訪問看護コールセンター 書籍一覧
No.

タイトル

編集・監修

発行

おすすめポイント

1

最新 訪問看護研修テキスト ステップ 川越博美・山崎麻耶・
１
佐藤美穂子

2

最新 訪問看護研修テキスト ステップ 川越博美・山崎麻耶・
日本看護協会出版会
２ １ 緩和ケア
佐藤美穂子/角田直枝

3

川越博美・山崎麻耶・
最新 訪問看護研修テキスト ステップ
佐藤美穂子/押川真喜 日本看護協会出版会
２ ２ 在宅輪液管理
子

4

最新 訪問看護研修テキスト ステップ 川越博美・山崎麻耶・
日本看護協会出版会
２ ３ 認知症の看護
佐藤美穂子/天津栄子

5

川越博美・山崎麻耶・
最新 訪問看護研修テキスト ステップ
佐藤美穂子/木下由美 日本看護協会出版会
２ ４ 呼吸管理
子

6

分野別に解説してあり詳しく学びたい
最新 訪問看護研修テキスト ステップ 川越博美・山崎麻耶・
日本看護協会出版会
時の書
２ ５ リハビリテーション看護
佐藤美穂子/石鍋圭子

7

最新 訪問看護研修テキスト ステップ 川越博美・山崎麻耶・
日本看護協会出版会
２ ６ 精神障害者の看護
佐藤美穂子/萱間真美

8

川越博美・山崎麻耶・
最新 訪問看護研修テキスト ステップ
佐藤美穂子/川村佐和 日本看護協会出版会
２ ７ 難病患者の看護
子

9

最新 訪問看護研修テキスト ステップ 川越博美・山崎麻耶・
日本看護協会出版会
２ ８ 小児・障害児看護
佐藤美穂子/宮内清子

日本看護協会出版会

訪問看護師を目指す人に、研修会に
参加できない人の独習用にお勧め

川越博美・山崎麻耶・
最新 訪問看護研修テキスト ステップ
佐藤美穂子/佐藤美穂 日本看護協会出版会
２ ９ 訪問看護経営管理
子
訪問看護業務の手引 平成２１年４月
訪問看護ステーションの関係法令通知
11
社会保険研究所
版
をまとめたステーションに必携の書
10

日本訪問看護振興財
団

日本看護協会出版会 訪問看護の質向上に必読の１冊

（財）日本訪問看護振
興財団

日本看護協会出版会

訪問看護事業に取り組んでいくための
必要な情報と事例を満載

井部俊子・開原成允・
京極高宣・前沢政次

中央法規出版㈱

在宅医療・ケアの総合的用語辞典

報酬・制度・実践の？を解決 訪問看護 （財）日本訪問看護振
お悩み相談室 平成21年改定対応版 興財団

中央法規出版㈱

制度から実践まで、訪問看護のあらゆ
る疑問に答えて細かく解説

12 訪問看護管理マニュアル
13

新版 訪問看護ステーション開設・運
営・評価マニュアル

14 在宅医療辞典
15

16 早期退院連携ガイドラインの活用
17

訪問看護ステーションの災害対策 マ
ニュアル作成と実際の対応

18 在宅ケアに活かすコーチング

入院日数の短縮化する中で病院から

（社）全国訪問看護事
業協会

日本看護協会出版会 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝへの連携をスムーズ

（社）全国訪問看護事
業協会

日本看護協会出版会

万全な事前対策・災害発生時の対応
マニュアルが記載 CD-ROM付き

間 裕子

日本看護協会出版会

コーチングのあり方やスキルを事例を
通し学べる書

に行う方法が記載 CD-ROM付き

そこが知りたい！事故事例から学ぶ訪 （社）全国訪問看護事
実際の事故事例を詳細に分析した事
日本看護協会出版会
問看護の安全対策
業協会
故防止対策と事例集
これだけは知っておきたい！在宅での
在宅独自の感染対策のノウハウが項
20 感染対策（訪問看護のための基本と実 押川真喜子・坂本史衣 日本看護協会出版会
目別に分かりやすくマンガ風に記載
践）
（財）日本訪問看護振
日本看護協会出版会 療養通所介護の全てが記載
21 療養通所介護開設・運営マニュアル
興財団
19

22 訪問看護アセスメント・プロトコル
23

在宅看護論 実習指導ガイド 訪問看
護ステーションでの学び

山内豊明・岡本茂雄

中央法規出版㈱

臨床の場で役立つ解決の書

（財）日本訪問看護振
興財団

日本看護協会出版会

訪問看護ステーションの実習受け入れ
の手引き

事例とその解説を通じ直面する困難を
乗り越えるための具体的な方法を紹介
事例とその解説を通じ、直面する困難
訪問看護のための事例と解説から学ぶ （財）日本訪問看護振
25
中央法規出版㈱ を乗り越えるための具体的な方法を紹
在宅終末期ケア
興財団
介
今すぐ、役立つ在宅ケアのポイントが
訪問看護認定看護師「キ
日本看護協会出版会
26 在宅ケアの”キホン”１００
ホン100」編集グループ
満載
24

在宅看護論 実習指導ガイド 訪問看
護ステーションでの学び

（財）日本訪問看護振
興財団

27 訪問看護業務の手引き平成24年4月版
28

写真でわかる訪問看護 訪問看護の世
押川真喜子
界を写真で学ぶ

患者をナビゲートする！スキルアップが
29 ん化学療法 看護事例から学ぶセル 荒尾春枝・田墨恵子
フケア支援の実際

日本看護協会出版会

株式会社社会保険研究所

訪問看護ステーションの関係法令通知
をまとめたステーションに必須の書

株式会社インターメディカ

訪問看護の技と心をカラー写真450点
で解説
化学療法看護において看護師が患者

日本看護協会出版会 のセルフケアを支援していくための専

門的な知識を記載

がん患者の在宅療養サポートブック退
退院指導の必須アイテムが記載
濱口恵子 小追冨美恵
日本看護協会出版会
30 院指導や訪問看護に役立つケアのポイ
DVD付き
坂下智珠子 渡邉真理
ント
訪問看護 元気化計画 現場からの
全国行脚し今、どうしても伝えたい事
31
宮崎和加子 川越博美 医学書院
１５の提案
が記載
32

だから訪問看護はやめられない 訪問
宮崎和加子
看護の魅力ぜんぶ教えちゃいます！

33 在宅ケアの不思議な力

秋山正子

メディカ出版

看護の原点に立ち返る機会が訪問看
護にある事・訪問看護の魅力が満載

医学書院

在宅ケア経験で考えた事感じた事をま
とめた書

34

四訂 訪問看護実務相談Q＆Ａ 平成２ 社団法人 全国訪問看
中央法規出版㈱
２年度改訂版
護事業協会編集

この１冊で訪問看護制度・運営の全体
がわかる

35

なるほどわかる訪問看護ステーション
経営のコツ

看護の質を確保し事業収入を上げ、経
営を安定させる”コツ”を伝授
診療報酬の内容が実務上活用し易く、
他職種間との連携等に対する適切な
評価ができる
「看護師ー患者」関係ではなく、人間対
人間の関係を確立するために必要な
概念、看護目的が記載

日本訪問看護振興財
団 編集

36 医科点数表の解釈 平成２4年４月版

日本看護協会出版会

株式会社社会保険研究所

37 トラベルビー人間対人間の看護

訳 長谷川浩 藤枝知
医学書院
子

38 ナイティンゲール 看護覚え書 決定版

ヴィクター・スクレトコ
医学書院
ヴィッチ編 助川尚子訳

看護の原点に立ち返る事ができる書

日野原重明

フィジカルアセスメントの正しい知識と
確かな技術が記載 聴診音ＣＤ付き

39

フィジカルアセスメント
ナースに必要な診断の知識と技術

40

エビデンスに基づく 症状別看護ケア関
小板橋喜久代・阿部俊子 中央法規出版㈱
連図

医学書院

症状ごとに病態生理学的変化、看護ケ
アまでを図式化した便利な関連図ガイ
ド

41 フィジカルアセスメント完全ガイド

藤崎郁・伴信太郎

㈱学研メディカル秀潤社

ケアの根拠と効果の測定・評価のため
の目安や指針となる情報を得るために
必要な技術が写真で解説 ＣＤ付き

42 よくわかる服薬指導の基本と要点

畝崎榮・松本有右・竹
内裕紀

㈱秀和システム

頻用される薬の服薬指導ポイントをコ
ンパクトにまとめた実践書

43 今日の治療薬 ２０１１年版

浦部晶夫・島田和幸・
河合眞一

㈱南江堂

日常よく使用されているもの、使用頻
度は少ないが重要な治療薬等が記載

44

一般病棟でもできる！
終末期がん患者の緩和ケア 第２版

認定看護師が終末期がん患者の日々
ナーシング・トゥデイ編
日本看護協会出版会 の看護の疑問に答え,知識の整理とケ
集部
アの道しるべができるテキスト

45

ナースによるナースのための
がん患者のペインマネジメント 新版

高橋美加子・梅田惠・
熊谷靖代

日本看護協会出版会

近藤敬子・山本香奈惠・
松尾里香・佐藤佳代子

日本看護協会出版会 る、家人にも教えられるテキスト ＤＶＤ

47 はじめよう！フットケア 第２版

日本フィットケア学会

日本看護協会出版会

フットケアの基本から実践までわかり
やすく紹介

48 糖尿病看護フットケア技術 第２版

日本糖尿病教育・看護学会 日本看護協会出版会

糖尿病重症化予防のための看護とし
てのフットケアを学ぶテキスト

46 ベッドサイドのリンパ浮腫ケア

ナースによるナースのための緩和ケア
の入門書
リンパ浮腫のケアが一読で実行でき
付き

田中秀子

日本看護協会出版会

スペシャリストたちの実践を２０事例で
展開しているテキスト.写真も豊富。

チームの連携力を高める カンフアレン
篠田道子
スの進め方

日本看護協会出版会

多職種とのチーム作りのためのカン
ファレンスのスキル紹介

角田直枝

財団法人日本訪
問看護振興財団

所長という仕事の“おもしろさ”を発見
し、実感しながら成長し続けるために
活用できるテキスト

52 平成２３年版 看護白書

日本看護協会

病院や訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの管理者そ
れぞれが、在宅療養を支える看護の組
日本看護協会出版会
織づくり強化・連携を進める一助となる
論考を収録

53 ケアの根拠 第２版

日本看護協会出版会

日本看護協会出版会

看護の疑問に答える１８０のエビデンス
についてわかりやすく解説

中央法規出版㈱

介護に必要な医学知識と技術を網羅

49 事例でわかる皮膚・排泄ケア
50

51 訪問看護は、“所長”で決まる

54

改訂 介護に使えるワンポイント医学知
白井孝子
識

フィジカルアセスメントを看護につな
ぐ、必要なのは考える力、判断力を養
う書
訪問看護における安全な医療処置の
在宅療養支援のための医療処置管理
日本看護協会出版会 質の保証にプロトコールの活用を勧め
川村佐和子
56
看護プロトコール第2版 CD-ROM付
る書
多職種の総合力で高齢者のＱＯＬ向上
高齢者の生活機能再獲得のためのケ
中島紀恵子・石垣和子 日本看護協会出版会 を目指し、ケア決定プロセスを共有す
57
アプロトコール連携と協働のために
るツール

55 フィジカルアセスメントガイドブック第2版 山内豊明

医学書院

58 癒しのエンゼルケア

中央法規出版㈱

「家族は満足、ナースは充実」家族と創
る幸せな看取りと死後のケアを解説

医歯薬出版

高齢者の生活機能に焦点をあてた看
護課程について解説

59

角田直枝

生活機能のアセスメントに基づく老年看
奥宮暁子他
護課程

老化による身体的、生理的な変化につ
いて、どのようなことに注意しなければ
ならないかについて解説
訪問看護ステーションをはじめとした事
全国訪問看護事業協会 日本看護協会出版会 業所の開設に関する疑問不安をすっき
61 看護の事業所開設ガイドQ&A
り解決
フィジカルアセスメントの技術をいかに
62 フィジカルアセスメントをケアにつなげる 藤崎 郁
医学書院
ケアにつなげ、看護への信頼をつかむ
かを12事例で学ぶ
60

高齢者救急 急変予防＆対応ガイド
ブック

63 在宅ケアリスクマネジメントマニュアル

64

岩田充永

医学書院

宮崎和加子

日本看護協会出版会

看護・介護の快適コミュニケーション５５
疋田幸子
のルール

「生活の質」「人生の質」を良くするリス
クマネジメント
職場のチームワーク力がアップするこ

日本看護協会出版会 れからのコミュニケーションについて解

説

