
分野 タイトル シリーズ名
収録
時間

1 基礎 砂の器　デジタルリマスター2005 143分

2 基礎 Ending Note エンディングノート 90分

3
専門
基礎

第1巻 循環の領域
　 (病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

53分

4
専門
基礎

第2巻 血液の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

46分

5
専門
基礎

第3巻 呼吸の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

62分

6
専門
基礎

第4巻 消化の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

47分

7
専門
基礎

第5巻 代謝の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

47分

8
専門
基礎

第6巻 腎・泌尿器の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

48分

9
専門
基礎

第7巻 運動・神経の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

58分

10
専門
基礎

第8巻 精神の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

47分

11
専門
基礎

第9巻 免疫の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療)

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

12
専門
基礎

第10巻 悪性新生物の領域
　(病気の基礎知識　病気の成因・病態と治療 )

病気の基礎知識
病気の成因・病態と治療 [全10巻]

46分

13
専門
基礎

第1巻 神経系Ⅰ　中枢神経、高次機能、運動系
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

41分

14
専門
基礎

第2巻 神経系Ⅱ　末梢神経、感覚系
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

38分

15
専門
基礎

第3巻 循環系Ⅰ　心臓
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

42分

16
専門
基礎

第4巻 循環系Ⅱ　血管、リンパ管
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

32分

17
専門
基礎

第5巻 血液
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

37分

18
専門
基礎

第6巻 呼吸
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

40分

19
専門
基礎

第7巻 自律神経・内分泌
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

38分

20
専門
基礎

第8巻 運動系Ⅰ　総論
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

33分

21
専門
基礎

第9巻 運動系Ⅱ　上肢、下肢
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

34分

22
専門
基礎

第10巻 消化系Ⅰ　口、消化管
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

38分

23
専門
基礎

第11巻 消化系Ⅱ　肝臓・胆嚢・膵臓、代謝
　(目で見る解剖と生理　第2版　)

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

36分

24
専門
基礎

第12巻 腎・尿路
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

37分

25
専門
基礎

第13巻 生殖 (目で見る解剖と生理　第2版 )
目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

47分

26
専門
基礎

第14巻 免疫
　(目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

45分

27
専門
基礎

第15巻 細胞・遺伝子
　 (目で見る解剖と生理　第2版 )

目で見る解剖と生理
第2版 [全15巻]

43分

28
専門
基礎

第1巻 心疾患の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
　第2版 [全12巻]

38分

29
専門
基礎

第2巻 高血圧・他の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

39分

30
専門
基礎

第3巻 血液系疾患の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

41分
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31
専門
基礎

第4巻 呼吸器系疾患の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

35分

32
専門
基礎

第5巻 消化器系疾患の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
　第2版 [全12巻]

38分

33
専門
基礎

第6巻 代謝性疾患の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版)

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

44分

34
専門
基礎

第7巻 炎症と免疫性疾患の治療薬
　 (目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

35
専門
基礎

第8巻 感染症の治療薬
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

49分

36
専門
基礎

第9巻 悪性腫瘍の治療薬
　 (目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

39分

37
専門
基礎

第10巻 中枢神経作用薬(Ⅰ)
　 (目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

31分

38
専門
基礎

第11巻 中枢神経作用薬(Ⅱ)
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

39分

39
専門
基礎

第12巻 中枢神経作用薬(Ⅲ)
　(目で見る薬理学入門　第2版 )

目で見る薬理学入門
第2版 [全12巻]

34分

40 専門
第1巻 フローレンス・ナイチンゲール　その1
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

41 専門
第2巻 フローレンス・ナイチンゲール　その2
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

42 専門
第3巻 日本における仏教と看護
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

43 専門
第4巻 日本最初の看護学校
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

44 専門
第5巻 アメリカの看護(1)―初期の看護学校―
　(看護の歴史シリーズ [全8巻])

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

45 専門
第6巻 アメリカの看護(2)―専門職看護への道―
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

46 専門
第7巻 公衆衛生看護の歴史
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

47 専門
第8巻 戦後の改革 ―GHQ時代―
　(看護の歴史シリーズ )

看護の歴史シリーズ [全8巻] 30分

48 専門 第1巻 アメリカの看護-専門職への道- (看護教育概論 ) 看護教育概論 [全2巻] 24分

49 専門 第2巻 日本の看護-GHQによる看護改革- (看護教育概論 ) 看護教育概論 [全2巻] 25分

50 専門
第1巻 基本編 【実習の心得】
　(看護学生のための初めての実習ガイド )

看護学生のための初めての実習ガイド
 [全2巻]

39分

51 専門
第2巻 実践編 【実習の実際】
　(看護学生のための初めての実習ガイド )

看護学生のための初めての実習ガイド
 [全2巻]

41分

52 専門
第1巻 コミュニケーションの基本～これだけは押さえておこう
　(患者のこころによりそう看護コミュニケーション)

患者のこころによりそう看護コミュニケー
ション　[全4巻]

28分

53 専門
第2巻 効果的なコミュニケーションスキルⅠ
　(患者のこころによりそう看護コミュニケーション)

患者のこころによりそう看護コミュニケー
ション　[全4巻]

26分

54 専門
第3巻 効果的なコミュニケーションスキルⅡ
　(患者のこころによりそう看護コミュニケーション)

患者のこころによりそう看護コミュニケー
ション　[全4巻]

28分

55 専門
第4巻 こんなときどうする？ケアに生かすコミュニケーション
　(患者のこころによりそう看護コミュニケーション)

患者のこころによりそう看護コミュニケー
ション　 [全4巻]

31分

56 専門
第1巻 対話の基本　対話不安を除くマイクロカウンセリング技法の習得
　(看護のための対話学習 )

看護のための対話学習 [全3巻] 33分

57 専門
第2巻 高齢者との対話　対話が弾むための態度
　(看護のための対話学習 )

看護のための対話学習 [全3巻] 40分

58 専門
第3巻 がん患者との対話　安らかな死に向かい、家族の悲嘆を和らげるケ
ア・コミュニケーション(看護のための対話学習 )

看護のための対話学習 [全3巻]

59 専門 第1巻 ベッドメイキング (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 35分

60 専門 第2巻 リネン・寝衣の交換 (実践！看護技術シリーズ ） 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 55分

61 専門 第3巻 体位変換 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 50分

62 専門 第4巻 食事の介助 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 38分



63 専門 第5巻 経管栄養法 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 53分

64 専門 第1巻 終末期の苦痛と緩和ケア (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻]

65 専門 第2巻 死後のケア (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 46分

66 専門 第1巻 入浴・シャワー浴 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 35分

67 専門 第2巻 全身清拭・陰部洗浄 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 50分

68 専門 第3巻 洗髪 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 48分

69 専門 第4巻 部分浴（足浴・手浴） (実践！看護技術シリーズ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 38分

70 専門 第5巻 口腔ケア (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 47分

71 専門 第1巻 スタンダード・プリコーション (実践！看護技術シリーズ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 46分

72 専門 第2巻 消毒・減菌と無菌操作 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 36分

73 専門 第1巻 排尿・排便の援助 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 36分

74 専門 第2巻 オムツを用いた排泄の援助 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 35分

75 専門 第3巻 導尿・膀胱留置カテーテル (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 38分

76 専門 第4巻 浣腸・摘便 (実践！看護技術シリーズ ) 実践！看護技術シリーズ [全25巻] 36分

77 専門
第1巻 看護における環境調整技術 ― 療養環境調整・ベッドメーキング・
シーツ交換 ― (看護実践能力向上シリーズ　（基礎技術篇）

看護実践能力向上シリーズ
　（基礎技術篇） [全4巻]

72分

78 専門
第2巻 臨床における感染防止対策 ― 1日の業務の中での感染防止技術
―(看護実践能力向上シリーズ　（基礎技術篇）

看護実践能力向上シリーズ
（基礎技術篇） [全4巻]

48分

79 専門
第3巻 排泄援助の技術 1.アセスメントに基づく排泄の援助
　(看護実践能力向上シリーズ　（基礎技術篇）

看護実践能力向上シリーズ
（基礎技術篇） [全4巻]

84分

80 専門
第4巻 排泄援助の技術 2.脳卒中患者の排泄に対する段階的アプローチ
の実際 　(看護実践能力向上シリーズ　（基礎技術篇）

看護実践能力向上シリーズ
（基礎技術篇） [全4巻]

35分

81 専門
第1巻 第1巻　足を理解する
　(看護におけるフットケア )

看護におけるフットケア [全3巻] 36分

82 専門
第2巻 第2巻　フットケアの基礎技術
　(看護におけるフットケア )

看護におけるフットケア [全3巻] 26分

83 専門
第3巻 第3巻　患者へのフットケア指導と靴選び
　(看護におけるフットケア )

看護におけるフットケア [全3巻] 28分

84 専門
第1巻 基礎編　摂食・嚥下障害のメカニズム
　(エビデンスに基づいた摂食・嚥下障害のケア )

エビデンスに基づいた摂食・嚥下障害の
ケア [全3巻]

27分

85 専門
第2巻 技術編　摂食・嚥下障害の評価と看護介入に必要な技術
　(エビデンスに基づいた摂食・嚥下障害のケア)

エビデンスに基づいた摂食・嚥下障害の
ケア [全3巻]

47分

86 専門
第3巻 実践編　ベッドサイドケアとリスクマネジメント
　(エビデンスに基づいた摂食・嚥下障害のケア)

エビデンスに基づいた摂食・嚥下障害の
ケア [全3巻]

44分

87 専門
看護ｽｷﾙｼﾘｰｽﾞ　ひとりで行う体位・変換と移動　①体位②体位変換③移
動

53分

88 専門 楽にできる　安全にできる　起きあがり・移乗の介助技術　vol.１ 39分

89 専門 楽にできる　安全にできる　起きあがり・移乗の介助技術　vol.2 52分

90 専門
第1巻 総論・薬の知識
　(与薬　（看護実践能力向上シリーズ）

与薬　[全5巻]
（看護実践能力向上シリーズ）

37分

91 専門
第2巻 薬の管理とハイリスク薬の知識
　(与薬　（看護実践能力向上シリーズ）

与薬　[全5巻]
（看護実践能力向上シリーズ）

24分

92 専門
第3巻 与薬技術とヒヤリハット対策①
　(与薬　（看護実践能力向上シリーズ）

与薬　[全5巻]
（看護実践能力向上シリーズ）

28分

93 専門
第4巻 与薬技術とヒヤリハット対策②
　(与薬　（看護実践能力向上シリーズ）

与薬　[全5巻]
（看護実践能力向上シリーズ）

51分

94 専門
第5巻 与薬技術とヒヤリハット対策③
　(与薬　（看護実践能力向上シリーズ）

与薬　[全5巻]
（看護実践能力向上シリーズ）

30分



95 専門 看護師がおこなう静脈注射　輸液ポンプを用いた点滴静脈注射 15分

96 専門 看護師がおこなう静脈注射　留置針を用いた点滴静脈注射 15分

97 専門 看護師がおこなう静脈注射　留置針を用いた点滴静脈注射 改訂版 15分

98 専門 看護師がおこなう静脈注射　点滴静脈注射（翼状針） 16分

99 専門
第1巻 第1巻　基礎知識と酸素療法
　(医療事故を防ぐ人工呼吸ケア～人工呼吸ケアの基礎から安全管理まで )

医療事故を防ぐ人工呼吸ケア～人工呼
吸ケアの基礎から安全管理まで [全3巻]

24分

100 専門
第2巻 第2巻　人工呼吸療法と呼吸ケア
　(医療事故を防ぐ人工呼吸ケア～人工呼吸ケアの基礎から安全管理まで )

医療事故を防ぐ人工呼吸ケア～人工呼
吸ケアの基礎から安全管理まで [全3巻]

43分

101 専門
第3巻 第3巻　人工呼吸器の理解と安全管理
　(医療事故を防ぐ人工呼吸ケア～人工呼吸ケアの基礎から安全管理まで )

医療事故を防ぐ人工呼吸ケア～人工呼
吸ケアの基礎から安全管理まで [全3巻]

60分

102 専門 第1巻 一次救命処置（ＢＬＳ）　成人用 (DVD救急救命シリーズ ) DVD救急救命シリーズ [全2巻] 66分

103 専門 第2巻 二次救命処置（ＡＬＳ）　成人用 (DVD救急救命シリーズ ) DVD救急救命シリーズ [全2巻] 27分

104 専門
第1巻 患者確認は安全管理の第一歩
　(ナースのための医療安全管理シリーズ )

ナースのための医療安全管理シリーズ
[全6巻]

18分

105 専門
第2巻 エラーを防ぐコミュニケーション
　(ナースのための医療安全管理シリーズ )

ナースのための医療安全管理シリーズ
[全6巻]

20分

106 専門
第3巻 与薬を安全に実施するために
　(ナースのための医療安全管理シリーズ )

ナースのための医療安全管理シリーズ
[全6巻]

23分

107 専門
第4巻 輸液ポンプの安全使用
　(ナースのための医療安全管理シリーズ )

ナースのための医療安全管理シリーズ
[全6巻]

20分

108 専門
第5巻 臨床現場のアラームシステム
　(ナースのための医療安全管理シリーズ )

ナースのための医療安全管理シリーズ
[全6巻]

18分

109 専門
第6巻 輸血を安全に実施するために
　(ナースのための医療安全管理シリーズ )

ナースのための医療安全管理シリーズ
[全6巻]

23分

110 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　総論、問診・視診のポイント 22分

111 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　触診・打診・聴診のポイント 17分

112 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　循環器のアセスメント 20分

113 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　呼吸器のアセスメント　その1 18分

114 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　呼吸器のアセスメント　その2 21分

115 専門 山内豊明教授のバイタルサインの測定　　第3巻　尿量、体温、意識レベル 27分

116 専門 山内豊明教授のバイタルサインの測定　　第1巻　呼吸、SpO2 20分

117 専門 山内豊明教授のバイタルサインの測定　　第2巻　血圧、脈拍、心拍 29分

118 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　高次脳機能のアセスメント 25分

119 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　運動機能のアセスメント　その1 26分

120 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　運動機能のアセスメント　その2 25分

121 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　感覚機能のアセスメント 29分

122 専門 山内豊明教授のﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　消化機能のアセスメント 26分

123 専門 第1巻 輸液ポンプ、シリンジポンプ (ME機器の知識と技術 ) ME機器の知識と技術 [全9巻] 24分

124 専門 第2巻 除細動器 (ME機器の知識と技術) ME機器の知識と技術 [全9巻] 21分

125 専門 第3巻 低圧持続吸引器 (ME機器の知識と技術) ME機器の知識と技術 [全9巻] 34分

126 専門
第4巻 パルスオキシメーター、EtCO2モニター
　(ME機器の知識と技術)

ME機器の知識と技術 [全9巻] 27分



127 専門
第5巻 動脈圧モニタリング、スワンガンツカテーテル
　(ME機器の知識と技術)

ME機器の知識と技術 [全9巻] 31分

128 専門 第6巻 ペースメーカー (ME機器の知識と技術) ME機器の知識と技術 [全9巻] 27分

129 専門 第7巻 血液浄化装置 (ME機器の知識と技術) ME機器の知識と技術 [全9巻] 37分

130 専門 第8巻 IABP (ME機器の知識と技術) ME機器の知識と技術 [全9巻] 22分

131 専門 第9巻 PCPS (ME機器の知識と技術) ME機器の知識と技術 [全9巻] 25分

132 専門 第1巻　検査時の看護Ⅰ　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 52分

133 専門 第2巻　検査時の看護Ⅱ　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 36分

134 専門 第3巻　与薬　　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 39分

135 専門 第4巻　注射　　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 40分

136 専門 第5巻　輸液　　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 41分

137 専門 第6巻　持続硬膜外麻酔・持続皮下注入　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 36分

138 専門 第7巻　輸血　　（診療に係わる技術編） 実践！看護技術シリーズ 34分

139 専門
最新基礎看護技術DVDｼﾘｰｽﾞⅢ 診療・その他 編　第2巻　吸引・酸素療
法

最新基礎看護技術DVDｼﾘｰｽﾞ [全24巻] 54分

140 専門 最新基礎看護技術DVDｼﾘｰｽﾞⅢ 診療・その他 編　第7巻　罨法 最新基礎看護技術DVDｼﾘｰｽﾞ [全24巻] 54分

141 専門
山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　第1巻 頭が痛い患者さ
んの場合

山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ[全8巻]

24分

142 専門
山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　第2巻 胸が痛い患者さ
んの場合

山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ[全8巻]

24分

143 専門
山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　第3巻 腹が痛い患者さ
んの場合

山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ[全8巻]

26分

144 専門
山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ　第4巻 息苦しい、ﾄﾞｷﾄﾞｷ
する患者さんの場合

山内豊明教授の症状別・徴候別ﾌｨｼﾞｶﾙ
ｱｾｽﾒﾝﾄ[全8巻]

27分

145 専門 第2巻　指圧・マッサージ　　（看護ケアに役立つ） 看護ケアに役立つ [全3巻] 49分

146 専門 第3巻　フットケア　　　（看護ケアに役立つ） 看護ケアに役立つ [全3巻] 33分

147 専門 第3巻　新人看護師への準備編（臨床判断　気づくトレーニング） 33分

148 専門
第1巻 栄養・代謝 Vol.1 摂食・嚥下障害
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

37分

149 専門
第6巻 呼吸・循環 Vol.6 浮腫・脱水
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
[全14巻]

50分

150 専門
第7巻 排泄 Vol.7 排尿障害
　(看護のための病態生理とアセスメント ）

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

39分

151 専門
第8巻 排泄 Vol.8 排便障害
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

45分

152 専門
第4巻 呼吸・看護 Vol.４ 呼吸障害
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

44分

153 専門
第5巻 呼吸・看護 Vol.5 ショック
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

43分

154 専門
第2巻 栄養・代謝 Vol.2 悪心嘔吐
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

41分

155 専門
第3巻 栄養・代謝 Vol.3 発熱
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

42分

156 専門
第９巻 知覚・運動 Vol.9 意識障害
　(看護のための病態生理とアセスメント )

看護のための病態生理とアセスメント
 [全14巻]

43分

157 専門
第1巻 妊婦健康診査と保健指導　妊娠初期
 (目で見る母性看護 )

目で見る母性看護 [全6巻] 21分

158 専門
第2巻 妊婦健康診査と保健指導　妊娠中期
　(目で見る母性看護)

目で見る母性看護 [全6巻] 29分



159 専門
第3巻 妊婦健康診査と保健指導　妊娠末期
　(目で見る母性看護 )

目で見る母性看護 [全6巻] 29分

160 専門
第4巻 分娩経過のアセスメントと看護 入院時の健康診査
　(目で見る母性看護 )

目で見る母性看護 [全6巻] 27分

161 専門
第5巻 分娩経過のアセスメントと看護 分娩進行の観察とサポーティブケア
　(目で見る母性看護 )

目で見る母性看護 [全6巻] 32分

162 専門
第6巻 分娩経過のアセスメントと看護 分娩1～4期の看護実践
　(目で見る母性看護 )

目で見る母性看護 [全6巻] 36分

163 専門
第1巻 保育器の機能と看護
　(目で見る新生児看護)

目で見る新生児看護 [全4巻] 27分

164 専門
第2巻 保育器内での新生児ケアの実際
 (目で見る新生児看護 )

目で見る新生児看護 [全4巻] 30分

165 専門
第3巻 胎外環境への適応生理(I)
　(目で見る新生児看護 )

目で見る新生児看護 [全4巻] 35分

166 専門
第4巻 胎外環境への適応生理(II)
　(目で見る新生児看護 )

目で見る新生児看護 [全4巻] 28分

167 専門 第1巻　出産直後からの育児支援（産褥経過のアセスメントと支援の実際）
産褥経過のアセスメントと支援の実際
[全4巻]

26分

168 専門
第2巻　産褥早期の母親へのアセスメントと支援（産褥経過のアセスメントと
支援の実際）

産褥経過のアセスメントと支援の実際
[全4巻]

28分

169 専門 第3巻　退院に向けての支援（産褥経過のアセスメントと支援の実際）
産褥経過のアセスメントと支援の実際
[全4巻]

34分

170 専門
第4巻　退院後から産後１ヵ月健康診査までの育児支援（産褥経過のアセ
スメントと支援の実際）

 産褥経過のアセスメントと支援の実際
[全4巻]

32分

171 専門 母性看護学の演習や実習に役立つ!妊婦健康診査 54分

172 専門 早産児の蘇生とケア　出生直後の処置完全マスター 26分

173 専門
ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ版　カンガルーケア　ぬくもりの子育て小さな赤ちゃんと家族のス
タート

40分

174 専門 ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ版　新生児沐浴手順 51分

175 専門
第1巻 子どもの身体計測
 (DVD 臨床で役に立つ小児看護技術)

DVD 臨床で役に立つ小児看護技術
 [全4巻]

176 専門
第2巻 子どものバイタルサインズ測定
　(DVD 臨床で役に立つ小児看護技術)

DVD 臨床で役に立つ小児看護技術
 [全4巻]

177 専門
第3巻 子どもの穿刺と看護技術
　(DVD 臨床で役に立つ小児看護技術)

DVD 臨床で役に立つ小児看護技術
[全4巻]

29分

178 専門
第4巻 子どもの安全を守る看護
　(DVD 臨床で役に立つ小児看護技術 )

DVD 臨床で役に立つ小児看護技術
 [全4巻]

179 専門
第1巻 抱っこの仕方
　(看護スキルアップシリーズ　赤ちゃんケア)

看護スキルアップシリーズ
　赤ちゃんケア [全3巻]

18分

180 専門
第2巻 赤ちゃんのお風呂の入れ方
　(看護スキルアップシリーズ　赤ちゃんケア)

看護スキルアップシリーズ
　赤ちゃんケア [全3巻]

27分

181 専門 第3巻 安全な調乳 (看護スキルアップシリーズ　赤ちゃんケア)
看護スキルアップシリーズ
赤ちゃんケア [全3巻]

23分

182 専門
看護教育シリーズ
　NY-01　小児看護技術　乳幼児の臀部浴と上半身清拭 看護教育シリーズ

183 専門
看護教育シリーズ
　NY-02　小児看護技術　小児ケアへの遊びの導入　プリパレーション 看護教育シリーズ

184 専門
看護教育シリーズ
NY-03　小児看護技術　小児の救急看護 看護教育シリーズ

23分

185 専門 子どもの病気と看護技術　vol．１　小児白血病の検査と治療　概要 20分

186 専門 子どもの病気と看護技術　vol．２　採血・輸液を受ける子どもへの援助

187 専門
子どもの病気と看護技術　vol．３　骨髄穿刺･腰椎穿刺を受ける子どもへの
援助

24分

188 専門 重症心身障害児（者）の医療と介護　応用編

189 専門 重症心身障害児（者）の医療と介護　応用編

190 専門 重症心身障害児（者）の医療と介護　応用編　VRモード 不明



191 専門 重症心身障害児（者）の医療と介護　応用編　VRモード

192 専門 摂取機能訓練　一若葉病棟

193 専門 摂取機能訓練　一若葉病棟 不明

194 専門 摂取機能訓練の実際　向井美恵　先生 不明

195 専門 摂取機能訓練の実際　向井美恵　先生

196 専門
兵庫県立こども病院看護部　実践指導ＤＶＤ　新生児・小児ルート・チュー
ブ固定

197 専門
第1巻 喘息発作で入院した小児の看護事例
　(小児看護のためのアセスメント事例集)

小児看護のためのアセスメント事例集
[全6巻]

198 専門
第2巻 ネフローゼ症候群で入院した小児の看護事例
　(小児看護のためのアセスメント事例集 )

小児看護のためのアセスメント事例集
[全6巻]

25分

199 専門
第3巻 急性胃腸炎で入院した小児の看護事例
　(小児看護のためのアセスメント事例集 )

小児看護のためのアセスメント事例集
[全6巻]

24分

200 専門
第5巻 川崎病で入院した小児の看護事例
　(小児看護のためのアセスメント事例集 )

小児看護のためのアセスメント事例集
[全6巻]

30分

201 専門
第6巻 膀胱尿管逆流で手術を受けた小児の看護事例
　(小児看護のためのアセスメント事例集 )

小児看護のためのアセスメント事例集
[全6巻]

41分

202 専門 第1巻　0歳児（乳幼児の発達と保育） 乳幼児の発達と保育 [全3巻] 32分

203 専門 第2巻　1歳児・2歳児（乳幼児の発達と保育） 乳幼児の発達と保育 [全3巻] 36分

204 専門 第3巻　3歳児・4歳児・5歳児（乳幼児の発達と保育） 乳幼児の発達と保育 [全3巻] 42分

205 専門 第1巻　運動機能の発達（子どもの発達と支援） 子どもの発達と支援 [全5巻] 21分

206 専門 第2巻　情動の発達（子どもの発達と支援） 子どもの発達と支援 [全5巻] 20分

207 専門 第3巻　社会性の発達（子どもの発達と支援） 子どもの発達と支援 [全5巻] 21分

208 専門 第4巻　ことばの発達（子どもの発達と支援） 子どもの発達と支援 [全5巻] 21分

209 専門 第5巻　認知・思考の発達（子どもの発達と支援） 子どもの発達と支援 [全5巻] 22分

210 専門
第2巻 胃切除術を受けた患者の看護事例(看護のためのアセスメント事例
集　第2版 )

看護のためのアセスメント事例集　第2版
[全12巻]

211 専門
第1巻 高齢者の生理機能　Ⅰ　感覚・運動・神経系
 (目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 30分

212 専門
第2巻 高齢者の生理機能　Ⅱ　消化・腎-排泄系
 (目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 30分

213 専門
第3巻 高齢者の生理機能　Ⅲ　循環・呼吸系
 (目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 30分

214 専門
第4巻 看護援助 Ⅰ　急性期から症状安定期までの看護
 (目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 41分

215 専門
第5巻 看護援助 Ⅱ　回復期リハビリテーションから在宅へ向けての看護
 (目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 32分

216 専門
第6巻 看護援助 Ⅲ　寝たきり高齢者の在宅看護
 (目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 33分

217 専門
第7巻 看護援助 Ⅳ　認知症高齢者の看護
　(目で見る老年看護学　第2版 )

目で見る老年看護学　第2版 [全7巻] 36分

218 専門
第1巻 Vol.1　①老化とは　②アセスメントとケアプラン　③廃用症候群の予防
 (老人看護DVDシリーズ )

老人看護DVDシリーズ [全3巻] 65分

219 専門
第2巻 Vol.2　④高齢者の呼吸管理(1)―慢性閉塞性肺疾患の看護を通して―
⑤高齢者の呼吸管理(2)―手術を受ける患者の呼吸管理―　⑥骨

老人看護DVDシリーズ [全3巻] 73分

220 専門
第3巻 Vol.3　⑦尿失禁　⑧褥瘡　⑨痴呆―合併症をもつ痴呆患者の看護―
⑩摂食・嚥下障害 (老人看護DVDシリーズ )

老人看護DVDシリーズ [全3巻] 100分

221 専門 第３巻　①感染症ケア　②食事・栄養のケア（高齢者ケアシリーズ） 高齢者ケアシリーズ [全５巻] 85分

222 専門 第４巻　①排泄のケア　②スキンケア（高齢者ケアシリーズ） 高齢者ケアシリーズ [全５巻] 85分

223 専門 第1巻　①高齢者ケアの基本　②健康長寿のための指導（高齢者ケアシリーズ） 高齢者ケアシリーズ [全５巻] 85分

224 専門 第2巻　①認知症のケア　②せん妄のケア（高齢者ケアシリーズ） 高齢者ケアシリーズ [全５巻] 70分



225 専門 第5巻　①退院支援　②緩和ケア（高齢者ケアシリーズ） 高齢者ケアシリーズ [全５巻] 65分

226 専門
第1巻 大腿骨頸部骨折患者の看護事例
 (看護のためのアセスメント事例集　第2版)

看護のためのアセスメント事例集　第2版
[全12巻]

20分

227 専門
第1巻 精神看護学の基本概念
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 23分

228 専門
第2巻 精神医療と看護の枠組み
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 28分

229 専門
第3巻 患者への接近とコミュニケーション
　(精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 30分

230 専門
第4巻 実際の看護過程の展開　妄想のある患者の場合
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 19分

231 専門
第5巻 実際の看護過程の展開　うつ状態にある患者の場合
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 23分

232 専門
第6巻 実際の看護過程の展開　躁状態にある患者の場合
　(精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 23分

233 専門
第7巻 実際の看護過程の展開　身体表現性障害患者の場合
　(精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 29分

234 専門
第8巻 実際の看護過程の展開　神経性無食欲症患者の場合
　(精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 23分

235 専門
第9巻 実際の看護過程の展開　親子関係に問題のある子供の場合
　(精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 28分

236 専門
第10巻 実際の看護過程の展開　問題行動の懸念される子供の場合
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 22分

237 専門
第11巻 精神障害者の地域生活支援　精神障害者の地域生活支援の枠組み
　(精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 13分

238 専門
第12巻 精神障害者の地域生活支援の実際　生活過程で不安になる患者の場合
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 21分

239 専門
第13巻 精神障害者の地域生活支援の実際　単身で生活している患者の場合
 (精神看護シリーズ　DVD版 )

精神看護シリーズ　DVD版 [全13巻] 21分

240 専門 はじめよう精神科訪問看護 30分

241 専門 精神看護　第１巻　精神障害者の地域生活支援 31分

242 専門
第1巻 Vol.1　①在宅経管栄養法　②在宅中心静脈栄養法
　(退院指導DVDシリーズ「安心の在宅医療へ」 )

退院指導DVDシリーズ
「安心の在宅医療へ」 [全2巻]

50分

243 専門
第2巻 Vol.2　③在宅酸素療法〈HOT〉　④在宅人工呼吸療法(1)〈気管切開〉
　⑤在宅人工呼吸療法(2)〈鼻マスク療法〉 (退院指導DVDシリーズ）

退院指導DVDシリーズ
「安心の在宅医療へ」 [全2巻]

63分

244 専門
第1巻 Vol.1　①ストーマの手当の仕方　②ストーマのトラブルと対処法
　③経管栄養法の実際　④中心静脈栄養法の手当 (在宅ケアシリーズ）

在宅ケアシリーズ [全2巻] 124分

245 専門
第2巻 Vol.2　⑤口腔ケア「口のリハビリ」　⑥関節可動域の基礎訓練
⑦日常生活に必要なリハビリテーション (在宅ケアシリーズ )

在宅ケアシリーズ [全2巻] 73分

246 専門 私の訪問看護職場体験 16分

247 専門
第1巻　Vol.1　①訪問看護の基本　②在宅経管栄養法　③在宅中心静脈
栄養法（実践・訪問看護シリーズ）

実践・訪問看護シリーズ［全4巻］

248 専門
第2巻　Vol.2　①在宅酸素療法<HOT> ②在宅人工呼吸療法「気管切開」
③在宅人工呼吸療法「マスク療法」（実践・訪問看護シリーズ）

実践・訪問看護シリーズ［全4巻］ 52分

249 専門
第3巻　Vol.3　①縟瘡ケア　②ストーマケア　③尿道カテーテルの管理（実
践・訪問看護シリーズ）

実践・訪問看護シリーズ［全4巻］ 66分

250 専門
第4巻　Vol.4　①感染予防　②在宅リハビリテーション（実践・訪問看護シ
リーズ）

実践・訪問看護シリーズ［全4巻］ 42分

251 専門 ～いのちと生活を看護る～　訪問看護サービス 35分

252 専門
第3巻 慢性呼吸器疾患のある療養者の看護
　(目で見る訪問看護 )

目で見る訪問看護 [全6巻] 48分

253 専門
第5巻　様々な在宅看護の実践（映像で感じ、考える、これからの在宅看護
論）

254 専門 第1巻 手術前の看護 (周手術期の看護ビデオシリーズ ) 周手術期の看護ビデオシリーズ [全3巻] 25分

255 専門 第2巻 手術中の看護 (周手術期の看護ビデオシリーズ ) 周手術期の看護ビデオシリーズ [全3巻] 25分

256 専門 第3巻 手術後の看護 (周手術期の看護ビデオシリーズ ) 周手術期の看護ビデオシリーズ [全3巻] 25分



257 専門
第1巻 スピリチュアリティとは
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 22分

258 専門
第2巻 看護師によるスピリチュアルケア
　(看護のためのスピリチュアルケア)

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 23分

259 専門
第3巻 スピリチュアルアセスメント
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 35分

260 専門
第4巻 緩和ケアにおけるスピリチュアリティ
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 21分

261 専門
第5巻 メンタルヘルスケアにおけるスピリチュアリティ
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 26分

262 専門
第6巻 生命を脅かす病気とスピリチュアルケア
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 22分

263 専門
第7巻 老年看護におけるスピリチュアルケア
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 19分

264 専門
第8巻 慢性的な健康障害におけるスピリチュアルケア
　(看護のためのスピリチュアルケア )

看護のためのスピリチュアルケア [全8巻] 19分

265 専門 看護スキルアップシリーズ　臨終時のケア 看護スキルアップシリーズ 30分

266 専門
第1巻 災害看護概論・災害と看護ニーズ
　(災害看護シリーズ)

災害看護シリーズ [全4巻] 24分

267 専門
第2巻 実践論　災害看護への取り組み　災害サイクル
　(災害看護シリーズ )

災害看護シリーズ [全4巻] 36分

268 専門
第3巻 災害時のケア　①トリアージ
　 (災害看護シリーズ )

災害看護シリーズ [全4巻] 37分

269 専門
第4巻 災害時のケア　②外傷の応急処置
　 (災害看護シリーズ)

災害看護シリーズ [全4巻] 19分

270 専門
第1巻 災害看護の基礎知識と災害急性期の医療・看護
　(目で見る災害看護 )

目で見る災害看護 [全2巻] 32分

271 専門
第2巻 災害時の地域における医療・看護
　(目で見る災害看護 )

目で見る災害看護 [全2巻] 30分


