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分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Aa 医学百科 00002 最新 家庭の医学百科 主婦と生活社/編 主婦と生活社

Aa 医学百科 00004 EBM正しい治療がわかる本 福井次矢 法研

Aa 医学百科 00007 家庭医学大全科，六訂版 高久史麿/監修 法研

Aa 医学百科 00010 ポケット医学英和辞典，第2版 泉孝英/編 医学書院

Aa 医学百科 00011 医学・看護用語のカタカナ語・略語便利辞典 エキスパートナース編集部 照林社

Aa 医学百科 00023 よくわかる病気のしくみ：病気ユニーク事典 北岡建樹 南山堂

Aa 医学百科 00024 カルテ＆レセプト略語 16000 日本病院事務研究会 医学通信社

Aa 医学百科 00025 今日の診断指針，第6版 金澤一郎/編 医学書院

Aa 医学百科 00989 Ver2.0　標準・傷病名事典 寺島裕夫/編著 医学通信社

Aa 医学百科 02303 オールカラー版　家庭の医学，第3版 川名正敏 成美堂出版

Aa 医学百科 08132 英独仏ラ-和 医学用語小辞典 [和英編付] 菊池博 医学書院

総合病院国保旭中央病院　患者図書室「ほすぴたるひろば」蔵書目録



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ab 専門医学辞典 00013 絵とき　再生医学入門 　 朝比奈欣治 羊土社

Ab 専門医学辞典 00015 気管食道科学用語解説集 日本気管食道科学会 金原出版

Ab 専門医学辞典 00016 血液学用語辞典，改訂3版 平井久丸/編 フジメディカル出版

Ab 専門医学辞典 00017 人体スペシャル：脳の地図帳 原一之 講談社

Ab 専門医学辞典 00027 分子生物学・免疫学キーワードﾞ辞典，第2版 永田和宏/編 医学書院

Ab 専門医学辞典 00028 免疫・アレルギー疾患用語解説集 足立 満/監修 エクセル企画出版

Ab 専門医学辞典 08039 病院の言葉を分かりやすく：工夫の提案
国立国語研究所「病院の言葉」委員
会/編

勁草書房

Ac 図解人体 00029 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅰ：呼吸器 牛木辰男 日本医事新報社

Ac 図解人体 00030 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅹ：運動器 坂井健男 日本医事新報社

Ac 図解人体 00031 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅱ：循環器 大谷 修 日本医事新報社

Ac 図解人体 00032 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅲ：消化管 河原克雄 日本医事新報社

Ac 図解人体 00033 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅳ：肝・胆・膵 泉井 亮 日本医事新報社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ac 図解人体 00034 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅴ：腎・泌尿器 坂井建雄 日本医事新報社

Ac 図解人体 00035 カラー図鑑　人体の正常構造と機能　Ⅵ：生殖器 年森清隆 日本医事新報社

Ac 図解人体 00036 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅶ：血液・免疫・内分泌 山本一彦 日本医事新報社

Ac 図解人体 00037 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅷ：神経系(1) 河田光博 日本医事新報社

Ac 図解人体 00038 カラー図解　人体の正常構造と機能　Ⅸ：神経系(2) 久野みゆき 日本医事新報社

Ac 図解人体 00039 イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 田中越郎 医学書院

Ac 図解人体 00042
ヒューマンボディー：
からだの不思議がわかる解剖生理学，原著第3版

Baｒbaｒa Herlihy エルゼビア・ジャパン

Ac 図解人体 00043 解剖生理学 高野廣子 南山堂

Ac 図解人体 00045 ナーシング・グラフィカ(1)：人体の構造と機能-解剖生理学 林正健二 メディカ出版

Ac 図解人体 08045 解剖生理をおもしろく学ぶ 増田敦子/監修 医学芸術新社

Ac 図解人体 08092 トリセツ・カラダ：カラダ地図を描こう 海堂尊 宝島社

Ac 図解人体 08104 おへそのひみつ：かがくのとも傑作集 やぎゅうげんいちろう 福音館書店



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ac 図解人体 10213 はたらく内臓：元気のしくみと不調の原因がわかる! 内臓機能大全 坂井建雄 /監修 中央公論新社

●Ad 検査 02304
これだけは知っておきたい　やさしい心電図の見方
 ～おもな心疾患と治療のポイント～

小沢友紀雄/編 医薬ジャーナル社

Ad 検査 00049 系看（系統看護学講座）　別巻：臨床放射線医学 福田国彦 医学書院

Ad 検査 00051 Ｘ線・(造影) Ｘ線検査のマネジメント 中村仁信 医薬ジャーナル社

Ad 検査 00052
ちいさい・おおきい・よわい・つよい (42)：
これだけは要チェック　検査を受ける前に

毛利子来/編 ジャパンマシニスト社

Ad 検査 00053 はじめての注射と採血 大阪労災病院看護部 メディカ出版

Ad 検査 00054 はじめての輸液 大阪労災病院看護部 メディカ出版

Ad 検査 00055 フォローアップ検査ガイド 北村聖 医学書院

Ad 検査 00057 患者さんに伝える臨床検査の説明マニュアル 櫻林郁之介/監修 医歯薬出版

Ad 検査 00058 看護に役立つ検査値の読み方・考え方，第2版 河野均也 総合医学社

Ad 検査 00060 実践 生理機能検査テキスト 宮武邦夫/監修 メディカ出版

Ad 検査 00061 図解　すぐわかる検査値の読み方 兼高達貮/監修 成美堂出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ad 検査 00062 健診・人間ドック　ハンドブック，改訂3版 日野原 重明/監修 中外医学社

Ad 検査 00063 内視鏡　検査・治療・ケアがよくわかる本 田中雅夫/監修 照林社

Ad 検査 00064 新・画像診断のための解剖図譜 Ⅰ：脳神経，改訂第3版 平松京一/監修 メディカルレビュー社

Ad 検査 00983
科学的根拠に基づく乳癌診断ガイドライン③：
放射線療法　2008年版（CD-ROM付）

日本乳癌学会/編 金原出版

Ad 検査 08044 看護に生かす検査マニュアル，改訂版　 高木康 医学芸術新社

Ad 検査 08094 NHKきょうの健康　別冊：検査でわかること：健康診断ガイドブック 池上晴之/編 NHK出版協会

Ad 検査 10022 ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本 和田高士/監修 学研パブリッシング

Ad 検査 10102 最新版　検査結果なんでも早わかり事典 小橋隆一郎 主婦の友社

Ad 検査 10151 がんのPET検査がわかる本 安田聖栄 法研

Ad 検査 10152 最新　健康診断と検査がすべてわかる本 矢冨裕/編著 時事通信出版社

Ad 検査 10153 学研実用BEST：ちょっと心配な健康診断の数値がすぐにわかる本 和田高士/監修 学研プラス

Ad 検査 10188 Q&Aとアウ値で学ぶ 検査・データがまるごとわかる本 曷川元 慧文社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ad 検査 10216 臨床検査データブック 2021-2022 髙久 史麿/監修  医学書院 

Ae 臨床看護 00068 系看（系統看護学講座）　統合分野：看護の統合と実践[1]看護管理 上泉和子 医学書院

Ae 臨床看護 00069 系看（系統看護学講座）　別巻：看護史 杉田暉道 医学書院

Ae 臨床看護 00072 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅰ：基礎看護学[3] 基礎看護技術Ⅱ 藤崎郁 医学書院

Ae 臨床看護 00076 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学[10]運動器 加藤宝 医学書院

Ae 臨床看護 00077
系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：
成人看護学[11]アレルギー/膠原病/感染症

岩田健太郎 医学書院

Ae 臨床看護 00081 ナースが知っておくべき　かゆみのケア 高島玉青/編 日本看護協会出版会

Ae 臨床看護 00083 ナースの常識!? 医者の非常識!? 南淵明宏 中山書店

Ae 臨床看護 00085 透析看護QUESTION BOX(４)：ハイリスク患者の看護ケア 水附裕子/監修 中山書店

Ae 臨床看護 00088 関節リウマチのある患者の看護相談室 尾岸恵三子 医歯薬出版

Ae 臨床看護 00164
系看（系統看護学講座）　専門基礎分野：
疾病のなりたちと回復の促進[2] 薬理学

大鹿英世 医学書院

Ae 臨床看護 00667
系看（系統看護学講座）　専門基礎分野：
人体の構造と機能 [1] 解剖生理学

坂井建雄 医学書院



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ae 臨床看護 00668
系看（系統看護学講座）　専門基礎分野：
人体の構造と機能 [2]  生化学

三輪一智 医学書院

Ae 臨床看護 00991 マネジメントツールとしての看護必要度，第2版 嶋森好子/編 中山書店

Ae 臨床看護 08048
Q＆Aで分かる：根拠が見つかる看護技術のなぜ？ガイドブック，
改訂・増補2版

佐々木こおる/監修 医学芸術新社

Ae 臨床看護 08050 メカニズムがわかる：症状Q&Aガイドブック 岡田忍/監修 医学芸術新社

B 栄養/食事 00248 系看（系統看護学講座）　専門基礎分野：人体の構造と機能 [3] 栄養学 中村丁次 医学書院

B 栄養/食事 02305
聖路加国際病院の愛情健康レシピ（一食500Kcal）
100歳まで動けるからだをつくる

聖路加国際病院/編 永岡書店

B 栄養/食事 02308
毎日の食事のカロリーガイド　[改訂版]
新しい「日本食品標準成分表2010」対応

香川芳子/監修 女子栄養大学出版部

B 栄養/食事 08084 最新ストレス対策で病気を防ぐ、治す本 村上正人 主婦と生活社

B 栄養/食事 08086 ひと目でわかる！食品表示：簡単チェックBOOK ホームライフセミナー/編 プライム

B 栄養/食事 10021 最新版　目で見る食品カロリー辞典 上村泰子/監修 学研パブリッシング

B 栄養/食事 10026 食品別「塩分量」早わかり手帖 鎌田實/監修 三才ブックス

B 栄養/食事 10027
主婦の友　新実用BOOKS. Clinic：最新版
気になる免疫力がみるみる高まる大百科

主婦の友社/編 主婦の友社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

B 栄養/食事 10103
100歳まで元気な人は何を食べているか?：
腸内環境を整える「百寿者」の食習慣

辨野義己 三笠書房

B 栄養/食事 10189 最新カタカナ栄養素事典 藤井義晴 主婦の友社

B 栄養/食事 10215 塩分早わかり 第5版 牧野 直子/監修 女子栄養大学出版部

B 栄養/食事 10239 増補新版 糖質制限の大百科 江部 康二/監修 宝島社

●C 心の健康 00128
やさしい自己管理シリーズ：
プライマリ・ケアのためのやさしいうつ病・うつ状態のマネジメント，改訂版

桂戴作/編 医薬ジャーナル社

C 心の健康 00093 健康ライブラリー　イラスト版：「うつ」に陥っているあなたへ 野村総一郎/監修 講談社

C 心の健康 00094 健康ライブラリー　イラスト版：ＰＴＳＤとトラウマのすべてがわかる本 飛鳥井 望/監修 講談社

C 心の健康 00096 健康ライブラリー　イラスト版：パーソナリティ障害 正しい知識と治し方 市橋秀夫/監修 講談社

C 心の健康 00097 健康ライブラリー　イラスト版：パニック障害−心の不安はとり除ける 渡辺登/監修 講談社

C 心の健康 00098 健康ライブラリー　イラスト版：ビジネスマンの心の病気がわかる本 山本晴義/監修 講談社

C 心の健康 00099 健康ライブラリー　イラスト版：依存症のすべてがわかる本 渡辺 登/監修 講談社

C 心の健康 00101 健康ライブラリー　イラスト版：拒食症と過食症の治し方 切池信夫/監修 講談社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

C 心の健康 00103
健康ライブラリー　イラスト版：
自己愛性パーソナリティ障害のことがよくわかる本

狩野力八郎/監修 講談社

C 心の健康 00105 健康ライブラリー　イラスト版：失語症のすべてがわかる本 加藤正弘/監修 講談社

C 心の健康 00106 健康ライブラリー　イラスト版：社交不安症がよくわかる本 貝谷久宣/編 講談社

C 心の健康 00112 新版　介護福祉士養成講座⑩：精神保健，第4版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

C 心の健康 00113 系看（系統看護学講座）　別巻：精神保健福祉 長谷川浩/編 医学書院

C 心の健康 00115
目でみる医書シリーズ：徹底図解
自律神経失調症：わかってもらえない「つらさ」を解消

芦原睦/監修 法研

C 心の健康 00120 うつ病の病態生理と診断・治療 樋口輝彦 真興交易医書出版部

C 心の健康 00122 こころの医者のフィールドノート：あなたが家族を愛せるのなら 中沢正夫 情報センター出版局

C 心の健康 00123 こころをはぐくむ ｱﾙｺｰﾙ依存症と自助ｸﾞﾙｰﾌﾟのちから 今道裕之 東峰書房

C 心の健康 00125 テレメンタリング：双方向ﾂｰﾙによるヘルスケア・コミュニケーション 日本遠隔医療学会 中山書店

C 心の健康 00126 ひきこもる心のカルテ：心の扉をひらくカウンセリング 井上敏明 朱鷺書房

C 心の健康 00129 やまない雨はない：妻の死、うつ病、それから・・・ 倉嶋厚 文藝春秋



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

C 心の健康 00131 精神科ナースのための医療事故防止・対策マニュアル，改訂版 日本精神科看護技術協会 精神看護出版

C 心の健康 00134 看護のための精神医学，第2版 中井久夫 医学書院

C 心の健康 00136 気分障害治療ガイドライン，第2版 精神医学講座担当者会議/監修 医学書院

C 心の健康 00137 好きになる精神医学：こころの病気と治療の新しい理解 越野好文 講談社

C 心の健康 00139 シリーズともに歩むｹｱ(3)：事例にみるうつ病の理解とケア 白石弘巳/編 精神看護出版

C 心の健康 00149 全科で知っておきたい心のケアQ&A 岡崎祐士/監修 中山書房

C 心の健康 00151 大往生の条件 色平哲郎 角川書店

C 心の健康 00152 不眠症とつきあうコツ 伊藤洋/編 フジメディカル出版

C 心の健康 00155 癒しのユーモア：いのちの輝きを支えるケア 柏木哲夫 三輪書店

C 心の健康 00156 よくわかる最新医学：統合失調症 春日武彦/監修 主婦の友社

C 心の健康 00992
いのちを癒す「心のとまり木」新装版：
心のケアの専門職：精神対話士という仕事

メンタルケア協会/編著 KKベストセラーズ

C 心の健康 02313
自分の「うつ」を治した精神科医の方法
心身ともに元気を取り戻すためのイラスト図解版

宮島賢也 河出書房新社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

C 心の健康 02324 アルコール依存症がよくわかる本：正しい理解と回復のための68ケース 小杉好弘/監修 中央法規出版

C 心の健康 02375 別冊NHKきょうの健康：睡眠の病気：不眠症・睡眠時無呼吸・むずむず脚 内山真/監修 NHK出版協会

C 睡眠障害 02376 睡眠障害の対応と治療ガイドライン，第2版
睡眠障害の診断・治療ガイドライ
ン研究会/編

じほう

C 心の健康 08114 妻を看取る日　国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録 垣添忠生 新潮社

C 心の健康 08118
健康ライブラリー　イラスト版：職場不適応症　会社内で急増する適応
障害のことがよくわかる本

渡辺登/監修 講談社

C 心の健康 08122 SUPERサイエンス：なぜ、ヒトは「うつ」になるのか 北島潤一郎/監修 シーアンドアール研究所

C 心の健康 10061 病院で死ぬということ 山崎章郎/著 文藝春秋

C 心の健康 10062 第三の人生，改訂新版 A.デーケン/著 南窓社

C 心の健康 10077 ウルトラ図解　うつ病 野村総一郎/監修 法研

C 心の健康 10090 巡礼日記 - 亡き妻と歩いた600キロ 垣添忠生 中央公論新社

C 心の健康 10110 健康ライブラリー　イラスト版：新版 アルコール依存症から抜け出す本 樋口進/監修 講談社

C 心の健康 10111 健康ライブラリー　イラスト版：統合失調症スペクトラムがよくわかる本 糸川昌成/監修 講談社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

C 心の健康 10112 健康ライブラリー　イラスト版：新版 入門 うつ病のことがよくわかる本 野村総一郎/監修 講談社

C 心の健康 10118 健康ライブラリー　イラスト版：新版 双極性障害のことがよくわかる本 野村総一郎/監修 講談社

C 心の健康 10131 学校では絶対に教えてくれない 自分のこころのトリセツ 下園壮太 日経BP社

C 心の健康 10159 よくわかる最新医学：女性のうつ病 野田順子 主婦の友社

C 心の健康 10163 ウルトラ図解 不安障害・パニック 福西 勇夫/監修 法研

C 心の健康 10164 ウルトラ図解 ADHD 岩波 明/監修 法研

C 心の健康 10165 ウルトラ図解 パーソナリティ障害 林 直樹/監修 法研

C 心の健康 10190 健康ライブラリーイラスト版：なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 田島 治 (監修) 講談社

C 心の健康 10244 患者のための最新医学 パニック障害 正しい知識とケア 改訂版 坪井 康次/著 高橋書店

●D 薬 00187
やさしい自己管理シリーズ：
これだけは知っておきたい　降圧薬の知識と自己管理

日和田邦男/編 医薬ジャーナル社

D 薬 00163 抗生物質治療ガイドライン，第2版 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ委員会 医薬ビジランスセンター

D 薬 00170  お薬事典 2023年版 郷 龍一/著 U-CAN



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

D 薬 00173 くすりと健康についてくすりになる話 くすりの適正使用協議会/編 レーダー出版センター

D 薬 00174 くすりの地図帳 伊賀立二/監修 講談社

D 薬 00175 これだけは知っておきたい抗アレルギー薬の知識 中川武正/編 医薬ジャーナル社

D 薬 00177
ひと目でわかる向精神薬の薬効比較
エビデンス・グラフィックバージョン④：副作用と有害事象のエビデンス：
Part2.抗不安薬・睡眠薬

稲田俊也/編 じほう

D 薬 00178 ポケット版　基本薬事典，第3版 岡島重孝/編 照林社

D 薬 00180 やさしく学ぶ薬剤経済学 坂巻弘之 じほう

D 薬 00182 薬剤師が変える薬物治療2：安全ながん治療とテーラーメイド医療に向けて 乾賢一/監修 じほう

D 薬 00189 看護・栄養指導のための治療薬ハンドブック，第2版 奈良信雄 医歯薬出版

D 薬 00194 手術室・ＩＣＵで使う薬剤ノート，改訂5版 河本昌志/編 メディカ出版

D 薬 00195 循環器用薬の薬物相互作用 柴川雅彦/監修 医薬ジャーナル社

D 薬 00196 消毒剤の選び方と使用上の留意点，改訂2版 神谷晃 じほう

D 薬 00199 正しいステロイド剤の使い方 2：外用剤編，全面改訂版 塩原哲夫/編 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

D 薬 00200 生活習慣病とその治療薬 橘 敏也 じほう

D 薬 00201 注射薬投与法の基本と工夫：安全かつ有効な投与法を考える 幸保文治 メディカルトリビューン

D 薬 00203 薬のサイエンス Vol.8：特集・抗うつ薬 井村裕夫 フジメディカル出版

D 薬 00204 薬のチェックは命のチェックNo.2：「特集」コレステロール高めは病気でない 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00205 薬のチェックは命のチェックNo.16：「特集」フッ素 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00206 薬のチェックは命のチェックNo.18：「特集」がん治療の壁 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00207 薬のチェックは命のチェックNo.20：「特集」前立腺がん 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00208 薬のチェックは命のチェックNo.21：「特集」大腸がん 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00209 薬のチェックは命のチェックNo.22：「特集」肺がん 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00210 薬のチェックは命のチェックNo.1：「特集」糖尿病 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00211 薬のチェックは命のチェックNo.7：「特集」必須薬 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00212 薬のチェックは命のチェックNo.8：「特集」喘息と必須薬 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

D 薬 00213 薬のチェックは命のチェックNo.9：「特集」ステロイド剤 坂口啓子/編 医薬ビジランスセンター

D 薬 00993 今日の治療薬　（2017年版） 　 浦部晶夫/編 南江堂

D 薬 00994 医者からもらった薬がわかる本，第30版 医薬制度研究会/編 法研

D 薬 00995 最近の新薬2009 薬事日報社/編 薬事日報社

D 薬 00996 くすりの事典 2022年版 片山 志郎 成美堂出版

D 薬 00999 疾患と今日の処方，第5版　 福田保/監修 医歯薬出版

D 薬 01000 正しいステロイド剤の使い方①：内用剤編，改訂版　 宮坂信之/編 医薬ジャーナル社

D 薬 10014 お薬事典　2018年版 一色高明 ユーキャン

D 薬 10015 今日のジェネリック医薬品　2014-2015 「今日の治療薬」編集室/編 南江堂

D 薬 10091 薬がみえる vol.1 第2版 医療情報科学研究所/編集 メディックメディア

D 薬 10092 薬がみえる：Vol.2 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

D 薬 10093 薬がみえる：Vol.3 医療情報科学研究所/編 メディックメディア



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

D 薬 10249 薬がみえる vol.4 医療情報科学研究所/編集 メディックメディア

D 薬 10166 健康食品・サプリ[成分]のすべて 第6版
日本医師会/日本歯科医師会/
日本薬剤師会/監修

同文書院

D 薬 10245
健康食品・サプリメント 知りたいことガイドブック：
Q&Aでわかる正しい知識と選び方

一般財団法人医療経済研究・社会保険
福祉協会/編集 中央法規出版

E トレーニング 00445 新版　介護福祉士養成講座④：リハビリテーション論，第5版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

E トレーニング 00446 系看（系統看護学講座）　別巻：リハビリテーション看護 武田宜子 医学書院

E トレーニング 10098 また立てる・また歩ける 寝たきりの人でもできる「足腰体操」 黒澤尚 講談社

E トレーニング 10106 大人の体力測定 田中喜代次 メディカルトリビューン

Ee リハビリ療法 00219 専門のお医者さんが語るQ&A(26)：脳卒中とリハビリテーション 本多虔夫 保健同人社

Ee リハビリ療法 00230 家庭でできる　リハビリテーション 隆島研吾 法研

Ee リハビリ療法 00599 リハビリテーションのための脳・神経科学入門 森岡周 協同医書出版社

Ee リハビリ療法 00981 理学療法ハンドブック②：治療アプローチ，改訂第４版 細田多穂/編 協同医書出版社

Ee リハビリ療法 00982 理学療法ハンドブック③：疾患別・理学療法基本プログラム，改訂第４版 細田多穂/編 協同医書出版社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ee リハビリ療法 01001 理学療法ハンドブック①：理学療法の基礎と評価，改訂第４版 細田多穂/編 協同医書出版社

Ee リハビリ療法 01024 理学療法ハンドブック④：疾患別・理学療法の臨床思考，改訂第４版 細田多穂/編 協同医書出版社

Ee5 嚥下障害 00233 口から食べる：嚥下障害Ｑ＆Ａ，第3版 藤島一郎 中央法規出版

Ee5 嚥下障害 00234 誤嚥を防ぐケアとリハビリテーション　食べる楽しみをいつまでも 藤谷順子/編 日本看護協会出版会

Ee5 嚥下障害 00235 嚥下障害食のつくりかた，改訂新版　 藤谷順子 日本医療企画

Ee5 嚥下障害 10099 いっしょに食べよ！病院の栄養士が考えたおいしい嚥下食レシピ あかいわチームクッキング ライフサイエンス出版

Ee5 嚥下障害 10100 きょうもいっしょに食べよ！病院の栄養士が考えたおいしい嚥下食レシピ あかいわチームクッキング ライフサイエンス出版

Ee5 嚥下障害 10146 誤嚥性肺炎で困らない本 寺元浩平 河出書房新社

●Ei 禁煙 00237 やさしい禁煙の方法と自己管理 北村諭 医薬ジャーナル社

Ei 禁煙 00238 禁煙セラピー　らくらく成功日誌365 アレン・カー KKロングセラーズ

Ei 禁煙 02319 イラスト版：読むだけで絶対やめられる禁煙セラピー アレン・カー KKロングセラーズ

Ei 禁煙 02320 イラスト版：女性のための禁煙セラピー アレン・カー KKロングセラーズ



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fa 一般医学 00006 系看（系統看護学講座）　別巻：医学概論 日野原重明 医学書院

Fa1 一般 00217 標準外科学，第12版　 北島政樹/監修 医学書院

Fa1 一般 08052 図解入門よくわかる：最新「病」の基本としくみ 伊藤健次郎/監修 秀和システム

Fa1 一般 10167 病気&診療 完全解説BOOK 2019年新版 平田 恭信/監修 医学通信社

Fa4 食事療法 00241 がん抑制の食品事典 西野輔翼/編 法研

Fa4 食事療法 00246 系看（系統看護学講座）　別巻：栄養食事療法 中村丁次 医学書院

●Fb 骨/関節/筋肉 00273 やさしい自己管理シリーズ：やさしい変形性膝関節症の自己管理 鳥巣岳彦 医薬ジャーナル社

●Fb 骨/関節/筋肉 08027 やさしい自己管理シリーズ：やさしい肩の痛みの自己管理 井樋栄二/編 医薬ジャーナル社

Fb 骨/関節/筋肉 00257 健康ライブラリー　新版：外反母趾を防ぐ・治す 井口傑 講談社

Fb 骨/関節/筋肉 00258 健康ライブラリー　イラスト版：股関節の痛みはこれでとる 二ノ宮節夫/監修 講談社

Fb 骨/関節/筋肉 00265
目でみる医書シリーズ：
徹底図解　くび・肩・腕の痛み：うっとうしさを取り去る

黒田栄史/監修 法研

Fb 骨/関節/筋肉 00266 目でみる医書シリーズ：徹底図解　腰・ひざの痛み：がんこな痛みを癒す 黒田栄史/監修 法研



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fb 骨/関節/筋肉 00270 「むち打ち症」はこれで治る！，改訂新版 中井宏/編 日本医療企画

Fb 骨/関節/筋肉 00271 ポケット版　整形外科ケアマニュアル 土方浩美/編著 照林社

Fb 骨/関節/筋肉 00277
変形性股関節症の運動・生活ガイド 第3版：
運動療法と日常生活動作の手引

杉岡洋一/監修 日本医事新報社

Fb 骨/関節/筋肉 00279 標準整形外科学，第10版 国分正一/監修 医学書院

Fb 骨/関節/筋肉 02325
すぐ役に立つ介護予防フィットネス：
ロコモティブシンドロームに対応したQOL向上運動・実践ガイド

石井千惠 誠文堂新光社

Fb 骨/関節/筋肉 02326
日本整形外科学会診療ガイドライン：大腿骨頚部/転子部骨折診療ガ
イドライン，改訂第2版（CD-ROM付）

日本整形外科学会他/編 南江堂

Fb 骨/関節/筋肉 02330 歩き方を変えれば外反母趾はここまで治る! 古屋達司 メタモル出版

Fb 骨/関節/筋肉 08014 高齢者のからだと病気シリーズ：関節の痛み 安倍千之 日本医学館

Fb 骨/関節/筋肉 08017 よくわかる最新医学：坐骨神経痛 久野木順一/監修 主婦の友社

Fb 骨/関節/筋肉 08041
患者さんのための頚椎後縦靭帯骨化症ガイドブック：
診療ガイドラインに基づいて

日本整形外科学会診療ガイドラ
イン委員会他/編

南江堂

Fb 骨/関節/筋肉 08042
手足のしびれ、歩きにくい症状がある方に：
診療ガイドラインに基づいた頸椎症性脊髄症ガイドブック

日本整形外科学会診療ガイドラ
イン委員会他/編

南江堂

Fb 骨/関節/筋肉 08080
トップ専門医の「家庭の医学」シリーズ：
スーパー図解　くび・肩・背中の痛み

星川吉光/監修 法研



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fb 骨/関節/筋肉 10008 脊髄損傷者のウェルビーイング：QOLの向上のために 米国脊髄医学コンソーシアム/編 日本せきずい基金

Fb 骨/関節/筋肉 10023 最新版　ひざの痛みをしっかり治すコツがわかる本 黒澤尚/監修 学研パブリッシング

Fb 骨/関節/筋肉 10046 「腰痛」「ひざ痛」「股関節痛」「首・肩の痛み」のベストチョイス 
NHK「チョイス＠病気になったと
き」番組製作班

主婦と生活社

Fb 骨/関節/筋肉 10074 ウルトラ図解　腰・ひざの痛み 柳本繁/監修 法研

Fb 骨/関節/筋肉 10075 ウルトラ図解　くび・肩・背中の痛み 手塚正樹/監修 法研

Fb 骨/関節/筋肉 10086 病気がみえる⑪：運動器・整形外科 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Fb 骨/関節/筋肉 10144
名医が教える 足のお悩み完全解決バイブル：
痛み・不調の理由と治し方がよくわかる

高倉義典 誠文堂新光社

Fb 骨/関節/筋肉 10160 よくわかる最新医学：変形性ひざ関節症 八木貴史 主婦の友社

Fb 骨/関節/筋肉 10231 古武術と骨法療術：石黒流田村宗家の神髄 鈴木久仁尚直/著 アテネ出版

Fb 骨/関節/筋肉 10243 名医が答える! 首・肩・腕の痛みとしびれ 治療大全 井須 豊彦/監修 講談社

●Fb5 腰痛 00272 やさしい自己管理シリーズ：やさしい腰痛の自己管理 米延策雄/監修 医薬ジャーナル社

Fb5 腰痛 00260 高齢者のからだと病気シリーズ：腰痛 梶原一 日本医学館



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fb5 腰痛 00282 よくわかる最新医学：腰痛 住田憲是/監修 主婦の友社

Fb5 腰痛 00283 腰痛の病態生理と診断・治療 山岸正明 真興交易医書出版部

Fb5 腰痛 00285 椎間板ヘルニアと言われたらこの本を読もう 諸岡正明 文芸社

Fb5 腰痛 01002 新版 坐骨神経痛（腰部脊柱管狭窄症）がわかる本 戸山芳昭 法研

Fb5 腰痛 02331 健康ライブラリー　イラスト版：画像ではわからないしつこい腰の痛みを治す本 井須豊彦/監修 講談社

Fb5 腰痛 10016 9割の腰痛は自分で治せる 坂戸孝志 KADOKAWA

Fb5 腰痛 10019 らくらく健康シリーズ：椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症を自分で治すための本 久野木順一 SBクリエイティブ

Fb5 腰痛 10115 健康ライブラリー　イラスト版：「腰ほぐし」で腰の痛みがとれる 黒澤尚/監修 講談社

Fb5 腰痛 10168 ウルトラ図解 坐骨神経痛 久野木 順一/監修 法研

Fb6 痛風 00264 よくわかる最新医学：新版　痛風 小田原雅人/監修 主婦の友社

Fb6 痛風 00281 健康21シリーズ④：痛風の人の食事 藤森新 女子栄養大学出版部

Fb6 痛風 00288 目でみる医書シリーズ：徹底図解　痛風：激痛発作を防いで治す 西岡久寿樹/監修 法研



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fb6 痛風 10076 完全図解 痛風・高尿酸血症のすべて 谷口 敦夫/監修 主婦の友社

●Fb7 骨粗鬆症 00291 やさしい自己管理シリーズ：やさしい骨粗鬆症の自己管理，改訂版 森井浩世 医薬ジャーナル社

Fb7 骨粗鬆症 00261 専門のお医者さんが語るQ&A(32)：骨粗しょう症，改訂新版 広田憲二 保健同人社

Fb7 骨粗鬆症 00280 健康21シリーズ⑤：骨粗鬆症の人の食事　 白木正孝 女子栄養大学出版部

Fb7 骨粗鬆症 00289 高齢者のからだと病気シリーズ：骨粗鬆症 安倍千之 日本医学館

Fb7 骨粗鬆症 00292 美味しさいっぱいの食事療法：骨粗しょう症に効くらくらくレシピ 林 泰史/監修 法研

Fb7 骨粗鬆症 10157 よくわかる最新医学：骨粗鬆症 石橋英明 主婦の友社

●Fc 血液/リンパ 00317 やさしい自己管理シリーズ：やさしい貧血の自己管理 内田立身/編 医薬ジャーナル社

●Fc 血液/リンパ 08025
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい造血幹細胞移植へのアプローチ，改訂版

小寺良尚/編 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 00296 リンパ浮腫がわかる本 予防と治療の実践ガイド 廣田彰男 法研

Fc 血液/リンパ 00298 健康ライブラリー　イラスト版：血液のガン 悪性リンパ腫と白血病 飛内賢正/監修 講談社

Fc 血液/リンパ 00299 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学 [4] 血液・造血器 飯野京子 医学書院



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fc 血液/リンパ 00300 健康21シリーズ⑧：貧血の人の食事 代田常道 女子栄養大学出版部

Fc 血液/リンパ 00301 よくわかる最新医学：冷え症・貧血・低血圧 南雲久美子/監修 主婦の友社

Fc 血液/リンパ 00304 絵でわかるシリーズ：絵でわかる血液のはたらき 八幡義人 講談社

Fc 血液/リンパ 00305 カラダのなかから「きれい」をつくろう！　血液サラサラ健康事典 藤井潤/監修 時事通信出版社

Fc 血液/リンパ 01003 やさしい血液疾患，第5版 押味和夫 日本医事新報社

Fc 血液/リンパ 01004 インフォームドコンセントのための図説シリーズ：悪性リンパ腫，改訂版 堀田知光/編 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 01005 リスクマネジメントに役立つ：最新　輸血のケアQ&A，改訂版 藤田浩/編著 照林社

Fc 血液/リンパ 01007 多発性骨髄腫の診療指針，第2版 日本骨髄腫研究会/編 文光堂

Fc 血液/リンパ 08005 病気がみえる⑤：血液，第2版 医学情報科学研究所/編 メディックメディア

Fc 血液/リンパ 08009 リンパ浮腫治療のセルフケア 佐藤佳代子 文光堂

Fc 血液/リンパ 08067 心配しないでいいですよ：再発・転移悪性リンパ腫 畠清彦 真興交易医書出版部

Fc 血液/リンパ 08071 心配しないでいいですよ：再発・転移　多発性骨髄腫 畠清彦/編 真興交易医書出版部



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fc 血液/リンパ 08075 心配しないでいいですよ：再発・転移　白血病 畠清彦/編 真興交易医書出版部

Fc 血液/リンパ 08095 リンパ浮腫の治療とケア，　第2版 佐藤佳代子/編 医学書院

Fc 血液/リンパ 08096 図解　白血病・悪性リンパ腫がわかる本 永井 正 法研

Fc 血液/リンパ 10140 よくわかる最新医学：リンパ浮腫 保存療法から外科治療まで 廣田彰男/監修 主婦の友社

Fc 血液/リンパ 10169 ウルトラ図解 血液がん 神田 善伸/監修 法研

Fc 血液/リンパ 10247 リンパ浮腫に悩んだらすぐに読みたい本 辻 哲也/監修 女子栄養大学出版部

▲Fd 心臓・血管系 00330 心臓 佐藤達夫/監訳 アプライ

▲Fd 心臓・血管系 00331 心臓「診断法」 佐藤達夫/監訳 アプライ

▲Fd 心臓・血管系 00333 心臓発作後の運動とリハビリテーション 佐藤達夫/監訳 アプライ

●Fd 心臓・血管系 00318 やさしい自己管理シリーズ：やさしい閉塞性動脈硬化症の自己管理 松尾汎/編 医薬ジャーナル社

Fd 心臓・血管系 00310 健康ライブラリー　イラスト版：狭心症・心筋梗塞 発作を防いで命を守る 三田村秀雄/監修 講談社

Fd 心臓・血管系 00311 完全図解 心臓病のすべて 中村 正人/監修 主婦の友社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fd 心臓・血管系 00312
目でみる医書シリーズ：徹底図解
不整脈と心臓病：動悸・息切れ・胸痛を解消する最新治療と生活法

伊東春樹/監修 法研

Fd 心臓・血管系 00315 はじめてのモニター心電図 松井由美恵 メディカ出版

Fd 心臓・血管系 00332
インフォームﾄﾞコンセントのための図説シリーズ：
心臓ペースメーカー・植込み型除細動器，改訂版

田中茂夫/編 医薬ジャーナル社

Fd 心臓・血管系 00335 心臓病の予防・治療と生活のしかた 伊東春樹 主婦と生活社

Fd 心臓・血管系 00341 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学[3] 循環器 吉田俊子 医学書院

Fd 心臓・血管系 01006 同文名医シリーズ：名医のわかりやすい狭心症・心筋梗塞，第4版 小船井良夫 同文書院

Fd 心臓・血管系 02338 イラストでわかる患者さんのための心臓リハビリ入門 上月正博/編 中外医学社

Fd 心臓・血管系 02339 専門医が教える足のむくみと下肢静脈瘤と医療用弾性ストッキング 柳健 現代書林

Fd 心臓・血管系 02340 こうして治す下肢静脈瘤   -日常生活のケアから最新情報まで- 岩井武尚 保健同人社

Fd 心臓・血管系 02341
手術後・退院後の安心シリーズ：
イラストでわかる心臓病：退院後の食事、生活、リハビリテーション

伊東春樹/監修 法研

Fd 心臓・血管系 08002 病気がみえる②：循環器，第5版 医療情報科学研究所 メディックメディア

Fd 心臓・血管系 08083 名医の図解　狭心症・心筋梗塞の最新治療と発作を防ぐ安心読本 相澤忠範 主婦と生活社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fd 心臓・血管系 08111 名医の図解　 狭心症・心筋梗塞の最新治療と発作を防ぐ安心読本 相澤忠範 主婦と生活社

Fd 心臓・血管系 08112
インフォームドコンセントのための図説シリーズ：
心臓ペースメーカー・植込み型除細動器，改訂版

田中茂夫/編 医薬ジャーナル社

Fd 心臓・血管系 10000 NHK出版　病気がわかる本：心房細動に悩むあなたへ 山下武志 NHK出版協会

Fd 心臓・血管系 10049 血管若返り教室　NHKチョイス＠病気になったとき　特別編集
NHK「チョイス＠病気になったと
き」番組製作班

主婦と生活社

Fd 心臓・血管系 10119
健康ライブラリー　イラスト版：
下肢静脈瘤 最新の日帰り治療できれいな足を取り戻す

広川雅之/監修 講談社

Fd 心臓・血管系 10170 ウルトラ図解 狭心症・心筋梗塞 矢嶋 純二/監修 法研

●Fe がん 00385
やさしい自己管理シリーズ：
やさしいがんの痛みの自己管理，改訂4版

武田文和 医薬ジャーナル社

Fe がん 00348 がんを生きるガイド　「がん難民」にならないために 日経メディカル/編 日経BP社

Fe がん 00349 がん患者さんの心と体の悩み解決ガイド 日経メディカル/編 日経BP社

Fe がん 00352 健康21シリーズ⑫：がん術後の人の食事　 太田博俊 女子栄養大学出版部

Fe がん 00361 あなたのためのがん用語事典 日本医学ジャーナリス協会/編 文藝春秋

Fe がん 00364 がんと向き合う安心便利ノート 中村直行/編著 名著出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fe がん 00365 がんに負けない治療の最前線 毎日新聞「がん」取材班/編 毎日新聞社

Fe がん 00369 ぷらいまりBOOKS1：がんはなぜ問題視されるのか 谷田憲俊 プリメド社

Fe がん 00378 ガン全種類別・最新治療法：ガンのすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス/編 学習研究社

Fe がん 00379 ガンのすべてがわかる本：ガン全種類別・最新治療法（複本） 矢沢サイエンスオフィス/編 学習研究社

Fe がん 00386
よくわかる癌放射線治療の基本と実際：
放射線治療にかかわる看護スタッフと患者のために

兼平千裕/編 真興交易医書出版部

Fe がん 00387 がん告知それからどうする：悪化するがんの治療百科，改訂版 幕内雅敏/監修 三省堂

Fe がん 00403 痛みのケア 慢性痛、がん性疼痛へのアプロｰチ 熊澤孝朗/編 照林社

Fe がん 00549
実践Q＆Aシリーズ：乳がん・消化器がんの薬物療法を中心に：
がん患者ケアＱ＆Ａ

古河洋/監修 じほう

Fe がん 02346 図解　がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと 土屋了介 エクスナレッジ

Fe がん 08012
がんよろず相談Q＆Aシリーズ：がん患者さんと家族のための症状で選
ぶ！「抗がん剤・放射線治療と食事のくふう」

山口 建/編著 女子栄養大学出版部

Fe がん 08013 ビジュアル版　がんの教科書 中川恵一 三省堂

Fe がん 08053 絵でわかるシリーズ：絵でわかるがんと遺伝子 野島博 講談社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fe がん 08070 心配しないでいいですよ：放射線治療 山下孝・隅田伊織 真興交易医書出版部

Fe がん 08088 がん・家族はどうしたらよいか 季羽倭文子 池田書店

Fe がん 08121 がんに負けない、あきらめないコツ 鎌田實 朝日新聞社

Fe がん 10001
看護ワンテーマBOOK：
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ

川口美喜子 医学書院

Fe がん 10002
看護ワンテーマBOOK：
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ

川口美喜子 医学書院

Fe がん 10003 もしも、がんが再発したら[患者必携] 本人と家族に伝えたいこと
国立がん研究センターがん対策
情報センター/編著

英治出版

Fe がん 10004 もしも、がんが再発したら「患者必携」本人と家族に伝えたいこと
国立がん研究センターがん対策
情報センター/編著

英治出版

Fe がん 10007 患者必携：がんになったら手にとるガイド
国立がんセンターがん対策情報
センター/編著

学研メディカル秀潤社

Fe がん 10010 わたしも、がんでした。 がんと共に生きるための処方箋
独立行政法人国立がん研究セ
ンターがん対策情報センター/編

日経BP社

Fe がん 10032 患者必携：がんになったら手にとるガイド（複本）
国立がん研究センターがん対策
情報センター/編著

学研メディカル秀潤社

Fe がん 10036 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド
特定非営利活動法人日本緩和医療
学会ガイドライン委員会/編

金原出版

Fe がん 10059 早わかり　がんの痛みケア・ノート，新版 小早川晶/著 照林社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fe がん 10081 患者さんと家族のための放射線治療Q&A 2020年版 日本放射線腫瘍学会 金原出版

Fe がん 10082 ガンカンジャ　1　空は高くいい天気なのに フツー/著 KADOKAWA

Fe がん 10083 ガンカンジャ　2　夢の中だけでも安らかに フツー/著 KADOKAWA

Fe がん 10084 ガンカンジャ　3　奇跡のように帰ってきて フツー/著 KADOKAWA

Fe がん 10085 ガンカンジャ　4　失くした心を取り戻して フツー/著 KADOKAWA

Fe がん 10139
がん総合相談に携わる者に対する研修プログラム策定事業研修テキ
スト：がんピアサポーター編

厚労省 厚労省

Fe がん 10171 国立がん研究センターの正しいがん検診 中山 富雄/監修  小学館クリエイティブ

Fe がん 10172 がんサバイバーの毎日ごはん 千歳 はるか/著 小学館

Fe がん 10191 原発不明がん~どのように取り扱えば良いのか、診断から治療までの流れ 安藤正志 医学と看護社

Fe がん 10192 よくわかるがん免疫療法ガイドブック: 患者さんとご家族のために
日本バイオセラピィ学会「よくわかるがん
免疫療法ガイドブック‐患者さんとご家族
のために‐」作成ワーキンググループ

金原出版

Fe がん 10214 がんの?に答える本-がん相談ホットラインに寄せられた100の質問と回答
公益財団法人 日本対がん協会
/監修

学研プラス

Fe がん 10228 はじめての放射線治療 その疑問に答えます 笹井 啓資/著 ロギカ書房



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fe がん 10248 まず知っておきたい! がん治療のお金、医療サービス事典 山﨑 知子/編 全日本病院出版会

Fe5 がん介護 00400 退院後のがん患者と家族の支援ガイド 日本ホスピス・在宅ケア研究会/編 プリメド社

Fe5 がん介護 02351 がんと一緒に働こう!　－必携CSRハンドブック CSRプロジェクト/編 合同出版

Fe6 化学療法 00374 がん化学療法と患者ケア，改訂第2版 福島雅典/監修 医学芸術新社

Fe6 化学療法 00382 データで見る抗がん剤のやめ方始め方 近藤誠 三省堂

Fe6 化学療法 00390 医者に聞けない抗癌剤の話，増補改訂版　 平岩正樹 海竜社

Fe6 化学療法 00412 抗ガン剤治療のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス/編 学習研究社

Fe6 化学療法 02354
あなたが受けられる抗がん剤治療気になる副作用とかかるお金：
国立がん研究センター

荒井保明/監修 主婦の友社

Fe6 化学療法 02355 基本まるわかり！：分子標的薬，改訂2版　 石川和宏 南山堂

Fe6 化学療法 02357 新　がん化学療法ベスト・プラクティス 佐々木常雄/編 照林社

Fe6 化学療法 08051 患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Q&A 渡辺享/編 医学書院

Fe6 化学療法 10173 最新版 抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっぱいにする食事116 加藤 知子/他 主婦の友社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fe6 化学療法 10193 がん薬物療法レジメンまるわかりBOOK 下山 達 照林社

Fe6 化学療法 10194 やさしくわかる 抗がん剤の副作用とその対処法: いつもと同じ日常を過ごすために 酒井 リカ 法研

Fe7 緩和ケア 00383 Q＆A　知っておきたいモルヒネと緩和ケア質問箱101 濱野恭一/監修 メディカルレビュー社

Fe7 緩和ケア 00417 系看（系統看護学講座）　別巻：緩和ケア 恒藤暁/編 医学書院

Fe7 緩和ケア 08011 よくわかる最新医学：がんの痛み対策と緩和ケア 向山雄人 主婦の友社

Fe7 緩和ケア 10058 緩和ケアのコンサルテーション 小早川晶/著 南江堂

Fe7 緩和ケア 10060 ベッドサイドの実践緩和ケア塾 小早川晶/著 木星舎

Fe7 緩和ケア 10149 Dr.大津の誰でもわかる医療用麻薬 大津秀一 医学書院

Ff 免疫 08097 図解雑学 シリーズ：安保徹の病気にならない免疫のしくみ 安保 徹 ナルメ社

Ff 免疫 10241 しっかりわかる ワクチンと免疫の基礎知識 峰 宗太郎/監修 池田書店

●Ff5 アレルギー 00497
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい花粉症の自己管理：恐れず　侮らず，　改訂版

奥田稔 医薬ジャーナル社

●Ff5 アレルギー 01010
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい食物アレルギーの自己管理，改訂版

馬場実/編 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ff5 アレルギー 00491 専門のお医者さんが語るQ&A(30)：花粉症，改訂新版 大塚博邦 保健同人社

Ff5 アレルギー 00498 花粉症　ここまで分かった！ここまで治る！！ 久松建一 北隆館

Ff6 膠原病 00443 よくわかる最新医学：膠原病 三森明夫/監修 主婦の友社

●Ff7 リウマチ 00447 やさしいリウマチ治療薬の基礎知識 川合眞一 医薬ジャーナル社

Ff7 リウマチ 00267
目でみる医書シリーズ：徹底図解
リウマチ：がまんできない痛みをコントロール

西岡久寿樹/監修 法研

Ff7 リウマチ 00269 健康ライブラリー　イラスト版：歩いて治すひざの痛み 黒沢尚 講談社

Ff7 リウマチ 00448 患者さんとスタッフのためのリウマチ・膠原病ＡＢＣ，改訂第2版 延永正 日本医学出版

Ff7 リウマチ 00449 関節リウマチ患者の在宅生活への支援 今野孝彦/編 メディカルトリビューン

Ff7 リウマチ 00450 患者さんのための関節リウマチ治療ガイドライン 日本リウマチ財団/編 医歯薬出版

Ff7 リウマチ 02362 あきらめないで!　関節リウマチ 松野博明 日本医学出版

Ff7 リウマチ 10174 ウルトラ図解 関節リウマチ 宮坂 信之監修 法研

Fg 伝染・感染症 00452
系看（系統看護学講座）　専門基礎：
疾病のなりたちと回復の促進[3]  微生物学

吉田真一 医学書院



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fg 伝染・感染症 00453 標準感染症学，第2版 齋藤厚/編 医学書院

Fg 伝染・感染症 00454 健康ライブラリー　イラスト版：免疫力を鍛えるスーパー食事法 星野泰三/監修 講談社

Fg 伝染・感染症 00459 こうして防ぐ院内感染：患者の立場から 金森雅彦 医歯薬出版

Fg 伝染・感染症 00460 わかりやすい予防接種，改訂第4版 渡辺博 診断と治療社

Fg 伝染・感染症 00462 感染の理解と消毒・滅菌の看護へのいかしかた，第2版 富野康日己/編 医歯薬出版

Fg 伝染・感染症 00464 感染症法に基づく医師の届出基準 日本医師会/編 中央法規出版

Fg 伝染・感染症 00466 細胞と組織の地図帳 和氣健二郎 講談社

Fg 伝染・感染症 08089 病気がみえる⑥：免疫・膠原病・感染症，　第2版 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Fg 伝染・感染症 08113 ねころんで読めるCDCガイドライン：やさしい感染症対策入門書 矢野邦夫 メディカ出版

Fg 伝染・感染症 10195 たいせつな家族を感染症から守る本 生田 和良 講談社

Fg 伝染・感染症 10196
コロナ時代を生き抜くための 感染しない暮らしのススメ 距離とマスクと
手洗いと

矢野 邦夫 リーダムハウス

Fg 伝染・感染症 10217 手指衛生とハンドケア 森兼 啓太/著 ヴァンメディカル



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fg 伝染・感染症 10224 予防と対策がよくわかる 家族と自分を感染症から守る本 岡田 晴恵/著 KADOKAWA

▲Fh 目 08133
すべての子どもが楽しく学べるアルファベットA ｔoZ：
あるふぁべっとのなかまたち

Team A ｔoZ プロジェクト/編 アストラゼネカ

Fh 目 00472 標準眼科学，第11版 大野重昭/監修 医学書院

Fh 目 00474
目でみる医書シリーズ：徹底図解
目のトラブル：疲れ目から、白内障、緑内障まで

戸張幾生/監修 法研

Fh 目 00481
インフォームドコンセントのための図説シリーズ：
眼科

小口芳久/編 医薬ジャーナル社

Fh 目 02363
別冊NHKきょうの健康：くわしく知りたい目の病気：
白内障・緑内障・加齢黄斑変性

丸田禅/編 NHK出版協会

Fh 目 02364 眼科疾患ビジュアルブック 落合慈之/監修 学研メディカル秀潤社

Fh 目 08110 患者さんから浴びせられる　眼科疾患100の質問　 坪田一男/編 メディカルレビュー社

Fh 目 10048 実例でよくわかる！目の病気：緑内障・白内障・加齢黄斑変性・網膜剥離
NHK「チョイス＠病気になったと
き」番組製作班

主婦と生活社

Fh 目 10124
健康ライブラリー　イラスト版：目の病気がよくわかる本
緑内障・白内障・加齢黄斑変性と網膜の病気

大鹿哲郎/監修 講談社

Fh 目 10135 疲れ目・視力減退にぐぐっと効く生活習慣 主婦の友社/編 主婦の友社

Fh 目 10136 病気を見きわめる 目のしくみ事典 若倉雅登/監修 技術評論者



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fh 目 10150 病気がみえる⑫：眼科 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Fh 目 10158
よくわかる最新医学：
緑内障・白内障 糖尿病網膜症・黄斑変性症・目のアレルギー

杉田美由紀/監修 主婦の友社

Fh 目 10175 ウルトラ図解 白内障・緑内障 ビッセン宮島弘子/監修 法研

Fh 目 10197
目の病気と治療 ビジュアルBOOK: 検査・治療・ケアがみえる×患者さ
んに説明できる

本庄 恵 メディカ出版

●Fi 耳/鼻/喉 08029 やさしい自己管理シリーズ：やさしいアレルギー性鼻炎の自己管理，改訂版 大久保公裕 医薬ジャーナル社

●Fi 耳/鼻/喉 08033 やさしい自己管理シリーズ：やさしい味覚障害の自己管理 池田稔/編 医薬ジャーナル社

●Fi 耳/鼻/喉 08123
やさしく理解できる
メニエール病(めまいと耳鳴り、難聴)の自己管理，改訂版

神崎　仁/編著 医薬ジャーナル社

Fi 耳/鼻/喉 00487 中耳炎がわかる本：急性、慢性化膿性、滲出性、真珠腫性中耳炎 鈴木光也 法研

Fi 耳/鼻/喉 00488 鼻の病気がわかる本 飯田誠 法研

Fi 耳/鼻/喉 00490 専門のお医者さんが語るQ&A(3)：めまい・耳鳴り，改訂新版 馬場俊吉 保健同人社

Fi 耳/鼻/喉 00492 高齢者のからだと病気シリーズ：耳鼻咽喉科の病気 飯田順 日本医学館

Fi 耳/鼻/喉 00493 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学 [14] 耳鼻咽喉 小松浩子 医学書院



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fi 耳/鼻/喉 00494 専門のお医者さんが語るQ&A(16)：中耳炎 老木浩之 保健同人社

Fi 耳/鼻/喉 00495 目でみる医書シリーズ：徹底図解　めまい・耳鳴り 水野正浩/監修 法研

Fi 耳/鼻/喉 00496 健康ライブラリー　イラスト版：難聴・耳鳴り・めまいの治し方 小川郁/監修 講談社

Fi 耳/鼻/喉 02365 耳トレ! 　こちら難聴・耳鳴り外来です。 中川雅文 エクスナレッジ

Fi 耳/鼻/喉 02366 「聞こえ」に不安を感じたら…：補聴器の使いこなし方 河野淳 メディカルトリビューン

Fi 耳/鼻/喉 08059 頭頚部癌診療ガイドライン　2009年版 日本頭頚部癌学会/編 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 08093
めまいは寝てては治らない：
実践！めまいを治す２２のリハビリ，　第2版（DVD付）

新井基洋 中外医学社

Fi 耳/鼻/喉 10035 自宅で治せるめまいリハビリ 五島史行 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10056 自宅で治せる めまいリハビリ，第2版 五島史行/著 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10057 自宅で治せる めまいリハビリ，第2版 五島史行/著 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10109 一緒に治せる めまいと頭痛 五島史行 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10137
図解 専門医が教える！
めまい・メニエール病を自分で治す正しい知識と最新療法

肥塚泉/監修 日東書院本社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fi 耳/鼻/喉 10176 ウルトラ図解 めまい・耳鳴り 古宇田 寛子/監修 法研

Fi 耳/鼻/喉 10198 患者さん向け耳鳴診療Q&A 一般社団法人日本聴覚医学会 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10199 病気がみえる⑬：耳鼻咽喉科 医療情報科学研究所 メディックメディア

Fi 耳/鼻/喉 10229 「よく聞こえない」ときの耳の本 2021年版 朝日新聞出版/編集 朝日新聞出版

Fi 耳/鼻/喉 10230
耳鼻咽喉科の名医と“きこえ"のプロが教える
耳が遠くなった?と思ったら読む本

市村恵一/著 マガジンハウス

▲Fj 歯 00508 歯 佐藤達夫/監訳 アプライ

Fj 歯 00502 高齢者のからだと病気シリーズ：口腔ケア-入れ歯で歩く元気な老後 福田徳治 日本医学館

Fj 歯 00504 専門のお医者さんが語るQ&A(23)：歯周病 新井高/編 保健同人社

Fj 歯 00505
系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：
成人看護学 [15]  歯・口腔

小島愛子 医学書院

Fj 歯 00506
目でみる医書シリーズ：徹底図解
むし歯・歯周病 ：「一生笑顔」を約束する新しい歯科の常識

熊谷崇/監修 法研

Fj 歯 00507
高齢者・有病者のための歯科診療：
さまざまな合併症をもつ患者さんを前にどう考えるか

山崎博嗣 学建書院

Fj 歯 00510 歯のはなし なんの歯この歯 後藤仁敏 医歯薬出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fj 歯 00512 心身医療と歯科医療：歯・口腔・顎と心と健康科学 都温彦/編 新興医学出版社

Fj 歯 02409 新編　5分でできる口腔ケア：介護のための普及型口腔ケアシステム 角保徳/編 医歯薬出版

Fj 歯 08043 看護に役立つ口腔ケアテクニック 晴山婦美子/編 医歯薬出版

Fj 歯 08060 科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン　2009年版 日本口腔腫瘍学会他/編 金原出版

Fj 歯 08102 口唇裂・口蓋裂治療の手引き，　改訂第3版
昭和大学口唇裂・口蓋裂診療班
/編

金原出版

Fj 歯 10073 ウルトラ図解　歯周病 渡辺久/監修 法研

Fj 歯 10094 歯みがきしてるのにむし歯になるのはナゼ?
最先端のむし歯・歯周病予防を
要求する会

オーラルケア

Fj 歯 10095 あの人のお口がにおったのはナセ゛?
最先端のむし歯・歯周病予防を
要求する会

オーラルケア

Fj 歯 10096 図解　むし歯 歯周病の最新知識と予防法 倉治ななえ/監 日東書院本社

Fj 歯 10097 歯みがき革命！ 我妻美夕紀 文渓堂 

Fj 歯 10177 患者さんと家族のためのよくわかる口腔がん治療 片倉 朗/著 インターアクション

Fl 内分泌 00558 専門のお医者さんが語るQ&A(27)：甲状腺の病気，改訂新版 佐藤幹二 保健同人社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fl 内分泌 00559 よくわかる最新医学：甲状腺の病気 伊藤公一/監修 主婦の友社

Fl 内分泌 01011 甲状腺の病気を治す本 栗原英夫 法研

Fl 内分泌 10078 ウルトラ図解　甲状腺の病気 伊藤公一/監修 法研

Fl 内分泌 10114 健康ライブラリー　イラスト版：新版 甲状腺の病気の治し方 伊藤公一/監修 講談社

Fl 内分泌 10138 症例解説でよくわかる甲状腺の病気 山内泰介 現代書林

Fl 内分泌 10200 とことん解説 人体と健康 ビジュアル ホルモンのはたらき パーフェクトガイド キャサリン・ウイットロック 日経ナショナルジオグラフィック社

●Fm 脳・神経系 00597 やさしい自己管理シリーズ：やさしい頭痛の自己管理 間中信也 医薬ジャーナル社

●Fm 脳・神経系 08100
やさしい自己管理シリーズ：
やさしいパーキンソン病の自己管理，　改訂3版

村田美穂/編著 医薬ジャーナル社

Fm 脳・神経系 00218 高齢者のからだと病気シリーズ：脳卒中 伊藤昌徳 日本医学館

Fm 脳・神経系 00567 新・病気とからだの読本④：脳・神経と精神の病気 浅野孝雄 暮らしの手帳社　

Fm 脳・神経系 00570 EBMに基づくクモ膜下出血診療ガイドライン (CD-ROM付） 日本脳卒中の外科学会他/編 じほう

Fm 脳・神経系 00573 健康ライブラリー　イラスト版：パーキンソン病のことがよくわかる本 柏原健一/監修 講談社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fm 脳・神経系 00579 健康ライブラリー　イラスト版：知的障害のことがよくわかる本 有馬正高/監修 講談社

Fm 脳・神経系 00584 よくわかる最新医学：脳梗塞 脳出血 くも膜下出血 高木誠/監修 主婦の友社

Fm 脳・神経系 00587 健康ライブラリー　イラスト版：脳出血・くも膜下出血はこうして防ぐ、治す 中込忠好/監修 講談社

Fm 脳・神経系 00589 健康ライブラリー　イラスト版：慢性頭痛とつきあう法 寺本純/監修 講談社

Fm 脳・神経系 00593 ナーシング・フォーカス・シリーズ：せん妄：すぐに見つけて！すぐに対応！ 一瀬邦弘/監修 照林社

Fm 脳・神経系 00595 ポケット版　脳神経外科ケアマニュアル 大井静雄/編 照林社

Fm 脳・神経系 00596 やさしい自己管理シリーズ：やさしいてんかんの自己管理，ポケット版 八木和一 医薬ジャーナル社

Fm 脳・神経系 00598
よくわかる脳卒中後遺症におけるうつ病・うつ状態のマネジメント：
神経内科・精神科の立場から

平井俊策/編 医薬ジャーナル社

Fm 脳・神経系 00601 神経救急・集中治療ガイドライン アランH.ロッパー/編 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

Fm 脳・神経系 00607 先端医療ドキュメント漫画：脳血管救命センター物語 岡田靖/監修 メディカルレビュー社

Fm 脳・神経系 00616
目でみる医書シリーズ：徹底図解
脳梗塞：前ぶれをキャッチ・血液サラサラにして後遺症に克つ

作田学/監修 法研

Fm 脳・神経系 01012 脳卒中治療ガイドライン　2009 篠原幸人/編 協和企画



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fm 脳・神経系 02370 決定版！ 家庭でできる脳卒中片マヒのリハビリ：やさしい図解「川平法」 川平和美/監修 小学館

Fm 脳・神経系 02372 みんなで学ぶパーキンソン病   -患者さんとともに歩む診療をめざして- 柏原健一 南江堂

Fm 脳・神経系 08047 脳卒中リハビリガイド：生活の質を高める100のコツ 田口芳雄/監修 学習研究社

Fm 脳・神経系 08079 頭痛外来へようこそ 清水俊彦 保健同人社

Fm 脳・神経系 08107 NHKきょうの健康　別冊：脳卒中　見逃さない、あきらめない 池上晴之/編 NHK出版協会

Fm 脳・神経系 08119 脳からストレスを消す技術 有田秀穂 サンマーク出版

Fm 脳・神経系 08131
脳腫瘍と闘うために、すべてがわかる患者と読む、
患者に話す脳腫瘍 Q&A135

藤巻高光/編著 メディカ出版

Fm 脳・神経系 10011 病気がみえる⑦：脳・神経，第2版 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Fm 脳・神経系 10201 健康ライブラリーイラスト版：脳卒中の再発を防ぐ本 平野 照之/監修 講談社

Fm 脳・神経系 10202 イラストでわかる せん妄・認知症ケア 川畑 信也 法研

Fm 脳・神経系 10219
頭痛外来ガイド エキスパート解説&専門医も驚くトリビア 便利なセルフ
チェック付き

丹羽 潔/著 新興医学出版社

Fm 脳・神経系 10220 身近な人が脳梗塞・脳出血になったときの介護と対策(第2版) 鈩 裕和/監修 自由国民社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fn 呼吸器 00617 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学 [2] 呼吸器 山下香枝子 医学書院

Fn 呼吸器 00622 高齢者のからだと病気シリーズ：肺気腫 千治松洋一 日本医学館

Fn 呼吸器 00624 本棚のホームドクター ④：間質性肺炎・肺線維症 長井苑子 最新医学社

Fn 呼吸器 00625 酸素療法ガイドライン 日本呼吸器学会他/編 メディカルレビュー社

Fn 呼吸器 00626 図解内科学セミナー：呼吸器 永井厚志/監修 中外医学社

Fn 呼吸器 00627 正しいステロイド剤の使い方③：吸入薬編 足立満/編 医薬ジャーナル社

Fn 呼吸器 08004 病気がみえる④：呼吸器，第3版 医学情報科学研究所/編 メディックメディア

Fn 呼吸器 08035 人体スペシャル　胸部の地図帳 佐藤達夫 講談社

Fn 呼吸器 10030 睡眠無呼吸症：広がるSASの診療 塩見利明/編 朝倉書店

Fn5 人工呼吸 00629 人工呼吸ケア「なぜ・何」大百科 道又元裕/編 照林社

▲Fn6 COPD 00825 喘息と慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 佐藤達夫/監訳 アプライ

●Fn6 COPD 00630 やさしい自己管理シリーズ：やさしいＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の自己管理 北村諭 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

●Fn6 COPD 00631
やさしい自己管理シリーズ：
やさしいＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）リハビリテーションの自己管理

本間生夫/監修 医薬ジャーナル社

Fn6 COPD 00638 呼吸不全とつきあうコツ 螺良英郎/編 フジメディカル出版

Fn6 COPD 08016 よくわかる最新医学：COPD 慢性閉塞性肺疾患 木田厚瑞 主婦の友社

Fn7 肺がん 00356 よくわかる最新医学：肺がん 坪井正博 主婦の友社

Fn7 肺がん 00407 より良い治療を受けるための肺ガンハンドブック 土屋繁裕 学習研究社

Fn7 肺がん 01013 最新版　肺がんがわかる本 淺村尚生/監修 法研

Fn7 肺がん 10034 よくわかる肺がんQ&A：患者さんのためのガイドブック
特定非営利活動法人西日本が
ん研究機構（WJOG)/編

金原出版

Fn7 肺がん 10212 からだにやさしい肺がんと胸部疾患のサイバーナイフ治療 宮﨑紳一郎 近代セールス社

●Fn8 ぜんそく 00639 やさしい自己管理シリーズ：やさしい喘息の自己管理，新装版 久保裕/監修 医薬ジャーナル社

Fn8 ぜんそく 00634
目でみる医書シリーズ：徹底図解
ぜんそく：健やかな毎日を約束する最新治療

多田寛/監修 法研

Fn8 ぜんそく 01014 喘息予防・管理ガイドライン　2009 日本アレルギー学会他/編 協和企画

Fn8 ぜんそく 10072 ウルトラ図解　ぜんそく 足立満/監修 法研



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fn8 ぜんそく 10116 健康ライブラリー　イラスト版：「ぜんそく」のことがよくわかる本 松瀬厚人/監修 講談社

▲Fo 皮膚/髪/爪 00645 皮膚の病気 佐藤達夫/監訳 アプライ

Fo 皮膚/髪/爪 00428 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学[12]  皮膚 渡辺晋一 医学書院

Fo 皮膚/髪/爪 00435 皮膚科診療最前線シリーズ：じんましん最前線 秀道広/編 メディカルレビュー社

Fo 皮膚/髪/爪 00436 スポーツと皮膚 ：アスリートの皮膚トラブルの対策とスキンケア 上田由紀子 文光堂

Fo 皮膚/髪/爪 00641 標準皮膚科学，第9版　　 滝川雅浩/監修 医学書院

Fo 皮膚/髪/爪 08126 みんなの女性外来：皮膚のトラブルが治らないときの本 対馬ルリ子/監修 小学館

Fo 皮膚/髪/爪 10126 健康ライブラリー　イラスト版：帯状疱疹の痛みをとる本 本田まりこ/監修 講談社

Fo 皮膚/髪/爪 10141 皮膚疾患ベスト治療：臨床決断の戦略・エビデンス 宮地良樹/編 学研メディカル秀潤社

Fo 皮膚/髪/爪 10142 WHAT’S NEW in皮膚科学 2018-2019―Dermatology Year Book 宮地良樹/編 メディカルレビュー社

Fo 皮膚/髪/爪 10143 巻き爪、陥入爪、外反母趾の特効セルフケア 高山かおる/著 マキノ出版

Fo 皮膚/髪/爪 10145
ここがポイント！見てわかる高齢者の皮膚トラブル
悪化させないケアのコツと褥瘡予防

種田明生/監修 メディカ出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fo 皮膚/髪/爪 10156 よくわかる最新医学：皮膚の病気 清佳浩/監修 主婦の友社

Fo 皮膚/髪/爪 10203 医療と介護のための爪のケア 武藤 芳照 新興医学出版社

Fo 皮膚/髪/爪 10204 病気がみえる⑭：皮膚科 医療情報科学研究所 メディックメディア

●Fp 泌尿器 00661 やさしい前立腺疾患のマネジメント 武田正之/編 医薬ジャーナル社

●Fp 泌尿器 08022 やさしい自己管理シリーズ：やさしい過活動膀胱の自己管理 武田正之/編 医薬ジャーナル社

Fp 泌尿器 00397 前立腺癌診療ガイドライン　2006年版 日本泌尿器科学会/編 金原出版

Fp 泌尿器 00650 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学 [8] 腎・泌尿器 阿部信一 医学書院

Fp 泌尿器 00652 専門のお医者さんが語るQ&A(31)：前立腺の病気，改訂新版　 杉村芳樹 保健同人社

Fp 泌尿器 00653 前立腺の病気がわかる本　：前立腺肥大症・前立腺がんの最新治療 窪田吉信/編 法研

Fp 泌尿器 00654 よくわかる最新医学：新版　前立腺肥大症・前立腺がん 赤倉功一郎 主婦の友社

Fp 泌尿器 00659 すべてわかる！！　前立腺がん・肥大症 本間之夫/編 毎日新聞社

Fp 泌尿器 00660 改訂　トイレが近い人の読む本：頻尿の原因と治療 本間之夫/編 メディカルレビュー社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fp 泌尿器 01015
高齢者のからだと病気シリーズ：
泌尿器科の病気：排尿と性機能の障害

矢島通孝 日本医学館

Fp 泌尿器 02344 聖路加国際病院の健康講座：ゼロからわかる前立腺肥大症前立腺がん 聖路加国際病院/監修 世界文化社

Fp 泌尿器 02382 「排尿トラブル」処方せん 菊地栄次 本の泉社

Fp 泌尿器 08038 組み合わせ自由な新レシピ付き：尿路結石症の治療と食事療法 伊藤晴夫 日東書院本社

Fp 泌尿器 08069 心配しないでいいですよ：再発・転移 　前立腺がん 福井巌/監修 真興交易医書出版部

Fp 泌尿器 10012 病気がみえる⑧：腎・泌尿器、　3版 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Fp 泌尿器 10117
健康ライブラリー　イラスト版：
前立腺がん より良い選択をするための完全ガイド

頴川晋/監修 講談社

Fp 泌尿器 10178 前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金 赤倉 功一郎/監修 主婦の友社

Fp 泌尿器 10179 ウルトラ図解 前立腺の病気 高橋 悟/監修 法研

●Fr 腎臓 08019
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい慢性腎臓病の自己管理，改訂4版

今井圓裕/編 医薬ジャーナル社

●Fr 腎臓 08024
やさしい自己管理シリーズ：
やさしいネフローゼ症候群の自己管理

斉藤喬雄/編 医薬ジャーナル社

●Fr 腎臓 10088
やさしい腎臓病患者のためのリン・カルシウム代謝の自己管理
-保存期・透析期から移植期まで-，改訂版

深川雅史/編著 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fr 腎臓 00242 食事療法シリーズ③：腎臓病の食事療法，第3版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Fr 腎臓 00647 健康21シリーズ⑩：腎臓病の人の食事　 北本清 女子栄養大学出版部

Fr 腎臓 00671 健康ライブラリー　イラスト版：腎臓病のことがよくわかる本 小松康宏/監修 講談社

Fr 腎臓 00672 よくわかる最新医学：腎臓病 川村哲也/監修 主婦の友社

Fr 腎臓 00679 腎癌診療ガイドライン  2007年版 日本泌尿器科学会/編 金原出版

Fr 腎臓 00680 腎臓を守る食事シリーズ①：腎臓病　たんぱく質30ｇの献立集 宮本佳代子 女子栄養大学出版部

Fr 腎臓 00687 慢性腎不全保存期のケア：寛解を目指した慢性腎臓病の治療，第3版 佐中孜 医学書院

Fr 腎臓 01016 専門のお医者さんが語るQ&A：腎臓の病気，改訂新版 富野康日己 保健同人社

Fr 腎臓 08065 CKDってなに？：その理解と早期発見・治療のために 北岡建樹/編 永井書店

Fr 腎臓 08078 NHK出版　実用セレクション健康：腎臓病のための低たんぱくレシピ 出浦照國 NHK出版協会

Fr 腎臓 10236 腎移植 あなたの疑問にすべて答えます 2018 後藤 憲彦/編集 バリュープロモーション

Fr 腎臓 10237 腎移植とくすり 吉田 一成/編集 バリュープロモーション



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

●Fr5 透析 02383 やさしい自己管理シリーズ：やさしい透析患者の自己管理，改訂４版 秋澤忠男/編 医薬ジャーナル社

●Fr5 透析 08032
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい透析患者のためのリン・カルシウム代謝の自己管理

深川雅史/編 医薬ジャーナル社

Fr5 透析 00250 家庭でつくれる透析食Part１，改訂版 杉野信博/監修 ライフサイエンス出版

Fr5 透析 00649
目でみる医書シリーズ：徹底図解
腎臓病と慢性透析：「最新治療」と健やかさを守る生活の知恵

富野康日己/監修 法研

Fr5 透析 00683 透析看護QUESTIONX1：専門技術とリスク・感染管理 水附裕子/監修 中山書店

Fr5 透析 00684 透析看護QUESTIONX2：生活指導と心理的サポート 水附裕子/監修 中山書店

Fr5 透析 00685 透析ケア2000年冬季増刊：透析室の感情トラブル 春木繁一/監修 メディカ出版

Fr5 透析 02385 腹膜透析入門：これで安心! PDライフ 川口良人/監修 東京医学社

Fr5 透析 08066
透析ケア2007年冬季増刊：栄養の知識をしっかり！
食事管理のコツをたっぷり透析患者の食事指導

田村智子/編著 メディカ出版

Fr5 透析 08130 透析ハンドブック：よりよいセルフケアのために，　第4版増補版 小川洋史　岡山ミサ子/監修 医学書院

●Fs 胃腸 00532 やさしい自己管理シリーズ：やさしい逆流性食道炎の自己管理 中村孝司/編 医薬ジャーナル社

●Fs 胃腸 00533 やさしい自己管理シリーズ：やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 寺野彰/編 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

●Fs 胃腸 00534 やさしい自己管理シリーズ：やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理 寺野彰/編 医薬ジャーナル社

Fs 胃腸 00225 レッツ・スタデイ：やさしいストーマケア，改訂版 青木和恵 桐書房

Fs 胃腸 00228 臨床看護セレクション10：実践ストーマ・ケア 穴澤貞夫/編 へるす出版

Fs 胃腸 00236 健康21シリーズ⑪：胃腸手術後の人の食事 河村一太 女子栄養大学出版部

Fs 胃腸 00357 健康ライブラリー　イラスト版：防ぐ、治す食道ガンの最新治療 大津敦/監修 講談社

Fs 胃腸 00516 健康21シリーズ⑦：胃・十二指腸潰瘍の人の食事 林田康雄 女子栄養大学出版部

Fs 胃腸 00518 高齢者のからだと病気シリーズ：胃腸病 渡辺知明 日本医学館

Fs 胃腸 00519 食事療法シリーズ①：胃腸病の食事療法，第2版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Fs 胃腸 00520 よくわかる最新医学：新版　痔の最新治療 平田雅彦 主婦の友社

Fs 胃腸 00525 標準消化器病学 林紀夫/編 医学書院

Fs 胃腸 00530 ウンココロ 　しあわせウンコ生活のススメ 寄藤文平 実業之日本社

Fs 胃腸 00531
カラー写真で見てわかるストーマケア
基本手技・装具選択・合併症ケアをマスター

大村裕子/編 メディカ出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fs 胃腸 00535
安心レシピでいただきます！
潰瘍性大腸炎・クローン病の人のためのおいしいレシピ１２５

斎藤恵子 弘文堂

Fs 胃腸 00545 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学[5]   消化器 松田明子 医学書院

Fs 胃腸 01009 食道癌診断・治療ガイドライン　2007年４月版 日本食道学会/編 金原出版

Fs 胃腸 02387 「排便力」をつけて便秘を治す本 松生恒夫 マキノ出版

Fs 胃腸 08001 病気がみえる①： 消化器、　6版 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Fs 胃腸 08018 健康21シリーズ⑭：潰瘍性大腸炎・クローン病の人の食事 松本誉之 女子栄養大学出版部

Fs 胃腸 08061 よくわかる高齢者の排便障害 高野正博/編 光文社

Fs 胃腸 08082 健康ライブラリー　イラスト版：腸の病気は連鎖する 寺野 彰/監修 講談社

Fs 胃腸 10107 開運便活BOOK (冷え取り健康ジャーナル60号) 健康ジャーナル社 健康ジャーナル社

Fs 胃腸 10122 健康ライブラリー　イラスト版：潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺守/監修 講談社

Fs 胃腸 10180 胃を切った人のための毎日おいしいレシピ250: 一部摘出・全摘出の方も 木下 敬弘/監修 学研プラス

●Fs5 胃がん 08028
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい胃がん外来化学療法の自己管理，追補改訂版

瀧内比呂也/編 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fs5 胃がん 00388 胃癌治療ガイドライン： 医師用 2010年10月改訂，第3版 日本胃癌学会/編 金原出版

Fs5 胃がん 08068 心配しないでいいですよ：再発・転移胃がん 山口俊晴/編著 真興交易医書出版部

Fs5 胃がん 10123 健康ライブラリー　イラスト版：胃がん 完治をめざす最新治療ガイド 佐野武/監修 講談社

Fs5 胃がん 10162 よくわかる最新医学：胃がん 比企直樹 主婦の友社

●Fs6 大腸がん 00554
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理，　改訂版

朴成和/編 医薬ジャーナル社

Fs6 大腸がん 00354 よくわかる最新医学：大腸がん 福長洋介 主婦の友社

Fs6 大腸がん 00552 専門医が語る大腸がんがわかる本 赤須孝之 法研

Fs6 大腸がん 00555 大腸がん：内視鏡検査がよくわかる本 松生恒夫 リヨン社

Fs6 大腸がん 00986
大腸癌治療ガイドラインの解説  2009年版：
大腸癌について知りたい人のために　大腸癌の治療を受ける人のため

大腸癌研究会/編 金原出版

Fs6 大腸がん 01008 大腸癌治療ガイドライン：医師用　2010年版 大腸癌研究会/編 金原出版

Fs6 大腸がん 02389
わかりやすいインフォームドコンセントシリーズ③：
手術日までに患者が知りたい大腸癌：
検査から治療、術後経過、手術費用まで/腹腔鏡下手術について

市原隆夫 金原出版

Fs6 大腸がん 02390 大腸がん手術後の生活読本 高橋慶一 主婦と生活社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Fs6 大腸がん 10037 患者さんのための大腸癌治療ガイドライン 2022年版 大腸癌研究会/編集 金原出版

Fs6 大腸がん 10181 大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ200 塩澤 学/監修 学研プラス

●Fs7 クローン病 00557 やさしい自己管理シリーズ：やさしいクローン病の自己管理 松澤佑次/監修 医薬ジャーナル社

Fs7 クローン病 08064 クローン病ってこんな病気 福田能啓/編 診断と治療社

Fs9 潰瘍性大腸炎 00540 EBMシリ−ズ：潰瘍性大腸炎 正しい治療がわかる本 中島淳 法研

●Ft 肝臓/胆のう/膵臓 08020 やさしい自己管理シリーズ：やさしい高齢者肝疾患の自己管理，改訂版 八橋弘/編 医薬ジャーナル社

●Ft 肝臓/胆のう/膵臓 08031 やさしい自己管理シリーズ：やさしい肝臓病の自己管理 林紀夫/編 医薬ジャーナル社

●Ft 肝臓/胆のう/膵臓 08034 やさしい自己管理シリーズ：やさしいC型肝炎の自己管理，改訂3版 岡上武 医薬ジャーナル社

●Ft 肝臓/胆のう/膵臓 10089 やさしい膵・胆道がん　外来化学療法の自己管理 古瀬純司/編著 医薬ジャーナル社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00240 食事療法シリーズ②：肝臓・胆のう・膵臓病の食事療法，第3版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00355
目でみる医書シリーズ：徹底図解
肝臓病： Ｃ型肝炎から肝がん・脂肪肝までの「最新治療」

与芝真/監修 法研

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00524 健康21シリーズ⑨：胆石・胆のう炎・膵炎の人の食事　 田中照二 女子栄養大学出版部



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00526 よくわかる最新医学：膵臓・胆のう・胆管の病気 白鳥恵子/監修 主婦の友社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00541 専門のお医者さんが語るQ&A(24）：Ｃ型肝炎，改訂新版 清沢研道 保健同人社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00543 よくわかる最新医学：新版　Ｃ型肝炎Ｂ型肝炎 中嶋俊彰 主婦の友社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00544 健康21シリーズ②：肝臓病の人の食事 黒田博之 女子栄養大学出版部

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00665 よくわかる最新医学：肝臓病 泉並木 主婦の友社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 00682 健康ライブラリー　イラスト版：防ぐ、治す胆のう・胆管の病気 税所宏光/監修 講談社

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 01017 急性膵炎の診療ガイドライン2010，第3版 高田忠敬/編 金原出版

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 02391 芽がでるシリーズ：健康診断で肝臓の数値が気になるとき読む本 泉並木/監修 幻冬舎

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 10038
胆道がんの治療とケアガイド
-胆道がんの患者さん・ご家族と、がん治療に携わるすべての人々へ

がん研究会有明病院/編 金原出版

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 10101 胆石・胆のう炎・膵炎の安心ごはん 加藤眞三 女子栄養大学出版部

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 10108 患者さん・ご家族・一般市民のための膵がん診療ガイドライン2016の解説
日本膵臓学会膵癌診療ガイドラ
イン改訂委員会

金原出版

Ft 肝臓/胆のう/膵臓 10121
健康ライブラリー　イラスト版：
肝炎のすべてがわかる本 C型肝炎・B型肝炎・NASHの最新治療

泉並木/監修 講談社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

▲Gg 女性の健康 00662 女性性器と痛み 佐藤達夫/監訳 アプライ

●Gg 女性の健康 00703 やさしい自己管理シリーズ：やさしい更年期障害の自己管理 青野敏博/編 医薬ジャーナル社

Gg 女性の健康 00408 卵巣がん治療ガイドライン　2010年版　 日本婦人科腫瘍学会/編 金原出版

Gg 女性の健康 00690 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：成人看護学 [9]  女性生殖器 末岡浩 医学書院

Gg 女性の健康 00692 ウィメンズヘルス事典：女性のからだとこころガイド 日本母性衛生学会他/編 中央法規出版

Gg 女性の健康 00695 子宮がん・卵巣がん全書 野澤志朗/編著 法研

Gg 女性の健康 00697 新・病気とからだの読本⑧：女性の病気
竹谷雄二
岩本　誠/監修

暮らしの手帳社　

Gg 女性の健康 00699 高齢者のからだと病気シリーズ：閉経後 宮崎亮一郎 日本医学館

Gg 女性の健康 00704 月経らくらく講座：もっと上手に付き合い、素敵に生きるために 松本清一/監修 文光堂

Gg 女性の健康 00705 月経困難症に悩む女性の支援ガイド
ウイメンズヘルスを研究する女
性家庭医グループ/著

プリメド社

Gg 女性の健康 00707
女性の生き方を変える更年期完全ガイド：
心身の健康から、ホルモン療法、ダイエットまで

Ｃ．ノースロップ 創元社

Gg 女性の健康 00714 名前のない病気 不定愁訴 南雲久美子 家の光協会



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gg 女性の健康 02395 みんなの女性外来：人に言えないからだの悩みを解決する本 対馬ルリ子/監修 小学館

Gg 女性の健康 08006 病気がみえる⑨：婦人科・乳腺外科，第4版 医学情報科学研究所/編 メディックメディア

Gg 女性の健康 08010
乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を
自分でケアする  ( DVD２枚付）

廣田彰男/監修 主婦の友社

Gg 女性の健康 08073 心配しないでいいですよ：再発・転移　子宮がん 瀧澤憲 真興交易医書出版部

Gg 女性の健康 08074 心配しないでいいですよ：再発・転移　卵巣がん 瀧澤憲 真興交易医書出版部

Gg 女性の健康 08106 NHKきょうの健康　別冊：女性の尿トラブル　気になる症状を改善する 池上晴之/編 NHK出版協会

Gg 女性の健康 08124 みんなの女性外来：生理(月経)のトラブルがつらいときの本 対馬ルリ子/監修 小学館

Gg 女性の健康 08125 みんなの女性外来：イライラ・落ち込みが激しいときの本 対馬ルリ子/監修 小学館

Gg 女性の健康 08127 女性のがん心のケア：がん患者さんの「心の悩み」治療法 大西秀樹 土屋書店

Gg 女性の健康 08129
患者さんとご家族のための
子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドライン

日本婦人科腫瘍学会/編 金原出版

Gg 女性の健康 10120
健康ライブラリー　イラスト版：
子宮がん・卵巣がん より良い選択をするための完全ガイド

宇津木久仁子/監修 講談社

Gg 女性の健康 10128 健康ライブラリー　イラスト版：女性のADHD 宮尾益知/監修 講談社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gg 女性の健康 10130 健康ライブラリー　イラスト版：女性のアスペルガー症候群 宮尾益知/監修 講談社

Gg 女性の健康 10221 いちばん親切な更年期の教科書 高尾 美穂/著 世界文化社

Gg 女性の健康 10225 悩んでいませんか? 女性の頻尿・尿もれ 巴 ひかる/監修 主婦の友社

Gg5 子宮筋腫 00694 専門のお医者さんが語るQ&A(29)：子宮筋腫 藤井信吾 保健同人社

Gg5 子宮筋腫 00696 専門のお医者さんが語るQ&A(29)：子宮筋腫，改訂新版 藤井信吾 保健同人社

Gg5 子宮筋腫 00729 子宮筋腫はこわくない 中村幸雄 悠飛社　

Gg6 乳がん 00717 乳がん全書 福田 護/編 法研

Gg6 乳がん 00723 マンモグラフィガイドライン，第3版 日本医学放射線学会他/編 医学書院

Gg6 乳がん 00725
科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン①：
薬物療法　2010年版（CD-ROM付）

日本乳癌学会/編 金原出版

Gg6 乳がん 00730 聖路加国際病院　健康講座⑲：乳がん　 あなたにとって一番の治療を 中村清吾/監修 双葉社

Gg6 乳がん 00731 別冊NHKきょうの健康：乳がん：からだとこころを守る 池上晴之/編　岩田広治/監修 NHK出版協会

Gg6 乳がん 00732 乳がん 私らしく生きる ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ/編 ライフサイエンス出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gg6 乳がん 00735 乳腺画像診断法：Ｘ線・超音波と病理 松江寛人/編 金原出版

Gg6 乳がん 00736 乳房温存療法ガイドライン： 医療者向け
厚生労働科学研究費補助金「がん
臨床研究事業」・標準的な乳房温存
療法の実施要項の研究班/編

金原出版

Gg6 乳がん 00985
科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン②：
外科療法　2008年度版（CD-ROM付）

日本乳癌学会/編 金原出版

Gg6 乳がん 00987 科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン⑤：疫学・予防　2008年版 日本乳癌学会/編 金原出版

Gg6 乳がん 01018 マンモグラフィ診断の進め方とポイント，第3版 東野英利子 金原出版

Gg6 乳がん 08072 心配しないでいいですよ：再発・転移　乳がん， 改訂第2版 畠清彦/編 真興交易医書出版部

Gg6 乳がん 08128
日経ヘルス　プルミエ編：
「乳がん」かも、といわれたら：乳がんの最適治療2011〜2012

沖本健二/編 日経BP社

Gg6 乳がん 10009 患者さんのための乳がん診療ガイドライン　2016年版 日本乳癌学会/編 金原出版

Gg6 乳がん 10070 がんよろず相談Q＆A　第6集：乳がん編③
「がんの社会学」に関する合同
研究班

「がんの社会学」に関する合同
研究班

Gg6 乳がん 10154 願いをかなえる乳房再建 辻直子 現代書林

Gg6 乳がん 10161 よくわかる最新医学：乳がん 山内英子 主婦の友社

Gg6 乳がん 10182 乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内 英子/監修 主婦の友社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gh 妊娠/出産 00691 標準産科婦人科学，第3版 丸尾猛/編 医学書院

Gh 妊娠/出産 00712 妊婦と薬物治療の考え方：投薬時の注意と禁忌，全面改訂第2版 松田静治/編 ヴァン・メディカル

Gh 妊娠/出産 00713 スキルアップのための妊婦への服薬指導 田中憲一/編 南山堂

Gh 妊娠/出産 00722 新訂　マタニティアセスメントガイド 吉沢豊予子/編 真興交易医書出版部

Gh 妊娠/出産 00738 食事療法シリーズ⑧：妊娠・授乳期の食事，第2版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Gh 妊娠/出産 00741 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：母性看護学概論　母性看護学［1］ 森恵美 医学書院

Gh 妊娠/出産 00742 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：母性看護学各論　母性看護学［2］ 森恵美 医学書院

Gh 妊娠/出産 00745 はじめての妊娠・出産　安心マタニティブック 竹内正人/監修 永岡書店

Gh 妊娠/出産 00746 妊娠中のからだとココロを記録するマタニティホワイトブック 松峯寿美 朝日出版社

Gh 妊娠/出産 00749 子どもを選ばないことを選ぶ：いのちの現場から出生前診断を問う 大野明子/編著 メディカ出版

Gh 妊娠/出産 00752 いのちのことばシリーズ：誕生死
流産・死産・新生児死で子をなく
した親の会/編

三省堂

Gh 妊娠/出産 00753 妊娠と出産　ママと赤ちゃんのなぜ？に答える本 国府田きよ子 新星出版社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gh 妊娠/出産 01019 病気がみえる⑩：産科，第4版 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Gh 妊娠/出産 08036 たまひよ大百科シリーズ：たまごクラブ特別編集　最新 　妊娠大百科 中林正雄/監修 ベネッセコーポレーション

Gh 妊娠/出産 08037 たまひよ大百科シリーズ：たまごクラブ特別編集　最新 出産・新生児大百科 杉本充弘/監修 ベネッセコーポレーション

Gh 妊娠/出産 08055 いつかお母さんになるあなたへ- 妊娠の心得-
周産期医療の崩壊をくい止める
会/編

ロハスメディア

Gh 妊娠/出産 10033 不育症学級，改訂版 杉俊隆 金原出版

Gh 妊娠/出産 10050 最新月齢ごとに「見てわかる!」離乳食新百科 ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション

Gh 妊娠/出産 10051 最新月数ごとに「見てわかる!」妊娠・出産新百科 ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション

Gh 妊娠/出産 10054 最新月数ごとに「見てわかる!」離乳食新百科 ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション

Gh 妊娠/出産 10226 はじめての不妊治療 体外受精と検査 森本義晴/監修 主婦の友社

Gh 妊娠/出産 10227 妊活 治療と生活アドバイス 主婦の友社/編 主婦の友社

●Gk 子供の健康 00774
やさしい自己管理シリーズ：
お母さんのためのやさしい小児糖尿病の自己管理

松浦信夫/編 医薬ジャーナル社

●Gk 子供の健康 00775
やさしい自己管理シリーズ：
お母さんのためのやさしい小児喘息の自己管理

飯倉洋治 医薬ジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

●Gk 子供の健康 00811 やさしい自己管理シリーズ：やさしいアトピー予防の自己管理 岸田勝 医薬ジャーナル社

●Gk 子供の健康 08026
やさしい自己管理シリーズ：
お母さんのためのやさしい小児喘息のおはなし

森川昭廣 医薬ジャーナル社

Gk 子供の健康 00757 新・病気とからだの読本⑨：こどもの病気 戸苅創 暮らしの手帳社　

Gk 子供の健康 00758
健康ライブラリー　イラスト版：
ＡＤ／ＨＤ（注意欠陥／多動性障害）のすべてがわかる本

市川宏伸/監修 講談社

Gk 子供の健康 00759
健康ライブラリー　イラスト版：
LDの子の読み書き支援がわかる本

小池敏英/監修 講談社

Gk 子供の健康 00760
健康ライブラリー　イラスト版：
アスペルガー症候群・高機能自閉症のすべてがわかる本

佐々木正美/監修 講談社

Gk 子供の健康 00761 健康ライブラリー　イラスト版：ことばの遅れのすべてがわかる本 中川信子/監修 講談社

Gk 子供の健康 00762 健康ライブラリー　イラスト版：ダウン症のすべてがわかる本 池田由紀江/監修 講談社

Gk 子供の健康 00763 健康ライブラリー　イラスト版：子どもの危ないひきつけ・けいれん 金澤治/監修 講談社

Gk 子供の健康 00764 健康ライブラリー　イラスト版：子どもの心の病気がわかる本 市川宏伸/監修 講談社

Gk 子供の健康 00766 健康ライブラリー　イラスト版：自閉症のすべてがわかる本 佐々木正美/監修 講談社

Gk 子供の健康 00767
系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：
小児看護学[1]  小児看護学概論　小児臨牀看護総論

奈良間美保 医学書院



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gk 子供の健康 00769 食事療法シリーズ⑨：乳幼児・学童期の病気と食事，第3版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Gk 子供の健康 00772 健康ライブラリー　イラスト版：不登校・ひきこもりの心がわかる本 磯部潮/監修 講談社

Gk 子供の健康 00773 高機能自閉症・アスペルガー症候群「その子らしさ」を生かす子育て，改訂版 吉田友子 中央法規出版

Gk 子供の健康 00776 お母さんの小児科専門医 清水浩信 グラフ社

Gk 子供の健康 00777 こどもの感染症ハンドブック，第3版 脇口宏/編 医学書院

Gk 子供の健康 00778 こどもの病気の地図帳 鴨下重彦 講談社

Gk 子供の健康 00779
口腔の生育をはかる　①：
こんな問題に出会ったら−生活者とともに考える解決策

佐々木/編 医歯薬出版

Gk 子供の健康 00780 よくわかる子どもの心身症−診療のすすめ方 星加明徳/編 永井書店

Gk 子供の健康 00782 眼で見る小児のリハビリテーション，改訂第2版 栗原まな 診断と治療社

Gk 子供の健康 00783 気づいて！こどもの心のSOS：こどもの心の病全集 星野仁彦 ヴォイス

Gk 子供の健康 00784 今日の小児治療指針，第14版 大関武彦/編 医学書院

Gk 子供の健康 00785
なぜうつる？どう防ぐ!!子どもにうつる動物の病気：
ペットから学校飼育動物、都市型野生動物まで

神山恒夫/編 真興交易医書出版部



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gk 子供の健康 00786 お母さんに伝えたい：子どものくすり安心ガイド，第2版 日本外来小児科学会/編著 医歯薬出版

Gk 子供の健康 00788 お母さんに伝えたい：子どもの病気ホームケアガイド，第3版 日本外来小児科学会/編著 医歯薬出版

Gk 子供の健康 00789 小児・ヤング糖尿病：のびのびしっかりサポート 内潟安子 シービーアール

Gk 子供の健康 00794 小児急性中耳炎診療ガイドライン  ２００９年版 日本耳科学会他/編 金原出版

Gk 子供の健康 00796 CRB　レジデント・スキルアップシリーズ①：小児救急のおとし穴 市川光太郎 シービーアール

Gk 子供の健康 00798 小児初期救急診療ガイドブック 柳澤正義/監修 へるす出版

Gk 子供の健康 00799 小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン　2007年版 日本小児血液会/編 金原出版

Gk 子供の健康 00801 成長障害のマネジメント，改訂版 藤枝憲二/編 医薬ジャーナル社

Gk 子供の健康 00803 先生と保護者のための子どもアレルギー百科 向山徳子 少年写真新聞社

Gk 子供の健康 00804
学研のシューマンケアブックス：
特別支援教育のための精神・神経医学

杉山登志郎 学研教育出版

Gk 子供の健康 00806 予防接種へ行く前に：受けるこどもの側にたって，改訂版　
ﾜｸﾁﾝﾄｰｸ全国・「予防接種と子ども
の健康」攻略本編集委員会/編

ジャパンマシニスト社

Gk 子供の健康 00807 食物アレルギー診療ガイドライン　2005 向山徳子/監修 協和企画



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gk 子供の健康 00810
アレルギーっ子の生活百科：
環境汚染からみたアレルギーとのつきあい方，第3版

角田和彦 近代出版

Gk 子供の健康 00814 保護者ならびに医療スタッフの方々へ　食物アレルギーハンドブック 向山徳子/監修 協和企画

Gk 子供の健康 02404 最新版　子どもの病気・けが：救急&ケアBOOK 秋山千枝子/監修 世界文化社

Gk 子供の健康 08015 よくわかる最新医学：小児糖尿病・ヤング糖尿病 田嶼尚子 主婦の友社

Gk 子供の健康 08040 患者と家族のための川崎病Q&A，第４版 原田研介 ライフサイエンス出版

Gk 子供の健康 08062 ホップ・ステップ！　 食物アレルギー教室 柴田瑠美子/編 南江堂

Gk 子供の健康 08103
発達と障害を考える本　②：
ふしぎだね!?アスペルガー症候群[高機能自閉症]のおともだち

内山登紀夫 ミネルヴァ書房

Gk 子供の健康 08117
健康ライブラリー　イラスト版：
ＡＤ／ＨＤ、ＬＤがある子どもを育てる本

月森久江/監修 講談社

Gk 子供の健康 10040 赤ちゃんってふしぎ 橋本剛太郎 医歯薬出版

Gk 子供の健康 10041 お母さんの疑問にこたえる乳幼児の食べる機能の気付きと支援 向井美惠 医歯薬出版

Gk 子供の健康 10042
保護者と学校の先生に伝えたい食物アレルギーの基礎知識
，改定第2版

小林陽之助/監修 診断と治療社

Gk 子供の健康 10043
お母さんのためのワクチン接種ガイド：
VPD(ワクチンで防げる病気)って何？

薗部友良/監修 日経メディカル開発



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gk 子供の健康 10044 お母さんに知ってほしい　子供の口と歯のホームケア 緒方克也/編著 医歯薬出版

Gk 子供の健康 10045
270動画でわかる赤ちゃんの発達地図：
胎児・新生児期から歩行するまでの発達のつながりが理解できる

木原秀樹 メディカ出版

Gk 子供の健康 10125 健康ライブラリー　イラスト版：子どものアトピー性皮膚炎 正しい治療法 江藤隆史/監修 講談社

Gk 子供の健康 10127 健康ライブラリー　イラスト版：子どもの花粉症・アレルギー性鼻炎を治す本 永倉仁史/監修 講談社

Gk 子供の健康 10129 健康ライブラリー　イラスト版：吃音のことがよくわかる本 菊池良和/監修 講談社

Gk 子供の健康 10205 健康ライブラリーイラスト版：登校しぶり・不登校の子に親ができること 下島 かほる/監修 講談社

Gk 子供の健康 10206 健康ライブラリーイラスト版：食物アレルギーのすべてがわかる本 海老澤 元宏 講談社

Gk 子供の健康 10242 最新改訂版 子どもと親のためのワクチン読本 母里 啓子/著 双葉社

Gt 高齢者 00644 高齢者のからだと病気シリーズ：皮膚病（シルバースキンケア） 種田明生 日本医学館

Gt 高齢者 00815 食事療法シリーズ⑩：高齢期の病気と食事，第2版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Gt 高齢者 00817 系看（系統看護学講座）　専門分野Ⅱ：老年看護 病態・疾患論 佐々木英忠 医学書院

Gt 高齢者 00818 いまさら聞けない　高齢者の医学常識 三宅貴夫 日総研出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gt 高齢者 00820 高齢者ケアの心理学入門　　老いと痴呆に向き合う心 本莊繁 朱鷺書房

Gt 高齢者 00821
ホームヘルパーお料理サポートシリーズ　②：
高齢者のための食事制限メニュー：糖尿病・腎臓病・高血圧・高脂血症

今井久美子 女子栄養大学出版部

Gt 高齢者 08046 図解・症状からみる老いと病気とからだ 高橋龍太郎 中央法規出版

Gt 高齢者 08101 病気にならない15の食習慣 日野原重明 青春出版社

Gt 高齢者 08116
ここまでできる高齢者の転倒予防：
これだけは知っておきたい基礎知識と実践プログラム
DVD付：太極拳を応用したリズム運動「川の流れのように」

武藤芳照/監修 日本看護協会出版会

Gt 高齢者 10024 転倒予防 武藤芳照 岩波書店

Gt 高齢者 10029 脳の老化を防ぐ生活習慣 ダグラス・パウエル 中央法規出版

Gt 高齢者 10053
NHKチョイス＠病気になったとき
No.5　寝たきりにならない！健康寿命を延ばす

NHK「チョイス＠病気になったと
き」番組製作班

主婦と生活社

Gt 高齢者 10222 ぜんぶわかる 高齢者のからだと病気 秋下 雅弘/監修 成美堂出版

Gt5 高齢期ケア 00833 介護に縁のないくらし 37のノウハウ 上農哲朗/監修 メディカ出版

Gt5 高齢期ケア 00957 新版　介護福祉士養成講座⑦：老人・障害者の心理，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Gt5 高齢期ケア 02407 70歳すぎた親をささえる72の方法 「いよいよかも・・・」と思ったら 太田差惠子 かんき出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gt5 高齢期ケア 02408
MAGAZINE HOUSE MOOK. Dr.クロワッサン：
100歳まで元気で歩く!転ばない歩き方

田中喜代次/監修 マガジンハウス

Gt7 認知症 00568 よくわかる最新医学：新版　認知症・アルツハイマー病 吉岡充/編 主婦の友社

Gt7 認知症 00569 健康ライブラリー　イラスト版：アルツハイマー病のすべてがわかる本 新井平伊 講談社

Gt7 認知症 00580
目でみる医書シリーズ：徹底図解　：認知症・アルツハイマー病：
いざというときあわてないための知識と生活のしかた

林泰史/監修 法研

Gt7 認知症 00591
メディカルサイエンスシリーズ：「認知症」とはどんな病気？：
「認知症」の正しい理解のために

灰田宗孝 東海大学出版会

Gt7 認知症 00826 高齢者のからだと病気シリーズ：認知症（痴呆） 一宮洋介 日本医学館

Gt7 認知症 00828 痴呆症介護百科 (本人と家族のための)，改訂第2版  須貝佑一 永井書店

Gt7 認知症 08081 フレディの遺言 フレディ松川 朝日新聞社

Gt7 認知症 08098 認知症の知りたいことガイドブック　　最新医療＆やさしい介護のコツ 長谷川和夫 中央法規出版

Gt7 認知症 10047 認知症のベストチョイス
NHK「チョイス＠病気になったと
き」番組製作班

主婦と生活社

Gt7 認知症 10052 NHKチョイス＠病気になったとき　No.4　認知症を防ぐ
NHK「チョイス＠病気になったと
き」番組製作班

主婦と生活社

Gt7 認知症 10071 ウルトラ図解　認知症 朝田隆/監修 法研



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gt7 認知症 10104 心がすっと軽くなる ボケた家族の愛しかた 丸尾多重子 高橋書店

Gt7 認知症 10233 増補改訂版 早期発見+早期ケアで怖くない 隠れ認知症 旭 俊臣/著 幻冬舎

Gt8 在宅介護 00835 在宅での看取りのケア：家族支援を中心に 宮崎和加子/監修 日本看護協会出版会

Gt8 在宅介護 00836 在宅医療実践マニュアル 第2版　 地域ケアをつくる仲間たちへ
在宅ケアを支える診療所・市民
全国ネットワーク/編

医歯薬出版

Gt8 在宅介護 00838 在宅介護：家族がつくるケアプラン 和田要 日中出版

Gt8 在宅介護 00839
安全安心の療養生活ガイドシリーズ：
失禁・便秘・カテーテル・人工肛門のホームケア

林泰史/監修 中央法規出版

Gt8 在宅介護 00840 図解・わかりやすい　新・介護保険ガイド：新制度完全対応 橋富文香 保健同人社

Gt8 在宅介護 02415 親や伴侶の面倒を見る家族のための介護1年生 長瀬教子 かんき出版

Gt8 在宅介護 10105 正々堂々がんばらない介護 野原すみれ 海と月社 

Gt8 在宅介護 10183 楽に動ける福祉用具の使い方 第2版 窪田 静/編集 日本看護協会出版会

Gt8 在宅介護 10184 間違いだらけの車いす選び 松永 圭司/著 幻冬舎

Gt8 在宅介護 10185
がんばらなくても誤嚥は減らせる! シンプル食サポート 誰でもできる 毎
日できる 高齢者の食事支援

佐藤 彰紘/著 医歯薬出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Gt8 在宅介護 10186
「嚥下調整食学会分類2013」の新コード分類に対応 決定版 かむ・飲
み込むが難しい人のごはん

藤谷 順子/監修 講談社

Gt8 在宅介護 10207 こんな介護がしたい 吉岡 充 法研

Gt8 在宅介護 10208 介護予防に効く 「体力別」運動トレーニング 現場で使える実践のポイント 中村 容一 メイツ出版

Gt8 在宅介護 10232 「家族介護」のきほん
NPO法人 介護者サポートネットワークセ
ンター・アラジン/著 翔泳社

Gt8 在宅介護 10240 最新版 図解 介護保険のしくみと使い方がわかる本 牛越 博文/監修 講談社

H 代替療法 00844 看護職のための代替療法ガイドブック 今西二郎 医学書院

H 代替療法 00845 食と健康の古典(4)：[原本] 西式健康読本 西勝造 農山漁村文化協会

H 代替療法 00846 最先端がん治療：免疫細胞療法にたどり着いて 藤原義久/編 河出書房新社

H 代替療法 00847 食と健康の古典(5)：民間療法：誰にもできる 農文協編 農山漁村文化協会

H 代替療法 00850 よくわかる　新しい東洋医学入門講座 趙重文/監修 永井書店

He 漢方 00848 ぷらいまりBOOKS：漢方外来：漢方から診るからだと病気 日笠久美 プリメド社

Hg アロマテラピー 00849 クリニカル・アロマテラピー：よりよい看護をめざして ジェーン・バックル フレグランスジャーナル社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

◆I 患者学 10063 為善最楽 諸橋芳夫 丸井工文社

◆I 患者学 10064 医を拓く 諸橋芳夫 医療文化社

◆I 患者学 10065 日月無私照 諸橋芳夫 丸井工文社

◆I 患者学 10066 すべては患者のために 鈴木久仁直 アテネ者

◆I 患者学 10067 続・すべては患者のために 鈴木久仁直 アテネ者

◆I 患者学 10068 諸橋芳夫と旭中央病院 李矢禾 光明日報出版社

◆I 患者学 10069 諸橋芳夫先生業績集 総合病院国保旭中央病院 総合病院国保旭中央病院

I 患者学 00831 家族看護 No.2：終末期患者の家族への看護 野嶋佐由美/編 日本看護協会出版会

I 患者学 00832 家族看護 No.1：家族の意思決定を支援する 佐藤信也/編 日本看護協会出版会

I 患者学 00852 あなたの健康マネジャー かかりつけ医活用法 筒井大八 近代文芸社

I 患者学 00853 ホームズ君の賢い病院のかかり方 増村道雄 神戸新聞総合出版センター

I 患者学 00854 透析看護QUESTION　BOX　(3)：患者をサポートする法律と制度の活用 水附裕子/監修 中山書店



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

I 患者学 00857 元気が出る患者学 柳田邦男 新潮社

I 患者学 00860 系看（系統看護学講座）　基礎分野：家族論・家族関係論 岡堂哲雄/編 医学書院

I 患者学 00861 EBMライブラリー：患者は何でも知っている：EBM時代の医師と患者 Ｊ．Ａ．ミュア・グレイ 中山書店

I 患者学 00865 わかる身につく医療コミュニケーションスキル 沢村敏郎 メディカルレビュー社

I 患者学 00866 CLINICmagazine別冊：2005最新　患者さんに学ぶ！ クリニックマガジン/編 クリニックマガジン　

I 患者学 00867 患者の声を医療に生かす 大熊由紀子/編著 医学書院

I 患者学 00913
日米比較に学ぶ「国民主役」医療への道
セルフケアが健康を創る、医療を救う！

町淳二/編著 日本医療企画

I 患者学 02419 僕の死に方：エンディングダイアリー500日 金子哲雄 小学館

I 患者学 02421 もしも「余命6カ月」といわれたら?：今からあなたにできる53のこと ホスピスケア研究会/監修 河出書房新社

I 患者学 02422 大切な人が「余命6カ月」といわれたら? ：家族がしてあげられる55のこと ホスピスケア研究会/監修 河出書房新社

I 患者学 08108 患者と作る医学の教科書
ﾍﾙｽｹｱ関連団体ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞの会＆
「患者と作る医学の教科書」プロジェ
クトチーム/編

日総研出版

I 患者学 10017 医者が教える弱ったカラダが蘇る41の方法 川嶋朗 KADOKAWA



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

I 患者学 10018 延命治療で苦しまず平穏死できる人、できない人 長尾和宏 PHP研究所

I 患者学 10020 死を越えて 「生きかた上手」の言葉150 日野原重明 いきいき出版局

I 患者学 10025 体内時計のふしぎ 明石真 光文社

I 患者学 10028 眠りと体内時計を科学する 大塚邦明 春秋社

I 患者学 10055 難病患者の教科書 浅川透 日本ブレインウェア

I 患者学 10132 医師に聞けないあんな疑問 医師が解きたいこんな誤解 澤田めぐみ メディカルトリビューン

I 患者学 10133
寝ても寝ても疲れがとれない人のための
スッキリした朝に変わる睡眠の本

根本修身 PHP研究所

I 患者学 10134 できる大人の9割がやっている 得する睡眠法 小林瑞穂 宝島社

I 患者学 10147 先生、教えてください！人体の大疑問 坂井建雄/監修 宝島社

I 患者学 10155 健康になりたければ家の掃除を変えなさい 松本忠男 扶桑社

I 患者学 10209
意思決定をする人・その支援をするすべての人に向けた参考書
人生を自分らしく生き抜くための意思決定
-ACP・QOL・QOD・人生デザインシミュレーション

森岡 広美 金芳堂

I 患者学 10210 自身を守り家族を守る医療リテラシー読本 松村 むつみ 翔泳社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

I 患者学 10223 患者をエンパワーする 慢性疾患セルフマネジメントの手引き 孫 大輔/訳 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

I 患者学 10246 人生を自分らしく生き抜くための意思決定 森岡 広美/監修 金芳堂

J 医療 00001
系看（系統看護学講座）　専門基礎分野：
総合医療論　健康支援と社会保障制度[1]

小泉俊三 医学書院

J 医療 02424 医療福祉総合ガイドブック2021年度版
NPO法人 日本医療ソーシャル
ワーク研究会

医学書院

J 医療 08056 ５日間で学ぶ医療安全超入門 日本医療マネジメント学会/編 学研メディカル秀潤社

J 医療 08058 医の原点 ：第６集　良い医療の条件 高本眞一/編 金原出版

Ja 医療概論 00003 最善の医療をめざして：エビデンスに基づく実践ハンドブック スーザン・ヘイマー/編 エルゼビア・ジャパン

Jb 病院/スタッフ 00851
日経ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾌﾞｯｸｽ：失敗しない医者えらび：
納得して治療を受けるための45のヒント

日経メディカル/編 日経BP社

Jb 病院/スタッフ 00873 新版　介護福祉士養成講座⑪：介護概論，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00874 新版　介護福祉士養成講座⑫：介護技術Ⅰ，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00875 新版　介護福祉士養成講座⑬：介護技術Ⅱ，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00876 新版　介護福祉士養成講座⑧：家政学概論，第４版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Jb 病院/スタッフ 00877 新版　介護福祉士養成講座⑭：形態別介護技術，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00878 新版　介護福祉士養成講座⑤：社会福祉援助技術，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00879 新版　介護福祉士養成講座①：社会福祉概論，第4版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00880 新版　介護福祉士養成講座③：障害者福祉論，第5版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00881 新版　介護福祉士養成講座⑮：資料編，第5版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00882 新版　介護福祉士養成講座⑥：レクリエーション活動援助法，第3版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 00883 新版　介護福祉士養成講座②：老人福祉論，第5版 福祉士養成講座編集委員会/編 中央法規出版

Jb 病院/スタッフ 01020 医育機関名簿 2015-'16 羊土社

Jc 医療倫理 00912 統合医療の扉　生命倫理の視角から 小松奈美子 北樹出版

K こどもの本 10039 小児科医が見つけたえほんエホン絵本 「小児科医と絵本」の会/編著 医歯薬出版

L 麻酔/手術/救急 00073 系看（系統看護学講座）　別巻：救急看護学 山勢博彰 医学書院

L 麻酔/手術/救急 00089 救急看護QUESTION BOX(1)：救急救命処置，第2版 中村惠子/監修 中山書店



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

L 麻酔/手術/救急 00990 目でみる救命救急処置　2009，新改訂第４版　 杉本侃/編著 日本臨牀社

L 麻酔/手術/救急 08115
医療・介護スタッフ必修：
マンガでわかる一次救急・救命処置　（ユキの救急物語）

安間文彦 メディカ出版

L 麻酔/手術/救急 10031 消化器ダヴィンチ手術のすべて 北島政樹/監修 医学図書出版

L 麻酔/手術/救急 10148 よくわかる みんなの救急-ガイドライン2015対応 坂本哲也/編 大修館書店

L 麻酔/手術/救急 10234 改訂6版 救急蘇生法の指針2020 市民用
日本救急医療財団心肺蘇生法委員会/
監修 へるす出版

L 麻酔/手術/救急 10235 改訂6版 救急蘇生法の指針2020 市民用・解説編
日本救急医療財団心肺蘇生法委員会/
監修 へるす出版

●V ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 00931
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい生活習慣病の自己管理，改訂3版

北村 諭 医薬ジャーナル社

●V ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 08063
やさしい自己管理シリーズ：やさしいメタボリックシンドロームの自己管理
（やさしい内臓肥満の自己管理 改訂版）

松沢佑次/監修 医薬ジャーナル社

V ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 00244 食事療法シリーズ⑦：肥満症・痛風の食事療法，第2版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

V ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 00929 図解でよくわかるメタボリックシンドローム：内臓脂肪症候群 和田高士 保健同人社

●Va 高脂血症 10087 やさしい脂質異常症の管理 横手幸太郎/編 医薬ジャーナル社

Va 高脂血症 00092 健康21シリーズ⑥：高脂血症の人の食事 多田紀夫 女子栄養大学出版部



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Va 高脂血症 00933 食事療法シリーズ⑤：高脂血症・動脈硬化症の食事療法，第2版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Va 高脂血症 00937 予防とつきあい方シリーズ：高脂血症・肥満：動脈硬化 荻原俊男/監修 メディカルレビュー社

Va 高脂血症 10113
健康ライブラリー　イラスト版：脂質異常症がよくわかる本
コレステロール値・中性脂肪値を改善させる！

寺本民生/監修 講談社

Va 高脂血症 10187
千葉大学医学部附属病院が教える毎日おいしいコレステロール・中性
脂肪対策レシピ311

横手 幸太郎/監修 学研プラス

Va 高脂血症 10211 完全図解 動脈硬化・コレステロールのすべて 白井 厚治 (監修) 主婦の友社

●Vb 高血圧 00943 やさしい自己管理シリーズ：やさしい早朝高血圧の自己管理，改訂版 苅尾七臣 医薬ジャーナル社

Vb 高血圧 00247 健康ライブラリー　イラスト版：食べて治す高血圧 家森幸男/監修 講談社

Vb 高血圧 00342 健康21シリーズ③：高血圧の人の食事 長澤紘一 女子栄養大学出版部

Vb 高血圧 00940 食事療法シリーズ④：高血圧・心臓病の食事療法，第2版 医歯薬出版/編 医歯薬出版

Vb 高血圧 00947 高血圧の病態生理と診断・治療 田口理恵 真興交易医書出版部

Vb 高血圧 00951 日本人のための高血圧治療Q&A：エビデンスを踏まえて 檜垣實男/編 医薬ジャーナル社

Vb 高血圧 01021 予防とつきあい方シリーズ：高血圧・糖尿病：生活習慣病，改訂版 荻原俊男/監修 メディカルレビュー社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Vb 高血圧 01023 高血圧治療ガイドライン　2009
日本高血圧学会高血圧治療ガ
イドライン作成委員会/編

日本高血圧学会

Vb 高血圧 02432 聖路加国際病院の健康講座：ゼロからわかる高血圧 聖路加国際病院/監修 世界文化社

Vb 高血圧 08077 高血圧治療ガイドライン　2009：ダイジェスト
日本高血圧学会高血圧治療ガ
イドライン作成委員会/編

ライフサイエンス出版

Vb 高血圧 08099 やさしい食事療法：高血圧の人のおいしいレシピブック 末永みどり/監修 保健同人社

Vb 高血圧 10079 ウルトラ図解　高血圧・動脈硬化 富野康日己/監修 法研

▲Vc 糖尿病 00313 ２型糖尿病と心血管疾患 佐藤達夫/監訳 アプライ

●Vc 糖尿病 00968
やさしい自己管理シリーズ：
一緒に始めよう！　やさしいインスリン治療の自己管理，改訂版

松澤佑次/監修 医薬ジャーナル社

●Vc 糖尿病 00971
やさしい自己管理シリーズ：
やさしい糖尿病食の献立と料理：腎症予防のための食事療法のすすめ

穐山道子/編 医薬ジャーナル社

●Vc 糖尿病 01022 やさしい自己管理シリーズ：やさしい糖尿病の外食のコツと心得，改訂版 山崎義光/編 医薬ジャーナル社

●Vc 糖尿病 08021 やさしい自己管理シリーズ：やさしい食後高血糖の自己管理，改訂版 加来浩平/編 医薬ジャーナル社

●Vc 糖尿病 10013 やさしい自己管理シリーズ：新やさしい糖尿病の自己管理 大阪大学医学部附属病院/編 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 00252 糖尿病が良くなるごちそうレシピ：糖質制限食の実践法 江部康二 東洋経済新報社



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Vc 糖尿病 00565
目でみる医書シリーズ：徹底図解
新版・糖尿病これで安心、「最新治療」と生活の知恵

相磯嘉孝/監修 法研

Vc 糖尿病 00566 健康21シリーズ①：糖尿病の人の食事　 長坂昌一郎 女子栄養大学出版部

Vc 糖尿病 00648 健康21シリーズ⑬：糖尿病性腎症の人の食事　　 長坂昌一郎 女子栄養大学出版部

Vc 糖尿病 00953
目で見てわかる糖尿病④：
もしも１００人の肥満村があったら：あなたもできる減量作戦

坂根直樹 診断と治療社

Vc 糖尿病 00954
目で見てわかる糖尿病①：
もしも１００人の糖尿病村があったら：はじめての一歩が大切

坂根直樹 診断と治療社

Vc 糖尿病 00956
目で見てわかる糖尿病③：
もしも１００人の糖尿病村があったら：あなたが変わる運動のコツ

坂根直樹 診断と治療社

Vc 糖尿病 00958
目で見てわかる糖尿病②：
もしも１００人の糖尿病村があったら：自信がもてる食事療法のコツ

坂根直樹 診断と治療社

Vc 糖尿病 00960 高齢者のからだと病気シリーズ：糖尿病 加藤光敏 日本医学館

Vc 糖尿病 00961 完全図解 糖尿病のすべて 片山 隆司/監修 主婦の友社

Vc 糖尿病 00964
健康ライブラリー　イラスト版：
糖尿病は先読みで防ぐ・治す ドミノでわかる糖尿病の将来

伊藤裕/監修 講談社

Vc 糖尿病 00974
献立カレンダーシリーズー③：
糖尿病の人の朝昼夕献立カレンダー，改訂新版

香川芳子/監修 女子栄養大学出版部

Vc 糖尿病 00977 糖尿病食事療法のための食品交換表，第6版 日本糖尿病学会/編著 文光堂



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Vc 糖尿病 00978 糖尿病食事療法のための食品交換表：活用編：献立例とその応用 日本糖尿病学会/編著 文光堂

Vc 糖尿病 00979 糖尿病性腎症の食品交換表，第2版 日本糖尿病学会/編著 文光堂

Vc 糖尿病 00980 別冊「プラクティス」糖尿病の生活支援Q＆A 看護と食事療法のポイント 日本糖尿病学会/編著 医歯薬出版

Vc 糖尿病 08003 病気がみえる③： 糖尿病・代謝・内分泌、　5版 医療情報科学研究所/編 メディックメディア

Vc 糖尿病 08085 最新版　よくわかる血糖値を下げる基本の食事 松葉育郎/監修 主婦の友社

Vc 糖尿病 08087 専門医が治す！：糖尿病 岩本安彦/監修 高橋書店

Vc 糖尿病 08105 インフォームドコンセントのための図説シリーズ：糖尿病のフットケア 門脇孝/編 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 08109 よくわかる最新医学：60歳からの糖尿病 阪本要一 主婦の友社

Vc 糖尿病 08120
石井均　糖尿病 ビジュアルガイド：
患者さんの疑問にどう答えますか？（CD－ROM付）

石井均 医歯薬出版

Vc 糖尿病 10005 未来マシーンにようこそ 小倉明 汐文社

Vc 糖尿病 10006 未来マシーンにようこそ　（複本） 小倉明 汐文社

Vc 糖尿病 10218 糖尿病の?がわかる! イラストBOOK: 「あなた糖尿病ですよ」と告げられたら 細井 雅之/編著 メディカ出版



分類 分類名
請求
記号 書　名 著　者 出版社

Vc 糖尿病 10238 最新改訂版 計算いらず 糖尿病のおいしいレシピ 河盛隆造/監修 学研プラス



＜豆知識講座DVD一覧＞

　ご視聴希望の方は、係りまでお申し出ください。
　　※1日のご視聴は、DVD1枚までとさせていただきます。

　　　 それを超えてのご利用はお断りさせていただきます。ご了承ください。

2019/4/1

患者図書室委員会

DVD
番号

撮影日 演　題

2016/6/16 糖尿病の治療について

2016/10/4 糖尿病の仕組み

2016/7/6 高齢者の糖尿病について

2016/8/29 脳梗塞と危険因子：脳梗塞は予防できる！

2016/10/12 脳卒中かな？と思ったら・・・

2016/10/24 脳卒中と血圧

2016/7/7 糖尿病予防の運動

2016/7/22 腰痛教室

2016/9/30 体力のアンチエイジング

2016/8/2 C型肝炎は飲み薬の時代へ

2016/9/21 目薬について

2016/10/13 糖尿病薬について

2016/7/29 食中毒の予防

2016/10/11 インフルエンザと胃腸炎について

2018/6/27 麻しんについて

2016/6/17 「しびれ」について

2016/8/12 「めまい」について

2016/12/28 頭痛について

2016（6）

2016（1）

2016（2）

2016（3）

2016（4）

2016（5）



DVD
番号

撮影日 演　題

2016/7/19 間違った医療情報に騙されないために

2016/8/4 上手な受診の仕方

2016/9/29 楽しく長生きしよう！

2016/8/10 スキンケア用品の選び方（夏）

2016/11/9 スキンケアについて（冬）

2017/3/29 フットケア外来の紹介

2016/11/8 減塩のすすめ

2016/11/16 高血糖を予防する食事

2017/4/18 食後血糖値をあげないために

2016/11/29 CTとMRIはなにが違うの？

2017/2/22 自然放射線と医療被ばく

2017/4/14 放射線科の紹介

2016/11/22 高血圧のお薬について

2016/12/27 処方せんの見方について

2017/2/27 脂質異常症治療薬について　（高脂血症薬について）

2016/7/15 脳卒中と酒・タバコ

2016/9/7 脳卒中（脳梗塞）と不整脈

2017/6/9 脳卒中の治療薬

2017/1/5 最新の糖尿病治療

2017/2/28 血糖スパイク(食後高血糖)の話

2018/4/11 糖尿病-高い血糖値はなぜ下げなければならいのか

2017/4/25 医学的にダイエットする方法

2017/6/20 糖尿病患者さんとの関わり方

2017/10/26 病気を良くするためにやる気を出す方法

2016/11/30 胃カメラの上手な受け方とは？

2017/7/20 MRIの上手な受け方

2017/9/26 放射線治療について

2016（7）

2016（8）

2016（9）

2016（10）

2016（11）

2016（12）

2017（13）

2017（14）

2017（15）



DVD
番号

撮影日 演　題

2017/3/31 認知症とアルツハイマー病

2017/6/5 禁煙のすすめ

2018/2/19 動脈硬化予防について

2017/5/19 介護保険制度について旭市役所

2017/7/26 がんの治療と一緒に始める「緩和ケア」

2017/9/27 がん治療の転換期

2018/8/20 糖質を取りすぎないように

2018/9/13 糖尿病医について

2018/5/22 脂質異常症

2018/9/26 災害時にも役立つおくすり手帳

2018/10/29 便秘薬について

2018/12/25 ノーベル賞の免疫の薬はどんな薬？

2019/2/22 ドーピングについて

2016/12/13 患者さんと取り組む医療安全

2018/10/15 インフルエンザワクチン接種

2019/1/30 歯科用CTとパントモ撮影について

2016/12/20 嚥下障害について

2018/7/27 リンパ浮腫について

2018/11/21 慢性腎臓病胃について（腎不全と透析）

2018（19）

2018（20）

2018（21）

2018（18）

2017（16）

2017（17）


	医学全般
	医学百科
	専門医学事典「
	図解人体
	検査
	臨床看護

	栄養/食事
	心の健康
	薬
	トレーニング
	リハビリ療法
	嚥下障害
	禁煙

	医学一般
	一般
	食事療法
	骨/関節/筋肉
	腰痛
	痛風
	骨粗鬆症
	血液/リンパ
	心臓・血管系
	がん
	がん介護
	化学療法
	緩和ケア
	免疫
	アレルギー
	膠原病
	リウマチ
	伝染・感染症
	目
	耳/鼻/喉
	歯
	内分泌
	脳・神経系
	呼吸器
	人工呼吸
	COPD
	肺がん
	ぜんそく
	皮膚/髪/爪
	泌尿器
	腎臓
	透析
	胃腸
	胃がん
	大腸がん
	クローン病
	潰瘍性大腸炎
	肝臓/胆のう/膵臓

	生活
	女性の健康
	子宮筋腫
	乳がん
	妊娠/出産
	子供の健康
	高齢者
	高齢期ケア
	認知症
	在宅介護

	代替え療法
	漢方
	アロマテラピー

	患者学
	医療
	医療概論
	病院/スタッフ
	医療倫理

	子供の本
	麻酔/手術/救急
	メタボリックシンドローム
	高脂血症
	高血圧
	糖尿病

	豆知識講座DVD

