手技と患者指導
監修：北村 薫

リンパ浮腫に関する基礎知識からはじまり，基本手技や患者指導の実際など必須の情報
を網羅！看護師をはじめ理学療法士，作業療法士はもちろん医師を含めたあらゆる医療
職の方に贈る必携書．豊富なイラストと写真によるわかりやすい解説で，明日からの診
療にすぐに活かせます．また，治療の手順や方法について，最新のリンパ浮腫診療ガイ
ドライン 2018年版に対応しており，リンパ浮腫診療の標準化に役立つガイドブック．
定価3,520円（税込）244ページ B5判 ★978-4-89269-943-6

2018年3月

Emergency Severity Index（ESI）Version4
救急外来緊急度判定支援ツール
翻訳：日本臨床救急医学会緊急度判定体系のあり方に関する検討委員会
発行：日本臨床救急医学会

Emergency Severitry Index (ESI) は，アメリカで開発された，救急外来における緊
急度判定の５段階トリアージスケールであり，必要な医療資源の数をもとに緊急度を
判定するのが，その最大の特徴である．ESIの考え方と判定方法の詳説とともに，豊富
な練習症例が，ESIトリアージの習得に役立つ．
定価3,300円（税込）118ページ A4判 ★978-4-89269-932-0
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2017年9月

臨床看護

高度実践看護

第2版

統合的アプローチ
監訳：中村美鈴東京慈恵会医科大学医学部看護学科教授

高度実践看護領域のバイブル，Hamric and Hanson s Advanced Practice Nursing:
An Integrative Aooroach,最新第6版の邦訳．高度実践看護のコンピテンシー・役割・
価値などを最新のエビデンスや概念モデルに基づいて発信．看護大学大学院生や教育
者，管理者，高度実践看護師にとって必須の一冊である．
定価10,780円（税込）722ページ A4判 ★978-4-89269-996-2

2020年11月

フライトナースハンドブック
救急現場での活動と搬送のために
監修：日本航空医療学会
編集：日本航空医療学会フライトナースハンドブック編集委員会

病院前の救急医療体制にドクターヘリはいまや欠かせない存在となり，医師とともに救急現場
に出動するフライトナースの役割も大きなものとなっている．本書は，現場での患者の観察や
アセスメント，搬送上のポイントを具体的な事例に則してまとめ，フライトナースとして実践
している看護師をはじめ，フライトナースを目指す看護師にも活用いただける内容となっている．
定価3,300円（税込）146ページ A4判 ★978-4-89269-899-6

2017年1月

事例で学ぶ 実践！看護現場のリーダーシップ
チームの力を引き出すリーダーをめざす
監修：大島敏子
編集：濱田安岐子

臨床現場で働く看護師からの事例提供をふまえ，日常の看護現場において発揮するリーダーシップの要素として，①看護実践
の質を高めるためのチーム内の調整②メンバーへの学習支援③看護判断④チーム医療の推進⑤目標達成のための牽引の5つが
あげられる．これらから，リーダーシップを発揮した看護師の思考プロセスや結果としての行動がみえてくると，さらに学び
が深まる．具体的な事例・解説をとおして，リーダーシップを発揮するための手がかりをつかみ，学びのきっかけとしよう！
定価2,640円（税込）144ページ B5判 ★978-4-89269-897-2

2016年10月

高度看護OSCE
高度な臨床スキル評価
監訳：中村惠子

成功へのガイド

本書は，多くの高度実践プログラムに影響を与えた．ロンドン・サウス・バンク大学
で標準化されたOSCEに長年かかわってきた執筆陣による Passing Your Advanced
「高度実践看護師」を目指す人
Nursing OSCE の訳書．すでにOSCEの基礎を学び，
のために，実用的でわかりやすく，OSCEを極めるための教材となる一冊．
定価4,400円（税込）188ページ B5判 ★978-4-89269-855-2

外傷初期看護ガイドラインJNTECTM

2014年12月

改訂第4版

監修：一般社団法人 日本救急看護学会
編集協力：一般社団法人 日本臨床救急医学会

日本救急看護学会主催のJNTECコースでは，外傷初期診療の一翼を担う看護師が，病
院前救護・病院内医療と整合性を深めた外傷初期看護の知識・技術を習得することを
目的としている．本書はそのテキストの改訂第４版で，最新の知見をもとに，外傷初
期診療と看護，外傷初期病態の診断・治療，外傷初期診療時のアセスメント，外傷患
者に対する基本的処置と対応，コースの実際などを詳しく解説．
定価7,920円（税込）368ページ A4判 ★978-4-89269-958-0

2018年9月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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JTAS指導者テキスト（JTAS2017対応版）
編集：JTAS指導者テキスト編集委員会

日本臨床救急医学会・日本救急看護学会により，カナダで広く用いられているCTAS
（Canadian Triage and Acuity Scale）を導入し開発したJTAS（Japan Triage and
Acuity Scale）の普及を目指すため，指導者が知っておくべき講習会開催までの手順
から，運営・講義に関与する指導者へのテキストです．

定価3,300円（税込）98ページ A4判 ★978-4-89269-978-8

2019年5月

はじめての看護実習
基礎からステップアップ

看護コミュニケーション
編著：髙橋清美日本赤十字九州国際看護大学教授

本書は，
「ケアとコミュニケーション」という講義を担う編著者が，講義や看護実習へ
の引率経験を経て，
「看護学生に不可欠」と感じ取ったポイントをまとめた看護コミュ
ニケーションの手引書．
定価1,980円（税込）124ページ B5判 ★978-4-89269-825-5

2014年2月

生きるからだ に向き合う
身体論的看護の試み
編著：佐藤登美／西村ユミ

本書は，編著者が中心となって始めた「身体論（身体の現象学）の自主ゼミ」をまと
めた． 科学的 という名のもと看護師の業務が分断的・分節的になり，真に患者に向
き合うケアが極端に少なくなっている現在，日々の看護に満たされぬものを感じてい
る看護職に， 画像・データからの身体 ではなく 生きるからだ に向き合うケアへ
の回帰を論じ， 人をケアすること の本質にも迫る，看護職必読の好著である．
定価3,520円（税込）210ページ 四六判 ★978-4-89269-709-8

2014年1月

身体疾患患者の精神看護
リエゾンナースへの相談事例に学ぶ
著者：平井元子社会保険中央総合病院

一般病棟に入院している身体疾患のある患者に，精神的諸問題や精神疾患が疑われる
場合に，看護はどのように対応し，ケアをしていくとよいのか．リエゾンナースへの
相談事例を通して患者・家族への対応を紹介．また，ナース自身のメンタルヘルスに
ついてもあわせて紹介しており，一般病棟の看護師にとって大変有用な一冊となって
いる．
定価2,200円（税込）164ページ B5判 ★978-4-89269-808-8

ファーストエイド

2013年6月

改訂第2版

すべての看護職のための緊急・応急処置
監修：日本救急看護学会
編集：日本救急看護学会 ファーストエイド委員会

日本救急看護学会主催「ファーストエイドコース」標準テキストの改訂第2版．専門的な救急処置が開始され
るまでに行う看護職としての適切な救急初期対応を，統一フォームで刷新された対応フローチャートでよりわ
かりやすく解説．本書添付のシリアルナンバーでログインするe-Learningサイトでは，テキスト学習に加えて
ファーストエイドの対応例や三角巾の使い方などの映像教材も視聴でき，さらなる学習を進めることができる．
定価5,280円（税込）248ページ A4判 ★978-4-89269-931-3
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2017年9月
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やさしく読める

脳・神経の基礎知識
著者：浦崎永一郎

脳・神経の基礎知識（67項目）についてドクターを囲み，新人・2年目・主任ナース
と研修医が参加する勉強会形式でまとめた本書は，会話体で読みやすいことが特徴．
知識を「レベル1」〜「レベル6」まで分けたことにより，初学者からベテランまで効
果的に活用できる．
定価3,080円（税込）326ページ B5判 ★978-4-89269-792-0

2013年2月

シナリオで理解する！手指衛生トレーニング
監修：宮城ICNネットワーク

本書は，感染対策でもっとも基本であり，かつ重要である手指衛生の実際を，ナース
の日常のケア場面（SCENE）を想定し，その設定でのナースの動線，ケアの手順を追
うことにより，
「どのタイミングで，どのような手指衛生を実施すべきか」が自然と理
解でき，習得できるように編集した，他に類をみないテキストである．

定価1,760円（税込）88ページ B5判 ★978-4-89269-599-5

シナリオで理解する！

2008年4月

手指衛生トレーニング２

在宅における訪問看護・介護老人保健施設・リハビリテーション施設
著者：佐々木浩美／残間由美子／橋本幸子／中野国枝

『シナリオで理解する！手指衛生トレーニング』の第2弾．
「在宅における訪問看護」
「介
護老人保健施設」
「リハビリテーション施設」での典型的なシーンを想定し，どの場面
で「手指衛生」をすべきかを，多くのイラストやマークで明確に示している．

定価2,200円（税込）128ページ B5判 ★978-4-89269-796-8

2013年2月

トリアージナースガイドブック2020
監修：一般社団法人日本救急看護学会
編集：一般社団法人日本救急看護学会トリアージ委員会

トリアージの知識は緊急度判断を必要とするあらゆる場面で必要とされます．本書は
症状解析ツールを用いた情報収集と評価について特に詳細に解説しており，院内トリ
アージの導入・実践に必須の一冊です．また本書は日本救急看護学会
「トリアージナー
スコース」
のテキストとしてトリアージの実際がイメージできる内容となっています．
定価4,400円（税込）228ページ A4判 ★978-4-89269-986-3

2019年10月

緊急度判定支援システム

JTAS2017ガイドブック

改訂2版

監修：日本救急医学会／日本救急看護学会／日本小児救急医学会／日本臨床救急医学会

前版である『緊急度判定支援システム JTAS2012ガイドブック』が刊行されてから5年，
救急医療のみならず医療そのものも大きく変貌を遂げた．各地でのコースや実際の医
療機関での導入経験，また数年ごとに改訂されているCTASを踏まえ，
「JTAS2017」
として改訂を行った．現在進行している地域包括ケアにおいて，社会全体で共有する
緊急度の概念として，JTASのさらなる普及が望まれる．
定価3,300円（税込）98ページ B6判 ★978-4-89269-925-2

2017年5月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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看護に生かす

ベッド回りの人間工学
編集：ベッド回り研究会

安全で使いやすいものの開発には人間工学の応用が不可欠である．この人間工学の考
え方でベッド回りの看護動作，看護用具・用品の使用効果を検証した．看護，理学療法，
工学分野の専門家が，フィードバック機構の考え方から，日々の看護ケアの結果であ
る「心地よさ」
「安楽」に迫る．
定価2,640円（税込）192ページ B5判 ★978-4-89269-749-4

心電図モニター

2012年1月

改訂4版

ベッドサイドで役立つ波形の見方と緊急時対処の基本
監修：谷村 仲一
編集：武田 聡

1987年刊行の初版から好評の「心電図モニター」最新改訂版．豊富な心電図波形の掲
載はそのままに，書籍全体の構成を，心停止波形，頻脈性不整脈（心室性から上室性）
，
徐脈性不整脈などと，可能なかぎり重症度の高いものから扱い，内容も波形の見方や
解釈の仕方をメインとして大切な事項に絞ることでより読みやすく生まれ変わった．
定価2,530円（税込）136ページ B5判 ★978-4-89269-942-9

2018年3月

「ストーマ装具選択基準」で導く

ストーマ装具選択の実際
編著：大村裕子東京オストミーセンター代表

本書はストーマ装具選択だけにポイントを絞り，最終的にどのようなストーマ装具選
択を行うかを，
「皮膚・排泄ケア認定看護師」が実際に経験した症例をもとに，詳細な
経過とその実際を豊富なカラー写真と詳細な記述でまとめた実践書．ストーマを端か
ら計れるスケール付．
定価3,740円（税込）180ページ B5判 ★978-4-89269-720-3

2011年4月

実践へのフィードバックで活かす

ケア技術のエビデンス
監修：深井喜代子岡山大学医学部保健学科

本書は，大好評の2002年，2003年『臨牀看護 臨時増刊号』をベースに，新たに追加・
修正を加え，
単行本にまとめたものである．日常のケアでエビデンスが問われている今，
本書を読まずしてEBNの実践も研究も始まらないといっても過言ではない．臨床の看
護師はもちろん，研究者，教育者の必読書である．
定価4,620円（税込）512ページ B5判 ★978-4-89269-560-5

2006年11月

実践へのフィードバックで活かす

ケア技術のエビデンスⅡ［売切］
編集：深井喜代子岡山大学大学院保健学研究科

本書は2006年11月刊行の「実践へのフィードバックで活かす ケア技術のエビデンス」
の姉妹編．ただし，本書に収載したエビデンスの数々はすべて新しく書き下ろした．
現代科学の知を結集した本書は，研究者はもちろんのこと，臨床現場で働くナースや
看護学を学ぶ学生にも大変有用な一冊．
定価5,280円（税込）492ページ B5判 ★978-4-89269-713-5
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2010年8月
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実践へのフィードバックで活かす

ケア技術のエビデンスⅢ［売切］
編集：深井喜代子岡山大学大学院保健学研究科

「ケア技術のエビデンス」シリーズ第３弾．ケア技術に関する優れたエビデンス研究を
厳選・収載しており，看護研究の最先端を知ることができるとともに，今後の研究の
ためのヒントが満載である．看護研究者，教育者のみならず，エビデンスに基づいた
看護ケアを実践する臨床の看護師にも強く薦めたい．
定価4,400円（税込）344ページ B5判 ★978-4-89269-854-5

共

2015年2月

感

心と心をつなぐ感情コミュニケーション
著者：福田正治

「共感」は看護の基盤であり，看護教育で重視されている．本書は，看護現場での心と心の
交流の理論的ベースである「共感」の基礎から応用までをわかりやすく紹介し，感情コミュ
ニケーションの働きの一つである患者と看護者間の「共感」をいかに豊かにするかをも論
じている．新人看護師の流す涙とベテラン看護師の流す涙は同じなのか，異なるのか…．
ケアする人々必読の書である．
定価1,980円（税込）136ペ−ジ B5判 ★978-4-89269-715-9

新

弾性ストッキング・コンダクター

2010年12月

第2版増補版

静脈疾患・リンパ浮腫における圧迫療法の基礎と臨床応用
監修：岩井武尚慶友会つくば血管センター
編集：孟 真横浜南共済病院心臓血管外科

日本静脈学会弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター講習会の公式テキストである
本書は，実践的でわかりやすい記述で，弾性ストッキングの正しい知識を得ることが
できる．増補版では，2020年4月から診療報酬として算定できるようになった．
「慢性
静脈不全に対する静脈圧迫処置」の章が追加されている．
定価3,520円（税込）264ページ A5判 ★978-4-86719-008-1

2020年10月

イラストでみるリンパ浮腫の予防と治療
自己管理と外来での治療を中心に
編著：平井正文

癌治療の大きな後遺症であるリンパ浮腫の予防法や治療法をイラストと写真を多用し，
わかりやすく解説．患者指導を行うにあたり必要な，病気の程度や患者のニーズ，生
活環境も考慮した具体的な指導を解説し，リンパ浮腫の予防，治療への基礎的・理論
的な理解が深まる書．
定価2,750円（税込）152ページ A5判 ★978-4-89269-635-0

2009年3月

フライトナース実践ガイド
監修：日本航空医療学会
編集：小濱啓次川崎医療福祉大学／杉山 貢横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター／
坂田久美子愛知医科大学病院高度救命救急センター

近年救急搬送における重要性が高まっているドクターヘリの運用においては，医師や航空
スタッフの他に，看護師（フライトナース）の存在を欠かすことができない．本書では日
本航空医療学会監修のもと，フライトナースの業務，資格，教育について詳細に解説する
とともに，各種疾患への対応法や海外のフライトナースの活躍についても詳述している．
定価3,080円（税込）244ページ B5判 ★978-4-89269-623-7

2008年11月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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潜在看護師復職支援テキスト
職場復帰に不安を感じている方のために
編集：石塚睦子東京医科大学看護専門学校

本書は不安を感じつつ職場復帰を考えている潜在看護師の方々のために特別編集をし
た「再就業支援」のテキストである．現在の医療現場の状況について必要な情報をで
きるだけ広く網羅し，そのポイントをわかりやすく解説している．復職を考える潜在
看護師はもとより，病院や自治体など諸施設での職場復帰支援プログラムのテキスト
としても有用な一冊．
定価2,200円（税込）158ページ B5判 ★978-4-89269-591-9

2007年12月

・ ・

知りたいことがすぐわかる

病態生理

疾患編

川崎市立川崎病院

「病態生理」を理解したい！ と熱望している読者へ贈る「病態生理解説書の決定版」
．
わかりやすく親切でていねいな記述に，日常ケアで出会う「94疾患」の「病態生理が，
知らず知らずのうちにわかってしまう」自信の書．姉妹編に，
日常ケアにかかせない「56
症候」をまとめた『病態生理 症候編』も刊行．
定価3,740円（税込）320ページ B5判 ★978-4-89269-570-4

2007年5月

・ ・

知りたいことがすぐわかる

病態生理

症候編

川崎市立川崎病院

「病態生理」を理解したい！ と熱望している読者へ贈る「病態生理解説書の決定版」
．
わかりやすく親切でていねいな記述に，日常ケアで出会う「56症候」の「病態生理が，
知らず知らずのうちにわかってしまう」自信の書．姉妹編に，
日常ケアにかかせない「94
疾患」をまとめた『病態生理 疾患編』も刊行．
定価2,860円（税込）210ページ B5判 ★978-4-89269-571-1
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2007年5月

看護学・理論

看護科学のパラダイム転換
質的研究はいつ，なぜ登場したのか
著者：野島良子

永年に亘って，｢看護の根本問題｣について深く考え続けてきた著者がまとめあげた理
論書．本書を紐解くことによって，
「日本ではなぜ看護理論開発への動きが無かったの
か？」
「なぜ米国の理論の移入だけに終わったのか？」等の疑問が解決できる．
「質的
研究」か「量的研究」かといった二者択一的な議論にも一石を投じ，看護研究方法の
確かな方向性を示している．
定価4,400円（税込）272ページ A5判 ★978-4-89269-672-5

2009年4月

家族エンパワーメントをもたらす看護実践
監修：野嶋佐由美高知女子大学看護学部

編集：中野綾美高知女子大学看護学部

家族は，
家族自身の力で様々な状況を乗り越えていくことができる集団である．しかし，
家族員が病気の時など，家族の力で解決できない時には看護ケアを必要とし，また家
族をエンパワーメントする援助が必要になる．本書はわが国で初めて，家族をエンパ
ワーメントする援助の実践方法を詳細に解説してある．

定価6,380円（税込）342ページ A4判 ★978-4-89269-540-7

2005年10月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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小児看護

小児看護と看護倫理
日常的な臨床場面での倫理的看護実践
編集：松岡真里

日常的な臨床場面での倫理的看護実践に焦点を当て，ケアの場面で疑問や葛藤を感じ
たときや，何気なく行っているケアを振り返る際に，思考を整理し，考え，行動する
ことにつながる 気づき の機会となるようにテーマと事例を精選．小児看護に携わ
る看護師はもちろん，普段は子どもにかかわることの少ない看護師が子どもや家族の
ケアに疑問を感じたとき，また，教員や看護学生にも十分役立つ．
定価3,520円（税込）216ページ B5判 ★978-4-86719-000-5

2020年4月

診療報酬まるわかり 小児の入退院支援と訪問看護実践ガイド
著者：梶原 厚子／萩原 綾子／又村 あおい

平成30年度，診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬のトリプル改定に合わせて，入退院支
援と訪問看護に関して報酬を中心に，福祉・介護の面からも解説．小児に関係する報酬まるわかり
に加えて，多職種連携の必要性にも触れている．また，事例（NICU入院時から就学以降まで）を展
開することで，子どもと家族の日々の生活を支えるために必要な社会資源や連携などを具体的に紹介．

定価1,980円（税込）112ページ B5判 ★978-4-89269-961-0

クリニックナースがナビゲート
著者：伊藤

2018年10月

子ども外来ケア

舞美はしもと小児科

クリニックや外来で，子どものケアや，病気の説明・指導がスムーズにいかないこと
はよくある．そのような読者への一助となる本書．症状編と予防接種編の2部構成とし，
さらに症状編では，保護者への説明に大切な各症状の基礎知識（ナビシート）
，ホーム
ケアに有用な具体的内容（ホームケアシート）としてやさしく解説．病院勤務を経て，
小児科クリニック経験20年目を迎える現役看護師からのちょっとした知識や工夫が，
新人をはじめ，小児看護師を支えます．
定価2,200円（税込）124ページ B5判 ★978-4-89269-956-6

2018年8月

あんしんナットク楽しく食べる お母さんと赤ちゃんの食事
編集：水野 克己／水野 紀子

妊娠中・授乳中のお母さんにとって必要な栄養素や，それらを上手に摂取する方法など，
お母さんの気になる食生活に関する情報を母乳育児専門家（国際認定ラクテーション・
コンサルタント）の資格をもつ小児科医がわかりやすく解説．赤ちゃんの栄養につい
ては，母乳育児の利点や，離乳食（補完食）に関する基礎的な知識と実践的なすすめ
方などを紹介．鈴木薫氏（料理研究家）のおすすめ＆お手軽レシピ33品付き．
定価1,760円（税込）112ページ B5変型判 ★978-4-89269-941-2

2018年3月

立つ・歩くことを考えた 脳性まひ児のリハビリテーション
−運動機能獲得へのアプローチ−
編著：坂根 清三郎／湯澤 廣美／山本 智子

お座りしそうでなかなかできない．歩けそうで歩けない．さまざまな訓練・指導を行
っても成果がみられない．セラピストは苦慮する．子どもの発達に沿った効果的な運
動機能訓練を行うために重要なストレッチをはじめ，経験的に実証・検証してきた
LS-CC松葉杖訓練法を紹介．運動機能障害児の運動発達の可能性を追求してきた編者
らの，渾身の一冊．
定価2,970円（税込）184ページ B5判 ★978-4-89269-935-1
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2017年11月

小児看護

これからの小児救急電話相談ガイドブック

著者：福井聖子一般社団法人大阪小児科医会／白石裕子東京工科大学医療保健学部看護学科准教授
編集：日本小児保健協会 小児救急の社会的サポートに関する検討委員会

小児救急電話相談事業が拡大されるなか，その事業に携わる相談員の疑問や困り事な
どに応えるため，
「症状別の相談内容と対応」を中心に解説．病気やけがの子どもを家
庭で看る保護者を支えるために，必携の一冊．また本書は，公益社団法人日本小児保
健協会主催の小児救急電話相談研修会に準拠している．
定価2,860円（税込）144ページ B5判 ★978-4-89269-927-6

2017年7月

新生児のからだをやさしく理解

Let s start ！ NICU看護
編集：野村雅子／内田美恵子

NICU1年目の看護師が「新生児って、そうなのか！」とわかるよう，新生児の特徴をふまえたうえで，
「NICUでよく出合うこととそれに対するケア」「少し難しいけれど知識として身につけてほしいこと」
が網羅．また，新生児の生活環境において大切な「感染対策」「事故対策」や，新生児を取り巻く家族
のケア，代表される医療機器についても取り上げた．豊富なイラストや写真・図表，欄外に設けられ
たキーワード，ポイント，コメントにより理解が深まる．NICU1年目看護師の日々のケアを助ける1冊．
定価2,970円（税込）180ページ B5判 ★978-4-89269-890-3

2016年6月

ケアの基本がわかる 重症心身障害児の看護計画
ライフステージにそった乳幼児期から成人期まで
編集：倉田 慶子／市原 真穂／仁宮 真紀

臨床現場で起こりうるできるだけ近い状況を想定した重症心身障害児の事例をふまえ
て看護計画を立案し，ケアの根拠や重要ポイントを紹介．ライフステージ（乳児期・
幼児期・学齢期・成人期）に分けたうえで，それぞれについて「長期入所」と「在宅」
の事例を取り上げている．本書を参考に，重症心身障害児の看護計画を立ててみよう！
定価2,970円（税込）144ページ B5判 ★978-4-89269-938-2

ケアの基本がわかる

2017年10月

重症心身障害児の看護

出生前の家族支援から緩和ケアまで
編集：倉田慶子／樋口和郎／麻生幸三郎

重症心身障害児の病態を理解して，根拠をもってケアができる看護師をめざそう！ 苦
痛を言葉で表現できない子どもたちはサインを送っている．子どもたちの状態を観察し，
適切な判断をするための知識が必要なことはもちろんのこと，それをケアにつなげてい
くにはどうしたらよいのか？ 本書では，重症心身障害児のケアの基本から理解するこ
とができる．
定価4,180円（税込）284ページ B5判 ★978-4-89269-881-1

2016年2月

母乳育児支援 理解度チェック問題集
編著：水野克巳

本書は母乳育児支援に関する知識の理解度を確認するための問題集．38種類のテーマ
に分類した基礎編200問と応用編200問の計400問を収載している．各問の解答・解説
では，それぞれの問題を詳細に解説し，弱点克服や知識の再確認に適した一冊になっ
ている．

定価2,200円（税込）196ページ A5判 ★978-4-89269-803-3

2013年4月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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小児看護

よくわかる母乳育児

改訂第2版

編著：水野克巳／水野紀子／瀬尾智子

待望の改訂第2版．新たな科学的データを根拠とした最新の知識を収載し，情報量もアッ
プした．より理解が深まるように，図の追加・修正とともにコラムも充実．母乳育児
支援者はもちろん，国際認定ラクテーション・コンサルタント（IBCLC）資格取得の
ための参考書としても有用な一冊．

定価3,520円（税込）280ページ B5判 ★978-4-89269-781-4

2012年11月

小児看護ケアモデル実践集
看護師が行う子ども目線のプレパレーション
編集：松森直美／蝦名美智子

本書は，担当看護師の挨拶・自己紹介から，検査や処置に応じた子どもへのわかりや
すい説明や実施中の対応を具体的に解説．子どもの頑張りをほめ，親に対してねぎら
いの気持ちを伝えるまでの，検査や処置の実施前・実施中・実施後の基本的なケアを，
ケアの典型例をもとに考案された倫理的看護実践の基本的姿勢である「ケアモデル」
を用い具体的に紹介した好著である．
定価3,300円（税込）256ページ B5判 ★978-4-89269-778-4

これでナットク
監修：水野克巳

2012年7月

母乳育児

編著：本郷寛子／瀬尾智子／水野紀子

母乳育児の専門家である国際認定ラクテーション・コンサルタントの資格を持つ，さ
まざまな職種の4人が科学的根拠をまじえ，詳しくQ&Aで紹介している．小児に関わ
る専門職にも，あるいは母乳育児を希望する母親本人にも，やさしくわかりやすく記
述している．

定価1,760円（税込）152ページ B5判 ★978-4-89269-691-6

2009年12月

子どもの外来看護
病院・診療所における外来看護の役割をめぐって
監修：及川郁子聖路加看護大学

わが国初の「子どもの外来看護」にテーマを絞った書籍．
「外来看護の役割」
「外来医
療に携わる保育士の役割やスタッフ教育」
「外来での基本的技術」などをわかりやすく
具体的に詳述．外来看護師をはじめ，外来実習に携わる教育者･学生，外来運営の管理
者など，外来看護に関わる方必携の一冊．
定価3,300円（税込）272ページ B5判 ★978-4-89269-689-3

新版

2009年8月

小児生理学

監修：馬場一雄

編集：原田研介

本書は，
「安静と運動」
「体温」
「内分泌，代謝」
「免疫，感染」など，小児生理学で理
解しておくべき25項目を，経験豊かな執筆陣が科学的根拠に基づいた最新の知識をも
とに好評の初版を大幅に改訂し，わかりやすく「新版」としてまとめた，小児に関わ
るすべての医療者必携の書である．

定価6,600円（税込）416ページ B5判 ★978-4-89269-636-7
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2009年5月

小児看護

ナースのための小児の病態生理事典
監修：山城雄一郎順天堂大学大学院 プロバイオティクス研究講座

日常よくみられる症状や，新生児疾患および器官系統別に幅広く小児の主な疾患の病
因から機能不全に至る経過を解説し，看護ケアのよりよい充実の助けになる書．疾患
の病態生理を理解することにより，理にかなった適切な治療と看護を可能にするため
に必読の一冊．

定価4,620円（税込）390ページ B5判 ★978-4-89269-633-6

2009年2月

子どもを理解する
「こころ」「からだ」「行動」へのアプローチ
監修：浅倉次男山形県立保健医療大学保健医療学部

本書は，日々成長・発達する子どもを理解するために必要な身体，こころ，行動パター
ンなどから子どもを捉え，広く深い知識を得られる構成となっている．小児看護はも
とより，教育や福祉の現場に関わるすべての人が「子どもの専門家」として必要な真
の理解を得るために有用な書である．
定価3,300円（税込）288ページ B5判 ★978-4-89269-631-2

2008年12月

小児看護事典
監修・編集：日本小児看護学会

小児看護学および小児看護に深く結び付いている医学（主に疾患）
・保健・福祉・教育・
医療システム・関連法規，等の語彙を選定し，約1,000語を収載．語彙の意味内容を検
索することに加え，読める事典を目指して編纂した．看護界で初めて，唯一専門領域
に焦点を絞った，小児に関わる専門職に必携必備の事典．

定価6,600円（税込）896ページ A5判 上製 函入 ★978-4-89269-569-8

子どもの看護技術

2007年4月

改訂版

監修・編集：野中淳子神奈川県立保健福祉大学助教授

改訂版では，新しい看護技術やその裏付け（EBN）を盛り込むため，全面的な内容の
見直しを行った．新たに，プレパレーション，コミュニケーション技術，救急，在宅
療養の支援，等の項目を加え，さらに紙面を二色刷にすることで，よりわかりやすく
臨床実践に役立つ書となった．小児看護に携わるナース必携．

定価4,840円（税込）320ページ A4判 ★978-4-89269-568-1

重症心身障害児のトータルケア

2007年2月

改訂第2版

新しい発達支援の方向性を求めて
監修：浅倉次男社会福祉法人さくらんぼ共生会児童発達支援センターころころ遊園

初版から11年，改訂第2版刊行．重症心身障害児のケアにあたって，その概要や発達支
援を考慮した具体的なかかわりが学べる一冊．重症心身障害児の理解に必要な基本的
な知識に始まり，疾患・症状の解説，ケアのポイントや生活上の留意点，各職種や患者・
家族の視点，多職種連携とチームワークなど多岐にわたり紹介．
定価5,280円（税込）400ページ B5判 ★978-4-89269-934-4

2017年9月

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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小児のストーマ・排泄管理の実際

編集：山崎洋次日本小児ストーマ・排泄管理研究会学術委員会委員長／
溝上祐子日本小児ストーマ・排泄管理研究会学術委員会副委員長

小児のストーマ･排泄管理には，成長･発達を踏まえた視点でのケアが不可欠であり，
また，子どもの年齢によっては家族･母親への指導も欠かせない．本書は成人とは相違
するケアの細かいポイントを豊富なカラー写真とシェーマで具体的に示してある．
「日
本小児ストーマ･排泄管理研究会学術委員会」主催のセミナーのテキストでもある．
定価3,850円（税込）244ページ A4判 ★978-4-89269-442-4

2003年2月

小児ケアのための発達臨床心理
監修：岡堂哲雄文教大学教授

小児のケアにあたっては，心理･社会的な発達や行動面の発達を無視しては効果のある
ケアを提供することはできない．本書は，小児看護に際して不可欠の発達臨床心理学
の基礎知識を明示し，具体的な事例を適宜組み込んで，実際に役立つよう編集してある．

定価3,520円（税込）322ページ B5判 ★978-4-89269-032-7
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1983年9月

新書
へるす出版新書
自由な発想，伸びやかな展開，専門の狭さに縛られない表現の自在さで，
内容の濃く深いものを，よりコンパクトな形で表現する「へるす出版新書」
．
医学・看護・福祉領域のテーマを，専門書の枠組みを飛び出して，手に取
りやすい新書という形で企画・編集した．本書が読者の知の探究心を満足
させ，新たな地へと導いていく．
定価1,320円（税込）新書判

新書
へるす出版新書001

学校に行けない／行かない／行きたくない［売切］
不登校は恥ではないが名誉でもない
著者：冨田和巳

「将来，この社会で生活していくには，義務教育の学校にも行けないようでは困る」学校に
のみ責任を押し付け，学校へ行かない子どもの自由・権利を主張する不登校肯定論を真っ
向から否定．30年以上不登校児と付き合ってきた著者だからこそ言える新しく，そして当
たり前のこと……医師のみならず不登校児にかかわるすべての人に捧げた渾身の一冊！
272ページ ★978-4-89269-640-4

へるす出版新書002

なぜ、かくも卑屈にならなければならないのか
こんな患者−医療者関係でよいわけがない
著者：野笛 涼

イキのいい40歳代の内科医師が声を上げた！とにかく今の現状では，
「医療が萎縮し，
荒廃し，後退する」と嘆き，
「なぜ，かくも卑屈にならなければならないのか」と憤慨し，
「間違っている．誰かが声をあげなければ」と立ち上がった．歯に衣着せぬ軽妙な言い
回しで綴られる痛快エッセイの数々をご堪能あれ！
250ページ ★978-4-89269-641-1

へるす出版新書003

かかわりの途上で
こころの伴走者、PSWが綴る19のショートストーリー
著者：相川章子／田村綾子／廣江 仁

3人の現役若手PSWが日々の活動の中で経験した，こころ病む人を支え寄り添う「かかわり」
の実際を書き記した臨場感あふれる19本のショートストーリー．一つひとつのエピソード
に登場する人たちから多くの影響を受け成長をしていく3人の若きPSWがその時々に何を
思い，感じ，行動したのか．あまり知られていないPSWの仕事の実際が体感できる一冊．
274ページ ★978-4-89269-642-8

へるす出版新書004

重度認知症治療の現場から
「精神科医ドクター HK」の挑戦（1）
著者：黒澤 尚

巷では認知症の早期発見・早期治療と啓蒙活動が盛んに行われており，これで認知症対策は
事足れりの感すらある．しかしこれらは軽〜中等度であり，重度認知症の人たちがどのよう
な治療をし，生活をしているのか，その実態はあまり知られていない．本書は筆者の精神科
病院での認知症治療の経験から，重度認知症患者の現状や抱える問題点を提起した．
256ページ ★978-4-89269-643-5

へるす出版新書005

あなたは救命されるのか
わが国の救急医療の現状と問題解決策を考える
著者：小濱啓次
・ ・ ・ ・ ・

妊婦たらい回しによる母親の死亡，秋葉原殺傷事件や阪神淡路大震災，地下鉄サリン
事件なども取り上げ，現在の救急医療の問題点を指摘する．わが国の救急医療の現状
と問題点に救急医療専門医の立場から辛口に切り込む．
140ページ ★978-4-89269-644-2
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新書
へるす出版新書006

目を向けよう！

重度認知症の世界に［売切］

「精神科医ドクター HK」の挑戦（2）
著者：黒澤 尚

精神科病院認知症病棟に入院している中〜重度認知症患者の治療現場からの報告．
「診
断は医療機関」
「ケアは介護保険」といった流れでは対応しきれない現状を書き示して
いる．
「精神科医ドクター HKの挑戦」シリーズ第2弾．
228ページ ★978-4-89269-645-9

へるす出版新書007

できれば晴れた日に
自らの癌と闘った医師とそれを支えた主治医たちの思い
著者：板橋 繁

本書は，単なる「40歳代半ばの働き盛りの医師が，3人の息子と妻を残して逝った，壮
絶な闘病記」ではない．再発後，自らの闘病を振り返り，思いや感想を書き加えた．
そして没後，支え続けた医師たちが思いや苦悩を追記した．心の深奥に触れる言葉の
数々が綴られている．
272ページ ★978-4-89269-675-6

へるす出版新書008
プ

ロ

「本物」の医療者とはなにか［売切］
映画『ディア・ドクター』が教えるもの
著者：太田祥一

西川美和原作・脚本・監督の映画『ディア・ドクター』の医学監修・医学指導に携わ
った著者が西川監督や出演者の笑福亭鶴瓶氏，余貴美子氏らとの対談を通して，医学
教育の現状と問題点，望ましい患者‐医療者関係などを浮き彫りにし，あるべき医師，
看護師像を考えていく．
240ページ ★978-4-89269-647-3

へるす出版新書009

こんなに変わった子宮がん検診
専門医Dr.ふじこが教えます！検査と対応の最新事情
著者：伊藤富士子

本書は，平成21年度から子宮がん癌検診の報告様式として採用された「ベセスダシス
テム」を詳しく判りやすく解説している．現在行われている子宮がんの検診方法や最
近開発されたワクチンについてなど，最新事情も満載．
160ページ ★978-4-89269-676-3

へるす出版新書010

高気圧酸素療法再考
虚血を救う̶治せるものは何か
著者：八木博司

本書は，高気圧酸素療法の基礎と臨床をわかりやすく平易に記述している．幅広い分
野での適応を解説し，これからの展望，さらにはエステサロンで使用されている酸素
チェンバーの問題点を指摘している．
244ページ ★978-4-89269-673-2
●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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新書
へるす出版新書011

聞いてみた！

重度認知症の治療者に

「精神科医ドクター HK」の挑戦（3）
著者：黒澤 尚

認知症治療に取り組む2つの病院の関係者による座談会を実施．現場で日々奮闘する
医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士らが今，本音を明かす．
「精神科医ドク
ター HKの挑戦」シリーズ第3弾．
216ページ ★978-4-89269-677-0

へるす出版新書012
0

0

笑う角田には福が来る
訪問看護で出会った人々のきらめく16の物語
著者：角田ますみ

月刊「臨牀看護」に大好評で連載された『笑角来福〜笑う角田には福が来る〜』の記
事から，厳選した16のストーリーを一冊にまとめた．筆者自身の永年にわたる訪問看
護での経験（出会い･ふれあい）を，著者ならではの豊かなイマジネーションで表現し
たエッセイ集．
196ページ ★978-4-89269-679-4

へるす出版新書013

医療を支える女たちの力
著者：橋口佐紀子

「こうだったらもっといいのに」
「それはおかしいのではないか」と思うことは誰にで
もある．本書は，医療という専門性の高い世界において，
「誰もやらないなら自分でな
んとかしてみよう」と行動に移した10人の女性の物語である．

272ページ ★978-4-89269-678-7

へるす出版新書014

もの申す！

重度認知症の治療現場から

「精神科医ドクター HK」の挑戦（4）
著者：黒澤 尚

本作では，ドクター HKが認知症治療現場だけでは解決できない問題，国の認知症対
策の矛盾点について鋭く言及．重度認知症治療の現場に身を置く著者が，現行施策に
代わる新制度を提案している．重度認知症治療の深刻な実情を訴える「精神科医ドク
ター HKの挑戦」シリーズ第4弾．
208ページ ★978-4-89269-680-0

へるす出版新書015

もうひとつの謎解き
医師の眼で読む、おすすめ小説23
著者：小川道雄

年間約8万冊出版されるという本の中には，多数のエンターテインメント小説もある．
読書好きの著者が，その中からおすすめ作品を選び，それをさらに医師の視点で読み
解き紹介している．小説を楽しむだけでなく，読みすすむと医学・医療の進歩にも触
れることができる，まったく新しい形式の「読書案内」
．
252ページ ★978-4-89269-682-4
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へるす出版新書016

「攻めの救急医療」15分ルールをめざして［売切］
脚光をあびるドクターヘリの真実
著者：益子邦洋

「守りの救急医療」から「攻めの救急医療へ」
．救えるはずの命を確実に救うため，いま
救急医療のあり方が問われている．本書では，解決策の1つとして注目されているドク
ターヘリに焦点を当て，その誕生から活動の実際、将来展望についてフジテレビ系列で
放映した人気ドラマ「コード・ブルー」に触れながら具体的に分かりやすく解説している．
176ページ ★978-4-89269-684-8

へるす出版新書017

「特定看護師（仮称）」とは何か？
新時代のチーム医療推進に向けて
対談者：有賀 徹／中村惠子

厚生労働省の検討会「チーム医療の推進に関する検討会」では，何が論じられ，何が課
題として浮かび上がってきたのか．救急医療の第一線にあり，同検討会の委員でチーム
医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ座長を務める有賀徹氏と救急看護の
第一人者である中村惠子氏との対談．
168ページ ★978-4-89269-674-9

へるす出版新書018

なぜ、患者と医者が対立しなければならないのか？
医療の不確実性の認識をめぐって
著者：村田幸生

「なぜ，医者はトンデモ批判に反論できないのか？」
「なぜ，こんなにマスコミと医者で
は視点がずれているのか？」……現役の医師として，そして実父，義父の闘病と死を経
験した患者家族として，著者は「医者と患者のすれ違い」の原因について考える．患者
と医者のよりよい相互理解のために．
200ページ ★978-4-89269-737-1

へるす出版新書019

手術室のマエストロ！麻酔科医の行く先
著者：宇田るみ子

麻酔科医の仕事は，
早くから「楽屋（医局）
」を出て，
「舞台（手術麻酔）
」をつとめ上げ，
その際，外科医，看護師などスタッフのもてる力を引き出し，効率よく動かし，円滑
で安全な最高の「パフォーマンス（医療サービス）
」を提供することである．さらに，
互いに助け合える人間関係を築き上げる．その姿はまさに「手術室のマエストロ！」
．
手術室を支え，医師として品格に富んだ，優れた「マエストロ」の魅力とその姿に迫る．
268ページ ★978-4-89269-683-1

へるす出版新書020

「多職種相互乗り入れ型」のチーム医療［売切］
−その現状と展望
著者：NPO法人 地域の包括的な医療に関する研究会

真に患者の生活の質（QOL）を担保するかたちで医療を提供していくために，多職種相
互連携型から多職種相互乗り入れ型へと成長させなければならないという主張から，
本書では現在実践されている「多職種相互乗り入れ型のチーム医療」を紹介し，今後の
チーム医療の可能性を展望する．
208ページ ★978-4-89269-779-1
●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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へるす出版新書021

続・もうひとつの謎解き
医療従事者のための おすすめ読みもの18
著者：小川道雄

一人の外科医が，あらゆるジャンルの読書の中から，医療従事者にぜひおすすめした
い読みものを厳選した．フィクション，ノンフィクションの中に隠された医学・医療
の進歩の謎を解き明かす，ためになる新しい「読書案内」
．
208ページ ★978-4-89269-849-1

へるす出版新書022

「病院船」が日本を救う
海洋国・災害多発国 日本に今必要なもの
編集：砂田向壱

日本は古くから「海洋国家」として，海と密接な関わりをもって発展してきた．一方，
ありとあらゆる自然災害が発生する災害大国でもある．本書では専門家6氏が，各々の
専門領域から熱い議論と，海洋国日本，災害大国日本に相応しい災害時の海上からの
アプローチについて，グローバルな政策課題であるレジリンスも（創造的回復）も加
えて議論している．東京オリンピック開催も控え，
「病院船」を望む多くの読者の声に
よって，本書を出版することにした．
224ページ ★978-4-89269-871-2

へるす出版新書023

特定看護師
研修内容と実像、そして期待される役割
鼎談：有賀 徹／岩澤和子／木澤晃代

特定看護師は，特定の医行為を医師の指示を受けて診療の補助として実施する．看護
師の業務が増えるのではないかといった現場の声も根強いが，今回示された特定行為
は従来からグレーゾーンであった診療の補助を整理し明確化したものである．本書は，
看護師だけが知れば良い内容ではなく，共にチーム医療を担う多職種から病院管理者
を含めての必読書である．
164ページ ★978-4-89269-872-9

へるす出版新書024

賢者の規範「医療事故調査制度」
編集：有賀

徹／水谷

渉

医療法の一部改正により，2015年10月から「医療事故調査制度」がスタートした．本
書は，
医療や法律の専門家が「医療安全」は「臨床医療の一部である」という観点から，
きちんとした医療安全の仕組みをつくり，医療事故調査制度を理解し正しく運用する
ために必要な知識をまとめたものである．

166ページ ★978-4-89269-873-6

へるす出版新書025

福祉は誰のために
ソーシャルワークの未来図
著者：鶴幸一郎社会福祉法人フォレスト倶楽部理事長／藤田孝則NPO法人ほっとプラス代表理事／石川久展
関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科教授／高端正幸埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授

「福祉」とは何か．なぜ福祉は必要なのか．
「自己責任論」が蔓延する現在，
「本来の福祉」
を実現するためにソーシャルワーカーは何をすべきなのか．福祉の現場・教育・財政
の視点から現代社会の課題を考究し，ソーシャルワークのあるべき姿を提起する．
196ページ ★978-4-89269-983-2
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月刊誌 臨時増刊号

月刊誌 臨時増刊号

〔小児看護〕臨時増刊号
vol. 43 no. 8 2020

基礎疾患のある小児の フィジカルアセスメント
定価3,080円（税込）AB判

vol. 42 no. 8 2019

定価3,080円（税込）AB判
vol. 41 no. 8 2018

248ページ

小児看護と看護倫理［売切］
定価2,860円（税込）AB判

vol. 34 no. 8 2011

188ページ

子どもの白血病［売切］
定価2,860円（税込）AB判

vol. 35 no. 8 2012

184ページ

小児の在宅看護
定価3,080円（税込）AB判

vol. 36 no. 8 2013

192ページ

外来でよく使用される子どもの薬
定価3,080円（税込）AB判

vol. 37 no. 8 2014

200ページ

小児看護技術の基本
定価3,080円（税込）AB判

vol. 38 no. 8 2015

200ページ

子どもと家族・医療者で共につくる医療安全
定価3,080円（税込）AB判

vol. 39 no. 8 2016

184ページ

小児の訪問看護と在宅サポート
定価3,080円（税込）AB判

vol. 40 no. 8 2017

196ページ

小児の入退院支援

212ページ

子どもの痛みの看護ケア
定価2,860円（税込）AB判

216ページ

〔消化器外科〕臨時増刊号
vol. 43 no. 5 2020

術前・術後管理必携2020
定価10,560円（税込）A4判

vol. 42 no. 5 2019

新 手術記録の書き方
定価10,560円（税込）A4判

vol. 41 no. 5 2018

360ページ

術前・術後管理必携［売切］
定価9,460円（税込）A4判
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432ページ

エキスパートが教える内視鏡外科手術
定価9,460円（税込）A4判

vol. 35 no. 5 2012

330ページ

手術記録の書き方［売切］
定価9,460円（税込）A4判

vol. 36 no. 5 2013

352ページ

わかりやすい消化器癌治療のコンセンサス
定価9,460円（税込）A4判

vol. 37 no. 5 2014

374ページ

新／アトラスで学ぶ 達人の手術
定価9,460円（税込）A4判

vol. 38 no. 5 2015

328ページ

500号記念号 膜と層を意識した消化器外科解剖
定価9,460円（税込）A4判

vol. 39 no. 5 2016

412ページ

これぞ達人の技！最新の消化器内視鏡外科手術
定価10,560円（税込）A4判

vol. 40 no. 5 2017

450ページ

408ページ

月刊誌 臨時増刊号

〔救急医学〕臨時増刊号
vol. 44 no. 13 2020

今さら聞けない!? 学ぶ・教えるファーストエイド
定価4,400円（税込）B5判

vol. 44 no. 7 2020

定価4,400円（税込）B5判
vol. 43 no. 11 2019

376ページ

熱傷治療ガイド2014
定価8,800円（税込）A4判

vol. 37 no. 10 2013

256ページ

感染制御の最前線
定価8,800円（税込）B5判

vol. 38 no. 10 2014

300ページ

救急画像診断
定価8,800円（税込）B5判

vol. 39 no. 10 2015

400ページ

救急外科手術アトラス 治療戦略と緊急手術
定価8,800円（税込）A4判

vol. 40 no. 10 2016

232ページ

現場で使い尽くす 診療ガイドライン選集2018
定価8,800円（税込）A4判

vol. 41 no. 10 2017

192ページ

緊急被ばく医療
定価4,400円（税込）B5判

vol. 42 no. 10 2018

224ページ

ER DESIGN 理想を現実にする
定価4,400円（税込）B5判

vol. 43 no. 6 2019

264ページ

最新 救急医療機器総覧2020

240ページ

救急診療におけるCT・MRIとIVR
定価8,800円（税込）A4判

312ページ

●編著者および所属・肩書は刊行当時のものです。
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