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 タイトル 出版社 

1 看護学生のためのバイタルサイン 第 2版 メヂカルフレンド社 

2 患者さんの情報収集ガイドブック 第 2版 メヂカルフレンド社 

3 実習にも役立つ 人体の構造と体表解剖 金芳堂 

4 はじめての ICU看護 ―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

5 はじめての心臓カテーテル看護 ―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

6 はじめての消化器外科看護 ―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

7 はじめての脳神経外科看護 ―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

8 はじめての整形外科看護 ―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

9 はじめての救急看護―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

10 はじめてみよう訪問看護 ―カラービジュアルで見てわかる！ メディカ出版 

11 パスの中の看護過程がひとめでわかる！循環器科・心臓外科病棟ケア メディカ出版 

12 パスの中の看護過程がひとめでわかる！消化器外科病棟ケア メディカ出版 

13 
Smart nurse Books 03 ナビトレ 新人ナースひな子と学ぶ フィジカルア

セスメント―身体のみかた、患者対応がわかる 
メディカ出版 

14 
Smart nurse Books 10 やりなおしの呼吸と循環 とことんマスター ―脱・

あいまい知識！イラストでぐんぐんわかる生理学と人工呼吸ケア 
メディカ出版 

15 
Smart nurse Books 12 早わかり 見える！わかる！バイタルサイン ―

バイタルサインのしくみと「キメドキ」がわかる！ 
メディカ出版 

16 
Smart nurse Books 14 ナビトレ 病棟で絶対に見落としてはいけない危

険な症状 17 ―「何か変？」に気づけるフローチャートと見極めポイント 
メディカ出版 

17 
ナースが知りたい心不全のキホン ―病態と治療を説明できる！ケアに

活かせる！ 
メディカ出版 

18 呼吸器疾患 診断治療アプローチ 5 COPD 慢性閉塞性肺疾患 中山書店 

19 ビジュアルでわかる 救急・ICU患者の ME機器からみた呼吸・循環管理 メディカ出版 

20 循環器の疾患・治療・ケア ビジュアル図説 107 メディカ出版 

21 循環器の病気ずかん メディカ出版 

22 循環器看護の“ワザ&コツ”BOOK メディカ出版 

23 
内科開業医のための循環器診療プラクティス ―JAPAN CARDIOLOGY 

CLINIC NETWORK／循環器開業医が語る 
メディカ出版 

24 新人ナースのための消化器外科看護ダンドリ BOOK メディカ出版 

25 消化器外科 50の術式別術後ケア イラストブック メディカ出版 

26 糖尿病看護きほんノート メディカ出版 

https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4433&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=2832&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3749&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3521&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3520&UserID=1100008245-00
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3719&UserID=1100008245-00
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3514&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3524&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4036&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=6163&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3720&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3768&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4290&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4290&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4294&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4294&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4296&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4296&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4298&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4298&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=5313&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=5313&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=5906&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4439&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=5379&a=t&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=3752&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4440&a=t&UserID=1100008245-06
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=6181&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=6181&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4414&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=4764&UserID=1100008245-04
https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/detail?id=6175&UserID=1100008245-04


メディカルオンライン  電子書籍 利用可能タイトル （2022.3.28現在） 
 

 

27 
透析穿刺スキルアップ BOOK ―どんな血管にも“うまく”刺せるコツを教

えます！ 
メディカ出版 

28 新人スタッフ必携！糖尿病の病態生理・療養指導 Q＆A80 メディカ出版 

29 糖尿病の病態生理イラスト図鑑 メディカ出版 

30 糖尿病もりもりスキルアップドリル メディカ出版 

31 糖尿病食事療法 パーフェクト指導 BOOK メディカ出版 

32 糖尿病フットケアまるわかりガイド メディカ出版 

33 これが知りたかった！糖尿病診療・療養指導 Q＆A 中山書店 

34 改訂 2版 透析患者の検査値ポケットブック ―患者指導にすぐ使える メディカ出版 

35 最高で最強の糖尿病患者説明シート 57 メディカ出版 

36 
Dr.サトーの糖尿病療養指導 心得 7 ヶ条 ―ピンチをチャンスに変える珠

玉の贈り物 
メディカ出版 

37 
Visual栄養学テキストシリーズ 食べ物と健康 II 食品学各論 食品の分

類・特性・利用 
中山書店 

38 
透析看護ポケットブック ―慢性腎不全の病態と治療・ケアが 

まるっとわかる！ 
メディカ出版 

39 透析患者の重要検査＆検査値 50 メディカ出版 

40 透析ケア BASIC 透析室に配属されたらこの 1冊！ メディカ出版 

41 
透析ケアの素朴なギモンを解決 BOOK(1) 透析ナースの？がわかる！ 

検査値 Q＆A50 
メディカ出版 

42 とことんわかる 血糖値 メディカ出版 

43 がん看護 実践シリーズ 2 頭頸部がん・眼科領域のがん 第 1版 メヂカルフレンド社 

44 がん患者の栄養療法と食事サポート メディカ出版 

45 がん化学療法のレジメン 44 やさしくまなべる BOOK メディカ出版 

46 3分でわかる がんのケア＆患者説明“これだけ”ワード 224 メディカ出版 

47 
看護実践のための根拠がわかる 成人看護技術 ―急性・クリティカルケ

ア看護 第 2版 
メヂカルフレンド社 

48 なんとなくわかる敗血症―ナースのための疾患はてな BOOK メディカ出版 

49 脳神経ケアに役立つ 図解 からだのしくみとはたらき メディカ出版 

50 アクチュアル 脳・神経疾患の臨床 脳血管障害の治療最前線 中山書店 

51 ナースのための脳神経外科 改訂 3版 メディカ出版 
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52 
整形外科に配属ですか？！ ―すごく大事なことだけギュッとまとめて教

えます！ 
メディカ出版 

53 整形外科看護 エビデンス 179 メディカ出版 

54 整形外科 とっても大事な 34の手術と周術期ケア メディカ出版 

55 決定版！もう苦手とは言わせない まるごと骨折 これ 1冊 メディカ出版 

56 整形外科の疾患＆治療 メディカ出版 

57 図解 整形外科 第 3版 金芳堂 

58 整形外科のキーワード事典 394 メディカ出版 

59 Dr.林＆今の外来でも病棟でもバリバリ役立つ！救急・急変対応 メディカ出版 

60 Dr.林のワクワク救急トリアージ -臨床推論の 1st step！ メディカ出版 

61 
臨床事例で学ぶ 急性期看護のアセスメント ―地域医療連携時代の系

統的・周術期アセスメント 
メディカ出版 

62 患者・家族に寄り添うアドバンス・ケア・プランニング メヂカルフレンド社 

63 関連図で理解する在宅看護過程 第 2版 メヂカルフレンド社 

64 在宅医療 たんぽぽ先生の 実践！多職種連携 金芳堂 

65 
訪問看護がわかる「いま・これから」の Key Word ―過去・現在を読み解

き，未来をひらく 
メディカ出版 

66 
在宅＆病棟でできる！ おむつと排泄の看護ケア  

―むつき庵の「おむつフィッター」が伝授！ 
メディカ出版 

67 術中・術後合併症 50 メディカ出版 

68 人体の解剖生理学 第 2版 金芳堂 

69 なんでやねん！根拠がわかる解剖学・生理学 要点 50 メディカ出版 

70 臨床薬学テキストシリーズ 消化器／感覚器・皮膚／生殖器・産婦人科 中山書店 

71 水・電解質・酸塩基平衡イラスト解説 BOOK メディカ出版 

72 医療倫理学の ABC 第 4版 メヂカルフレンド社 

73 
看護管理者のための概念化スキル超入門 ―本質を捉えれば現場の問

題は解決できる 
メディカ出版 

74 
開講！神戸中央市民 ER+ICUスクール ―ER医+ICU医の頭の中をの

ぞいてみよう 
メディカ出版 
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