
T-HOC書籍一覧

作品名
書籍
Ｎｏ．

監修・編著 出版社

訪問看護と介護 2015年4月号より 医学書院

コミュニティケア 2015年7月号より 日本看護協会出版会

看護 2016年10月号より 日本看護協会出版会

Vscan操作・診断ガイドブック    9 石田　秀明 文光堂

Vscan活用法    11 渡橋　和政 へるす出版

【あ】 一般病棟でもできる！ 終末期がん患者の緩和ケア　第３版 115 岩崎　紀久子 日本看護協会出版会

【い】 イラストでわかる 元気になる看護管理  誰でもできる みんなが変わる 144 角田　直枝 中央法規

医療者と宗教者のためのスピリチュアルケア 臨床宗教師の視点から 111 谷山　洋三 中外医学社

医療者のためのExcel入門    4 田久　浩志 医学書院

医療白書2014-2015年版 地域新時代における 医療の未来像 58 西村 周三 日本医療企画

医療福祉総合ガイドブック　２０１４版 2
NPO法人
日本医療ソーシャルワーク研究会

医学書院

胃ろうとシュークリーム～本当に大切なのは何ですか？ 153 熊田　梨恵 株式会社ロハス・メディカル

【え】 絵で見てわかる病気のしくみ 病態生理　基礎のキソ 103 竹田津　文俊 学研マーケティング

【か】 介護施設の看護実践ガイド 114 日本看護協会 医学書院

介護は人間修行 一生かける価値ある仕事 101 黒澤　貞夫 日本医療企画

画像診断ガイドライン　2013版    17
日本医学放射線学会
日本放射線科専門医会

金原出版株式会社

家族エンパワーメントをもたらす看護実践 34 野嶋　佐由美 へるす出版

活動性を高める授業づくり    5 安永　悟 医学書院

がん看護セレクション がん疼痛マネジメント 116 林　章敏 学研マーケティング

がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン 12
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会
緩和医療ガイドライン作成委員会

金原出版株式会社

がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン 19
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会
緩和医療ガイドライン作成委員会

金原出版株式会社

がん患者の在宅ホスピスケア 100 川越　厚 医学書院

がん患者の在宅ホスピスケア 100-2 川越　厚 医学書院

看護がつながる在宅療養移行支援 104 宇都宮　宏子 日本看護協会出版会

看護技術  がん患者の皮膚障害アセスメントとケアの実際 61 メヂカルフレンド社

看護技術 がん患者の家族ケア 64 メヂカルフレンド社

看護技術 在宅ＮＰＰＶ・ＴＰＰＶ患者への継続的な支援 70 メヂカルフレンド社

看護研究の進め方論文の書き方 147 早川　和生 医学書院

看護実践にいかす エンド・オブ・ライフケア 74 長江 弘子 日本看護協会出版会

看護実践にいかす エンド・オブ・ライフケア 74-2 長江 弘子 日本看護協会出版会

看護者が行う意思決定支援の技法 142 川崎　優子 医学書院

看護診断ハンドブック 31 新道　幸恵 医学書院

看護大事典　第２版 93 和田　攻 医学書院

看護展望　 在宅の視点をもつ病棟看護師の育成 89 メヂカルフレンド社

看護における理論構築の方法    8 中木　高夫 医学書院

“看護につなげる”形態機能学 24 菱沼　典子 メヂカルフレンド社

看護に役立つ！エコーの読み方、活かし方    21 真田　弘美 照林社

看護白書 149 日本看護協会 日本看護協会出版会

看護必要度　第５版 106 岩澤　和子 日本看護協会出版会

看護理論集　第３版 より高度な看護実践のために 108 南　裕子 日本看護協会出版会

看護を測る 因子分析による質問紙調査の実際 107 柳井　晴夫 朝倉書店

【
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期
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入

】
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作品名
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監修・編著 出版社

患者安全のための 　ノンテクニカルスキル超入門 117 相馬　孝博 メディカ出版

【か】 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド    16
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会
緩和医療ガイドライン作成委員会

金原出版株式会社

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン　2014版    18
特定非営利活動法人 日本緩和医療学会
緩和医療ガイドライン作成委員会

金原出版株式会社

関連図で理解する　在宅看護過程 28 正野　逸子 メヂカルフレンド社

関連図で理解する　在宅看護過程 28-2 正野　逸子 メヂカルフレンド社

緩和ケアの壁にぶつかったら読む本 102 西　智弘 中外医学社

【き】 技師とナースのための褥瘡エコー    20 水原　章浩 株式会社 医学と看護社

傷の正しい治し方 PART３ 14 水原　章浩 金原出版株式会社

傷の正しい治し方 PART２    15 水原　章浩 金原出版株式会社

教材設計マニュアル    22 鈴木　克明 北大路書房

キラリ看護 151 川島　みどり 医学書院

【け】 ケアの根拠 ［第２版］ 69 道又　元裕 日本看護協会出版会

ケアプロ式 新卒・新人訪問看護師教育プログラム 132 ケアプロ株式会社 学研

ケアプロ式 新卒・新人訪問看護師教育プログラム 132-2 ケアプロ株式会社 学研

系統看護学講座　総合分野　在宅看護論 92 河原　加代子 医学書院

系統看護学講座　総合分野　在宅看護論 92-2 河原　加代子 医学書院

【こ】 公衆衛生がみえる 51 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

厚生の指標　増刊 介護保険関連統計の年次推移　2014/2015 95 厚生労働統計協会

厚生の指標　増刊 国民の福祉と介護の動向　2015/2016 96 厚生労働統計協会

厚生の指標　増刊 保険と年金の動向　2014/2015 97 厚生労働統計協会

厚生の指標　増刊 国民衛生の動向　2015/2016 126 厚生労働統計協会

高齢社会における災害と緊急時への備え 79
監訳：公益社団法人
　　　　日本老年精神医学会

（株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

高齢者の睡眠を守る 76 井上　雄一 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

ここが知りたかった緩和ケア 98 余宮　きのみ 南江堂

この一冊でズバリ知りたい！とことん理解！ ＮＰＰＶまるごとブック 55 石原 英樹/竹川 幸恵 (株)メディカ出版

コミュニティケア　2015.7月号 機能強化型訪問看護ステーション 53 日本看護協会出版会

コミュニティケア　2015.11月号　在宅看護実習 53-2 日本看護協会出版会

コミュニティケア　2016.2月号　 あなたならどう対応する？訪問看護におけるトラブル 53-3 日本看護協会出版会

これからの在宅看護論 54 島内 節/亀井 智子 ミネルヴァ書房

これからの退院支援・退院調整 ジェネラリストナースがつなぐ外来・病棟・地域 105 宇都宮　宏子 日本看護協会出版会

これからのナースに実践してほしいこと 152 日野原　重明 中山書店

これでわかる　認知症診療 29 浦上　克哉 南江堂

根拠と事故防止から見た　小児看護技術 145 浅野　みどり 医学書院

【さ】 さあ、才能に目覚めよう　ストレングス・ファインダー2.0 146 トム・ラス 日本経済新聞出版社

在宅・地域でここまでできる！ 訪問看護と介護 63 医学書院

在宅医療の完全解説 1 川人　明 医学通信社

在宅看護技術 25 正野　逸子 メヂカルフレンド社

在宅看護の実習ガイド 135
清水　準一・柏木　聖代・
川村　佐和子

日本看護協会出版会

在宅ケアのつながる力 39 秋山　正子 医学書院

在宅ケアのはぐくむ力 38 秋山　正子 医学書院

在宅ケアの不思議な力 37 秋山　正子 医学書院
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作品名
書籍
Ｎｏ．

監修・編著 出版社

在宅療養指導とナーシングケア　退院から在宅まで 在宅酸素療法・在宅肺高血圧症患者 127 宮崎歌代子 医歯薬出版株式会社

【し】 疾患別　看護過程の展開　第４版 94 山口　瑞穂子 学研マーケティング

自分で決める 人生の終い方 66 樋口 恵子 ミネルヴァ書房

【し】 「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ 138 川本　利恵子 日本看護協会出版会

写真でわかる 介護職のための医療的ケア 57 山元　恵子 インターメディカ

写真でわかる 重症心身障害児（者）のケア 59 鈴木　康之 インターメディカ

写真でわかる 訪問看護 60 押川 眞喜子 インターメディカ

写真でわかる 生活支援技術 71 井藤　英喜 インターメディカ

写真でわかる 高齢者ケア 72
東京都健康長寿医療センター
看護部

インターメディカ

写真でわかる 経鼻栄養チューブの挿入と管理 73 山元　恵子 インターメディカ

写真で分かる訪問看護アドバンス 129 押川 眞喜子 インターメディカ

小児・重症児者の訪問看護 30
公益財団法人
日本訪問看護財団

中央法規

【す】 ストレングスモデル実践活用術 133 医学書院 萱間　真美

スピリチュアル・コミュニケーション 医療者のための５つの準備・７つの心得・８つのポイント 99 岡本　拓也 医学書院

【せ】 生活と医療を統合する 継続看護マネジメント 62 長江 弘子 医歯薬出版（株）

生活と医療を統合する 継続看護マネジメント 62-2 長江 弘子 医歯薬出版（株）

精神科訪問看護 40
公益財団法人
日本訪問看護財団

中央法規

生命・生活の両面から捉える 訪問看護アセスメント・プロトコル　改訂版 141 山内　豊明・岡本　茂雄 中央法規

積雪寒冷地における高齢者の居場所づくり 77 坂倉　恵美子 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

説明できるエンゼルケア 40の声かけ・説明例 110 小林　光恵 医学書院

【た】 第１巻「在宅ケア学の基本的考え方」 83 日本在宅ケア学会 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

第２巻「在宅ケアと諸制度」 84 日本在宅ケア学会 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

第３巻「在宅ケアとチームアプローチ」 85 日本在宅ケア学会 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

第４巻「子どもを考える在宅ケア」 86 日本在宅ケア学会 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

第５巻「成人・高齢者を考える在宅ケア」 87 日本在宅ケア学会 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

第６巻「エンド・オブ・ライフケアと在宅ケア」 88 日本在宅ケア学会 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

対象関係論を学ぶ 44 松木　邦裕 岩崎学術出版社

だから訪問看護はやめられない 45 宮崎　和加子 (株)メディカ出版

多職種チームで取り組む　認知症ケアの手引き 139 鈴木　みずえ 日本看護協会出版会

楽しくなる看護研究 26 上野　栄一 メヂカルフレンド社

【ち】 地域医療構想をどう策定するか 41 松田　晋哉 医学書院

地域看護アセスメントガイド 125 佐伯　和子 医歯薬出版株式会社

地域ケアをつくる仲間たちへ 在宅医療実践マニュアル 第２版 56
在宅ケアを支える診療所
市民全国ネットワーク

医歯薬出版（株）

地域包括ケアシステム 120 髙橋　紘士 オーム社

地域包括ケア時代の医療者におくるＭｅｄｉｃａｌ Ａｌｌｉａｎｃｅ 病院の入口から出口、その先まで 68 若林　秀隆 学研メディカル秀潤社

地域包括ケアをリードする医療と介護 Ｎｅｘｔ 医療と介護、変化の大潮流 67 (株)メディカ出版

地域連携論 -医療・看護・介護・福祉の協働と包括的支援- 121 髙橋　紘士 オーム社

「チーム医療」とは何か 医療とケアに生かす社会学からのアプローチ 118 細田　満和子 日本看護協会出版会

チームの連携力を高める　カンファレンスの進め方 148 篠田　道子 日本看護協会出版会

地域包括ケアのすすめ 在宅医療推進のための多職種連携の試み 113 東京大学高齢社会総合研究機構 東京大学出版会

摘便とお花見 看護の語りの現象学 124 村上　靖彦 医学書院

3/5ページ



T-HOC書籍一覧

作品名
書籍
Ｎｏ．

監修・編著 出版社

【な】 ナーシング・グラフィカ在宅看護論 地域療養を支えるケア 90 臺　有佳 (株)メディカ出版

ナーシングマッサージ入門 137 看護における指圧マッサージ研究会 日本看護協会出版会

ナースに贈る傷にやさしいラップ療法    10 水原　章浩 金原出版株式会社

【な】 ナースのための退院支援・調整 150 篠田　道子 日本看護協会出版会

【に】 認知症（良い対応・悪い対応） 36 浦上　克哉 日本評論社

認知症-本人と家族の生活基盤を固める多職種連携 140 山川みやえ・繁信和恵 日本看護協会出版会

認知症ケアガイドブック 128 日本看護協会 照林社

認知症高齢者への食支援と口腔ケア 78 平野　浩彦 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

認知症の人の生活行動を支える看護 112 高山　成子 医歯薬出版株式会社

認知症予防専門士テキストブック 47 日本認知症予防学会 徳間書店

【は】 はじめてのフィジカルアセスメント 27 横山　美樹 メヂカルフレンド社

【ひ】 病気が見える【呼吸器】 49 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

病気が見える【循環器】 48 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

病気が見える【脳・神経】 50 ＭＥＤＩＣ　ＭＥＤＩＡ

【ひ】 フィジカルアセスメント 43 角濱　春美 (株)メディカ出版

フィジカルアセスメントがみえる 109 医療情報科学研究所 メディックメディア

フィジカルアセスメントガイドブック 42 山内　豊明 医学書院

【ふ】 プリンシプル 在宅看護学 119 原　礼子 医歯薬出版株式会社

【ほ】 訪問看護アセスメントプロトコル 46 山内　豊明 中央法規

訪問看護お悩み相談室 33
公益財団法人
日本訪問看護財団

中央法規

訪問看護お悩み相談室　平成28年改訂対応版 33-2
公益財団法人
日本訪問看護財団

中央法規

訪問看護お悩み相談室　平成29年版 143 公益財団法人日本訪問看護財団 中央法規

訪問看護業務の手引き 35 社会保険研究所

訪問看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ 136 川越　博美 日本看護協会出版会

平成２７年度改訂版　訪問看護実務相談Ｑ&Ａ 91
一般社団法人
全国訪問看護事業協会

中央法規

訪問看護師は“所長”で育つ！ 130 角田　直枝 日本看護協会出版会

訪問看護師は今日も行く 134 樹心社
NPO法人　多摩在宅
支援センター円

”訪問看護”で変わる希望の在宅介護 32 角田　直枝 小学館

訪問看護でいきいき働く！ 75 宮崎 和加子 (株)メディカ出版

訪問看護と介護　2015年4月号～各月 122 医学書院

訪問診療・訪問看護のための在宅診療報酬 6 栗林　令子 医学通信社

ぼくのおじいちゃん 80
加藤　伸司
（東北福祉大学教授）

（株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ

ポッケトエコー自由自在    13 加藤　博之 中外医学社

【ま】 「待つ」ということ 52 鷲田　清一 角川選書

【み】 『三好春樹のなるほど！～』    23 三好　春樹 ＮＨＫ出版

みんなでつくる　地域包括ケア 見える事例検討会 131 八森　淳・大友　路子 メディア・ケアプラス

【も】 もっと知りたい　エンゼルケアQ&A 123 小林　光恵 医学書院

【ゆ】 ユマニチュード入門    7 本田 美和子 医学書院

【よ】 よくわかる 認知症Ｑ＆Ａ  知っておきたい最新医療と優しい介護のコツ 65 遠藤 英俊 中央法規

【ら】 ライフスタイル療法Ⅰ 3 足達　淑子 医歯薬出版（株）

【わ】 わかりやすい論理 81 箕岡　真子/稲葉　一人 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ
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T-HOC書籍一覧

作品名
書籍
Ｎｏ．

監修・編著 出版社

私の四つのお願い（二冊入） 82 箕岡　真子 （株）ﾜｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝﾝｸﾞ
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