
デジタル看護教科書

iPad版とWindows版は別商品です。ご注文の際はそれぞれご指定ください。

読む
いつもの本を
読むように！

残す
マーカー、メモ、ノート、しおり
スクラップでらくらく整理！

観る
292点の動画が
さくさく再生！

検索・辞書
41巻、1万ページ、2万語
辞書からすぐに検索！

解く
3,035問の

国試対策問題集！

 ／ 

『デジタル ナーシング・グラフィカ』のご導入から
アフターフォローまでサポートします！

メディカ出版では『デジタル ナーシング・グラフィカ』の便利な使い方から、インターネット、Wi-Fiルータ、
iPad、PCとの接続にいたるまで、いつでも学校様にお伺いできるサポート体制を整えています。

いまさら聞けないこんなこと、どうもよくわからないあんなことなど、どうぞお気軽におたずねください。

2016年12月 DNG2017パンフレット ASA/P20000

〒532-8588　大阪市淀川区宮原 3-4-30　ニッセイ新大阪ビル 16F
TEL 06-6398-5039　FAX 06-6398-5081

●デジタル ナーシング・グラフィカ　オフィシャルサイト（iPad） http://www2.medica.co.jp/topcontents/digital_ng/
●デジタル ナーシング・グラフィカ　オフィシャルサイト（Windows） http://www2.medica.co.jp/topcontents/digital_ng/win/

for iPad for Windows



デジタル看護教科書®「デジタ ル   ナーシング・グラフィカ」へようこそ！
きっとあなたを新しい  知の世界へいざないます

292点
動画

2017

全41巻

教科書 + 動画
小児看護学
❶ 小児の発達と看護
❷ 小児看護技術
❸ 小児の疾患と看護

母性看護学
❶ 母性看護実践の基本
❷ 母性看護技術

精神看護学
❶ 情緒発達と精神看護の基本
❷ 精神障害と看護の実践

在宅看護論
　 地域療養を支えるケア

看護の統合と実践
❶ 看護管理
❷ 医療安全
❸ 災害看護

健康支援と社会保障
❶ 健康と社会・生活
❷ 公衆衛生
❸ 社会福祉と社会保障
❹ 医療関係法規

基礎看護学
❶ 看護学概論
❷ ヘルスアセスメント
❸ 基礎看護技術
❹ 看護研究
❺ 臨床看護総論

成人看護学
❶ 成人看護学概論
❷ 健康危機状況／
セルフケアの再獲得

❸ セルフマネジメント
❹ 周術期看護
❺ リハビリテーション看護
❻ 緩和ケア

老年看護学
❶ 高齢者の健康と障害
❷ 高齢者看護の実践

人体の構造と機能
❶ 解剖生理学
❷ 臨床生化学

疾病の成り立ち
❶ 病態生理学
❷ 臨床薬理学
❸ 臨床微生物・医動物
❹ 臨床栄養学

健康の回復と看護
❶ 呼吸機能障害／循環機能障害
❷ 栄養代謝機能障害
❸ 造血機能障害／免疫機能障害
❹ 脳・神経機能障害／感覚機能障害
❺ 運動機能障害
❻ 内部環境調節機能障害／
性・生殖機能障害

❼ 疾病と治療

47動画

48動画

104動画

41動画

97動画

135動画

32動画

17動画

16動画

12動画

47動画

28動画

※動画数はのべ数です。予告なく変更となる場合があります。

問題集

2万ワードの看護辞書を収載！

※出題数はのべ数です。予告なく変更となる場合があります。総出題数3,035問
看護師国家試験過去問題 デジタル ナーシング・グラフィカ

オリジナル問題

※デジタル ナーシング・グラフィカ2017に関するデザイン・意匠を含め2016年11月現在のものです。予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。

for iPad

for Windows



• 読んで理解できなかった
ところに「マーカー機能」
「メモ機能」でチェック。

• 「動画再生機能」で視覚的
に確認。

• 「検索機能」で関連事項を
チェック。

• 「辞書詳細機能」で語句の
意味を確認。

デジタル看護教科書®

「デジタル  ナーシング・グラフィカ」

予 習

• 実習項目を「検索機能」を
使って横断的に検索。

• 実習で必要なページは
「スクラップ機能」を使っ
て記録。webページのス
クラップもできる。

• 「動画再生機能」で手技の
確認。

• わからないところは、そ
の場で「辞書詳細機能」で
検索、即理解。

実 習

• 「マイファイル」でマー
カーをしたところやノー
トをとったところを確認。

• 一つの章が終われば「問
題集機能」で確認。国試対
策にも対応。

復 習

を使えば、　 こんな学習が可能です！
学生編

•  重要なところを「マー
カー機能」で記入。文字も
書ける。

• 授業の内容を「ノート機
能」で記入。

• 「しおり機能」を使って、
ページにチェック。

講 義

•検索機能

•マーカー機能
•メモ機能

•辞書詳細機能

•動画再生機能
•マイファイル

•問題集機能

•検索機能

•動画再生機能 •辞書詳細機能

•スクラップ機能•マーカー機能

•ノート機能

•しおり機能

※授業風景撮影協力：北海道科学大学
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デジタル看護教科書®

「デジタル  ナーシング・グラフィカ」
を使えば、　 こんな教育が可能です！

先生編

講義準備

実習引率

講 義

• 重要事項を「マーカー機
能」を使ってチェック。文
字を塗りつぶして穴埋め
問題も即作成。

• 関連事項を「検索機能」を
使って全巻検索。必要な
ページをすぐに探せる。

• 補足説明を「メモ機能」を
使って用意。

• 必要な個所を「スクラッ
プ機能」を使って保存。オ
リジナル資料を作成。

• 重要事項を「マーカー機能」を
使って記入。「メモ機能」を使っ
て補足説明。

• 関連項目の「動画再生機能」を活
用。プレイヤーの準備が不要で、
いつでもどこでも再生。

• 「マイファイル機能」を使って準
備したページを掲示。

• 「スクラップ機能」で画像をため
て、オリジナルスライドを作成。

• 実習項目を「検索機能」で横断
的に検索。

• 「動画再生機能」で学生に臨地
で見せる。

• 「スクラップ機能」を使って必
要項目を保存。

• 学生の質問にも「検索機能」
「辞書詳細検索」で即解決。

•マーカー機能

•検索機能

•メモ機能

•スクラップ機能

•マーカー機能　•メモ機能

•検索機能

•検索機能
•辞書詳細検索

•マイファイル機能
•スクラップ機能

•スクラップ機能

•動画再生機能

•動画再生機能

※授業風景撮影協力：北海道科学大学6 7



●目次リンクをタップすると見
たいページに素早く移動で
きます。

●画面左のアイコンを
タップすると、目次が
表示されます。

●見たい項目をタップすると、そ
のページに移動します。

目　次

読む
いつもの本を
読むように！

観る
292点の動画が
さくさく再生！

●iPadを横にすれば、見開きで
表示されます。

●横画面時で見開き、1ページ
表示の切り替えができます。

●本文の　　　　　マークがある
サムネイルをタップします。

「目次」と「一覧」から見たいページを選択できます。

ページにジャンプ

目次・本文に　　　　　　　マークがあるところには動画が収録されています。

●いつもの紙の書籍を読むように「デジタル看護教科書®」を開き、読むことができます。
●表示形式は、単ページでも、見開きページでも可能です。
●ページを移動する場合は、ページを指で押さえスライドするか、ページの端をタップしま
す。また、目次を呼び出して目的のページへ移動、ページ一覧サムネイルを呼び出し見たい
ページへ移動することもできます。

●動画サムネイルをタップすれば、動画が再生されます。

目次・一覧機能 動画の再生

画面表示の形式

スライド

●「一覧」を選択すると画面下にページのサムネイル（小さなペー
ジ画像）とスライダーが表示されます。サムネイルをスライドし
て目的のページに移動、タップするとページが表示されます。

●閲覧画面にてメニューを表示（画面中央をタップ）させると、画面
下部にページサムネイルとスライダーが表示されます。
●サムネイルをスライドして目的のページを画面上に表示させ、
そこをタップすると、そのページに移動します。

一　覧

目　次 一　覧

●動画巻に遷移し、ムービーが
再生されます。

Windows

Windows

WindowsiPad

iPad iPad

●複数巻を開いた状態も可能です。

サッと探すときは…

●目次ページトップにある「動画一覧はコチラ」をタップしてください。

iPadの容量が気になったら…

●動画アイコンを長押しすると動画を削除することができます。

8 9



●5色のしおりをはさむことができます。
●しおりには、色別に名前をつけることができます。
●1ページに複数のしおりをはさむことができます。ブックマーク機能マーカー機能

●ページごとにノートをとることができます。
●入力は、内蔵のソフトキーボードで行えます。

ノート機能メモ機能

残す
マーカー、メモ、ノート、しおり
スクラップでらくらく整理！

●ペンの太さ
●色
●透過性 あり／なし
●まっすぐ／フリーハンド
　　　   などが選べます。

●重要なところへのマーキングから、虫食い問題作成まで、幅広く対応できるよう、さま
ざまな色と大きさのマーカーを搭載しています。
●フリーハンドで文字を書き入れることも可能です。

●本文上の好きな場所（複数可）に、小さなコメントを
書くことができます。

●表示されているページや必要な図表を、写真を撮るようにスクラップできます。
●5色に色分けされたフォルダに格納することができます。
●フォルダは色別で名前をつけることができます。スクラップ機能

●WEBページやWEB上の
PDFページもスクラップで
きます。
（インターネットの接続が必要です）

Windows Windows

Windows
Windows Windows

iPad iPad

iPad
iPad iPad

●ペンの太さ
●色
●透過性 あり／なし
●まっすぐ／フリーハンド
　　　   などが選べます。

※色の数は全10色
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検索・辞書機能

●フォルダ形のボタンを
タップすると、マイファ
イルが表示されます。

問題集機能

マイファイル

検索・辞書
41巻、1万ページ、2万語
辞書からすぐに検索！

解く
3,035問の

国試対策問題集！

マーカー、ノート、メモ、しおり、スクラップの各学習内容を、全巻通して確認することができます。

●「採点する」をタップすると、「解答・解説」のページに切り替わります。

●　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　に検索したい語句を入力。

●全巻を横断して索引語やキーワード、辞書詳細の検索が可能です。一つの語句で、巻をまたいだ学習ができます。
●教科書／辞書検索では検索した語句を、マーカー表示します。
●AND検索：複数の語句をスペースで区切って入力すれば、その語句が含まれたページを検索
することもできます。
●辞書詳細検索を使えば語句の意味が調べられ、さらに、その関連語句も調べられます。

●全巻に章末問題集がついています。採点はボタン一つで瞬時に可能です。
●充実した解説がついているので、国試対策学習も万全です。

●検索結果から選んだ該当項目をタップ
すると、そのページへ移動します。

●本棚からの検索も可能です。

●検索結果から選んだ該当
項目をタップすると、その
ページへ移動します。

●下段ツールバーより
「問題集」をタップ。

オンラインシステムを活用すれば、プリセット問題と別途登録した学校独自問題で、学生の予習・復習への活用や授業の理解度などを
チェックするなど、より細かな指導に活かすことができます。

デジタル ナーシング・グラフィカ テスト管理システム

※iPad版のみのサービスです。別途サーバー管理費が必要です。

●本棚画面で問題
集アイコンをタッ
プします。

●41巻、いずれかの巻の問題集に挑
戦することができます。

●「採点」をタップすると「解答・解
説」ページに切り替わります。

Windows

Windows

Windows

iPad iPad

iPad

●41巻、いずれかの巻
の問題集に挑戦する
ことができます。

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に検索したい語句を入力。
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◎ ご使用になられる場合は、iOS8以上がインストールされたiPad Air以降を推奨します。 iOS9.1までのiPadで動作確認済
です。iPadはApple Inc.の商標です。本アプリ及び、次年度版アプリは認可先（Apple Inc)の承認基準などの変更により、
バージョンアップやリリースの可否・時期が左右されます。その場合、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

※本アプリの使用には、当社ホームページでの「メディカパスポート」の会員登録が必要です。
登録済みの方は、マイページの「デジタル ナーシング・グラフィカ」バナーよりライセンスキーを入力してください。ご使用までの流れご使用までの流れ

❷ メディカパスポート新規登録ページに
移動しますので、メールアドレスの登
録を行ってください。

❸ ❷で登録したメールアドレス宛に、「新
規登録」ページのＵＲＬが届きますの
で、登録を行ってください（登録には、
パッケージ同封のライセンスキーの入
力が必要です）。

❶ App Storeで「メディカ出版」を検索
し、『デジタル ナーシング・グラフィカ』
のアプリをダウンロード。アプリを起動
し、「新規登録」をタップしてください。

❹ 再度『デジタル ナーシング・グラフィ
カ』を起動、ＩＤとパスワードを入力し、
ログインします。「データダウンロード」
をタップして、「書籍」「動画」をダウン
ロードしてください。

入 力

仕　    様：iPad専用アプリ
容　    量：約8.5GB
内　    容：看護基礎教育テキスト『ナーシング･グラフィカ』41巻、

各巻関連動画292点、問題集（のべ｠3,035問）
搭載機能：閲覧、ページリンク、映像表示、検索 ( 全巻検索 )、簡易辞書、マーカー、ノート、

メモ、しおり、マイファイル (学習管理 )、問題集、テスト管理システム
※テスト管理システムは、別途サーバー管理費が必要です。

『デジタル ナーシング・グラフィカ2017 for iPad』
商品概要

価格88,800円 本デジタル ナーシング・グラフィカ 2017 for Windows ※税込

価格 88,800円（税込）

『デジタル ナーシング・グラフィカ2017 for Windows』
商品概要

（全巻セットのみの販売になります）価格 88,800円（税込）
仕　    様：Windows専用アプリ
容　    量：約9.5GB
内　    容：看護基礎教育テキスト『ナーシング･グラフィカ』41巻、

各巻関連動画約292点、問題集（のべ｠3,035問）
搭載機能：閲覧、ページリンク、映像表示、検索(総索引・全巻検索)、簡易辞書、

マーカー、ノート、メモ、しおり、マイファイル(学習管理)、問題集　
※タッチパネルによるページめくりなどに対応しています。
 ・対応デバイス：WindowsデスクトップPC/タブレットPC
 ・OS：Microsoft Windows 7 SP1以降
 ・CPU：Intel Core i３以上推奨
※上記の条件を満たすデスクトップPC、タブレットPCの中でも、一部の機種や環境によっては正常に動作しないものがあります。
　ご了承ください。
※本製品の内容は著作権によって保護されており、一部または全部を無断で複製することは禁止されております。
 ・Microsoft Windows7、Windows8、Windows10は、米国Microsoft corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
 ・その他、パッケージおよび添付物に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標です。

・メモリ：４GB以上推奨
・ストレージ：空き容量20GB必要
・ディスプレイ：1,024×768ピクセル以上

ご注文書

ご注文書

価格88,800円 本デジタル ナーシング・グラフィカ 2017 for iPad ※税込

@

@

キ
リ
ト
リ

FAX、郵送、書店でお申込の方は以下の注文書をお使いください
iPad版とWindows版は別商品です。ご注文の際はそれぞれご指定ください。

体験版
アプリは
こちら！ URL：http://www2.medica.co.jp/topcontents/digital_ng/win/

以下のURLに体験版（動作確認用）アプリをご用意しています。実際に本アプリをご利用になるデスクトップ
PC、またはタブレットPCに体験版アプリをインストールし、必ず動作をご確認のうえ、ご購入ください。


