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口  絵　公衆衛生看護（地域看護）の全体像
第1部　公衆衛生看護概論
第1章　公衆衛生看護学の概念
　1　公衆衛生看護の定義  
　2　公衆衛生看護活動の対象、場、活動方法 
　3　公衆衛生看護活動と法制度 
　4　公衆衛生看護活動が目指すもの 
　5　公衆衛生看護と地域看護 
　6　公衆衛生看護の機能  
第2章　公衆衛生看護の歴史
　1　公衆衛生看護活動の芽生え
　2　さまざまな地域看護婦の誕生と活躍
　3　保健婦規則制定から昭和時代までの保健婦活動
　4　健康課題別の活動
　5　歴史を踏まえたこれからの公衆衛生看護活動―健康格差

の縮小にむけて
第3章　公衆衛生看護の基盤と対象
　1　公衆衛生看護の基盤となる考え方  
　2　公衆衛生看護における対象の捉え方
第4章　公衆衛生看護の展開方法
　1　個別・家族から集団・地域へ
　2　活動方法
　3　看護活動の評価
第5章　公衆衛生看護活動を展開する場
　1　行政  
　2　産業保健  
　3　学校保健  
　4　地域において看護活動を展開する場
第2部　公衆衛生看護における支援方法
第1章　保健指導   
第2章　家庭訪問
第3章　健康相談   
第4章　健康診査   
第5章　グループ支援   

第6章　健康教育   
第7章　地域組織活動   
第8章　地域における活動と地域診断
第9章　社会資源の開発（事業化・施策化）
第3部　対象別地域看護活動の展開と支援
第1章　ライフステージに焦点を当てた活動  
　A　母子保健活動
　B　成人保健活動   
　C　高齢者保健活動   
　D　学校保健活動   
　E　産業保健活動
第2章　健康状態に焦点を当てた活動
　A　感染症保健活動   
　B　精神保健活動   
　C　障がい保健活動   
　D　難病者保健活動
第3章　危機（管理）に焦点を当てた活動
　A　災害保健活動   
　B　社会的弱者に焦点を当てた活動
第4章　療養生活に焦点を当てた活動
　A　在宅看護活動
第5章　グローバルな視野での活動 
　A　ダイバーシティに基づく保健活動   
　B　諸外国の保健活動
第4部　公衆衛生看護管理
　1　公衆衛生看護管理の目的と特徴
　2　公衆衛生看護管理の構造と機能
　3　専門的自律と人材育成
第5部　公衆衛生看護研究
　1　公衆衛生看護研究とは
　2　公衆衛生看護研究の方法
　3　公衆衛生看護の特徴を反映した研究デザインや手法　
　4　公衆衛生看護研究の発展に向けて

公衆衛生看護学 第3版
●予価 4,180円（税込）　B5判╱約600頁　
　ISBN978-4-8058-8388-4

●上野昌江、和泉京子…編集　 ●2021年10月刊行予定

2022年度からの新カリキュラムに対応した公衆衛生看護学の最新テキスト。公衆衛生（public
 health）に軸を置いた上で、すべての保健師課程・看護師課程の学生を対象とし、地域で活躍
できる保健師、地域での生活や地域・在宅で提供される看護、地域包括ケアシステムや倫理的

課題等を理解し、協働で
きる看護職の育成を目
指すために必要な内容
を盛り込みました。
「在宅看護」に関する項
目も収載し、新科目「地
域・在宅看護論」でも活
用できる一冊です。

主　な 目　次

新カリで必要な内容を1冊で学べます！

新刊

すべての保健師課程・看護師課程の学生が対象となるテキスト

※表紙、目次、本文は
　変更することがあります

地域の多様な場で
生活する、さまざまな
健康レベルにある人の
支援法を事例なども
交え紹介！

基本的な
知識や手法を
わかりやすく
解説！

公衆衛生看護
の全体像が口絵
でつかめる！
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●予価 2,420円（税込）　B5判╱約180頁　ISBN978-4-8058-8389-1

新刊

第Ⅰ部　地域・在宅看護実習の基礎知識
第１章　地域・在宅看護実習で何を学ぶか
　１　地域・在宅看護実習の位置づけ
　２　地域・在宅看護実習の流れ
　コラム　地域・在宅看護で活躍する先輩  
第2章　地域・在宅看護実習の心構えと倫理
　１　地域・在宅看護実習の心構え
　　(1) 外部施設である実習先でのふるまい
　　(2) 生活の場である実習先でのふるまい
　２　個人情報とプライバシーの保護
第3章　在宅療養者・家族を支える人々を理解しよう
　１　多機関、多職種が１つのチームとなって支える
　２　医師との連携╱３　ケアマネジャーとの連携
　４　介護職との連携╱５　その他関係職種・関係機関との連携
第４章　地域・在宅看護の場を理解しよう
　　　　―主な実習先の特徴と学んでほしいこと
　１　医療機関における退院支援部門　
　　(1) 退院支援部門ってどんなところ？ 
　　(2) 退院支援部門の看護師の1日
　　(3) 退院支援部門における実習で学んでほしいこと
　２　訪問看護　
　　(1) 訪問看護ステーションってどんなところ？
　　(2) 訪問看護のしくみ
　　(3) 訪問看護師の1日 
　　(4) 訪問先での実践
　　(5) 訪問看護師の持ち物
　　(6) 訪問看護における実習で学んでほしいこと
　３　デイサービス（通所介護）　
　　(1) デイサービスってどんなところ？ 
　　(2) デイサービスを利用する療養者の1日
　　(3) デイサービスの看護師の1日
　　(4) デイサービスにおける実習で学んでほしいこと
　４　看護小規模多機能型居宅介護　
　　(1) 看多機ってどんなところ？ 
　　(2) 看多機のしくみ
　　(3) 看多機を利用する療養者の1日
　　(4) 看多機の看護師の1日
　　(5) 看多機における実習で学んでほしいこと
　５　地域包括支援センター　
　　(1) 地域包括支援センターってどんなところ？
　　(2) 地域包括支援センターの看護師の1日
　　(3) 地域包括支援センターにおける実習で学んでほしいこと

第5章　対象の特徴を理解しよう
　１　小児（医療的ケア児）訪問看護╱２　精神科訪問看護
　３　ターミナル╱４　難病╱５　認知症╱６　老老介護
第Ⅱ部　実習で困ったときのＱ＆Ａ
　１　実習開始前

Ｑ1.事前にどんな学習をしておけばいいですか？
Ｑ2.実習目標はどのように立てればいいですか？
Ｑ3.実習中の持ち物は何ですか？
Ｑ4.アレルギーをもっているのですが・・・
Ｑ5.実習先が遠いのですが・・・
Ｑ6.実習前日にしておくべきことを教えてください
　２　実習中

Ｑ7.雨や暑い日、寒い日の実習で気をつけることはありますか？
Ｑ8.遅刻しそうな時、具合が悪くて休みたい時、どうすればいいですか？
Ｑ9.職員の方と初対面でどう挨拶したらいいですか？
Ｑ10.ステーションでは朝のミーティングは何をやっているのですか？
Ｑ11.「今日の目標」には何を書いたらいいでしょうか？
Ｑ12.実習中の看護師さんとの関係はどう築けばいいですか？
Ｑ13.利用者宅への訪問で気をつけるべきことは何ですか？
Ｑ14.実習中の水分補給のタイミングはどうしたらいいですか？
Ｑ15.ステーション内で何をしたらいいですか？
Q16.休憩時間はどう過ごせばいいですか？
Q17.実習中に具合が悪くなったときはどうすればいいですか？
Q18.感染症対策としてすべきことは何ですか？
Q19.看護師さんから「彼氏いるの？」って聞かれたら？
Q20.実習先から「どうせ訪問看護に就職しないんでしょ」と言われて

しまいました
Q21.実習日誌に何を書けばいいかわかりません・・・
Q22.実習が休みの日はアルバイトしていいですか？
Q23.実習先でのカンファレンスはどうすすめればいいですか？
Q24.実習最終日(もしくは終了数日前)にすべきこと、確認しておくべき

ことは何ですか?
　３　学内実習

Q25.実習終了後に行うべき事柄ってどんなこと？
Q26.学内実習カンファレンスは何をするのですか？
Q27.実習レポートの作成はどうしたらいいですか？
　４　<番外編>実習を受け入れる側に聞いてみたいこと

Q28.「頑張っているなあ」と感心するのはどんな実習生ですか？
Q29.「これは困る」というのはどんな実習生ですか？
Q30.実習先は、実習生にどんなことを求めていますか？
巻末付録１　訪問看護の記録
巻末付録２　地域・在宅看護実習に役立つ言葉遣い
巻末付録３　地域・在宅看護で活躍する先輩

主　な 目　次

地域・在宅看護実習
ハンドブック（仮称）
●尾﨑章子…編集　 ●2021年11月刊行予定

2022年度からの新カリキュラム
に対応した地域・在宅看護実習の
テキスト。病院とは異なる地域・
在宅看護の魅力を、実習を通して
体感してもらえるように、地域・在
宅看護実習を全力でサポート・応
援する書籍です。
実習先となり得る多様な場での
看護を紹介し、実習で活用できる
マナーや心構え、実習で学んでほ
しいポイントをまとめました。Ｑ&
Ａでは、実習の際に学生が困りが
ちな内容を取り上げ、実習前や実
習中はもちろん、実習後の振り返
りにも活用できる一冊です。

新カリに対応した地域・在宅看護実習のテキスト
ドキドキ・わくわくの地域・在宅看護実習を全力でサポート！

※表紙、目次、本文は
　変更することがあります

実習で学んで
ほしいポイント
を解説

Ｑ＆Ａで
学生の困りごと
を解決



末安民生先生による「刊行にあたって」、編者と執筆者による
精神看護学に特徴的な項目の模擬講義をYouTubeで見ることができます→
URL: https://www.youtube.com/
channel/UCih86EbrhvXEYfT7ss5ND2w/
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第1部　精神看護を展開するための基礎知識
第1章　精神看護とは
　Ⅰ　精神看護学をなぜ学ぶのか
　Ⅱ　精神科看護とは何か
　Ⅲ　患者と信頼関係を結ぶことの意味
　Ⅳ　リカバリーする患者の支援者であるために
第2章　精神の健康
　Ⅰ　精神の健康の概念
　Ⅱ　ライフイベント、ライフサイクルと精神の健康
　　1　こころの機能と発達
　　2　危機－クライシス
　　3　精神の健康とマネジメント
　Ⅲ　災害時の地域における精神保健医療活動
第3章　精神障害と法制度
　Ⅰ　精神の健康に関する普及啓発
　Ⅱ　患者の権利擁護
　Ⅲ　精神保健医療福祉の変遷と看護
　Ⅳ　精神疾患患者を支える法制度と看護
　　国際人権規約／精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルス

ケアの改善のための諸原則／障害者の権利に関する条約／障害
者虐待防止法／障害者差別解消法／成年後見制度／障害者総合
支援法／障害者雇用促進法／発達障害者支援法／自殺対策基本
法／医療観察法／ギャンブル等依存症対策基本法　など

　Ⅴ　精神保健医療福祉に関する社会資源の活用
第4章　脳の仕組みと精神機能
　Ⅰ　脳の構造と精神機能
　Ⅱ　神経伝達物質と精神機能、薬理作用
　Ⅲ　ストレス脆弱性仮説
　Ⅳ　脳と免疫機能
　Ⅴ　睡眠障害と概日リズム
第5章　精神疾患の症状・診断・診察・検査・治療
　Ⅰ　精神障害をもつ人の抱える症状
　Ⅱ　診断分類
　Ⅲ　診察の実際

　Ⅳ　臨床検査及び心理検査
　Ⅴ　薬物療法
　Ⅵ　身体治療
　Ⅶ　適切な薬物療法のために
　Ⅷ　心理・社会的治療
第6章　精神科リハビリテーションと地域包括ケア
　Ⅰ　精神科リハビリテーション
　Ⅱ　精神科リハビリテーションと地域包括ケア
第7章　精神疾患患者とともに暮らす家族への支援
　Ⅰ　患者と家族の関係
　Ⅱ　家族のストレス―求められる支援
　Ⅲ　家族対処と社会資源のアセスメント
　Ⅳ　家族システムのアセスメント
　Ⅴ　社会資源・レスパイトケア
　Ⅵ　家族への心理教育
第8章　精神看護における看護過程の展開
　Ⅰ　看護過程とは
　Ⅱ　精神看護におけるアセスメント
　　1　患者を理解するための考え方―ICF
　　2　ICFを精神看護のアセスメントに活かす
　Ⅲ　必要なケアの明確化、目標の設定
第2部　事例でわかる精神看護の実際
第1章　統合失調症患者の看護
　Ⅰ　統合失調症とは
　Ⅱ　事例：10代の大学生ではじめて発症して入院した
　　　統合失調症患者
　Ⅲ　事例：入退院を繰り返して治療が長期化し、
　　　生活支援が必要になった統合失調症患者
第2章　うつ病・双極性障害患者の看護
　Ⅰ　うつ病・双極性障害とは
　Ⅱ　事例：働き盛りに発症した後、復職支援プログラムなどを
　　　活用して復職したうつ病患者
　Ⅲ　事例：配偶者を突然亡くしたうつ病患者

第3章　認知症患者の看護
　Ⅰ　認知症とは
　Ⅱ　事例：認知機能が低下し家族に攻撃的になる
　　　アルツハイマー型認知症患者
　Ⅲ　事例：幻視、不安、パーキンソニズム等のある
　　　レビー小体型認知症患者
第4章　児童・思春期の患者の看護
　Ⅰ　児童・思春期の精神疾患とは
　Ⅱ　事例：不登校、家族への暴力、昼夜逆転のある生活を
　　　送っていたADHD患者
第5章　アディクションの問題をもつ患者の看護
　Ⅰ　アディクションとは
　Ⅱ　事例：覚せい剤使用をやめることができなかった患者
第6章　パーソナリティ障害患者の看護
　Ⅰ　パーソナリティ障害とは
　Ⅱ　事例：被害妄想的な思考から自殺未遂を図り緊急入院した
　　　パーソナリティ障害患者
第7章　摂食障害患者の看護
　Ⅰ　摂食障害とは
　Ⅱ　事例：ボディイメージが障害され、強固な肥満恐怖のある
　　　神経性やせ症の患者
第8章　神経症性障害患者の看護
　Ⅰ　神経症性障害の概念
　Ⅱ　不安症群／不安障害群
　Ⅲ　身体症状症及び関連症群
　Ⅳ　心的外傷及びストレス因関連障害群
第9章　その他の精神疾患・障害の特徴と看護
　   ①　知的能力障害（知的発達障害）
　   ②　てんかん
　   ③　心身症
　   ④　性別違和（性別不合）
当事者からのメッセージ

新版 精神看護学
●定価 3,960円（税込）　B5判╱502頁　ISBN978-4-8058-8177-4

●一般社団法人日本精神科看護協会…監修
　遠藤淑美、末安民生…編集　 ●2020年7月刊行

動画で解説

2022年度からの新カリキュラムに対応した精神看護学
の最新テキスト。指定規則の改定に配慮して構成や執
筆陣を一新しました。疾患などの知識だけでなく地域
包括ケアや家族支援など、患者を多面的に理解できる
ようになります。また、一般の学生にとっては精神障害
者をイメージすることが難しいと言われますが、本書で
は多くの事例により具体的な患者像と対応する看護の
展開を学ぶことができ、臨地実習でも活用できます。

目　次

新カリキュラムに対応した精神看護学のテキスト

基礎教育で
必要な内容を
1冊で学べます

▲模擬講義公開中！
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第1部　精神看護を展開するための基礎知識
第1章　精神看護とは
　Ⅰ　精神看護学をなぜ学ぶのか
　Ⅱ　精神科看護とは何か
　Ⅲ　患者と信頼関係を結ぶことの意味
　Ⅳ　リカバリーする患者の支援者であるために
第2章　精神の健康
　Ⅰ　精神の健康の概念
　Ⅱ　ライフイベント、ライフサイクルと精神の健康
　　1　こころの機能と発達
　　2　危機－クライシス
　　3　精神の健康とマネジメント
　Ⅲ　災害時の地域における精神保健医療活動
第3章　精神障害と法制度
　Ⅰ　精神の健康に関する普及啓発
　Ⅱ　患者の権利擁護
　Ⅲ　精神保健医療福祉の変遷と看護
　Ⅳ　精神疾患患者を支える法制度と看護
　　国際人権規約／精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルス

ケアの改善のための諸原則／障害者の権利に関する条約／障害
者虐待防止法／障害者差別解消法／成年後見制度／障害者総合
支援法／障害者雇用促進法／発達障害者支援法／自殺対策基本
法／医療観察法／ギャンブル等依存症対策基本法　など

　Ⅴ　精神保健医療福祉に関する社会資源の活用
第4章　脳の仕組みと精神機能
　Ⅰ　脳の構造と精神機能
　Ⅱ　神経伝達物質と精神機能、薬理作用
　Ⅲ　ストレス脆弱性仮説
　Ⅳ　脳と免疫機能
　Ⅴ　睡眠障害と概日リズム
第5章　精神疾患の症状・診断・診察・検査・治療
　Ⅰ　精神障害をもつ人の抱える症状
　Ⅱ　診断分類
　Ⅲ　診察の実際

　Ⅳ　臨床検査及び心理検査
　Ⅴ　薬物療法
　Ⅵ　身体治療
　Ⅶ　適切な薬物療法のために
　Ⅷ　心理・社会的治療
第6章　精神科リハビリテーションと地域包括ケア
　Ⅰ　精神科リハビリテーション
　Ⅱ　精神科リハビリテーションと地域包括ケア
第7章　精神疾患患者とともに暮らす家族への支援
　Ⅰ　患者と家族の関係
　Ⅱ　家族のストレス―求められる支援
　Ⅲ　家族対処と社会資源のアセスメント
　Ⅳ　家族システムのアセスメント
　Ⅴ　社会資源・レスパイトケア
　Ⅵ　家族への心理教育
第8章　精神看護における看護過程の展開
　Ⅰ　看護過程とは
　Ⅱ　精神看護におけるアセスメント
　　1　患者を理解するための考え方―ICF
　　2　ICFを精神看護のアセスメントに活かす
　Ⅲ　必要なケアの明確化、目標の設定
第2部　事例でわかる精神看護の実際
第1章　統合失調症患者の看護
　Ⅰ　統合失調症とは
　Ⅱ　事例：10代の大学生ではじめて発症して入院した
　　　統合失調症患者
　Ⅲ　事例：入退院を繰り返して治療が長期化し、
　　　生活支援が必要になった統合失調症患者
第2章　うつ病・双極性障害患者の看護
　Ⅰ　うつ病・双極性障害とは
　Ⅱ　事例：働き盛りに発症した後、復職支援プログラムなどを
　　　活用して復職したうつ病患者
　Ⅲ　事例：配偶者を突然亡くしたうつ病患者

第3章　認知症患者の看護
　Ⅰ　認知症とは
　Ⅱ　事例：認知機能が低下し家族に攻撃的になる
　　　アルツハイマー型認知症患者
　Ⅲ　事例：幻視、不安、パーキンソニズム等のある
　　　レビー小体型認知症患者
第4章　児童・思春期の患者の看護
　Ⅰ　児童・思春期の精神疾患とは
　Ⅱ　事例：不登校、家族への暴力、昼夜逆転のある生活を
　　　送っていたADHD患者
第5章　アディクションの問題をもつ患者の看護
　Ⅰ　アディクションとは
　Ⅱ　事例：覚せい剤使用をやめることができなかった患者
第6章　パーソナリティ障害患者の看護
　Ⅰ　パーソナリティ障害とは
　Ⅱ　事例：被害妄想的な思考から自殺未遂を図り緊急入院した
　　　パーソナリティ障害患者
第7章　摂食障害患者の看護
　Ⅰ　摂食障害とは
　Ⅱ　事例：ボディイメージが障害され、強固な肥満恐怖のある
　　　神経性やせ症の患者
第8章　神経症性障害患者の看護
　Ⅰ　神経症性障害の概念
　Ⅱ　不安症群／不安障害群
　Ⅲ　身体症状症及び関連症群
　Ⅳ　心的外傷及びストレス因関連障害群
第9章　その他の精神疾患・障害の特徴と看護
　   ①　知的能力障害（知的発達障害）
　   ②　てんかん
　   ③　心身症
　   ④　性別違和（性別不合）
当事者からのメッセージ

●定価 1,980円（税込）
　B5判／150頁
　ISBN978-4-8058-2925-7
　2007年10月刊行

日本精神科看護技術協会…監修
看護実習のなかでも特別なものと考えられ
がちな精神科の実習。「精神科特有の問題」
に焦点をあて、戸惑いをなくすための知識･
技術を、２週間の実習スケジュールに合わせ
て具体的に解説。

目　次
実習前の心構え●このことを知っておこう
精神科病棟とは／自己管理をしっかりしよう
／注意したいこと
実習初日●はじめて患者さんと出会うとき
あいさつが大事／確認しておこう／相談相
手をみつけよう
実習2日目●情報収集をしてみよう
患者さんに会いに行こう／情報収集の方法
／患者さんとのコミュニケーション／びっくり
しないでね　ほか
実習3日目●参加してみよう
患者さんと一緒に行動してみよう／理解・関
係が深まるきざし
実習4日目●患者さんの明日を描こう
患者さんの情報をまとめてみよう／カンファレン
ス資料のつくり方

実習5日目●カンファレンスに臨もう
指導者さんの力を借りよう／困っていることを
伝えてみよう
実習6～8日目●看護計画を実施しよう
2週目になって起こりやすいこと／患者さんと
の間に起きやすいこと　ほか
実習9日目●最後のまとめをしよう
まとめのカンファレンスに向けて／自己評価
をしよう
実習10日目●最終カンファレンスに臨もう
最終カンファレンス／患者さんと別れのとき
／注意したいこと
地域実習●病院とは違った患者さんに出会う
地域で患者さんを支えるシステムや制度を復
習　ほか

精神看護
臨地実習
NOTE

看護学生のための

●Ⅰ・Ⅱ 定価 各3,300円（税込）
　B5判／Ⅰ・364頁、Ⅱ・294頁
　Ⅰ・ISBN978-4-8058-3414-5
　Ⅱ・ISBN978-4-8058-3415-2
　2011年4月刊行

川野雅資…編集

新看護観察のキーポイントシリーズ

精神科Ⅰ・Ⅱ
目  次   Ⅰ

目  次   Ⅱ

④病期と観察のポイント
発病前期／急性期／慢性期／回復期
⑤精神疾患と観察のポイント
統合失調症／気分障害／アルコール依存／薬
物依存／摂食障害／注意欠如・多動性障害
（ADHD）　ほか
⑥治療のプログラムと観察のポイント
薬物療法／輸液療法／無けいれん電撃療法
／作業療法／社会生活技能訓練（SST）／心
理教育　ほか

①精神科看護の特徴と観察のポイント
身体面／精神面／社会面／行動面　ほか
②精神症状と観察のポイント
幻覚／妄想／抑うつ／不安／睡眠障害／強迫
現象／自傷・自殺念慮／拒食／拒薬／水中毒
ほか
③治療の場と観察のポイント
早期支援／外来／入院時／精神科救急／医
療観察制度／退院促進／デイケア・ナイトケア
ほか

医療機関や
地域の精神障害者を

具体的に
イメージできる

豊富な事例により
病院や地域の患者の
生活と看護の展開
を理解できる
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看護のためのコミュニケーションと人間関係
●定価 2,420円（税込）　B5判╱186頁　
　ISBN978-4-8058-5972-8

●諏訪茂樹= 編著　 ●2019年12月刊行

コミュニケーションやチームワークなどの基本
的な知識の解説だけでなく、コミュニケーショ
ン力を育てるトレーニングを30掲載。話し手
と聞き手を交互に体験するアクティブ・ラーニ
ングで学ぶことができます。書き込み式ワーク
も収載。

アクティブ・ラーニングで身につける技術と感性

序章　学習方法　
　1 患者とのコミュニケーションが苦手
　2 実は初対面での会話が苦手
　3 「わかる」ではなく「できる」が大切 
　4 「できる」ためのアクティブ・ラーニング 
　5 本書での学習方法
第1章　コミュニケーション
  §Ⅰ　コミュニケーションの基礎
　1 コミュニケ―ションとは
　2 言語と準言語と非言語
　3 トータル・コミュニケーション
　4 準言語（語調）が死角
　5 メディアが決まればチャネルも決まる
　6 ソーシャルメディア（SNS）にご注意
　　協働ワーク　ア行トーク̶母音だけでメッセージを
　　　　　　　　 共有する  ほか
  §Ⅱ　言語的コミュニケーション
　1 言葉の可能性と限界
　2 他者に敬意を表す敬語
　　単独ワーク　どのように言えば、敬語になるでしょう  ほか
　3 患者中心・利用者中心の言葉かけ
　4 信頼関係を築くための雑談

　　協働ワーク　伝達トレーニング̶言葉でメッセージを
　　　　　　　 共有する
  §Ⅲ　非言語的コミュニケーション
　1 表情は語る
　　単独ワーク　この人が抱いている感情は？
　2 目線と視線は語る
　3 動作と姿勢は語る
　4 距離は語る
　　協働ワーク　ジャスチャー・コミュニケーション 
　　　　　　　   ̶非言語でメッセージを共有する  ほか
第2章　テクニックとスキル
  §Ⅰ　傾聴技法
　1 マインドとテクニックとスキル
　2 共感的理解
　3 傾聴技法
　　協働ワーク　うなずきと相づち̶反応を示しながら聞く ほか
  §Ⅱ　コーチングによる自己決定の支援
　1 インナーゲームからコーチングへ
　2 質問をして答えを引き出す
　3 ティーチングとコーチングの使い分け
　　協働ワーク　指示̶目隠しして作業をする人に指示を出す  ほか
  §Ⅲ　患者理解と言葉かけ
　1 聞くと聴く
　　単独ワーク　言葉の奥に本心のある患者

　2 対決と受容
　　単独ワーク　不可解な言動を示す患者
　3 励ましと共感
　　単独ワーク　ひどく塞ぎ込んでいる患者
　4 ティーチングとコーチング
　　単独ワーク　自己決定に迷っている患者  ほか
第3章　人間関係とチームワーク
  §Ⅰ　患者やスタッフとの人間関係
　1 好き嫌いの人間関係
　　単独ワーク　インフォーマルグループの把握
　2 対人認知の偏り
　　単独ワーク　20答法
　3 自己開示とフィードバック
　4 基本的な構えと交流様式
　5 患者-医療者関係
　　協働ワーク　自己開示紹介̶私的な自分を紹介する  ほか
  §Ⅱ　チームワークと多職種連携
　1 コミュニケーションと人間関係と集団・組織
　2 チーム医療と多職種連携
　3 理念と目標管理とチームワーク
　4 患者との関係と看護師のモチベーション
　5 ピラミッド組織と逆さまのピラミッド
　　協働ワーク　協力ゲーム̶パーツを交換しながらパズルを
　　　　　　　　   完成させる　ほか

テクニック、スキル
をやさしく解説

協働・単独のワークで
実際に体験してみる

看護情報学のテキスト、レポート・卒論の参考書として！

看護基礎教育の「コミュニケーション」や「人間関係論」のテキスト

●予価 2,420円（税込）　B5判╱約180頁
　ISBN978-4-8058-8406-5

新刊看護にいかす 文献検索入門
●富田美加、松本直子…著　 ●2021年11月刊行予定

科学的でかつ学際的な看護学を生涯にわたって
学び続けるには、あふれる情報のなかから確か
で効率的な探索・検索の考え方や技術が必須。
看護学の学習に役立つ情報、文献の探し方とノ
ウハウを、学生にもわかりやすく身近な事例を
使って解説した入門書です。

教科書から海外文献検索サイトまで

アクティブ・ラーニングで効果的・効率的にコミュニケーション能力を強化！

学び続けるための情報探索スキル

Chapter1　看護学における学術情報探索の意義
　§1　看護学と学術情報
　§2　学術情報を探す
Chapter2　学術情報の探し方
　§1　ウェブ上で探す
　§2　文献データベースで探す
　§3　図書館を使う
Chapter3　学術情報の評価・活用法

　§1　著作権と学術情報
　§2　研究倫理と学術情報
Chapter4　学術情報探索のケース別解説
　§1　看護学生が授業の課題レポートを作成するケース
　§2　看護学生が臨床実習で記録物を作成するケース
　§3　看護学生が卒業研究に着手したケース
　§4　大学院生が研究計画書を作成するケース
　§5　看護師が臨床でエビデンスを使うケース
　§6　看護師長がリーダーシップ研修の参考図書を探すケース
　§7　訪問看護師が質の高い情報探索を行うケース

主　な 目　次

目　次



7

看護学 教科書・参考書2022

●定価 2,860円（税込）
　B5判／242頁
　ISBN978-4-8058-5294-1
　2016年3月刊行

小島操子…監修／星  直子…編集

家族看護学
家族看護学のテキストとして好評の書を、最新の動向を踏まえて改訂。基礎的な概念や理
論を示したうえで、実践的な知識や技術を解説し、ケース紹介で理解を深めます。｢虐待｣
「ダブルケア」「精神障害者
と家族」など、多様化する
家族にまつわるケースを盛
り込みました。

目　次

第3章　ケース紹介と家族に起こる問題状況
Ⅶ．ケース紹介
病院と在宅における家族の諸相
カップルの成立、子どもの誕生／子どもの自立
急性期病棟における家族
慢性期病棟における家族
がん患者と家族／高齢者の在宅介護
１人暮らしの高齢者と家族
精神障害者と家族

セクシャル・マイノリティと家族
小児の家族
ダブルケア／HIV感染症と家族
電話相談にみる家族
Ⅷ．家族に起こる問題
知識の欠如、意思決定力の欠如
介護力の不足／孤立／虐待
家族を喪うこと
問題解決に活用可能な社会システム

第1章　理論的枠組みと家族・家族の健康の理解
Ⅰ．家族看護はどのように登場し、
　　何を目指す活動なのか
Ⅱ．家族とは
Ⅲ．家族に関する諸理論
Ⅳ．家族の生活、家族の健康
第2章　看護実践に必要な知識・技術
Ⅴ．家族に関する情報収集とアセスメントの方法
Ⅵ．家族の援助計画

●定価 3,080円（税込）
　B5判／378頁
　ISBN978-4-8058-5624-6
　2018年2月刊行

亀井智子、小玉敏江…編集
高齢者の健康問題の全体像にアプローチし、病院・地域においてチームとともに高齢者の
生活を支援する方法を著した老年看護学のテキスト。関係制度から老化のプロセス、多面
的なヘルスアセスメント、
ケアチーム、看護の方法
などについて、図表を多
用してわかりやすく解説。

高齢者看護学

目　次

第4章　高齢者看護のための学際的チームアプローチ
高齢者ケアと学際的チームアプローチ／高齢者ケアチームの各
専門職の役割と連携方法の実際／サービス担当者会議の展開
第5章　高齢者看護の実践
高齢期の健康とヘルスプロモーションと看護／高齢期のフレイル
の予防と看護／急性期医療を必要とする高齢者の看護／高齢者
看護とリハビリテーション／長期・慢性的疾患をもつ高齢者の看
護／認知症高齢者と家族の看護
第6章　高齢者看護のめざすもの
高齢者看護のめざすもの

第１章　高齢者の生活
高齢者と家族・地域社会／生活においての折り合い／自立（自律）
にかかわる高齢者の心身の変化とその評価／高齢者の保健医療福
祉に関する制度の変遷
第2章　高齢者看護の役割と特徴
高齢者看護の役割／高齢者看護の特徴／高齢者看護の場の特性
第3章　高齢者看護の方法
高齢者の包括的アセスメント／病院における高齢者看護のプロセス
／高齢者ケアの継続性と退院計画／高齢者看護における記録・報
告／高齢者看護の質の確保

第2版

第3版

多様化する家族への
看護がよくわかる

疾患・障害別に
解説しているので
学生にわかりやすい

認知症の新しい
知見やフレイルなど、
近年のキーワード

も網羅



中央法規出版

看護にいかす 触れるケア
岡本佐智子…編著／前川知子・見谷貴代…著

新刊
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●定価 2,640円（税込）　B5判／128頁　ISBN978-4-8058-8226-9
　2021年1月刊行

●定価 2,640円（税込）　B5判／176頁　ISBN978-4-8058-8285-6　2021年3月刊行

●定価 2,200円（税込）
　A5判／184頁　　
　ISBN978-4-8058-8118-7
　2020年3月刊行

宮脇美保子…著

看護学生に身近な事例を通して、「何かお
かしい」と思う心を大切にし、そのような
場面に遭遇したときにどのように捉え行
動をするかを学ぶことができます。改訂
版では意思決定支援やACPなど最近話
題の倫理的課題にも言及しました。

序章　専門職であるとは倫理的であるということ
　法と倫理／看護専門職の倫理と責任／
　看護学と医学の相違と相補
第１章　よりよい看護実践とは何か
第２章　変化する社会における倫理
第３章　こんな場面でどうする～いかに振る舞う

べきか～
第４章　患者に寄り添う看護 

目　次

身近な事例で学ぶ
看護倫理

改訂

演習や実習で使えるタッチングを動画で学べる演習や実習で使えるタッチングを動画で学べる

新刊病院・施設・地域で使える
看護師のための感染対策
「看護師ならばこれだけは」という感染対策で必須の知識や手技を、写真と動画（QRコードで
の読み取り視聴）でわかりやすく解説しました。病院での感染対策に加え、在宅、施設での対
応も収載し、あらゆる場で活用できる。新人看護師や看護学生も理解しやすい一冊。

１　感染予防のための基本知識
　感染が起こるメカニズム／病院内で感染を起こす微生物／隔離
予防策とスタンダードプリコーションの考え方　ほか
２　感染予防のための基本テクニック
　手指衛生／防護用具の使用方法／無菌テクニックと滅菌物の取
扱い／微生物培養検査の検体採取方法／血液由来病原体によ

る職業感染防止対策／新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
の感染防止対策
３　日常ケアと感染予防
　血管内カテーテル留置時の感染予防ケア／手術患者の感染
予防ケア／地域医療施設の感染予防ケア／在宅での感染予
防ケア　ほか

洪 愛子…編集

目　次

手洗い等の基本的な手技を動画で確認できる手洗い等の基本的な手技を動画で確認できる

安全・安楽で効果の検証された看護技術であるハンドマッサージとメディカル・タッチ。その
意義や準備、現場での活用方法までまとめた。それぞれ手順は、写真とWEB動画でわかりやす
く解説。さまざまな臨床現場や看護教育での具体的な導入方法も収載。

目　次
第３章  メディカル・タッチ®

第４章  事例でみる臨床現場での活用
終末期の患者に最期の日まで（がん患者の緩和ケ
ア）／老いを生きる高齢者（フレイル、認知症ケア）
／家庭の状況に合わせて（在宅でのケア）／妊産婦
へのケア／子どもへのケア／患者家族（第2の患者）
へのケア／看護業務で行う方法　ほか

第１章  触れるケア
触れるケアとは／安全に触れるために必要な感染
予防対策
第２章  ハンドマッサージ
看護師が行うハンドマッサージ／ハンドマッサージ
の看護研究／ハンドマッサージの実施方法／ハン
ドマッサージの手順／看護教育の現場での活用

新刊



看護学 教科書・参考書2022

看護の実践・教育に長く携わってきた著者が、現場で求められる「伝わる
文章」のルールと知識を伝授。会議録や研修報告書、学会抄録などの具
体的な書き方を、例示を用いてわかりやすく解説しまし
た。Power Pointによるスライド作成のコツも収載。
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目　次

実習オリエンテーションにおすすめ！実習オリエンテーションにおすすめ！Pick UP!!

ナースのためのレポートの書き方 第2版
仕事で使える「伝わる文章」の作法

自分と患者を守るコミュニケーション力

水戸美津子…著

第１部　人に伝わる文章を書く
  第１章　OUTPUT（書く）のためにはINPUT（読む）が必須
  第２章　書くための３つの心得と書き方の基本
  第３章　レポート作成で最低限活用したいWordの機能
第２部　仕事で使える文章を書く
  第１章　会議録、研修報告書、伝達講習用資料の書き方
  第２章　学会報告

●定価 2,200円（税込）　A5判／104頁
　ISBN978-4-8058-8102-6　2020年3月刊行

看護師のための医療安全につながる接遇

接遇はたんなるマナーではなく、患者の安全や自分の身を守るために身に着けるものという考え方
が広まってきています。学生にもわかるように図や事例を用いて、安心安全の医療やリスク回避の
観点から接遇の実際を解説します。

第１章　「医療」の差は「接遇」の差で決まる
　患者さんの医療評価ポイントは?／医療接遇は医
療安全の柱／医療行為は「言葉」と「行動」である／
なぜ、ヒヤリハットが起きる　ほか
第２章　医療現場で起きるコミュニケーション・

ギャップの正体
　自分を理解し、他者を理解する看護とは／チーム
内の対人コミュニケーション／看護師が「笑顔」で
患者に接する理由  ほか

第３章　言葉がひとを動かす！ 好循環・悪循環の
CASE STUDY

　ナースコールに慌てないで行動したい／採血が苦手で、
患者さんや他の看護師に迷惑をかけてしまう／問診が
苦手で、患者さんの訴えを丁寧にくみとることができな
い  ほか

第４章　看護力を高める「医療接遇」
　なぜ、申し送りに時間がかかるのか／傾聴だけで医療
は達成できるのか  ほか

福岡かつよ…著 ●定価 2,420円（税込）　A5判／128頁　
　ISBN978-4-8058-8211-5　2020年11月刊行

なぜマナーを
学ぶのか

学生もナットク

学生のうちに
身につけたい文章力

●定価 2,420円（税込）
　A5判／262頁　　
　ISBN978-4-8058-3699-6
　2012年9月刊行

ナースのためのマナー＆接遇術
関根健夫、杉山真知子…著

社会人の基本マナーから医療現場ならで
はのマナーまで、ナースとして必要なマナ
ーと接遇を丁寧に解説。テクニックを学
ぶのではなく、土台となる看護の心とセン
スを磨くことを重視しました。コミュニケ
ーションスキルも身につけ看護の質を高
める一冊。看護学生・新人ナース必携！

第１章　ナースの心を養う
第２章　ナースが身につけておきたい基本マナーと接遇
第３章　ナースだからこそ必要なマナーと接遇
第４章　コミュニケーションスキルを身につけよう
第５章　事例で学ぶ上級マナーと接遇術
第６章　電話・手紙・メールのマナー

看護のこころとセンスを磨く

目　次

目　次

著者による
PR動画

▲



急性期・回復期・生活期にわたって、救急救命センター・ICU・病棟・リハビリテーション
施設・訪問看護ステーションなどに細分化され、ますます高い専門性が求められる看護。
本シリーズでは、よくみられる症状や疾患ごとに、病態生理から看護ケアまでを関連図と
解説文で示しました。

看護ケア関連図シリーズ
関連図が
見やすい！
詳しい！

エビデンスに基づく

●患者さん一人ひとり
のケアが見えてくる！
●ひと目で理解でき、
看護ケアの介入時期
もわかる！

看護ケア
関連図

解 説

●看護過程がスッキリわかる！
●「関連図」「看護計画」が書けるようになる！

●病態生理や観察の
ポイント、看護ケアと
その根拠がわかる！

●社会心理学的な視点
や家族支援にもふれ
て実践的！
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実習で役立つ定番シリーズ！
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目次・項目

改訂版
阿部俊子…監修　山本則子…編集

エビデンスに基づく
疾患別看護ケア関連図

オールカラーオールカラー

❶胃がん
❷食道がん
❸肝硬変
❹大腸がん
❺急性心筋梗塞 
❻心不全
❼肺がん
❽肺炎
❾慢性閉塞性肺疾患（COPD）
10クモ膜下出血

11脳梗塞
12パーキンソン病
13慢性腎臓病（CKD)
14変形性関節症
15大腿骨近位部骨折（大腿骨頸部
骨折・大腿骨転子部骨折）
16乳がん
17関節リウマチ
18糖尿病
19全身性エリテマトーデス（SLE）

20白血病
21気管支喘息
22川崎病
23ネフローゼ症候群
24周術期看護

阿部俊子…監修　小板橋喜久代、山本則子…編集

エビデンスに基づく
症状別看護ケア関連図 改訂版

改訂版

オールカラーオールカラー

目次・項目

❶呼吸困難
❷胸痛
❸摂食・嚥下障害
❹食欲不振
❺悪心・嘔吐 
❻腹痛
❼便秘
❽下痢
❾尿失禁

10酸塩基平衡異常（アシドーシス）
11脱水（低張性脱水／高張性脱水）
12浮腫
13片麻痺による運動障害
14褥瘡
15転倒
16不眠
17疼痛（外傷性・術後）
18瘙痒感

19知覚障害
20意識障害
21インスリン分泌の障害
22発熱
23ストレス
24ボディイメージの障害

目次・項目

川野雅資…編著

エビデンスに基づく
精神科看護ケア関連図

第Ⅰ部  症状別看護ケア関連図
❶幻覚　
❷妄想
❸うつ　
❹躁状態
❺不安
❻恐怖
❼強迫
❽不眠・睡眠障害
❾自殺
10拒食・過食
11暴力

12水中毒
13解離（解離性障害）
14昏迷
15依存
16せん妄　
第Ⅱ部  疾患別看護ケア関連図
17統合失調症
18うつ病・双極性障害  
19パーソナリティ障害
20ストレス関連障害（PTSD、
急性、適応障害）

21パニック症／パニック障害

22身体表現性障害
23児童青年期の精神障害
24大人の発達障害
25アルコール依存症
26認知症
第Ⅲ部  精神科治療に伴う
　　　  看護ケア関連図
27精神科救急看護
28行動制限
29薬物療法と副作用
30精神科リハビリテーション看護

●定価 2,860円（税込）
　AB判／248頁
　ISBN978-4-8058-3777-1
　2013年2月刊行

●定価 3,520円（税込）
　AB判／320頁
　ISBN978-4-8058-5979-7
　2020年1月刊行

●定価 2,860円（税込）
　AB判／308頁
　ISBN978-4-8058-3960-7
　2014年2月刊行



看護ケア関連図シリーズエビデンスに基づく
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目次・項目

工藤綾子、湯浅美千代…編集

エビデンスに基づく
老年看護ケア関連図
●老いによる変化とその影響
第Ⅰ部 予防的ケアを必要とする
　　　高齢者の看護ケア関連図
❶せん妄╱❷不眠
❸過活動膀胱╱❹熱中症
❺アルツハイマー型認知症
❻レビー小体型認知症
❼脳梗塞╱❽疥癬╱❾老衰

第Ⅱ部 治療を受ける・継続する
　　　 高齢者の看護ケア関連図
10貧血╱11大腸がん
12消化性（胃・十二指腸）潰瘍
13腸閉塞（イレウス）
14洞機能不全症候群╱15心不全
16慢性閉塞性肺疾患（COPD）　
17誤嚥性肺炎

18パーキンソン病  
19前立腺がん╱20腎不全
21大腿骨頸部骨折
22変形性膝関節症
23関節リウマチ
24糖尿病╱25白内障

山口桂子、柴  邦代、服部淳子…編集

エビデンスに基づく
小児看護ケア関連図
目次・項目

第Ⅰ部　小児看護の基盤となる考え方
第Ⅱ部　疾患別看護ケア関連図
❶ダウン症候群
❷呼吸窮迫症候群
❸鎖肛╱❹胆道閉鎖症
❺口唇口蓋裂 
❻肺炎╱❼麻疹

❽心室中隔欠損症
❾ファロー四徴症
10１型糖尿病
11先天性股関節脱臼
12再生不良性貧血
13特発性血小板減少性紫斑病
14ネフローゼ症候群

15慢性腎不全
16全身性エリテマトーデス
17若年性特発性関節炎
18脳腫瘍╱19白血病
20てんかん╱21脳性麻痺
22髄膜炎

●定価 3,080円（税込）
　AB判／244頁
　ISBN978-4-8058-5395-5
　2016年8月刊行

●定価 2,860円（税込）　AB判／272頁　
　ISBN978-4-8058-3688-0
　2012年8月刊行

●定価 3,300円（税込）　AB判／312頁　
　ISBN978-4-8058-5249-1
　2015年11月刊行

●定価 3,520円（税込）　AB判／382頁　
　ISBN978-4-8058-5466-2
　2017年2月刊行

●定価 3,520円（税込）　AB判／356頁　
　ISBN978-4-8058-3908-9
　2014年1月刊行

●定価 3,300円（税込）
　AB判／328頁
　ISBN978-4-8058-5949-0
　2019年9月刊行

吉治仁志、西田直子…監修／松浦純平…編集

エビデンスに基づく
消化器看護ケア関連図（仮称）
目次・項目

第Ⅰ部　症状別
❶嚥下困難╱❷嘔気・嘔吐
❸腹痛╱❹吐血・下血╱❺下痢・便秘 
❻食欲不振と体重減少╱❼腹水
❽黄疸╱❾意識障害（肝性脳症）

第Ⅱ部　疾患別（薬物療法、食事療法、
　　　  手術療法、放射線療法）
10食道がん　
11胃・十二指腸潰瘍
12胃がん╱13腹膜炎╱14虫垂炎
15ヘルニア╱16イレウス　

17大腸がん╱18クローン病　
19潰瘍性大腸炎╱20肝硬変症　
21肝がん╱22胆石症╱23胆嚢炎　
24胆管がん╱25膵炎╱26膵がん

●予価 3,300円（税込）
　AB判／約300頁
　ISBN未定
　2021年12月刊行予定

エビデンスに基づく
呼吸器看護ケア関連図
森山美知子、西村裕子、高濱明香、
広島県呼吸ケア看護研究会…編集

エビデンスに基づく
脳神経看護ケア関連図
百田武司、森山美知子…編集

エビデンスに基づく
糖尿病・代謝・内分泌
看護ケア関連図
任  和子、細田公則…編集

エビデンスに基づく
循環器看護ケア関連図
森山美知子、木原康樹、
宇野真理子、中麻規子…編集

新刊
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問題点 看護目標 援助方法

看護診断

アセスメント

入院期間の短縮化が進む中、看護職には生活全体を見据えたケアが求められています。患者さんを総合的に理解
するために、疾患別・症状別に加え、「機能障害」に焦点を当てた、看護学生の実習に役立つシリーズです。

横手芳恵・徳世良重・渋谷えり子・會田みゆき＝編集
●定価 3,520円（税込） ●AB判 438頁  ●ISBN978-4-8058-5732-8　●2018年9月刊行

第3章　生体防御機能障害と看護
1生体防御機能障害　2免疫機能障害
3止血機能の障害

第1章　呼吸機能障害と看護
1呼吸機能障害
第2章　循環機能障害と看護
1心臓ポンプ機能障害　2血流機能障害

第3章　調節機能障害と看護
1ホルモン分泌系調節機能障害
2自律神経系調節機能障害

第1章　消化・吸収・代謝機能障害と看護
1摂取機能障害　2消化・吸収機能障害
3排泄機能障害　4代謝機能障害
第2章　排泄（腎・膀胱）機能障害と看護
1尿生成機能障害　2尿貯留機能障害
3尿排出機能障害

今川詢子・長谷川真美・小濱優子・江川隆子・細原正子＝編集
●定価 本体3,300円（税込） ●AB判 374頁  ●ISBN978-4-8058-5733-5　●2018年9月刊行

高島尚美・牧野典子・佐々木栄子・宮岡久子・井出志賀子＝編集
●定価 3,520円（税込） ●AB判 394頁  ●ISBN978-4-8058-5734-2  ●2019年1月刊行  

第3章　性・生殖機能障害と看護
1性・生殖機能障害

第1章　運動機能障害と看護
1中枢性運動機能障害　2末梢性運動機能障害
第2章　感覚・認知機能障害と看護
1感覚機能障害　2認知機能障害

医療問題

看護の思考プロセス
を一覧表で示しました。
看護診断も掲載。

機能障害ごとに、概念と症状、看護援助について解
説。全体像がわかる病態関連図も掲載しています。

状況ごとの病態関連
図と、詳細な看護計画
も収載しています。

機能障害
　　 　からみる看護過程 全3巻
監修：今川詢子（東都大学 ヒューマンケア学部 教授）、長谷川真美（東邦大学 健康科学部 教授）
編集協力：江川隆子（関西看護医療大学 学長）

目 次

目 次

目 次

シリーズ

運動/感覚・認知/性・生殖 機能障害

呼吸/循環/生体防御 機能障害

消化・吸収・代謝/排泄（腎・膀胱）/調節 機能障害

13



中央法規出版
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目　次 第５章　摂食・嚥下障害のある高齢者のケア
第６章　脱水、食欲不振・栄養障害のある高齢者のケア
第７章　尿失禁、排尿困難・尿閉のある高齢者のケア
第８章　下痢・便秘のある高齢者のケア
第９章　褥瘡の発生・進行のおそれのある高齢者のケア
第10章　失語症・構音障害のある高齢者のケア
第11章　終末期にある高齢者のケア

序章　高齢者のアセスメントとケアの原則
第１章　認知症のある高齢者のケア
第２章　サルコペニア・骨粗鬆症のある高齢者のケア
第３章　呼吸困難（慢性閉塞性肺疾患）のある高齢者のケア
第４章　睡眠障害のある高齢者のケア

●定価 本体3,300円（税込）
　B5判／274頁
　ISBN978-4-8058-5902-5
　2019年6月刊行

後閑容子、金原京子…編集
高齢者の看護ケアにあたり、臨床現場で遭遇することの多い症状・苦痛について、その緩和方法と日
常生活における援助の方法を具体的に解説します。わかりやすい図表やフローチャート・イラストを
多数収載。サルコペニアや終末期のケア、最新の認知症看護等を盛り込んだ改訂版。

エビデンスに基づく＼図でわかる／
高齢者の看護ケア  第２版

目　次 第5章　デイサービスセンターでのリハビリテーション看護 
第6章　特別養護老人ホームで生活する高齢者の思いを
　　　  知る
第7章　特別養護老人ホームにおけるリハビリテーション
　　　  看護の実践と成果 
第8章　衰弱の連鎖を断ち切るために

第1章　デンマークにおける高齢者ケア
第2章　高齢者をケアの対象ではなく主体的なパートナー
　　　  にする 
第3章　リハビリテーションの成功の鍵は看護師が握る 
第4章　寝たきりから杖歩行ができるまで

●定価 3,520円（税込）
　B5判／304頁
　ISBN978-4-8058-5952-0 
　2019年9月刊行

上谷いつ子…編集
バイタルサインの知識や観察・測定・把握の技術などの基礎から異常への対応までを解説。イラスト
や写真、フローチャートなどを用いて、観察、判断（思考）、対応という一連の過程の理解を深める。
臨床にいかせる複合的な判断が必要な事例も収載。看護学生も活用できる一冊。

目　次 序　看護の視点からみるバイタルサイン
第１章　脈拍の把握と看護
第２章　血圧の把握と看護
第３章　呼吸状態の把握と看護
第４章　体温の把握と看護

第５章　意識状態の把握と看護
第６章　尿と排尿状態の把握と看護
第７章　体液バランスの把握と看護
第８章　バイタルサインの変化をもたらす要因と看護
第９章　複合的な判断が必要な事例

●定価 2,860円（税込）
　A5判／198頁
　ISBN978-4-8058-8272-6
　2021年７月刊行

レーネ・ホレンナー…著／公益財団法人日本訪問看護財団…監訳／髙波千代子…訳
日本で長年コンサルテーションをしてきた著者が、日常のケアにリハビリテーションを取り入れ、
身体機能の維持・向上を図る、デンマーク流の看護ケアの取り組みとノウハウを紹介します。
老年看護学やリハビリテーション看護学の副読本として最適。

心を病む人の生活をささえる看護

●定価 3,520円（税込）
　B5判／318頁
　ISBN978-4-8058-5659-8
　2018 年４月刊行

坂田三允…編集

心を病む人の生活のしづらさ・
困難さの原因となる生活障害
について、基本的知識とともに、
看護師に求められるスキルをま
とめた看護学生に最適のテキ
スト。“不安状態”“妄想・興奮
状態”など、18の生活障害への
かかわり方を解説。

目　次
第１章　心を病む人の特徴と看護
第２章　心を病む人の生活障害と看護
不安状態／幻覚・妄想状態／引きこもり状態／意欲低下（欠如）状態／躁状態／
抑うつ状態／興奮状態／操作的・試し行為を続ける状態／物理的に支障がない
のに身体症状を訴える状態／強迫症状・強迫行為／食行動にまつわる症状  ほか

第３章　心を病む人への治療・対策と看護のかかわり
身体療法と看護／薬物療法と看護／精神療法と看護／その他の治療法の理解
／チーム医療

第４章　心を病む人をささえる法律・制度・社会資源と
　　　　看護師に必要な知識

新刊

病態を見抜き、看護にいかす

バイタルサイン

高齢者の機能維持・向上をめざす看護ケア
施設・在宅におけるリハビリテーション看護の実践
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●予価 2,640円（税込）
　A5判／約240頁
　ISBN未定
　2021年12月刊行

社会福祉を学びたい人のための入門書。広範囲な領域を基礎的事項に絞り簡潔に解説しました。社
会福祉の理念、歴史、法制度、サービス体系、援助技術、倫理、多職種連携などについて言及。七訂
版では、近年の動向として、新型コロナウイルスや貧困問題などについての施策を取り上げました。

目　次 第６章 社会福祉従事者と専門職倫理
第７章 ソーシャルワーク実践
第８章 保健・医療等との連携による支援
第９章 社会保障制度の概観
第10章 近年の社会福祉施策の動向

第１章 現代社会と社会福祉
第２章 社会福祉のあゆみ
第３章 社会福祉の法としくみ
第４章 社会福祉サービスの概観
第５章 地域福祉の概観

西村  昇、日開野博、山下正國…編著

七訂版 社会福祉概論
その基礎学習のために

●定価 2,970円（税込）
　B5判／296頁
　ISBN978-4-8058-8300-6
　2021年6月刊行

社会保障制度の知識について、概要やサービス利用までの流れを、図解・イラストを交えわかりやすく解説。
制度の活用事例もQ＆A形式で掲載し、制度の運用や支援の現場が具体的にイメージできます。

「ケアマネジャー」編集部…編／福島敏之…著

社会保障制度活用ガイド 
現場で役立つ！ 

●予価 2,750円（税込）
　B5判／約220頁
　ISBN 未定
　2022年1月刊行予定

社会保障入門編集委員会…編集
福祉、医療、保健、年金等、社会保障全般の法制度・統計について、最新の情報に基づきわかりやすく
図解した「社会保障」の入門書。初めて社会保障制度を学ぶ方にも最適の一冊。

目　次 各論
Ⅰ　社会福祉

生活保護／介護保険制度／認知症施策　ほか
Ⅱ　保健医療

増大する国民医療費　ほか
Ⅲ　年金・労働保険
資料編

本文編
総論
Ⅰ　我が国の社会保障制度の概要
Ⅱ　我が国の社会保障を取り巻く環境

高齢化の進む人口構造　ほか

目　次 第３章　医療保険
　1「医療保険制度」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）
第４章　権利擁護
　1「権利擁護」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）
第５章　年金
　1「年金制度」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）
第６章　注目トピックス

第１章　生活保護
　1「生活保護・生活困窮者自立制度」をザックリ押さえよう!  
2 活用までの流れとポイント　3 事例で学ぶ！ 制度活用術

　4 押さえておきたい用語解説
第２章　障害者福祉
　1「障害者福祉制度」をザックリ押さえよう！（2～4は第1章と同じ）

●定価 2,750円（税込）
　A5判／296頁
　ISBN978-4-8058-2347-7
　2003年4月刊行

杉原一昭…監修／渡邉映子、勝倉孝治…編集

はじめて学ぶ人の 臨床心理学
臨床心理学をはじめて学ぶ学生向けのテキスト。おもな
理論と技法、アセスメント、研究法など、臨床心理学の内容
をわかりやすく包括的に解説した入門書。

目　次
Chap.1　臨床心理学を学ぶ
Chap.2　おもな理論・技法
Chap.3　心の仕組みと人の発達
Chap.4　アセスメント・診断
Chap.5　トリートメント・治療
Chap.6　臨床心理学の研究
Chap.7　心の病い
Chap.8　現場で生きる臨床心理学
Chap.9　臨床家の訓練

社会保障入門2022
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※変更することがあります

２０２1年版 
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＊臨地実習での対象理解の参考書として活用できます＊

〒110-0016  東京都台東区台東3-29-1
https://www.chuohoki.co.jp/

TEL03-3834-5815　FAX03-3837-8035

新カリキュラムでは、様々な情報を科学的・体系的に収集するなかで看護の受け手のニーズに気付き、
エビデンスに基づいてそれらを看護計画につなげる「アセスメント力」の養成が強調されています。
本シリーズは、看護学生に向けて、主要な領域別に「気づき」の裏付けとなる知識や視点などを網羅。
判断に用いる考え方を紹介して、アセスメント力の向上を目指します。
エビデンスのある情報を系統立てて整理しているので、解剖生理、病態生理、臨床薬理学、疾患や障害
などの知識はもちろん、看護の受け手の日常生活や疾患の経過による療養環境の変化など、さまざま
な側面からニーズをとらえることができます。また、実際に収集した情報や気づきを整理・統合する際
の参考として、事例やフローチャートを用いて看護過程を示します。

看護過程の学びに役立つ新シリーズ刊行！

新刊

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、遠隔授業において弊社出版物（DVD等を含む）を利用する
際には、弊社ホームページをご確認のうえ、指定のフォームにてご連絡ください。
➡URL：https://www.chuohoki.co.jp/topics/info/2005112102.html

遠隔授業における弊社出版物の利用について

看護判断のための気づきとアセスメント

2021年11月～12月刊行予定 ●各巻B5判／約300頁／オールカラー　●予価3,520円（税込）

■母性看護
茅島江子、村井文江、細坂泰子…編著
ISBN未定

■小児看護
山口桂子、泊 祐子、田﨑あゆみ…編著
ISBN未定

■老年看護
湯浅美千代…編著
ISBN未定

■精神看護
吉川隆博、木戸芳史…編著
ISBN未定

■地域・在宅看護
岸 恵美子、大木幸子…編著
ISBN未定

■セルフケア支援
黒田久美子、清水安子、内海香子
…編著
ISBN未定

✿本シリーズの特徴
◉系統的でエビデンスのある知識・情報を網羅⇒正しい情報収集のあり方を学べる！
◉集めた情報を整理・統合する考え方を提示⇒実習や臨床ですぐに役立つ！
◉看護学生の臨地実習の参考書に最適！
◉カラーイラストや写真を多用！ ※表紙は変更することがあります

シリーズ
（仮称）




