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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2302 A 医学全般 50歳からの気になる症状事典 : これは病気?それとも加齢?
山川達郎, 林田康男 監
修

7 Aa 医学百科 家庭医学大全科 : BIG DOCTOR
高久史麿, 猿田享男, 北村惣
一郎, 福井次矢 総合監修

禁帯出

10 Aa 医学百科 ポケット医学英和辞典 泉孝英 編 禁帯出

10217 Aa 医学百科 家庭の医学 : オールカラー版（第3版） 川名正敏 総監修 禁帯出

17 Ab 専門医学辞典 脳の地図帳 : 人体スペシャル 原一之 著

10070 Ab 専門医学辞典 感覚の地図帳 山内昭雄, 鮎川武二 著

10071 Ab 専門医学辞典 からだの地図帳 講談社 編

8039 Ab 専門医学辞典 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 編著

10087 Ab 専門医学辞典 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 編著

10040 Ab 専門医学辞典 早わかり医学・看護略語ノート
エキスパートナース編集
部 編

29 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 :Ⅰ呼吸器
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

30 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅹ運動器
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

31 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅱ循環器
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

32 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅲ消化管
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

33 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅳ肝・胆・膵
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

34 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅴ腎・泌尿器
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

35 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅵ生殖器
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

36 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅶ血液・免疫・内分泌
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

37 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅷ神経系(1)
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

38 Ac 図解人体 カラー図解人体の正常構造と機能 : Ⅸ神経系(2)
坂井建雄, 河原克雅 総
編集

禁帯出

2149 Ac 図解人体
病態生理ビジュアルマップ3 : 人体の構造と機能からみた : 代謝
疾患/内分泌疾患/血液・造血器疾患/腎・泌尿器疾患

佐藤千史, 井上智子 編

2150 Ac 図解人体
病態生理ビジュアルマップ5 : 人体の構造と機能からみた : 運動
器疾患/皮膚疾患/女性生殖器疾患/眼疾患/耳鼻咽喉疾患

佐藤千史, 井上智子 編

2151 Ac 図解人体
病態生理ビジュアルマップ4 : 人体の構造と機能からみた : 膠原
病・自己免疫疾患/感染症/神経・筋疾患/精神疾患

佐藤千史, 井上智子 編

2152 Ac 図解人体
病態生理ビジュアルマップ 2 : 人体の構造と機能からみた : 消
化器疾患

佐藤千史, 井上智子 編

2255 Ac 図解人体 世界で一番美しい人体図鑑
奈良信雄 監訳,
三村明子 訳

禁帯出

2463 Ac 図解人体 最高に美しい人体図鑑 奈良信雄 監訳 禁帯出

2464 Ac 図解人体 からだのひみつ
よこたとくお[ほか] マンガ,
こざきゆう 原作

8045 Ac 図解人体 解剖生理をおもしろく学ぶ 増田敦子 監修

8092 Ac 図解人体 トリセツ・カラダ : カラダ地図を描こう 海堂尊 著

10072 Ac 図解人体 ネッター解剖学アトラス
Frank H.Netter 著,
相磯貞和 訳

禁帯出

10156 Ac 図解人体
美しい人体図鑑 : 多彩なイラストで初心者にもわかりやすい : 自
分のからだを知り尽くす!

梶原哲郎 監修

53 Ad 検査 はじめての注射と採血 大阪労災病院看護部 著

【 A　医学全般】

1 / 36 ページ



勤医協中央病院 患者図書室 こらぼ

54 Ad 検査 はじめての輸液 大阪労災病院看護部 著

2079 Ad 検査
さらにわかりやすく医療被ばく説明マニュアル : 患者と家族に理
解していただくために

笹川泰弘, 諸澄邦彦 編, 日
本放射線公衆安全学会 監
修

2101 Ad 検査
ケアに生かす検査値ガイド : 何をみる?どうみる?どんなとき検査
する? : 決定版

西崎祐史, 渡邊千登世
編

10280 Ad 検査
ケアに生かす検査値ガイド : 何をみる?どうみる?どんなとき検査
する?  （第2版）

西崎祐史, 渡邊千登世
編著

2145 Ad 検査 モニター心電図まるわかりガイド : 読める!気づける!対応できる! 安達仁 監修

2146 Ad 検査 輸液Nursing Note : 簡単・まるわかり : 輸液&観察看護手帳
日本赤十字社和歌山医療セ
ンター看護部認定看護師会
編著

禁帯出

2291 Ad 検査 わかる!検査値とケアのポイント
大久保昭行, 井上智子
編

10218 Ad 検査 わかる!検査値とケアのポイント （第2版）
大久保昭行, 井上智子
編

2295 Ad 検査 健診・人間ドックハンドブック
日野原重明 監修,
小川哲平 [ほか] 編

2304 Ad 検査
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, 斎藤穎, 平
山篤志 編著

2465 Ad 検査 健康診断書の読み方と改善法 : 10日で変わる運動と食事法

2466 Ad 検査 健康診断の検査値の読み方がズバリわかる本 今井一 監修

8044 Ad 検査 看護に生かす検査マニュアル 高木康 編

10038 Ad 検査 検査でわかること : 健康診断ガイドブック

10039 Ad 検査 病院の検査結果がわかる本 : なぜどうして検査をするのか 金井弘一 監修

10177 Ad 検査 検査でわかること : 健康診断・人間ドックガイド

8050 Ae 臨床看護 症状Q&Aガイドブック : メカニズムがわかる 岡田忍 監修

10084 Ae 臨床看護 からだの正常/異常ガイドブック : Q&Aでわかる看護に役立つ 沼田光弘 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2071 B 栄養/食事 東方栄養新書 : 体質別の食生活実践マニュアル 梁晨千鶴 著

2305 B 栄養/食事
聖路加国際病院の愛情健康レシピ : 100歳まで動けるからだを
つくる

聖路加国際病院 著

2306 B 栄養/食事
食品80キロカロリーガイドブック : 大きさ・量がひと目でわかる :
新しい「日本食品標準成分表2010」による

香川芳子 編

10204 B 栄養/食事
食品80キロカロリーガイドブック : 大きさ・量がひと目でわかる :
新しい「日本食品標準成分表2015 (七訂）」による

香川芳子 編

2309 B 栄養/食事 なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド 香川芳子 監修

10205 B 栄養/食事
なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド
（第3版）

香川芳子 監修

10331 B 栄養/食事
なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド
（第3版）

香川芳子 監修

10359 B 栄養/食事
なにをどれだけ食べたらいいの? : バランスのよい食事ガイド
（第4版）

香川明夫 監修

2310 B 栄養/食事 図解入門よくわかる栄養学の基本としくみ 中屋豊 著

2467 B 栄養/食事 千葉大学病院の薬膳ごはん 並木隆雄, 岡部栄 著

2469 B 栄養/食事 サプリメント・機能性食品の科学 近藤和雄, 佐竹元吉 著

10219 B 栄養/食事 エネルギー早わかり （第3版）
牧野直子 監修・データ作成,
女子栄養大学出版部 編

【 B　栄養/食事】
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10282 B 栄養/食事 エネルギー早わかり （第4版）
牧野直子 監修・データ作成,
女子栄養大学出版部 編

10220 B 栄養/食事 塩分早わかり （第3版）
牧野直子 監修・データ作成,
女子栄養大学出版部 編

10330 B 栄養/食事 塩分早わかり （第4版）
牧野直子 監修・データ作成,
女子栄養大学出版部 編

10090 B 栄養/食事
コレステロール・食物繊維早わかり : 「5訂日本食品標準成分
表」対応

牧野直子 監修・データ作
成

10132 B 栄養/食事
ちょっと具合のよくないときのごはん : 病院に行くほどじゃないけ
ど、からだの不調を感じるときに

岩﨑啓子, 石川みずえ 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

93 C 心の健康 「うつ」に陥っているあなたへ 野村総一郎 監修

94 C 心の健康 PTSDとトラウマのすべてがわかる本 飛鳥井望 監修

96 C 心の健康 パーソナリティ障害(人格障害)のことがよくわかる本 市橋秀夫 監修

97 C 心の健康 パニック障害 : 心の不安はとり除ける 渡辺登 監修

98 C 心の健康 ビジネスマンの心の病気がわかる本 山本晴義 監修

99 C 心の健康 依存症のすべてがわかる本 渡辺登 監修

101 C 心の健康 拒食症と過食症 切池信夫 監修

10303 C 心の健康 拒食症と過食症の治し方 （最新版） 切池信夫 監修

103 C 心の健康 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

105 C 心の健康 失語症のすべてがわかる本
加藤正弘, 小嶋知幸 監
修

106 C 心の健康 社会不安障害のすべてがわかる本 貝谷久宣 監修

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

メンタルケア協会 編,
小此木啓吾 監修

2035 C 心の健康 プロカウンセラーが教えるはじめての傾聴術 古宮昇 著

2056 C 心の健康 チックとトゥレット症候群がよくわかる本 星加明徳 監修

2061 C 心の健康 森田療法のすべてがわかる本 北西憲二 監修

2062 C 心の健康
考え方の悪いクセを治す認知行動療法セルフケアブック : イラス
ト版

清水栄司 監修

2063 C 心の健康 認知行動療法のすべてがわかる本 清水栄司 監修

2064 C 心の健康
解離性障害のことがよくわかる本 : 影の気配におびえる病 : イラ
スト版

柴山雅俊 監修

2065 C 心の健康 思春期の統合失調症 伊藤順一郎 監修

2066 C 心の健康 統合失調症 : 正しい理解と治療法 伊藤順一郎 監修

10248 C 心の健康 統合失調症 : 正しい理解と治療法 伊藤順一郎 監修

2067 C 心の健康 リストカット・自傷行為のことがよくわかる本 林直樹 監修

2070 C 心の健康 うつ病の最新治療 関谷透 著

2080 C 心の健康 精神科・心療内科の上手なかかり方がわかる本 渡辺登 監修

2081 C 心の健康
史上最強図解これならわかる!精神医学 : 基礎から学べる入門
書

上島国利 監修

2083 C 心の健康 アルコール依存症(いぞんしょう)から抜け出す本 樋口進 監修

【 C　心の健康】
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2084 C 心の健康 境界性パーソナリティ障害のことがよくわかる本 牛島定信 監修

2085 C 心の健康 強迫性障害のすべてがわかる本 原田誠一 監修

2086 C 心の健康 適応障害のことがよくわかる本 : イラスト版 貝谷久宣 監修

2087 C 心の健康 双極性障害(躁うつ病)のことがよくわかる本 野村総一郎 監修

2088 C 心の健康 入門うつ病のことがよくわかる本 野村総一郎 監修

10260 C 心の健康 入門うつ病のことがよくわかる本 （新版） 野村総一郎 監修

2089 C 心の健康
非定型うつ病のことがよくわかる本 : 「気まぐれ」「わがまま」と誤
解を受ける新型うつ病のすべて

貝谷久宣 監修

2090 C 心の健康 非定型うつ病 : パニック障害・社交不安障害
主婦の友社 編,
貝谷久宣 監修

2154 C 心の健康 「非定型うつ病」がわかる本 : 誤解されやすい新しい心の病 福西勇夫 編著

2162 C 心の健康 図解やさしくわかる統合失調症 : 正しい理解と付き合い方 功刀浩 著

2163 C 心の健康 図解やさしくわかる認知行動療法 : 治療の流れと活用のしかた 福井至, 貝谷久宣 監修

2164 C 心の健康 図解やさしくわかる強迫性障害 : 上手に理解し治療する 原井宏明, 岡嶋美代 著

2165 C 心の健康
図解やさしくわかるパーソナリティ障害 : 正しい理解と付き合い
方

牛島定信 著

2169 C 心の健康
友だちで悩む人の処方せん : 幸せに生きるヒント : 発言小町の
知恵+専門家のアドバイス

江夏亮, 読売新聞大手小
町編集部 著

2170 C 心の健康 心を元気にする処方せん : 幸せに生きるヒント
奥田弘美, 読売新聞大手
小町編集部 著

2171 C 心の健康
苦手の処方せん : 幸せに生きるヒント : 発言小町の知恵+医師
のアドバイス

奥田弘美, 読売新聞大手
小町編集部 著

2242 C 心の健康 やさしい統合失調症の自己管理 丹羽真一 編

2444 C 心の健康 やさしい統合失調症の自己管理 （ 改訂版） 丹羽真一 編

2311 C 心の健康
うつ病の人の職場復帰を成功させる本 : 支援のしくみ「リワー
ク・プログラム」活用術 : イラスト版

秋山剛, うつ病リワーク研
究会 監修

2312 C 心の健康 ネット依存症のことがよくわかる本 : イラスト版 樋口進 監修

2313 C 心の健康
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 著

2471 C 心の健康 うつ病の人に言っていいこと・いけないこと : イラスト版 有馬秀晃 監修

2472 C 心の健康
認知症と見分けにくい「老年期うつ病」がよくわかる本 : イラスト
版

三村將 監修

2473 C 心の健康 お酒が減らせる練習帳 樋口進 著

8118 C 心の健康
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

8122 C 心の健康 なぜ、ヒトは「うつ」になるのか : Superサイエンス 北島潤一郎 監修

10057 C 心の健康 うつ病 : 正しく知って治す 野村総一郎 総監修

10079 C 心の健康 うつ病 : あなたの家族が病気になったときに読む本
福井次矢 [ほか] 編,
上島国利 [ほか] 著

10108 C 心の健康 本人と家族のための「うつ」の本 野末浩之 著

10144 C 心の健康
怒りの処方せん : 幸せに生きるヒント : 発言小町の知恵+医師
のアドバイス

森省二, 読売新聞大手小
町編集部 著

10192 C 心の健康 よくわかるうつ病 : 診断と治療、周囲の接し方・支え方 尾崎紀夫 総監修

10409 C 心の健康 家族のためのうつ病 :  知っておきたい声のかけ方、支え方 神庭重信 監修

【 D　薬】
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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

174 D 薬 くすりの地図帳 : The atlas of medication
伊賀立二, 小瀧一, 澤田
康文 監修

10010 D 薬 くすりの地図帳 : The atlas of medication
伊賀立二, 小瀧一, 澤田
康文 監修

2004 D 薬 今日の治療薬 : 解説と便覧
浦部晶夫 [ほか] 編,
舘田一博 [ほか] 著

禁帯出

2005 D 薬 くすりの事典 : 病院からもらった薬がよくわかる : 2013年版 小林輝明 監修

10221 D 薬 くすりの事典 : 病院からもらった薬がよくわかる : 2017年版 片山志郎 監修

10281 D 薬 くすりの事典 : 病院からもらった薬がよくわかる : 2019年版 片山志郎 監修

10373 D 薬 くすりの事典 : 病院からもらった薬がよくわかる : 2021年版 片山志郎 監修

2082 D 薬 精神科の薬がわかる本 姫井昭男 著

2225 D 薬 抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬 西條長宏 編

2314 D 薬 薬理学の基本がわかる薬が効くしくみ 中原保裕 著

2460 D 薬 ピルブック : 薬の事典 : 2015年版 橘敏也 著 禁帯出

2462 D 薬 医者からもらった薬がわかる本 : 2014-2015年版 医薬制度研究会 著

10206 D 薬 医者からもらった薬がわかる本 : 2016-2017年版 医薬制度研究会 著

10329 D 薬 医者からもらった薬がわかる本 : 2018-2019年版 医薬制度研究会 著

10011 D 薬 図解入門＊よくわかる薬理学の基本としくみ 當瀬規嗣 著

10063 D 薬 生活習慣病の薬 : 気になる知りたい効果と副作用

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2279 Ee リハビリ療法 リハビリテーションビジュアルブック
稲川利光 編,
落合慈之 監修

10207 Ee リハビリ療法 リハビリテーションビジュアルブック （第2版）
稲川利光 編,
落合慈之 監修

2315 Ee リハビリ療法 家庭でできるリハビリとマッサージ : イラストでよくわかる 下正宗, 加川豊 監修

2316 Ee リハビリ療法 脳卒中後のおいしいリハビリごはん : 自宅でできる食事プラン
輝生会初台リハビリテーショ
ン病院, 輝生会船橋市立リハ
ビリテーション病院 著

2317 Ee リハビリ療法 家庭でできるリハビリテーション 隆島研吾 著

2474 Ee リハビリ療法 ロコモが気になる人にも押して元気に“ツボ体操” 柳本真弓 講師

233 Ee5 嚥下障害 口から食べる嚥下障害Q&A
藤島一郎 著,
清水一男 絵

2028 Ee5 嚥下障害 テクニック図解かむ・飲み込むが難しい人の食事 藤谷順子 監修

2318 Ee5 嚥下障害 摂食・嚥下リハビリテーション実践ガイド : できることから始める 寺見雅子 編著

2475 Ee5 嚥下障害 介護する人のための誤嚥性肺炎こうすれば防げる!助かる! 稲川利光 監修

2476 Ee5 嚥下障害 おうちでできるえんげ食
ニュートリー株式会社 編
集・技術協力

2477 Ee5 嚥下障害
噛みづらい・飲み込みにくい‐困ったときの特選レシピ : 一生
“食”を楽しむために

井藤英喜, 金丸晶子 監修,
金丸絵里加 料理指導

2050 Ei 禁煙 事例で学ぶ禁煙治療のためのカウンセリングテクニック
谷口千枝 著,
田中英夫 編集

2319 Ei 禁煙 イラスト版禁煙セラピー
アレン・カー 著,
阪本章子 訳

【 E　トレーニング】
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2320 Ei 禁煙 女性のための禁煙セラピー : イラスト版
アレン・カー 著,
阪本章子 訳

10083 Ei 禁煙 禁煙セラピー : 読むだけで絶対やめられる
アレン・カー 著,
阪本章子 訳

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2024 Fa 一般医学 熱中症対策マニュアル 稲葉裕 監修

2174 Fa 一般医学
むくみを治す74のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知
恵+医師のアドバイス

森田綾乃, 読売新聞大手
小町編集部 著

2176 Fa 一般医学
冷え症を治す64のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知
恵+医師のアドバイス

渡邉賀子, 読売新聞大手
小町編集部 著

2180 Fa 一般医学
汗っかきを治す72のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の
知恵+医師のアドバイス

五味常明, 読売新聞大手
小町編集部 著

2181 Fa 一般医学
疲労を治す81のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知恵
+医師のアドバイス

降矢英成, 読売新聞大手
小町編集部 著

2268 Fa 一般医学 はじめてのフットケア 中西健史 著

2292 Fa 一般医学 疾患別病態関連マップ
山口瑞穂子, 関口恵子
監修

10098 Fa 一般医学
キズ・ヤケドは消毒してはいけない : 痛くない!早く治る! : 「うるお
い治療」のすすめ

夏井睦 著

10283 Fa1 一般 からだにいい食事と栄養の教科書 : 図解でわかる! 本多京子 監修

2033 Fa1 一般 路上からできる生活保護申請ガイド : 2012年度版
路上の法律家たち [ほか]
編, ホームレス総合相談ネッ
トワーク 監修

2034 Fa1 一般 保護のてびき
生活保護制度研究会 編
著

2042 Fa1 一般 食品成分表 : 便利な2分冊 : 2013 香川芳子 監修

10208 Fa1 一般
七訂食品成分表 : 便利な2冊 : 2016
「日本食品標準成分表2015（七訂）」準拠

香川芳子 監修

10284 Fa1 一般
七訂食品成分表：便利な2冊分（2018）「日本食品標準成分表
2015（七訂）」「同　追補2016年」「同　追補2017年」準拠

香川明夫 監修

2048 Fa1 一般
U-CANの介護保険利用マニュアル : はじめて使う!そろそろ備え
る!!

ユーキャン学び出版介護
保険研究会 編

10222 Fa1 一般
U-CANの介護保険利用マニュアル : はじめて使う!そろそろ備え
る!!（4訂版）

ユーキャン介護保険研究
会 編

2049 Fa1 一般 現役ケアマネが教える最新介護保険利用のしかた
コンデックス情報研究所
編著

2098 Fa1 一般 これで安心!症状・状況別ポジショニングガイド 田中マキ子, 桝井幸恵 編

2321 Fa1 一般 よくわかる生理学の基本としくみ 當瀬規嗣 著

10101 Fa1 一般 よくわかる生理学の基本としくみ 當瀬規嗣 著

2322 Fa1 一般
よくわかる痛み・鎮痛の基本としくみ : なぜ痛むのか?どう治すの
か?を図解で学ぶ!

伊藤和憲 著

2478 Fa1 一般 難病カルテ : 患者たちのいま 蒔田備憲 著

2542 Fa1 一般 入浴の事典 阿岸祐幸 編

10170 Fa1 一般 健康問答 : 平成の養生訓 五木寛之, 帯津良一 著

2323 Fa2 図解 よくわかる病理学の基本としくみ 田村浩一 著

10069 Fa2 図解 病気の地図帳 山口和克 監修

2324 Fa3 自己管理
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

【 Fb　骨/関節/筋肉】

【 Fa　一般医学】
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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

273 Fb 骨/関節/筋肉 やさしい変形性膝関節症の自己管理 鳥巣岳彦 著

10030 Fb 骨/関節/筋肉 やさしい変形性膝関節症の自己管理 鳥巣岳彦 著

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

松田達男, 田中尚喜, 武
藤芳照 編

2053 Fb 骨/関節/筋肉 首・肩・腕の痛みとしびれをとる本 : イラスト版 井須豊彦 監修

10277 Fb 骨/関節/筋肉
骨格筋ハンドブック : 機能解剖からエクササイズまで一目でわ
かる （原書第3版）

Chris Jarmey, John
Sharkey著　野村嶬 監訳

2128 Fb 骨/関節/筋肉 股関節の痛みをとって、美しくさっそうと歩く : イラスト版 平川和男 監修

2129 Fb 骨/関節/筋肉
ひざ・腰・肩の痛みの最新治療 : 変形性膝関節症・坐骨神経痛・
骨粗鬆症・椎間板ヘルニアなど

主婦の友社 編,
三井弘 監修

2157 Fb 骨/関節/筋肉 変形性関節症（股関節・膝関節） : 名医が語る最新・最良の治療 杉山肇[ほか]著

2245 Fb 骨/関節/筋肉 図解でわかる坐骨神経痛
田村睦弘 監修,
主婦の友社 編

2257 Fb 骨/関節/筋肉
骨と関節のしくみとはたらき : 知りたいことがすべてわかる : カ
ラー完全図解

有賀誠司 監修,
水嶋昭彦 著

2262 Fb 骨/関節/筋肉
筋肉のしくみとはたらき : 知りたいことがすべてわかる : カラー
完全図解

有賀誠司 監修,
水嶋昭彦 著

2275 Fb 骨/関節/筋肉
腰痛・下肢痛のための靴選びガイド : からだにあった正しい靴を
履いていますか?

田中尚喜 著,
伊藤晴夫 監修

2284 Fb 骨/関節/筋肉 整形外科疾患ビジュアルブック
下出真法 編,
落合慈之 監修

10338 Fb 骨/関節/筋肉 整形外科疾患ビジュアルブック (第2版）
下出真法 編,
落合慈之 監修

2325 Fb 骨/関節/筋肉
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, 竹尾吉枝, 小
谷さおり, 芝﨑美幸 著

10304 Fb 骨/関節/筋肉
すぐ役に立つ脳と心の介護予防フィットネス : 老齢期の認知機
能・うつに対応したQOL向上運動・実践ガイド （新版）

石井千惠,、梅田陽子、小
関潤子、松浦亜紀子 著

2326 Fb 骨/関節/筋肉 大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン

日本整形外科学会診療ガイ
ドライン委員会大腿骨頚部/
転子部骨折診療ガイドライン
策定委員会 編,日本整形外
科学会, 日本骨折治療学会
監修

2327 Fb 骨/関節/筋肉 骨折ケア超実践マニュアル : 写真と動画でだれでもできる
濱田雅之 監修,
中瀬尚長 編

2328 Fb 骨/関節/筋肉 痛みが楽になるトリガーポイントストレッチ&マッサージ 伊藤和憲 著

2329 Fb 骨/関節/筋肉 痛みが楽になるトリガーポイント筋肉トレーニング 伊藤和憲 著

2330 Fb 骨/関節/筋肉 歩き方を変えれば外反母趾はここまで治る! 古屋達司 著

2479 Fb 骨/関節/筋肉 あなたの首の痛み・肩こりはストレートネックが原因です! 酒井慎太郎 著

2481 Fb 骨/関節/筋肉
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」 : イ
ラスト版

黒澤尚 著

10227 Fb 骨/関節/筋肉 坐骨神経痛（最新版） 久野木順一 著

8027 Fb 骨/関節/筋肉 やさしい肩の痛みの自己管理 井樋栄二 編

10031 Fb 骨/関節/筋肉 やさしい肩の痛みの自己管理 井樋栄二 編

8041 Fb 骨/関節/筋肉
患者さんのための頚椎後縦靱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, 頚椎後縦靱
帯骨化症ガイドライン策定委
員会, 厚生労働省特定疾患
対策研究事業「脊柱靱帯骨
化症に関する研究」班 編

10073 Fb 骨/関節/筋肉
患者さんのための頚椎後縦靱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, 頚椎後縦靱
帯骨化症ガイドライン策定委
員会, 厚生労働省特定疾患
対策研究事業「脊柱靱帯骨
化症に関する研究」班 編
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8042 Fb 骨/関節/筋肉
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
づいた頚椎症性脊髄症ガイドブック

日本整形外科学会診療ｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ委員会, 頚椎症性脊髄
症ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定委員会 編

10074 Fb 骨/関節/筋肉
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
づいた頚椎症性脊髄症ガイドブック

日本整形外科学会診療ｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ委員会,頚椎症性脊髄症
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定委員会編

10054 Fb 骨/関節/筋肉 ひざの痛み : あなたに合った治療がわかる 守屋秀繁 総監修

10064 Fb 骨/関節/筋肉 股関節の痛み : 変形性股関節症の治療がよくわかる 杉山肇 総監修

10092 Fb 骨/関節/筋肉
変形性膝関節症の運動・生活ガイド : 運動療法と日常生活動作
の手引き

杉岡洋一, 「運動器の10年」
日本委員会 監修, 黒澤尚,
武藤芳照, 伊藤晴夫 編

10097 Fb 骨/関節/筋肉
腰痛、肩こり、手足のしびれ : 「背骨」がかかわる症状の診断・
治療ガイドブック

伊藤達雄, 戸山芳昭　総
監修

10115 Fb 骨/関節/筋肉 ひざ痛を治す : 正しく動かす元気に歩く 宗田大 総監修

10200 Fb 骨/関節/筋肉 筋力アップで健康 : 今からでもできる!「動けるカラダ」づくり 石井直方 総監修

10244 Fb 骨/関節/筋肉 シニアの脊柱管狭窄症 : 痛みと不安を解消する!
紺野慎一, 矢吹省司　監
修

10249 Fb 骨/関節/筋肉 シニアのひざの痛み：ずっと歩ける！自分で治す！ 池内昌彦　監修

10290 Fb 骨/関節/筋肉 シニアの筋トレ・口トレ・骨体操 : まずはこれだけトレーニング
荒井秀典、山田実、菊谷
武、石橋英明 監修

10391 Fb 骨/関節/筋肉 70・80・90歳の“若返り”筋トレ 久野譜也 監修

1002 Fb5 腰痛 坐骨神経痛がわかる本 : 腰部脊柱管狭窄症 戸山芳昭 著

2095 Fb5 腰痛
患者さんのための腰椎椎間板ヘルニアガイドブック : 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, 腰椎椎間板
ヘルニアガイドライン策定委

10075 Fb5 腰痛
患者さんのための腰椎椎間板ヘルニアガイドブック : 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, 腰椎椎間板
ヘルニアガイドライン策定委

2182 Fb5 腰痛
腰痛を治す65のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知恵
+医師のアドバイス

小山郁, 読売新聞大手小
町編集部 著

2331 Fb5 腰痛 画像ではわからないしつこい腰の痛みを治す本 : イラスト版 井須豊彦 監修

2332 Fb5 腰痛
図解腰痛の治し方 : DVD付き : DVDプロ直伝の腰のこり・痛み
を取り去るマッサージの極意&ツボストレッチ

星虎男, 竹川広三 監修,主婦
の友インフォス情報社 編

2333 Fb5 腰痛 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン
日本整形外科学会診療ｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ委員会腰部脊柱管狭窄
症診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定委員会

2334 Fb5 腰痛
名医が語る最新・最良の治療 腰部脊柱管狭窄症・腰椎椎間板
ヘルニア : 最新の治療法で痛みがとれる!!

高橋寛 [ほか] 著

2483 Fb5 腰痛
スーパー図解坐骨神経痛 : 原因を見極め、不快な症状を解消
する

久野木順一 監修

10053 Fb5 腰痛 腰痛 : なぜ治らないあなたの痛み 菊地臣一 総監修

10091 Fb5 腰痛 腰痛の運動・生活ガイド : 運動療法と日常生活動作の手引き
菊地臣一, 武藤芳照, 伊
藤晴夫 編

10102 Fb5 腰痛 続・腰痛をめぐる常識の嘘 菊地臣一 著

281 Fb6 痛風 痛風の人の食事
藤森新, 泉眞利子, 島崎と
み子 著

2247 Fb6 痛風 図解でわかる痛風・高尿酸血症
牧野直子食事療法 監修, 主
婦の友社編, 谷口敦夫 監修

2335 Fb6 痛風
痛風・高尿酸血症の人のためのおいしい食事自由自在 : 最新
決定版

忍田聡子 指導・監修,
主婦の友社 編

2484 Fb6 痛風
本気で治したい人の痛風 : 最新版 : 痛風改善レシピ＆食材事
典つき

日高雄二 監修

2485 Fb6 痛風
痛風・高尿酸血症 : 薬物療法と発作への対処法 尿酸値を下げ
る生活と食事

日高雄二 監修

280 Fb7 骨粗鬆症 骨粗鬆症の人の食事 白木正孝 [ほか]著

2077 Fb7 骨粗鬆症 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011年版 : ダイジェスト版
折茂肇 監修,
中村利孝, 細井孝之 編

10243 Fb7 骨粗鬆症 骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版 : ダイジェスト版
折茂肇 監修,
中村利孝, 細井孝之 編
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10305 Fb7 骨粗鬆症 骨粗鬆症 : 予防・検査・治療のすべてがわかる本 （新版） 石橋英明 著

10326 Fb7 骨粗鬆症 シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ！ 宗圓聰 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

10306 Fc 血液/リンパ 血液のガン : 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫 （新版） 飛内賢正 監修

300 Fc 血液/リンパ 貧血の人の食事 代田常道 [ほか]著

317 Fc 血液/リンパ やさしい貧血の自己管理 内田立身 編

1003 Fc 血液/リンパ やさしい血液疾患 押味和夫 著

1004 Fc 血液/リンパ 悪性リンパ腫 堀田知光 編

10266 Fc 血液/リンパ 悪性リンパ腫 （改訂3版） 堀田知光 編

2020 Fc 血液/リンパ みるみるナットク血液疾患 : 病態生理がわかればケアがわかる 須永真司 著

2229 Fc 血液/リンパ 造血幹細胞移植 神田善伸 著

2236 Fc 血液/リンパ やさしい悪性リンパ腫外来治療の自己管理 飛内賢正 編

2336 Fc 血液/リンパ 白血病/骨髄異形成症候群 直江知樹 編

10261 Fc 血液/リンパ 病気がみえる : vol.5血液 （第2版） 医療情報科学研究所 編

8009 Fc 血液/リンパ リンパ浮腫治療のセルフケア
加藤逸夫 監修,
佐藤佳代子 著

8025 Fc 血液/リンパ やさしい造血幹細胞移植へのアプローチ 小寺良尚 編

8067 Fc 血液/リンパ 心配しないでいいですよ再発・転移悪性リンパ腫 畠清彦 著

8075 Fc 血液/リンパ 心配しないでいいですよ再発・転移白血病
畠清彦 編,
照井康仁 著

8095 Fc 血液/リンパ リンパ浮腫の治療とケア
佐藤佳代子 編, 小川佳
宏, 佐藤佳代子 著

10307 Fc 血液/リンパ 図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 （改訂版） 永井正 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

310 Fd 心臓・血管系 狭心症・心筋梗塞から身を守る 木全心一 監修

315 Fd 心臓・血管系 はじめてのモニター心電図 松井由美恵 著

318 Fd 心臓・血管系 やさしい閉塞性動脈硬化症の自己管理 松尾汎 編

332 Fd 心臓・血管系 心臓ペースメーカー・植込み型除細動器 田中茂夫 編

2099 Fd 心臓・血管系 全部見える循環器疾患 : スーパービジュアル 黒澤博身 総監修

2184 Fd 心臓・血管系
「血管の病気」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるか
ら安心できる : 検査 診断 治療・手術

重松宏 編著

2185 Fd 心臓・血管系
「狭心症・心筋梗塞」と言われたら… : お医者さんの話がよくわ
かるから安心できる : 検査 診断 治療・手術

川名正敏, 山崎健二 著

2208 Fd 心臓・血管系 完全図解よくわかる心臓弁膜症 加瀬川均 著

2238 Fd 心臓・血管系 やさしい透析患者のための血圧と心臓・血管の自己管理
深川雅史, 常喜信彦 編
著

【 Fc　血液/リンパ】

【 Fd　心臓・血管系】
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2243 Fd 心臓・血管系 やさしい造血幹細胞移植後のQOLの向上 室井一男 編

2248 Fd 心臓・血管系 図解でわかる心臓病 : 最新治療が手に取るようにわかる
主婦の友社 編,
中村正人 監修

10285 Fd 心臓・血管系 病気がみえる : vol.2循環器 （第4版） 医療情報科学研究所 編

2282 Fd 心臓・血管系 循環器疾患ビジュアルブック
大西哲, 田鎖治, 山崎正
雄 編, 落合慈之 監修

10279 Fd 心臓・血管系 循環器疾患ビジュアルブック （第2版）
山崎正雄 柴田講 編, 落
合慈之 監修

2337 Fd 心臓・血管系
心臓病の予防・治療とリハビリ : 狭心症・心筋梗塞の最新治療
法 : 運動・食事リハビリで心臓を守る日常生活

伊東春樹 著

2338 Fd 心臓・血管系 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, 伊藤修 編

2339 Fd 心臓・血管系
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 著

2340 Fd 心臓・血管系
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 :
「あし」が、だるい・重い・かゆいあなたへ

岩井武尚 著

2341 Fd 心臓・血管系
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

2342 Fd 心臓・血管系 不整脈の不安と疑問に答えます 山下武志 著

2487 Fd 心臓・血管系
不整脈治療のためのカテーテルアブレーション : エビデンスに基
づいた周術期管理

奥村謙 編

2488 Fd 心臓・血管系 ゼロからわかる狭心症心筋梗塞
聖路加国際病院 監修,
川副浩平 著

2489 Fd 心臓・血管系
スーパー図解狭心症・心筋梗塞 : 安心の日々を送るための治
療と知識

川名正敏 監修

2491 Fd 心臓・血管系 内臓・血液と血管のアンチエイジング

2492 Fd 心臓・血管系 下肢静脈瘤 : 体への負担が少ない最新治療
保坂純郎 著, 主婦の友
社 編

10059 Fd 心臓・血管系 心臓・血管の病気 : 診断と治療が詳しくわかる 小川久雄 総監修

10060 Fd 心臓・血管系 不整脈 : 突然死を防ぐために 小川聡 総監修

10076 Fd 心臓・血管系 狭心症・心筋梗塞 : あなたの家族が病気になったときに読む本
福井次矢, 川島みどり, 大
熊由紀子 編

10125 Fd 心臓・血管系 飛躍 : 心臓病患者「サフランの会」三十周年記念誌 サフランの会 編

10256 Fd 心臓・血管系 心臓病はもう怖くない : 高血圧や動脈硬化も 岡本洋　著

10319 Fd 心臓・血管系
シニアの心臓が危ない! : そのむくみ、息切れ…もしかして心不
全？

下川宏明 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

352 Fe がん がん術後の人の食事
太田博俊, 伊吹幸, 小川
久惠 著

10049 Fe がん がん術後の人の食事
太田博俊, 伊吹幸, 小川
久惠 著

2011 Fe がん 心配しないでいいですよ放射線治療
がん研有明病院 放射線
治療部 編著

2013 Fe がん がんに負けない、あきらめないコツ 鎌田實 著

2029 Fe がん
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, 青山広美
著

2113 Fe がん ガン免疫療法の最新治療がわかる本 有賀淳 監修

2207 Fe がん ガンを切らずに治す内視鏡治療「ESD」がわかる本 講談社 編

2345 Fe がん がん患者のリハビリテーション : リスク管理とゴール設定 宮越浩一 編

2346 Fe がん 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, 奥仲哲弥 著

【 Fe　がん】
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2347 Fe がん がん放射線治療
唐澤久美子, 藤本美生
編

2348 Fe がん がんになったら手にとるガイド : 患者必携
国立がん研究センターがん
対策情報センター 編著

2349 Fe がん
がん研が作ったがんが分かる本 : 初歩から最先端、そして代替
医療まで

ロハスメディア 編,
がん研究会 監修

10286 Fe がん
がん研が作ったがんが分かる本 : 初歩から最先端、そして代替
医療まで （新装版）

ロハスメディア 編,
がん研究会 監修

8013 Fe がん がんの教科書 : ビジュアル版 中川恵一 著

8053 Fe がん 絵でわかるがんと遺伝子 野島博 著

8088 Fe がん
がん家族はどうしたらよいか : 告知・医療・ホスピス・看取り−迷
い、悩んだとき

季羽倭文子 著

10065 Fe がん あなたのためのがん用語事典
日本医学ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ協会 編
著,国立がんｾﾝﾀｰ監修

10066 Fe がん 家族がガンになったときすぐに知りたいQ&A
矢沢サイエンスオフィス
編

10107 Fe がん
もしも、がんが再発したら : 本人と家族に伝えたいこと : 患者必
携

国立がん研究センターがん
対策情報センター編著

10114 Fe がん 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

10134 Fe がん がん再発予防の食事＆生活術
野口節子 監修, 家庭栄
養研究会 編

10150 Fe がん がん告知以後 季羽倭文子 著

10157 Fe がん
今からできるがんに克つ体の鍛え方 : 余命宣告も取り消すこと
ができる３つのステップ

星野泰三, 松島修司 著

10377 Fe がん
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
わかる免疫療法ガイドブック
～患者さんのために～」作成
ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 編

2350 Fe5 がん介護 がんの花道 : 患者の「平穏生」を支える家族の力 長尾和宏, 藤野邦夫 著

2351 Fe5 がん介護 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

2352 Fe5 がん介護 がん疼痛マネジメント 林章敏 編著

2353 Fe5 がん介護
抗がん剤・放射線治療と食事のくふう : がん患者さんと家族のた
めの : 症例で選ぶ!

山口建 監修, 静岡県立静岡
がんセンター, 日本大学短期
大学部食物栄養学科 編

10287 Fe5 がん介護
抗がん剤・放射線治療と食事のくふう : がん患者さんと家族のた
めの : 症例で選ぶ! （改訂版）

山口建 監修, 静岡県立静岡
がんｾﾝﾀｰ,日本大学短期大
学部食物栄養学科 編,山口
建,稲野利美, 吉田隆子,石川
睦弓, 廣瀬弥生 編著

2000 Fe6 化学療法 がん化学療法と患者ケア
柳原一広, 福島雅典 監
修

2097 Fe6 化学療法 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン
日本緩和医療学会緩和医療
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会 編

10374 Fe6 化学療法 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン (2020年版)
日本緩和医療学会ガイド
ライン統括委員会 編

2354 Fe6 化学療法
国立がん研究センター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

荒井保明 監修

2355 Fe6 化学療法 基本まるわかり!分子標的薬 石川和宏 著

2356 Fe6 化学療法 がん化学療法 長場直子, 本村茂樹 編

2357 Fe6 化学療法 新がん化学療法ベスト・プラクティス
佐々木常雄, 岡元るみ子
編

8051 Fe6 化学療法 患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Q&A 渡辺亨, 飯野京子 編

10067 Fe6 化学療法 がん化学療法の理解とケア 長場直子, 本村茂樹 編

10135 Fe6 化学療法
抗がん剤治療中の生活ケアBOOK : 副作用の症状別に引ける
アドバイスと注意点

中川靖章 監修
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10228 Fe6 化学療法 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド
日本緩和医療学会緩和医療
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会 編

10403 Fe6 化学療法 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド （増補版）
日本緩和医療学会ガイド
ライン統括委員会 編

2021 Fe7 緩和ケア ここが知りたかった緩和ケア 余宮きのみ 著

10209 Fe7 緩和ケア ここが知りたかった緩和ケア （増補版） 余宮きのみ 著

2358 Fe7 緩和ケア
患者・家族のためのがん緩和マニュアル : 米国国立がん研究所
(NCI)PDQ・支持療法と緩和ケア版

先端医療振興財団・臨床研
究情報センター 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2019 Ff 免疫 好きになる免疫学
萩原清文 著,
多田富雄 監修

2239 Ff 免疫 やさしいGVHD外来治療の自己管理 谷口修一 編

2468 Ff 免疫 安保徹が教える免疫力を10倍高める食べ方 安保徹, 杉本恵子 監修

8097 Ff 免疫 図解雑学安保徹の病気にならない免疫のしくみ 安保徹 著

10047 Ff 免疫 やさしいシェーグレン症候群の自己管理 住田孝之 編

1010 Ff5 アレルギー やさしい食物アレルギーの自己管理 馬場実 編

2096 Ff5 アレルギー
鼻アレルギー診療ガイドライン‐通年性鼻炎と花粉症 （2013年
版）

鼻アレルギー診療ガイド
ライン作成委員会 作成

10229 Ff5 アレルギー
鼻アレルギー診療ガイドライン‐通年性鼻炎と花粉症 （2016年
版）

鼻アレルギー診療ガイド
ライン作成委員会 作成

2135 Ff5 アレルギー 子どものアレルギーのすべてがわかる本 海老澤元宏 監修

2359 Ff5 アレルギー 食物アレルギーの基礎知識 : 保護者と学校の先生に伝えたい
小林陽之助 監修,兵庫食物
アレルギー研究会 編

10262 Ff5 アレルギー アレルギー検査のミ・カ・タ : 知りたかったことがアレコレわかる 伊藤潤 著

10267 Ff6 膠原病
膠原病 : 病気の種類と最新の治療法、悪化を防ぐ日常生活の
ケア （最新版）

三森明夫 監修

2212 Ff6 膠原病 膠原病とリウマチの治し方 村島温子 監修

2360 Ff6 膠原病 図解膠原病がよくわかる最新治療と正しい知識 橋本博史 監修

10210 Ff6 膠原病 図解膠原病がよくわかる最新治療と正しい知識 （改訂新版） 橋本博史 監修

2493 Ff6 膠原病 本気で治したい人の膠原病・リウマチ (最新版) 竹内勤 監修

10012 Ff6 膠原病 膠原病・リウマチは治る 竹内勤 著

10013 Ff6 膠原病 膠原病がわかる本 宮坂信之 著

10404 Ff6 膠原病 膠原病・リウマチがわかる本 （最新版） 宮坂信之 著

269 Ff7 リウマチ 歩いて治すひざの痛み 黒澤尚 著

2222 Ff7 リウマチ 関節リウマチ : 生物学的製剤の正しい使い方とは? 宮坂信之 編

2361 Ff7 リウマチ
リウマチ・膠原病 : 病気別治療の最先端と痛みをやわらげるポ
イント : 最新医学がとことんわかる

竹内勤 監修

2362 Ff7 リウマチ
あきらめないで!関節リウマチ : 入門から生物学的製剤による最
新の治療まで

松野博明 著

10230 Ff7 リウマチ あきらめないで!関節リウマチ （最新版） 松野博明 著

2494 Ff7 リウマチ スーパー図解関節リウマチ : 最新治療で症状を取り去る 林泰史 監修

10014 Ff7 リウマチ
リウマチはもう怖くない : ここまで変わった関節リウマチの最新
治療

西岡久寿樹 著

【 Ff　免疫】
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10015 Ff7 リウマチ 関節リウマチの最新治療 西岡久寿樹 監修

10016 Ff7 リウマチ 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,
越智隆弘 監修

10335 Ff7 リウマチ リウマチの治療と生活療法
亀田総合病院ﾘｳﾏﾁ教育入
院プロジェクト、成田和子著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

454 Fg 伝染・感染症 免疫力を鍛えるスーパー食事法 星野泰三 監修

460 Fg 伝染・感染症 わかりやすい予防接種 渡辺博 著

10308 Fg 伝染・感染症 わかりやすい予防接種 （改訂第6版） 渡辺博 著

466 Fg 伝染・感染症 細胞と組織の地図帳 和氣健二郎 著

2023 Fg 伝染・感染症 抵抗力の低下している人を感染から守る本 矢野邦夫 著

2131 Fg 伝染・感染症 結核を防ぐ、治す 森亨 監修

2495 Fg 伝染・感染症 外来で遭遇する日和見感染症・耐性菌感染症 舘田一博 編

2496 Fg 伝染・感染症 よくわかるインフルエンザのすべて 河合直樹 編著

2497 Fg 伝染・感染症 そこが知りたい！成人の予防接種パーフェクト・ガイド 渡辺彰, 尾内一信 編

2498 Fg 伝染・感染症 ノロウイルス食中毒・感染症からまもる‼ : その知識と対策 野田衛 著, 丸山務 監修

10322 Fg 伝染・感染症 病気がみえる : vol.6免疫・膠原病・感染症 （第2版） 医療情報科学研究所 編

8113 Fg 伝染・感染症 ねころんで読めるCDCガイドライン : やさしい感染対策入門書 矢野邦夫 著

コード 記号 分類 タイトル 著者 禁帯出

481 Fh 目 眼科 小口芳久 編

2037 Fh 目
みんなで知っ得「助かる」「助ける」 : 視覚障害者のための防災
対策マニュアル

2363 Fh 目 くわしく知りたい目の病気 : 白内障・緑内障・加齢黄斑変性 大鹿哲郎 総監修

10021 Fh 目 くわしく知りたい目の病気 : 白内障・緑内障・加齢黄斑変性 大鹿哲郎 総監修

2364 Fh 目 眼科疾患ビジュアルブック
落合慈之, 平形明人 監
修, 永本敏之 [ほか] 編

10309 Fh 目
緑内障・白内障・糖尿病網膜症・黄斑変性症・目のアレルギー
（新版）

杉田美由紀 監修,
主婦の友社 編

8110 Fh 目
患者さんから浴びせられる眼科疾患100の質問 : 達人はどう答
え,どう対応するか

坪田一男 編

10017 Fh 目 涙のチカラ : 涙は7マイクロリットルの海 坪田一男 著

10018 Fh 目
眼の病気:白内障・緑内障・黄斑変性症 : よくわかる : お医者に
行く前にまず読む本

ロバート・ウォルターズ
著, 橋本貴夫 監訳

10019 Fh 目 中高年の目の病気 大鹿哲郎 総監修

10020 Fh 目 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

10258 Fh 目
シニアの加齢黄斑変性・緑内障・白内障 : 「目の老化」はこうして
食い止める！

飯田知弘、福地健郎、
大鹿哲郎　監修

【 Fg　伝染・感染症】
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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

496 Fi 耳/鼻/喉 難聴・めまい・耳鳴りを解消する
神尾友和, 相原康孝 監
修

2012 Fi 耳/鼻/喉 めまいは寝てては治らない : 実践!めまいを治す23のリハビリ 新井基洋 著

2173 Fi 耳/鼻/喉
めまいを治す63のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知
恵+医師のアドバイス

丹羽潔, 読売新聞大手小
町編集部 著

2281 Fi 耳/鼻/喉 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック
中尾一成 編,
落合慈之 監修

2365 Fi 耳/鼻/喉 耳トレ! : こちら難聴・耳鳴り外来です。 中川雅文 著

2366 Fi 耳/鼻/喉 「聞こえ」に不安を感じたら… : 補聴器の使いこなし方 河野淳 著

2458 Fi 耳/鼻/喉 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 著

8029 Fi 耳/鼻/喉 やさしいアレルギー性鼻炎の自己管理 大久保公裕 著

10024 Fi 耳/鼻/喉 やさしいアレルギー性鼻炎の自己管理 大久保公裕 著

2500 Fi 耳/鼻/喉 本気で治したい人のめまい・耳鳴り 石井正則 監修

2501 Fi 耳/鼻/喉
よくわかる補聴器選び : 買い方・使い方・難聴の理解を全サ
ポート!

関谷芳正 監修・著

10223 Fi 耳/鼻/喉
よくわかる補聴器選び : 買い方・使い方・難聴の理解を全サ
ポート! （2017年版）

関谷芳正 監修・著

10332 Fi 耳/鼻/喉
よくわかる補聴器選び : 聞こえにくい？と思ったらまず手にとっ
てほしい本 （2020年版）

関谷芳正 監修・著

8033 Fi 耳/鼻/喉 やさしい味覚障害の自己管理 池田稔 編

8123 Fi 耳/鼻/喉
やさしく理解できるメニエール病の自己管理 : めまいと耳鳴り,難
聴

神崎仁 編著

10022 Fi 耳/鼻/喉 看護のための最新医学講座:耳鼻咽喉科疾患
日野原重明, 井村裕夫
監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2040 Fj 歯
絵で見てなっとくインプラントQ&A : 安心・快適にお使いいただく
ために

さきがけ 著

2209 Fj 歯
完全図解顎関節症とかみ合わせの悩みが解決する本 : 東京医
科歯科大学顎関節治療部部長が書いた

木野孔司 著

2367 Fj 歯 100歳まで自分の歯を残す4つの方法 木野孔司, 齋藤博 著

2368 Fj 歯
歯周病と全身の健康Ｑ＆Ａ : 歯周病の予防と治療は健康を守る
第一歩!

和泉雄一 編集,
和泉雄一 ［ほか］ 著

2480 Fj 歯 自分で治せる!顎関節症 : イラスト版 木野孔司 監修

2537 Fj 歯 障害のある人たちの口腔のケア
玄景華 監修, 栗木みゆき
著

8102 Fj 歯 口唇裂・口蓋裂治療の手引
昭和大学口唇裂・口蓋裂
診療班 編

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

1011 Fl 内分泌 甲状腺の病気を治す本 : 最新の病気情報と治療法がよくわかる 栗原英夫 著

10263 Fl 内分泌 甲状腺の病気 : バセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍ほか （改訂版） 伊藤公一 監修

2214 Fl 内分泌 ホルモン補充療法
麻生武志, 寺内公一, 宮
原富士子 編著

【 Fi　耳/鼻/喉】

【 Fj　歯】

【 Fl　内分泌】
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2369 Fl 内分泌
図解甲状腺の病気がよくわかる最新治療と正しい知識 : バセド
ウ病、橋本病、甲状腺腫瘍への診断と治療

伊藤公一, 高見博 監修

2502 Fl 内分泌 バセドウ病・橋本病 : その他の甲状腺の病気 伊藤公一 監修

10406 Fl 内分泌 バセドウ病・橋本病 : その他の甲状腺の病気　(改訂版） 伊藤公一 監修

10336 Fl 内分泌 スーパー図解甲状腺の病気 : 速やかな回復のための最新知識 伊藤公一 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

573 Fm 脳・神経系 パーキンソン病最新治療と生活法 作田学 監修

579 Fm 脳・神経系 知的障害のことがよくわかる本 有馬正高 監修

587 Fm 脳・神経系 脳出血・くも膜下出血はこうして防ぐ、治す 中込忠好 監修

597 Fm 脳・神経系 やさしい頭痛の自己管理 間中信也 著

2022 Fm 脳・神経系 新てんかんテキスト : てんかんと向き合うための本 井上有史, 池田仁 編

2091 Fm 脳・神経系 高次脳機能障害のリハビリがわかる本 橋本圭司 監修

2092 Fm 脳・神経系 腕と指のリハビリ・ハンドブック : 脳卒中マヒが改善する! 安保雅博 監修

2093 Fm 脳・神経系 脳梗塞の防ぎ方・治し方 : イラスト版 高木誠 監修

2117 Fm 脳・神経系 脳動脈瘤がみつかったら 上山博康 監修

2132 Fm 脳・神経系
新型頭痛「脳過敏症候群」のすべてがわかる本 : 今、解明され
た「しつこい頭痛と頭鳴」のメカニズムと治療法

清水俊彦 監修

2155 Fm 脳・神経系
パーキンソン病がわかる本 : 正しい知識で病気とつきあっていく
ために

福永秀敏, 長谷川一子
編著

2167 Fm 脳・神経系 脳卒中になったその日から開く本 中山博文 著

2179 Fm 脳・神経系
頭痛を治す80のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知恵
+医師のアドバイス

長島正, 読売新聞大手小
町編集部 著

2189 Fm 脳・神経系
「脳卒中」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる : 検査 診断 治療・手術

藤本司 著

2210 Fm 脳・神経系 こうして治す片頭痛 : 薬物乱用頭痛といわれたら 寺本純 著

2211 Fm 脳・神経系 クモ膜下出血のサインを読む 山口三千夫 著

2215 Fm 脳・神経系 脳梗塞の予防と再発防止
日本脳卒中協会, 循環器病
研究振興財団 監修, 山口武
典 編

10333 Fm 脳・神経系
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血 : もやもや病、慢性硬膜下血腫、
脳動脈解離ほか （新版）

主婦の友社 編,
高木誠 監修

10268 Fm 脳・神経系
パーキンソン病 : 最新の薬物治療法で症状をコントロールする
（改訂版）

山之内博 監修

2256 Fm 脳・神経系 人体の不思議 : カラダと脳の知られざる秘密と謎に迫る! 人体科学研究会 編

10288 Fm 脳・神経系 病気がみえる : vol.7脳・神経 （第2版） 医療情報科学研究所 編

2271 Fm 脳・神経系 やさしいパーキンソン病の自己管理 村田美穂 編著

2272 Fm 脳・神経系 やさしい脳梗塞後遺症とリハビリテーションの自己管理
棚橋紀夫 編著,
前島伸一郎 著

2286 Fm 脳・神経系 脳神経疾患ビジュアルブック
森田明夫, 吉澤利弘 編,
落合慈之 監修

2370 Fm 脳・神経系
やさしい図解「川平法」 : 決定版!家庭でできる脳卒中片マヒのリ
ハビリ

川平和美 監修

2371 Fm 脳・神経系 絵でみる脳と神経 : しくみと障害のメカニズム 馬場元毅 著

10278 Fm 脳・神経系 絵でみる脳と神経 : しくみと障害のメカニズム （第４版） 馬場元毅 著

【 Fm　脳・神経系】
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2372 Fm 脳・神経系
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, 武田篤, 前田
哲也 著

2373 Fm 脳・神経系 パーキンソン病 武田篤 編

2490 Fm 脳・神経系
やさしい多発性硬化症の自己管理 : よりよい毎日を過ごすため
のQ&A

深澤俊行 編

10225 Fm 脳・神経系
やさしい多発性硬化症の自己管理 : よりよい毎日を過ごすため
のQ&A （改訂版）

深澤俊行 編

2503 Fm 脳・神経系 全部見える脳・神経疾患 : スーパービジュアル 服部光男 監修

2504 Fm 脳・神経系
知っておきたい「てんかんの発作」 : アニメとイラストでわかるて
んかんのすべて

久保田有一 著

2505 Fm 脳・神経系 ゼロからわかる脳梗塞
聖路加国際病院 監修,
木村哲也 著

2506 Fm 脳・神経系 脳腫瘍 寺本明 編

8047 Fm 脳・神経系 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

10224 Fm 脳・神経系 脳卒中リハビリガイド : 生活の質を高める105のコツ （第2版） 田口芳雄 監修

8107 Fm 脳・神経系 脳卒中 : 見逃さない、あきらめない 内山真一郎 総監修

10052 Fm 脳・神経系 脳卒中 : 見逃さない、あきらめない 内山真一郎 総監修

8119 Fm 脳・神経系 脳からストレスを消す技術 : セロトニンと涙が人生を変える 有田秀穂 著

8131 Fm 脳・神経系
患者と読む,患者に話す脳腫瘍Q&A 135 : 脳腫瘍と闘うために,
すべてがわかる

藤巻高光 編著

10078 Fm 脳・神経系 脳卒中 : あなたの家族が病気になったときに読む本
福井次矢,川島みどり,大熊由
紀子編,高木誠[ほか] 著

10081 Fm 脳・神経系 たいせつな家族がパーキンソン病になったときに読む本
高橋一司, 上野公子, 新井保
久, 山田麻記子 監修

10202 Fm 脳・神経系
脳梗塞：最新治療・再発予防・リハビリのすべて:専門医がわかり
やすく伝えます

岡田靖　総監修

10257 Fm 脳・神経系 脳卒中をやっつけろ！ 吉村紳一　著

2177 Fm5 睡眠障害
不眠・過眠を治す81のワザ+α : その手があったか! : 発言小町
の知恵+医師のアドバイス

河村哲, 読売新聞大手小
町編集部 著

2270 Fm5 睡眠障害 やさしい睡眠障害の自己管理 大熊輝雄 著

2374 Fm5 睡眠障害 ぐっすり眠れるドクターレッスンノート
貝谷久宣, 福井至 監修,
鈴木孝信 編著

2375 Fm5 睡眠障害 睡眠の病気 : 不眠症・睡眠時無呼吸・むずむず脚 内山真 総監修

10055 Fm5 睡眠障害 睡眠の病気 : 不眠症・睡眠時無呼吸・むずむず脚 内山真 総監修

2376 Fm5 睡眠障害 睡眠障害の対応と治療ガイドライン
睡眠障害の診断・治療ガイド
ライン研究会, 内山真編

2507 Fm5 睡眠障害 安眠の科学 内田直 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

624 Fn 呼吸器 間質性肺炎・肺線維症
長井苑子 著,
泉孝英 監修

2016 Fn 呼吸器
やりなおしの呼吸と循環とことんマスター : 脱・あいまい知識!イ
ラストでぐんぐんわかる生理学と人工呼吸ケア

山本昌司 著

2017 Fn 呼吸器
病態生理ビジュアルマップ1 : 人体の構造と機能からみた : 呼吸
器疾患 : 循環器疾患

佐藤千史, 井上智子 編

2273 Fn 呼吸器 はじめてのNPPV 石原英樹 編著

2280 Fn 呼吸器 呼吸器疾患ビジュアルブック
石原照夫 編,
落合慈之 監修

2377 Fn 呼吸器
やりなおしの吸引・排痰・呼吸介助 : 患者さんが楽になる!五感で
わかる呼吸のみかた

富加見美智子 著

【 Fn　呼吸器】
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2508 Fn 呼吸器 全部見える呼吸器疾患 : スーパービジュアル 玉置淳 監修

2509 Fn 呼吸器 びまん性肺疾患と特発性間質性肺炎 東田有智 編

10323 Fn 呼吸器 病気がみえる : vol.4呼吸器 （第3版） 医療情報科学研究所 編

8035 Fn 呼吸器 胸部の地図帳 : 人体スペシャル 佐藤達夫 著

2293 Fn5 人工呼吸 はじめての人工呼吸器
大阪府立呼吸器・アレル
ギー医療センターIRCU 著

10226 Fn5 人工呼吸 はじめての人工呼吸器 （パワーアップ版）
大阪府立呼吸器・アレル
ギー医療センターIRCU 著

631 Fn6 COPD
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,
田中一正 編

10036 Fn6 COPD
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,
田中一正 編

2183 Fn6 COPD
「COPD〈慢性閉塞性肺疾患〉」と言われたら… : 検査 診断 治
療・手術 : COPDの自己管理票付

木田厚瑞 著

2510 Fn6 COPD COPD〈慢性閉塞性肺疾患〉 東田有智 編

2511 Fn6 COPD COPDの最新治療 : 慢性閉塞性肺疾患タバコの生活習慣病 木田厚瑞 著

1013 Fn7 肺がん
肺がんがわかる本: 専門医が解説する: 検査・治療・緩和ケア
etc: 「患者さん」と「ご家族」に知っておいてほしいこと（最新版）

淺村尚生 監修

2119 Fn7 肺がん 防ぐ、治す肺ガンの最新治療 加藤治文 監修

2159 Fn7 肺がん
肺がん : 名医が語る最新・最良の治療 : あなたに合ったベスト
な治療法が必ず見つかる!

光冨徹哉 [ほか]著

2193 Fn7 肺がん
「肺がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる : 検査・診断・治療・手術

永井完治 著

10269 Fn7 肺がん 肺がん （改訂5版）
西條長宏 監修,　大江裕
一郎　鈴木健司 編

2221 Fn7 肺がん 抗悪性腫瘍薬肺がん 西條長宏 編

2274 Fn7 肺がん やさしい肺がん外来化学療法へのアプローチ 山本信之 編

10077 Fn7 肺がん 肺がん : あなたの家族が病気になったときに読む本
福井次矢, 川島みどり, 大熊
由紀子 編, 吉村邦彦[ほか]
著

10270 Fn7 肺がん
肺がん : 最新免疫療法をはじめ最先端の治療法を、患者と家族
の立場に立って分かりやすく解説 （改訂版）

坪井正博 著

10372 Fn7 肺がん
患者さんのための肺がんガイドブック：悪性胸膜中皮腫・胸腺腫
含む(2019年版)

日本肺癌学会 編

2233 Fn8 ぜんそく 喘息 足立満 編

2378 Fn8 ぜんそく
これだけは知っておきたい患者さんと家族のための気管支喘息
の知識

東田有智 編

2379 Fn8 ぜんそく 家族と専門医が一緒に作った小児ぜんそくハンドブック
西間三馨, 西牟田敏之, 森川
昭廣 監修, 日本小児アレル
ギー学会 作成

10041 Fn8 ぜんそく 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, 望月博之 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

435 Fo 皮膚/髪/爪 じんましん最前線 秀道広, 宮地良樹 編

2078 Fo 皮膚/髪/爪 Q&Aで学ぶ美容皮膚科ハンドブック 古川福実 編

2148 Fo 皮膚/髪/爪 やさしい皮膚科学 澤村大輔 著

2224 Fo 皮膚/髪/爪 アトピー性皮膚炎
片山一朗 編,
西岡清 監修

2287 Fo 皮膚/髪/爪 皮膚科疾患ビジュアルブック
落合慈之 監修,
五十嵐敦之 編

【 Fo　皮膚/髪/爪】
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10310 Fo 皮膚/髪/爪
「ガサガサかかと」が危ない! : 足の手入れが健康寿命を延ばす
（改訂版）

高山かおる 著

2381 Fo 皮膚/髪/爪 毛髪の科学と診断 八木原陽一 著

8126 Fo 皮膚/髪/爪 皮膚のトラブルが治らないときの本 対馬ルリ子 総監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

660 Fp 泌尿器 トイレが近い人の読む本 : 頻尿の原因と治療 本間之夫 著

2125 Fp 泌尿器
前立腺がんの最新治療 : 知っていれば安心診断から治療のす
べて

赤倉功一郎 著

10407 Fp 泌尿器 前立腺がん （改訂版） 赤倉功一郎 著

2161 Fp 泌尿器
前立腺がん : 名医が語る最新・最良の治療 : あなたに合ったベ
ストな治療法が必ず見つかる!!

荒井陽一, 鳶巣賢一 [ほ
か] 著

2190 Fp 泌尿器
「前立腺がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるか
ら安心できる : 検査 診断 治療・手術

福井巖, 米瀬淳二 著

2227 Fp 泌尿器 膀胱がん
大園誠一郎, 赤座英之
編, 吉田修 監修

2232 Fp 泌尿器 過活動膀胱 西沢理 編

2266 Fp 泌尿器 やさしい尿路結石の自己管理 郡健二郎 編

10023 Fp 泌尿器 やさしい尿路結石の自己管理 郡健二郎 編

10264 Fp 泌尿器 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック （第2版）
渋谷祐子, 志賀淑之 編,
落合慈之 監修

2344 Fp 泌尿器 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,
鳶巣賢一, 遠藤文康 著

2382 Fp 泌尿器
「排尿トラブル」処方せん : 尿もれ、頻尿を解決。膀胱炎、過活
動膀胱、前立腺肥大、膀胱癌、前立腺癌の最新治療法情報!

菊地栄次, 福島茂 著

2512 Fp 泌尿器 おしっこの本 : 尿もれ・頻尿・尿失禁 大河原節子 著

2513 Fp 泌尿器 過活動膀胱と骨盤臓器脱 西沢理 編

10026 Fp 泌尿器 前立腺がん
吉田修 監修, 大園誠一
郎, 荒井陽一 編

2514 Fp 泌尿器 前立腺がん : Q&Aで理解を深める基礎と臨床
吉田修 監修, 大園誠一
郎, 荒井陽一 編

2515 Fp 泌尿器
これで安心！前立腺がん・前立腺肥大症 : 自分に合った治療法
を選ぶ

市川智彦 監修

2516 Fp 泌尿器
イラストでわかる前立腺がん : 治療の合併症・後遺症・副作用の
対処法

伊藤晴夫 監修

8022 Fp 泌尿器 やさしい過活動膀胱の自己管理 武田正之 編

8069 Fp 泌尿器 心配しないでいいですよ再発・転移前立腺がん
福井巖 監修,
米瀬淳二 編著

10025 Fp 泌尿器 前立腺肥大症・前立腺がん
澤村良勝 監修,
主婦の友社 編

10154 Fp 泌尿器 前立腺がん : 自分の生活に合った治療を選ぶ 頴川晋 総監修

10358 Fp 泌尿器 シニアの頻尿・尿もれ・便失禁 : その悩み、治療で改善できます！
髙橋悟, 前田耕太郎 監
修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

647 Fr 腎臓 腎臓病の人の食事 北本清 [ほか]著

672 Fr 腎臓 腎臓病
主婦の友社 編,
高市憲明 監修

【 Fp　泌尿器】

【 Fr　腎臓】
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2075 Fr 腎臓 CKD診療ガイド 日本腎臓学会 編

10211 Fr 腎臓 腎臓病食品交換表 : 治療食の基準 （第9版）
黒川清 監修,
中尾俊之 編者代表

2120 Fr 腎臓 慢性腎臓病の悪化を防ぐ本 : 正しい知識と治療法 酒井紀 監修

2188 Fr 腎臓
「CKD(慢性腎臓病)」と言われたら… : お医者さんの話がよくわ
かるから安心できる : ステージ別の治療法から透析や腎移植ま
で解説 : 検査 診断 治療・手術

柏原英彦 著

2219 Fr 腎臓 腎がん
大園誠一郎 編,
吉田修 監修

2226 Fr 腎臓 慢性腎臓病(CKD) 松尾清一 編

10311 Fr 腎臓 図解でわかる腎臓病 : 腎臓を守るおいしいレシピつき (改訂版）
川村哲也 監修, 湯浅愛 食
事療法監修, 今泉久美 料
理・ﾚｼﾋﾟ作成

10392 Fr 腎臓
完全図解腎臓病のすべて : 腎臓を守るおいしいレシピ125 （新
版）

川村哲也 監修, 湯浅愛 食
事療法監修, 今泉久美 料理

10357 Fr 腎臓 病気がみえる : vol.8腎・泌尿器 （第3版） 医療情報科学研究所 編

2267 Fr 腎臓 やさしい慢性腎臓病の自己管理 今井圓裕 編

2517 Fr 腎臓 本気で治したい人の腎臓病 : 最新版 富野康日己 監修

2518 Fr 腎臓
イラストでわかる腎臓病 : 慢性腎臓病・腎不全を改善させる生
活ガイド

富野康日己 監修

8078 Fr 腎臓 腎臓病のための低たんぱくレシピ
出浦照國, 樋口久美子
著

10232 Fr 腎臓 腎不全がわかる本 : 食事療法で透析を遅らせる （第3版） 出浦照國 著

10123 Fr 腎臓 慢性腎臓病〈CKD〉 : すべての生活習慣病は"腎臓"に通ず! 富野康日己 総監修

10334 Fr 腎臓 腎臓病 （新版）
川村哲也 監修, 湯浅愛 食
事療法監修, 主婦の友社 編

10312 Fr 腎臓 腎臓病の食品成分表 : 大きな文字でさっと探せる （第2版）
金澤良枝 監修, 女子栄養大
学栄養クリニック 編

10321 Fr 腎臓 患者さんとご家族のための多発性嚢胞腎（PKD）療養ガイド2019
（難治性疾患政策研究事業）
難治性腎障害に関する調査
研究班　PKD-WG　編

10354 Fr 腎臓 腎不全 : 治療選択とその実際 （2020年版） 腎移植推進委員会 著

10396 Fr 腎臓 腎不全 : 治療選択とその実際 （2021年版） 腎移植推進委員会 著

2383 Fr5 透析 やさしい透析患者の自己管理 秋澤忠男 編

2384 Fr5 透析 透析療法 大平整爾 編著

10339 Fr5 透析 腹膜透析入門 : これで安心! PDライフ  (増補版)
川口良人, 佐中孜, 水内恵子
監修, 窪田実, 平松信 編

10233 Fr5 透析
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

8066 Fr5 透析
透析患者の食事指導 : 栄養の知識をしっかり！食事管理のコツ
をたっぷり!

田村智子 編著

10273 Fr5 透析 透析ハンドブック （第5版）
新生会第一病院在宅透析教
育ｾﾝﾀｰ編, 小川洋史, 岡山ミ
サ子, 宮下美子監修

10068 Fr5 透析 わかりやすい透析食
小川洋史 監修,
井上啓子 編

10274 Fr5 透析 生活と透析 : これだけは知っておこう
新生会第一病院在宅透析教
育ｾﾝﾀｰ 編, 小川洋史 監修

10275 Fr5 透析 新しいCAPDケアマニュアル :患者さんの悩みに答える 川西秀機 編著

10276 Fr5 透析
新CAPDセルフケア : 腹膜透析とうまくつきあうためのハウツー
マニュアル

田畑勉, 上田恵利子 編
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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

236 Fs 胃腸 胃腸手術後の人の食事
河村一太, 吉田千恵, 小
川久惠 著

10050 Fs 胃腸 胃腸手術後の人の食事
河村一太, 吉田千恵, 小
川久惠 著

516 Fs 胃腸 胃・十二指腸潰瘍の人の食事 林田康男 ［ほか］著

530 Fs 胃腸 ウンココロ : しあわせウンコ生活のススメ 寄藤文, 藤田紘一郎 著

533 Fs 胃腸 やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 寺野彰 編

10034 Fs 胃腸 やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 寺野彰 編

534 Fs 胃腸 やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理 寺野彰 編

10035 Fs 胃腸 やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理 寺野彰 編

10347 Fs 胃腸 快適!ストーマ生活 : 日常のお手入れから旅行まで （第2版） 松浦信, 山田陽子 著

2044 Fs 胃腸 食道がん術前・術後の100日レシピ : 回復までの食事プラン
外村修一 医療解説, 松原弘
樹 栄養指導, 小菅陽子 レシ
ピ・料理作成

2045 Fs 胃腸 胃手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン
加藤チイ 栄養指導・レシピ
作成, 斉藤君江 料理作成,
青木照明 監修

2047 Fs 胃腸
胃ろうという選択、しない選択 : 「平穏死」から考える胃ろうの功
と罪

長尾和宏 著

2114 Fs 胃腸 ひどい便秘の治し方 松生恒夫 監修

2178 Fs 胃腸
便秘を治す81のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知恵
+医師のアドバイス

小林暁子, 読売新聞大手
小町編集部 著

10234 Fs 胃腸 消化器疾患ビジュアルブック（第2版）
小西敏郎, 松橋信行 編,
落合慈之 監修

2289 Fs 胃腸 はじめてのストーマケア
片山育子, 中北順子, 河
村光子 著

2290 Fs 胃腸 はじめての排泄ケア 西谷葉子 著

2294 Fs 胃腸 はじめてのドレーン管理 清水潤三, 曽根光子 著

2386 Fs 胃腸 胃ろう(PEG)ケア : はじめの一歩
西山順博 著,
小山茂樹 監修

10313 Fs 胃腸
「排便力」をつけて便秘を治す本 : 専門医のアドバイスで「健康
な腸」を取り戻そう （新版）

松生恒夫 著

2519 Fs 胃腸 痔の最新治療 : 可能な限り切らずに治す 平田雅彦 著

2520 Fs 胃腸 本気で治したい人の腸の不調便秘下痢 : 最新版 山口トキコ 監修

2521 Fs 胃腸 ウンチのうんちく : 大便・おなら・腸内細菌のはなし 左巻健男 著

10356 Fs 胃腸 病気がみえる : vol.1消化器 （第6版） 医療情報科学研究所 編

8018 Fs 胃腸 潰瘍性大腸炎・クローン病の人の食事
松本誉之 病態, 斎藤恵
子 栄養指導・調理

8061 Fs 胃腸 よくわかる高齢者の排便障害 : イラスト・図解入りでやさしく解説 高野正博 編著

8082 Fs 胃腸 腸の病気は連鎖する 寺野彰 監修

10042 Fs 胃腸 やさしい胃の手術後の自己管理
山本研二郎 監修,
平川弘聖 [ほか] 編

10095 Fs 胃腸
「胃がん・大腸がんを薬で抑えましょう」と言われた時 : これから
薬物療法を受ける患者さん,患者さんに説明する全ての医療ス
タッフのために

小松嘉人 編

10103 Fs 胃腸 胃を切った仲間たち : 胃切後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 著

10104 Fs 胃腸 胃を切った仲間たち : 胃切者が語る後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 編

【 Fs　胃腸】
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10153 Fs 胃腸 便秘と痔の悩みを解消 : セルフケアと治療 山名哲郎 監修

10163 Fs 胃腸
「胃もたれ・胸やけ」は治せる : 機能性ディスペプシア・胃食道逆
流症・慢性胃炎

三輪洋人 監修

10180 Fs 胃腸 消化器疾患の最新医療
戸田剛太郎, 井廻道夫,幕内
雅敏, 白鳥敬子[ほか] 編

10320 Fs 胃腸 シニアの逆流性食道炎 : こみ上げる胃酸にもう悩まない！ 三輪洋人 監修

10397 Fs 胃腸
クローン病・潰瘍性大腸炎と診断されたらまっ先に読む本 : 炎症
性腸疾患の革命的治療

伊藤裕章 著

2026 Fs5 胃がん
手術日までに患者が知りたい胃癌 : 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 著

2115 Fs5 胃がん 食道がん : 正しい知識でより良い治療を : イラスト版 細川正夫 監修

2118 Fs5 胃がん 防ぐ、治す胃ガンの最新治療 笹子三津留 監修

10314 Fs5 胃がん
胃がん : 手術から最新の薬物療法まで治療選択に必要な情報
のすべて （新版）

比企直樹 著

2187 Fs5 胃がん
「食道がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから
安心できる : 検査 診断 治療・手術

桑野博行, 宮崎達也 著

2192 Fs5 胃がん
「胃がん」と言われたら… : 検査・診断・治療・手術 : お医者さん
の話がよくわかるから安心できる

平山廉三, 松木盛行 著

2213 Fs5 胃がん 胃がん 笹子三津留 編

2343 Fs5 胃がん 食道癌診断・治療ガイドライン 日本食道学会 編

2522 Fs5 胃がん
胃がん手術後の生活読本 : 早期回復のための食事ケア退院後
の生活と健康管理

佐野武 監修,              主
婦と生活社 編

8028 Fs5 胃がん やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 瀧内比呂也 編

8068 Fs5 胃がん 心配しないでいいですよ再発・転移胃がん 山口俊晴 編著

2046 Fs6 大腸がん 大腸がん手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン
森谷宜皓 医療解説, 桑原節
子 栄養指導, 重野佐和子 レ
シピ・料理作成

2158 Fs6 大腸がん
名医が語る最新・最良の治療 大腸がん : あなたに合ったベスト
な治療法が必ず見つかる!!

山口茂樹 [ほか] 著

2195 Fs6 大腸がん
「大腸がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから
安心できる

杉原健一, 石黒めぐみ 著

2218 Fs6 大腸がん 大腸癌 杉原健一 編

2230 Fs6 大腸がん 抗悪性腫瘍薬大腸癌 杉原健一 編

2241 Fs6 大腸がん やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 朴成和 編

10315 Fs6 大腸がん
大腸がん : 手術、内視鏡的治療、薬物療法自分に合った治療を
選ぶために （新版）

福長洋介 著

2388 Fs6 大腸がん おしりの健康 : 大腸がん・肛門の病気のわかりやすい話 森田博義 著

2389 Fs6 大腸がん
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

市原隆夫 著

2390 Fs6 大腸がん 大腸がん手術後の生活読本 高橋慶一 著

2523 Fs6 大腸がん ゼロからわかる大腸がん
聖路加国際病院 監修,
小野寺久 著

10093 Fs7 クローン病 クローン病ってこんな病気 福田能啓 編

10366 Fs7 クローン病 クローン病ってこんな病気 : 食生活から見直す(新版) 福田能啓 編

2074 Fs9 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎の診療ガイド
日本炎症性腸疾患協会
(CCFJ) 編

10235 Fs9 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎の診療ガイド（第3版）
日本炎症性腸疾患協会
(CCFJ) 編

10094 Fs9 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎ってどんな病気
下山孝 監修,
里見匡迪, 福田能啓 編
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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

524 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
胆石・胆のう炎・膵炎の人の食事 田中照二 [ほか] 著

544 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
肝臓病の人の食事

黒田博之, 今堀智紀, 高
橋敦子 著

682 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
防ぐ、治す胆のう・胆管の病気 税所宏光 監修

2007 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
やさしい高齢者肝疾患の自己管理 八橋弘 編著

2025 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
手術日までに患者が知りたい胆石症 : ナース・ポリクリ学生・研
修医にも知っていて欲しい

市原隆夫 著

2054 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
膵臓の病気 : 急性膵炎・慢性膵炎・膵臓ガンの治し方 税所宏光 監修

2122 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
肝臓病の最新治療 泉並木 著

2127 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
膵臓・胆のう・胆管の病気の最新治療

白鳥敬子 監修,
主婦の友社 編

2217 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
肝炎ウイルス-B型・C型 熊田博光 編

2244 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
図解でわかる肝臓病 : 肝臓をいたわる食事2週間メソッドつき

渡辺純夫 監修, 大越郷子,食
事療法監修, 主婦の友社 編

2391 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
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

2392 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
患者さんと家族のための慢性膵炎ガイドブック 日本消化器病学会 編

2393 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
患者さんと家族のための胆石症ガイドブック 日本消化器病学会 編

2524 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
本気で治したい人の肝臓の病気 : 最新版 横山泉 監修

2525 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
肝臓病の基本の食事 : 最新版

横山泉 監修, 大越郷子
料理制作

2526 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
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

2527 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
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、
がん診療に携わるすべての人々へ

がん研究会有明病院 [ほ
か] 編

10044 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
膵がん 船越顕博 編

2528 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
膵がん : 改訂3版 舩越顕博 編

8031 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
やさしい肝臓病の自己管理 林紀夫 編

10033 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
やさしい肝臓病の自己管理 林紀夫 編

10043 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
やさしいウイルス性慢性肝炎の自己管理 : インターフェロン療法
を中心に

片山和宏 編

10378 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
 膵がん診療ガイドライン2019の解説 : 患者・市民医療者をつな
ぐ

一般社団法人日本膵臓学会
膵癌診療ガイドライン改訂委
員会 編

10393 Ft
肝臓/胆のう/

膵臓
胆石・胆のう炎・膵炎の安心ごはん

加藤眞三 監修, 鈴木和子,
大木いずみ 栄養指導・献立

2009 Ft5 C型肝炎 やさしいC型肝炎の自己管理 岡上武 著

2394 Ft5 C型肝炎 患者さんと家族のための肝硬変ガイドブック 日本消化器病学会 編

2156 Ft6 肝臓がん
名医が語る最新・最良の治療 肝臓がん : あなたに合ったベスト
な治療法が必ず見つかる!!

高山忠利 [ほか] 著

2191 Ft6 肝臓がん
「肝がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる : 検査 診断 治療・手術

矢永勝彦, 脇山茂樹 著

10045 Ft6 肝臓がん 肝がん 沖田極, 幕内雅敏 編

【 Ft　肝臓/胆のう/膵臓】

【 Gg　女性の健康】
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704 Gg 女性の健康
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 :
あなたの月経のイメージが変わります

松本清一 監修

705 Gg 女性の健康 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

2043 Gg 女性の健康 子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン
加藤友康 医療解説, 桑原節
子 栄養指導, 岩崎啓子 レシ
ピ・料理作成

2109 Gg 女性の健康 子宮がん
主婦の友社 編,
宮城悦子 監修

2111 Gg 女性の健康 子宮内膜症 : つらい痛みをとる最新の治療法 百枝幹雄 著

2168 Gg 女性の健康 子宮がん・卵巣がん手術後の生活ガイド 加藤友康 監修

2175 Gg 女性の健康
PMSを治す77のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知恵
+医師のアドバイス : 月経前症候群

毛利素子, 読売新聞大手
小町編集部 著

2205 Gg 女性の健康 卵巣の病気 : 月経の不調から卵巣がんまで 上坊敏子 著

2223 Gg 女性の健康 卵巣がん
八重樫伸生, 片渕秀隆
編, 宇田川康博 監修

2288 Gg 女性の健康 婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック
落合慈之 監修,
角田肇, 針原康 編

2395 Gg 女性の健康 人に言えないからだの悩みを解決する本 対馬ルリ子 総監修

2396 Gg 女性の健康 31歳からの子宮の教科書 宗田聡 著

2397 Gg 女性の健康
「子宮がん」と言われたら… : 子宮がんの子宮頸がんと子宮体
がんを解説 : 検査 診断 治療・手術

瀧澤憲 著

2529 Gg 女性の健康 女性が知っておくべき手足頭のツボ全地図帳 森田真理 監修

2530 Gg 女性の健康 子宮頸がん : 検査から治療の選択まで 小田瑞恵 著

2531 Gg 女性の健康
イラストでわかる子宮がん・卵巣がん : 副作用・後遺症への対処
と、退院後を支援する

藤原恵一, 廣田彰男 監
修

10324 Gg 女性の健康 病気がみえる : vol.9婦人科・乳腺外科 (第4版） 医療情報科学研究所 編

8010 Gg 女性の健康
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

廣田彰男, 佐藤佳代子
監修

10213 Gg 女性の健康
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  （最新版）

廣田彰男, 佐藤佳代子
監修

8073 Gg 女性の健康 心配しないでいいですよ再発・転移子宮がん 瀧澤憲 著

8074 Gg 女性の健康 心配しないでいいですよ再発・転移卵巣がん 瀧澤憲 著

8106 Gg 女性の健康 女性の尿トラブル : 気になる症状を改善する 加藤久美子 総監修

8129 Gg 女性の健康
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
治療ガイドラインの解説

日本婦人科腫瘍学会 編

10236 Gg 女性の健康
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（第2版）

日本婦人科腫瘍学会 編

10341 Gg 女性の健康 シニア女性の骨盤臓器脱 : 子宮や膀胱がはみ出てきたら 加藤久美子 監修

10340 Gg5 子宮筋腫 子宮筋腫 : 自分に合った治療を選ぶために (改訂版） 佐藤孝道, 石田友彦 著

2010 Gg6 乳がん 患者さんのための乳がん診療ガイドライン :　2012年版 日本乳癌学会 編

2456 Gg6 乳がん 患者さんのための乳がん診療ガイドライン :  2014年版 日本乳癌学会 編

10198 Gg6 乳がん 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

10328 Gg6 乳がん 患者さんのための乳がん診療ガイドライン :  2019年版 日本乳癌学会 編

2014 Gg6 乳がん
「乳がん」といわれたら : 乳がんの最適治療：最善な治療と、最
適な病院を選ぶ : 2012～2013

日経ヘルスプルミエ 編

10316 Gg6 乳がん 乳がん : 知識を力に、あなたらしい選択を （新版） 山内英子 著

2160 Gg6 乳がん
乳がん : 名医が語る最新・最良の治療 : あなたに合ったベスト
な治療法が必ず見つかる!!

中村清吾 [ほか]著
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2194 Gg6 乳がん
「乳がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる : 検査 診断 治療・手術

中村清吾 著

2206 Gg6 乳がん
マンガと図解でよくわかる!乳房再建のすべて : 乳がんになって
から乳房を取り戻すまで

佐武利彦 監修,
手丸かのこ マンガ

2216 Gg6 乳がん 乳がん薬物療法 戸井雅和 編

2228 Gg6 乳がん 乳がん低侵襲医療の新しい動き 小山博記 編

2398 Gg6 乳がん おっぱいをつくる! : 乳がん転じて美乳になる方法 田中ひろみ 著

2532 Gg6 乳がん 乳がんのベストアンサー : NHKここが聞きたい!名医にQ
大野真司, 藤原康弘, 加
賀美芳和 監修

8072 Gg6 乳がん 心配しないでいいですよ再発・転移乳がん
畠清彦 編,
伊藤良則 著

10121 Gg6 乳がん 乳がん : 納得のいく治療を選ぶために 岩田広治 総監修

10411 Gg6 乳がん 乳がんの本 : 乳腺専門医がわかりやすく解説 高橋かおる 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

745 Gh 妊娠/出産 はじめての妊娠・出産安心マタニティブック
A.Christine Harris 著,
竹内正人 監修

749 Gh 妊娠/出産
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

1019 Gh 妊娠/出産 病気がみえる : vol.10産科 医療情報科学研究所 編

2001 Gh 妊娠/出産 マタニティアセスメントガイド
吉沢豊予子, 鈴木幸子
編著

2002 Gh 妊娠/出産 マタニティ・ホワイトブック : 妊娠中のからだとココロを記録する 松峯寿美, 松峯美貴 著

2134 Gh 妊娠/出産
35歳からの妊娠・出産 : これから産みたい、あなたのために : イ
ラスト版

中山摂子 監修

2399 Gh 妊娠/出産 すっきり元気！産後ごはん : さめじまボンディングクリニック 主婦の友社 編

2400 Gh 妊娠/出産 不妊治療外来の「気になるコト」がマンガでわかる本
杉山里英 著,
花津ハナヨ マンガ

2401 Gh 妊娠/出産 赤ちゃんにもママにも本当に大切な産前産後7週間の過ごし方
たつのゆりこ 著,
西川眞知子 監修

2533 Gh 妊娠/出産
ママのための帝王切開の本 : 産前・産後のすべてがわかる安
心ガイド

竹内正人, 細田恭子, 横
手直美 編著

2534 Gh 妊娠/出産 妊娠中のおいしい食事と栄養 : 主食・主菜・副菜別に引ける 田中守, 牧野直子 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

758 Gk 子供の健康 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

759 Gk 子供の健康 LD(学習障害)のすべてがわかる本 上野一彦 監修

760 Gk 子供の健康 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

761 Gk 子供の健康 ことばの遅れのすべてがわかる本 中川信子 監修

762 Gk 子供の健康 ダウン症のすべてがわかる本 池田由紀江 監修

764 Gk 子供の健康 子どもの心の病気がわかる本 市川宏伸 監修

766 Gk 子供の健康 自閉症のすべてがわかる本 佐々木正美 監修

772 Gk 子供の健康 不登校・ひきこもりの心がわかる本 磯部潮 監修

【 Gh　妊娠/出産】

【 Gk　子供の健康】
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782 Gk 子供の健康 眼で見る小児のリハビリテーション 栗原まな 著

796 Gk 子供の健康 小児救急のおとし穴 市川光太郎 著

806 Gk 子供の健康 新・予防接種へ行く前に
ワクチントーク全国「新・予防
接種へ行く前に」編集委員会
編

2003 Gk 子供の健康 お母さんに伝えたい子どもの病気ホームケアガイド （第4版）
日本外来小児科学会 編
著

2038 Gk 子供の健康
図解よくわかる大人のアスペルガー症候群 : 発達障害を考え
る・心をつなぐ

上野一彦, 市川宏伸 著

2039 Gk 子供の健康
図解よくわかる大人の発達障害 : 発達障害を考える・心をつな
ぐ

中山和彦, 小野和哉 著

2055 Gk 子供の健康
アスペルガー症候群・高機能自閉症の子どもを育てる本(学校
編)

佐々木正美 監修

2057 Gk 子供の健康 子どもの発達障害と情緒障害 杉山登志郎 監修

2058 Gk 子供の健康 発達障害の子を育てる本 : イラスト版
中邑賢龍, 近藤武夫 監
修

2059 Gk 子供の健康 発達障害の治療法がよくわかる本 宮尾益知 監修

2060 Gk 子供の健康 行為障害と非行のことがわかる本 小栗正幸 監修

2068 Gk 子供の健康 子どもの心をストレスから守る本 笠原麻里 監修

2069 Gk 子供の健康 思春期の「うつ」がよくわかる本 笠原麻里 監修

2072 Gk 子供の健康
乳幼児健診ハンドブック : 発達障害のスクリーニングと5歳児健
診を含めて

平岩幹男 著

2073 Gk 子供の健康
「育てにくさ」に寄り添う支援マニュアル : 子どもの育てにくさに
困った親をどうサポートするべきか

秋山千枝子, 橋本創一, 堀口
寿広編, 小枝達也 監修

2104 Gk 子供の健康 発達障害がある子どもの進路選択ハンドブック 月森久江 監修

2105 Gk 子供の健康 発達障害がある子どもを育てる本(中学生編) 月森久江 監修

2106 Gk 子供の健康
アスペルガー症候群・高機能自閉症の子どもを育てる本(家庭
編)

佐々木正美 監修

2136 Gk 子供の健康 小児科の上手なかかり方がわかる本 片岡正 監修

2402 Gk 子供の健康
はじめての育児 : 生まれてから3才までの育児はこの1冊におま
かせ!

細谷亮太 監修

2403 Gk 子供の健康
起立性調節障害がよくわかる本 : 朝起きられない子どもの病気
: イラスト版

田中英高 監修

2404 Gk 子供の健康
子どもの病気・けが救急&ケアBOOK : 最新版 : 保育園・幼稚園
のイザというときに役だつ!

秋山千枝子 監修

2405 Gk 子供の健康
月齢ごとに「見てわかる!」育児新百科 : 新生児期から3才までこ
れ1冊でOK!

松井潔 総監修

2535 Gk 子供の健康 食物アレルギーのすべてがわかる本 : イラスト版 海老澤元宏 監修

8062 Gk 子供の健康 ホップ・ステップ!食物アレルギー教室
柴田瑠美子, 伊藤和枝
編著

8117 Gk 子供の健康 AD/HD、LDがある子どもを育てる本 月森久江 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

818 Gt 高齢者 介護現場でいまさら聞けない病気の常識 三宅貴夫 著

2032 Gt 高齢者
高齢社会の「生(いき)・活(いき)」事典 : ニッポンのネクストステー
ジ : 「生・活」知識検定試験公式テキスト

生活・福祉環境づくり21,
日本応用老年学会 編著

2147 Gt 高齢者
もう困らない!高齢者診療でよく出合う問題とその対応 : 検査や
治療はどこまで必要?患者・家族に満足してもらうには?外来・病
棟・在宅・施設ですぐに役立つ実践ポイント

木村琢磨 編

10368 Gt 高齢者
マンガでわかる成年後見制度 : 一生安心！老後のお金から遺
言の書き方まで

中山二基子 編著,
秋田綾子 マンガ

【 Gt　高齢者】
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2235 Gt 高齢者 やさしい高齢者の健康教室
大内尉義 監修, 東京大学医
学部附属病院老年病科 編

2536 Gt 高齢者 イラストでわかる高齢者のからだと病気 杉山孝博 著

8101 Gt 高齢者 病気にならない15の食習慣 : 楽しく生きる長寿の秘訣 日野原重明, 劉影 著

8116 Gt 高齢者
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

武藤芳照 総監修

10143 Gt 高齢者 図解・症状からみる老いと病気とからだ 高橋龍太郎 著

10242 Gt 高齢者 60歳からの生き活き術 北海道新聞社 編

2030 Gt5 高齢期ケア プロが教える本当に役立つ介護術 : イラスト図解 福辺節子 監修

2031 Gt5 高齢期ケア 完全図解介護予防リハビリ体操大全集 大田仁史 編著

2198 Gt5 高齢期ケア 介護のことば 三好春樹 著

2199 Gt5 高齢期ケア 団塊と介護 : 「介護受難の時代」にどう備えるか? 大田仁史 著

2201 Gt5 高齢期ケア
介護旅行にでかけませんか : トラベルヘルパーがおしえる旅の
夢のかなえかた

篠塚恭一 著

2296 Gt5 高齢期ケア 介護のしくみ : 完全図解
三好春樹 監修,
東田勉 編著

2406 Gt5 高齢期ケア 100歳までボケない101の方法 白澤卓二 著

2407 Gt5 高齢期ケア
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
: 心も体もお金もラクになります

太田差惠子 著

2408 Gt5 高齢期ケア 100歳まで元気で歩く!転ばない歩き方
田中喜代次, 大久保善郎
監修

10082 Gt5 高齢期ケア 高齢者介護急変時対応マニュアル : 完全図解
美濃良夫 編著, 大田仁
史, 三好春樹 監修

10085 Gt5 高齢期ケア 食べない人、食べられない人の介護食メニュー 落合敏 著

10252 Gt5 高齢期ケア せん妄はこころの叫び : 百六歳・母の晩年 仲紘嗣 著

2041 Gt6 口腔ケア 口腔ケアQ&A : 口から始まるクオリティ・オブ・ライフ
施設口腔保健研究会, 日
本口腔疾患研究所 監修

2409 Gt6 口腔ケア
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 編著

8043 Gt6 口腔ケア 看護に役立つ口腔ケアテクニック
晴山婦美子, 塚本敦美,
坂本まゆみ 編著

828 Gt7 認知症
本人と家族のための認知症介護百科 : 知りたいことがなんでも
わかる

須貝佑一, 竹中星郎, 頼
富淳子 著

2102 Gt7 認知症 認知症にならない、進ませない 大友英一 監修

2103 Gt7 認知症 認知症を防ぐスーパー健脳食 植木彰 監修

2133 Gt7 認知症 認知症・アルツハイマー病
主婦の友社 編,
吉岡充 監修

2153 Gt7 認知症 アルツハイマー病がわかる本 植木彰 著

2196 Gt7 認知症
認知症介護に行き詰まる前に読む本 : 「愛情を込めたウソ」で介
護はラクになる

多賀洋子 著

2200 Gt7 認知症 介護がラクになるマンガ認知症ケア3 : 認知症ケアの7原則
三好春樹 著,
市川リンタロウ マンガ

2202 Gt7 認知症 介護がラクになるマンガ認知症ケア2 : 惚け方3つのタイプ編
三好春樹 著,
市川リンタロウ マンガ

2237 Gt7 認知症 やさしい患者と家族のための認知症の生活ガイド 遠藤英俊 著

2276 Gt7 認知症 完全図解新しい認知症ケア : 医療編 河野和彦 著

2277 Gt7 認知症 完全図解新しい認知症ケア : 介護編 三好春樹 著

2410 Gt7 認知症
自分の親が認知症?と思ったら… : 家族でも気づきにくい身体と
心の変化がわかる本

長瀬教子 著,
稲井徳栄 監修
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2411 Gt7 認知症 患者と家族を支える認知症の本 長谷川嘉哉 著

2538 Gt7 認知症 認知症の予防と生活指導 遠藤英俊 著

2539 Gt7 認知症 患者さんとご家族から学ぶ認知症なんでも相談室
国立長寿医療研究セン
ター 編, 鳥羽研二 監修

2540 Gt7 認知症
親の認知症が心配になったら読む本 : そこが知りたい！94のポ
イント

市来嵜潔 監修, 小川陽
子 著

2541 Gt7 認知症 レビー小体型認知症がよくわかる本 : イラスト版 小阪憲司 監修

8098 Gt7 認知症
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 著

10046 Gt7 認知症 脳からみた認知症 : 不安を取り除き、介護の負担を軽くする 伊古田俊夫 著

10056 Gt7 認知症 認知症 : よりよい治療と介護のために 山田正仁 総監修

10080 Gt7 認知症 認知症 : あなたの家族が病気になったときに読む本
福井次矢, 川島みどり, 大
熊由紀子 編

10155 Gt7 認知症 社会脳からみた認知症 : 徴候を見抜き、重症化をくい止める 伊古田俊夫 著

10182 Gt7 認知症 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 著

10199 Gt7 認知症
40歳からの「認知症予防」入門 : リスクを最小限に抑える考え方
と実践方法

伊古田俊夫 著

10246 Gt7 認知症 もの忘れ外来：認知症専門医が教える予防と対策のコツ 真鍋雄太 著

10251 Gt7 認知症 がんばりすぎずに　しれっと認知症介護 工藤広伸 著

10386 Gt7 認知症
家族のための認知症ケア :  ともに暮らすためにできること、知っ
ておきたいこと

繁田雅弘 監修

2100 Gt8 在宅介護
生活7領域から考える自立支援アセスメント・ケアプラン作成マ
ニュアル

日本介護福祉士会 編

2203 Gt8 在宅介護 介護がラクになるマンガ在宅ケア
島村八重子 著,
椿しょう マンガ

2412 Gt8 在宅介護
要介護3・4・5の人のための在宅リハビリ : やる気がでる簡単リ
ハビリのすすめ

飯島治 著

2413 Gt8 在宅介護 介護疲れを軽くする方法 : 家族を介護するすべての人へ
介護者サポートネットワーク
センター・アラジン 編著

2414 Gt8 在宅介護 男の介護 : 失敗という名のほころび 吉田利康 著

2415 Gt8 在宅介護 介護1年生 : 親や伴侶の面倒を見る家族のための 長瀬教子 著

2416 Gt8 在宅介護
誰も語りたがらないウンチとオシッコの話 : トイレ付き介護マット
レスが、一台も売れない理由。

勝屋なつみ 著

10109 Gt8 在宅介護
笑って楽しくうれしい介護リハビリ : ターミナル期のリハビリテー
ションの知識と技術

安部能成 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2263 H 代替療法
経絡・ツボの教科書 : ビジュアル版東洋医学 : 骨格入りでわか
りやすい経絡経穴図

兵頭明 監修

2264 H 代替療法 経絡・ツボの地図帳 : ビジュアル版東洋医学 兵頭明 監修

2265 H 代替療法 徹底図解東洋医学のしくみ : カラー版 兵頭明 監修

2543 H 代替療法 これ1冊できちんとわかる図解東洋医学 関口善太 監修

2544 H 代替療法 日本のメディカルハーブ事典 村上志緒 編

2018 He 漢方
あなたも名医!漢方を使いこなそう : 日常診療で使えるあんな処
方、こんな処方

佐藤弘 編

10360 He 漢方
あなたも名医!漢方を使いこなそう : よくある症状の治療選択肢
にプラス！（Ver.2）

佐藤弘 編

2545 Hg アロマテラピー 症状別アロマケア実用ガイド : アロマを家庭の薬箱に！ 楢林佳津美 著

【 H　代替療法】
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コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2417 I 患者学 日々コウジ中 : 高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 柴本礼 著

2418 I 患者学 続・日々コウジ中 : 高次脳機能障害の夫と暮らす日常コミック 柴本礼 著

2420 I 患者学 決められない患者たち
ｼﾞｪﾛｰﾑ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾝ,ﾊﾟﾒﾗ ﾊｰﾂ
ﾊﾞﾝﾄﾞ 著,堀内志奈 訳

2421 I 患者学
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

2422 I 患者学
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

2423 I 患者学
あなたらしい最期を生きる本 : 絵で見るはじめての終末医療マ
ニュアル

奥井識仁 著

2470 I 患者学 いのちの言葉 日野原重明 著

2546 I 患者学
最期まで自分らしく生きるためにできること : がん治療のことか
ら生活、家族、遺言、身辺整理まで

ホスピスケア研究会 監修

2547 I 患者学
大切な人に最期にしてあげられること : 告知と心のケアから治
療・お金のことまで

ホスピスケア研究会 監修

2548 I 患者学 がんになって生きるということ、死ぬということ 常蔭純一 著

2549 I 患者学 大・大往生 鎌田實 著

8108 I 患者学 患者と作る医学の教科書

ヘルスケア関連団体ネット
ワーキングの会, 『患者と作
る医学の教科書』プロジェク
トチーム, 酒巻哲夫 編著

10122 I 患者学 癒しのユーモア : いのちの輝きを支えるケア 柏木哲夫 著

10126 I 患者学 それでもやっぱりがんばらない 鎌田實 著

10127 I 患者学 いのち織りなす家族 : がん死と高齢死の現場から 額田勲 著

10128 I 患者学 いのちの砂時計 : 終末期医療はいま 共同通信社社会部 著

10129 I 患者学 病院で死ぬということ 山崎章郎 著

10130 I 患者学 続・病院で死ぬということ 山崎章郎 著

10131 I 患者学
安らかに死ぬということ : 死と向き合い、最後の人生を豊かなも
のにするために

D.E.アウターブリッジ, A.R.
ハーシュ 原著, 山崎章郎 訳

10151 I 患者学
最期の流儀 : ガン患者にみる在宅終末期緩和ケアの現実と希
望

種山千邦 著

10152 I 患者学 がんばらない 鎌田實 著

10158 I 患者学 余命半年 : 満ち足りた人生の終わり方 大津秀一 著

10159 I 患者学 瀕死の医療 : 患者は病院とどうつきあい、どう生きればいいか 大津秀一 著

10160 I 患者学 親が死ぬまでにしたい55のこと 親孝行実行委員会 編

10161 I 患者学
死ぬときに後悔すること25 : 1000人の死を見届けた終末期医療
の専門家が書いた

大津秀一 著

10162 I 患者学 死学 : 安らかな終末を、緩和医療のすすめ 大津秀一 著

10171 I 患者学 いのち問答 : 最後の頼みは医療か、宗教か？ 香山リカ, 対本宗訓 著

10172 I 患者学 死ぬのは、こわい？ 徳永進 著

10173 I 患者学 死を忘れた日本人 : どこに「死に支え」を求めるか 中川恵一 著

10174 I 患者学 家で死ぬということ 山崎章郎 著

【 I　患者学】
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10175 I 患者学 詩集 病者・花 : 細川宏遺稿詩集
細川宏 著, 小川鼎三, 中
井準之助 編

10176 I 患者学 1％の力 鎌田實 著

10195 I 患者学
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 著

10196 I 患者学
難病患者の教科書 : 各分野の専門家の協力で完成した難病患
者のための実用書

浅川透 著

10294 I 患者学 くじけないで 柴田トヨ 著

10296 I 患者学
「腸を温める」と体の不調が消える : 「腸ストレス」を取り去る最
新常識

松生恒夫 著

10297 I 患者学 たっぷり生きる
日野原重明　金子兜太
著

10298 I 患者学 倚りかからず 茨木のり子 著

10299 I 患者学 落ちこぼれ : 茨木のり子詩集 水内喜久雄 選・著

10327 I 患者学 海からの風 : 興梠みさ子句集 興梠みさ子 著

10346 I 患者学 律の調 : 句集 興梠みさ子 著

10376 I 患者学 他人の期待に応えない : ありのままで生きるレッスン 清水研　著

10394 I 患者学 命を救う歯科医療 工藤憲生 著

10399 I 患者学 さっぽろの手話
さっぽろの手話編纂委員
会 編

10400 I 患者学 さっぽろの手話 : 医療編
さっぽろの手話  医療編
編纂委員会 編

10401 I 患者学 さっぽろの手話 : 販売・接客編
さっぽろの手話  販売・接
客編編纂委員会 編

10410 I 患者学 お姉っことインコのジョジョの物語 杉田光子 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2036 J 医療 図解障害者総合支援法早わかりガイド 山内一永 著

2424 J 医療 医療福祉総合ガイドブック
日本医療ソーシャルワー
ク研究会 編

10237 J 医療 医療福祉総合ガイドブック（2016年度版）
日本医療ソーシャルワー
ク研究会 編

10348 J 医療 医療福祉総合ガイドブック（2019年度版）
日本医療ソーシャルワー
ク研究会 編

10398 J 医療 医療福祉総合ガイドブック（2021年度版）
日本医療ソーシャルワー
ク研究会 編

2425 J 医療
最新医療制度の基本と仕組みがよ～くわかる本 : 医療と介護の
課題と医療制度の行方は!

水田吉彦 著

2550 J 医療
Q&A図解でわかる医療費早わかりBOOK : 医療費のしくみケー
ススタディ13

10238 J 医療
Q&A図解でわかる医療費早わかりBOOK : 医療費のしくみケー
ススタディ13（2016-2017年版）

10390 J 医療
Ｑ＆Ａ図解でわかる医療費早わかりＢＯＯＫ : 医療費のしくみ
ケーススタディ11（2020-2021年版）

2551 J 医療 これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法
遠山真世, 二本柳覚, 鈴
木裕介 著

2426 Ja 医療概論
伝え上手な患者になる! : 「医者と何を話してよいかわからない」
あなたへ : 便利な3つの「気持ち伝達シート」つき

平松類 著

2006 Jb 病院/スタッフ 医育機関名簿 禁帯出

2427 Jb 病院/スタッフ 看護技術がみえる : vol.2 医療情報科学研究所 編

2140 Jd 医療経済学
最新医療サービスの基本と仕組みがよ～くわかる本 : 医療制度
改革で医療事務が変わる!

菊地敏夫 著

【 J　医療】
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2141 Jd 医療経済学
最新医療費の基本と仕組みがよ～くわかる本 : 診療報酬と薬
価、材料価格がわかる!

菊地敏夫 監修,
及川忠 著

2142 Jd 医療経済学
最新介護保険の基本と仕組みがよ～くわかる本 : 制度運営の
仕組みとサービス利用の手続き

高室成幸 監修, ケアマネジメ
ント研究フォーラム 著

2143 Jd 医療経済学
最新社会保障の基本と仕組みがよ～くわかる本 : 国民講座「み
んなの社会保障」

駒村康平, 丸山桂, 齋藤
香里, 永井攻治 著

2144 Jd 医療経済学 医療費のしくみ : イラスト図解 : 診療報酬と患者負担がわかる 木村憲洋, 川越満 著

10289 Jd 医療経済学
医療費のしくみ : イラスト図解 : 診療報酬と患者負担がわかる
（2018-2019年度版）

木村憲洋, 川越満 著

10355 Jd 医療経済学
医療費のしくみ : イラスト図解 : 診療報酬と患者負担がわかる
（2020-2021年度版）

木村憲洋, 川越満 著

2428 Jd 医療経済学
医療に必ず役立つiPhone/iPad : 日常診療・文献管理・勉強・学
会などにアプリやWebサービスを徹底活用!

井内裕之 著

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2137 K こどもの本 よーするに医学えほん : からだアイらんど : インフルエンザ編
きむらゆういち, 川田秀文
作, 中地智 絵, 横山泉 監修

2138 K こどもの本 よーするに医学えほん : からだアイらんど : けが編
きむらゆういち,川田秀文 作,
中地智 絵, 江藤隆史 監修

2139 K こどもの本 よーするに医学えほん : からだアイらんど : おなか編
きむらゆういち, 川田秀文
作, 中地智 絵, 佐藤孝雄 監
修

2429 K こどもの本 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一 著

10048 K こどもの本 あらいぐまのクーちゃん わたなべきょうこ 作

10110 K こどもの本 はなのあなのはなし やぎゅうげんいちろう 作

10111 K こどもの本 おはようのほん
マーガレット・ワイズ・ブラウ
ン 作, ジャン・シャロー 絵, 谷
川俊太郎 訳

10112 K こどもの本 ばけたらふうせん 三木卓 作, 長新太 絵

10183 K こどもの本 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一 著

10247 K こどもの本 ななつのとびらのひみつ
もりしたまゆり 著,        西
野一三 医学監修

10350 K こどもの本 ふゆのぺたんこぐさ くさはらかな 作

10352 K こどもの本 しなやかな心が育つ日本のお話ベスト100 横山洋子 監修

10362 K こどもの本 母さんの小さかったとき
越智登代子 文,           な
がたはるみ 絵

10363 K こどもの本 さいしゅうれっしゃのあとで
市川宣子 作,
柿本幸造 絵

10364 K こどもの本 おにたのぼうし
あまんきみこ 文,         い
わさきちひろ 絵

10380 K こどもの本 くまごろうのだいぼうけん
ブライアン・ワイルドスミス
作・絵, 新井満 訳

10381 K こどもの本 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
V.L.バートン 文・絵,
いしいももこ 訳

10382 K こどもの本 ねずみのかいすいよく
山下明生 作,
いわむらかずお 絵

10383 K こどもの本 かみなりむすめ
斎藤隆介 作,
滝平二郎 絵

10384 K こどもの本 ずーっとずっとだいすきだよ
ハンス・ウイルヘルム 絵・
文,  久山太市 訳

10385 K こどもの本 こんとあき 林明子 作

10387 K こどもの本 あすは　きっと
ドリス・ｼｭﾜｰﾘﾝ 文,  ｶﾚﾝ・ｶﾞﾝ
ﾀﾞｰｼｰﾏｰ 絵, 木島始 訳

10388 K こどもの本 ぐりとぐら
なかがわりえこ, おおむら
ゆりこ 作

【 K　こどもの本】
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10389 K こどもの本 はやい-おそい　たかい-ひくい : はんたいのほん ピーター・スピア　文・絵

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2051 L
麻酔/手術/

救急
救急蘇生法の指針　市民用

日本救急医療財団心肺
蘇生法委員会 監修

10239 L
麻酔/手術/

救急
救急蘇生法の指針　市民用　（2015　改訂5版）

日本救急医療財団心肺
蘇生法委員会 監修

2052 L
麻酔/手術/

救急
救急蘇生法の指針　市民用・解説編

日本救急医療財団心肺
蘇生法委員会 監修

10240 L
麻酔/手術/

救急
救急蘇生法の指針　市民用・解説編　（2015　改訂5版）

日本救急医療財団心肺
蘇生法委員会 監修

2108 L
麻酔/手術/

救急
命をつなぐ麻酔のことがわかる本 弓削孟文 監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

2130 V
メタボリック
シンドローム

脂質異常の最新治療 : 中性脂肪とコレステロール 石川俊次 著

2166 V
メタボリック
シンドローム

脂質異常症コレステロール・中性脂肪(トリグリセライド)が気にな
る人の食事

多田紀夫 病態,
白石弘美 栄養指導

2430 V
メタボリック
シンドローム

肥満とメタボリックシンドローム・生活習慣病
井上修二, 上田伸男, 岡
純 監修

2431 V
メタボリック
シンドローム

健康づくりへのアプローチ : 生活習慣病の予防 : 生活習慣改善
マニュアル

石川兵衞 著

2552 V
メタボリック
シンドローム

本気で治したい人のメタボリックシンドローム : 最新版 宮崎滋 監修

10027 V
メタボリック
シンドローム

メタボリックシンドローム : 減らそう!内臓脂肪 山下静也 総監修

10028 V
メタボリック
シンドローム

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

松澤佑次 監修,
船橋徹, 中村正 編

10178 V
メタボリック
シンドローム

健康ダイエット : 肥満が招く11の病を防ぐ 宮崎滋 監修

937 Va 高脂血症 脂質異常症・肥満 : 動脈硬化 荻原俊男 監修

2249 Va 高脂血症 図解でわかる動脈硬化・コレステロール
大越郷子料理・ﾚｼﾋﾟ作成, 主
婦の友社 編, 白井厚治 監
修

2553 Va 高脂血症
本気で治したい人のコレステロール対策 : 最新版 : 動脈硬化を
防ぐ！

寺本民生 監修

10061 Va 高脂血症 コレステロール : 減らそう悪玉増やそう善玉 寺本民生 総監修

10062 Va 高脂血症
動脈硬化を防ぐ!かんたん健康料理 : あぶらも塩もおいしく減ら
す

森野眞由美 監修/料理

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

247 Vb 高血圧 食べて治す高血圧 家森幸男 監修

342 Vb 高血圧 高血圧の人の食事
長澤紘一, 森本千秋, 高
橋敦子 著

943 Vb 高血圧 やさしい早朝高血圧の自己管理 苅尾七臣 著

1021 Vb 高血圧 高血圧・糖尿病 : 生活習慣病 荻原俊男 監修

2124 Vb 高血圧 高血圧の最新治療
宗像正徳 監修,
主婦の友社 編

【 L　麻酔/手術/救急】

【 V　メタボリックシンドローム】

【 Vb　高血圧】
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2250 Vb 高血圧 図解でわかる高血圧
新啓一郎 監修, 秋山里美
料理・ﾚｼﾋﾟ作成, 主婦の友社
編

2432 Vb 高血圧 ゼロからわかる高血圧 西裕太郎 著

8077 Vb 高血圧 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
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会 編

10367 Vb 高血圧 高血圧治療ガイドライン2019ダイジェスト
日本高血圧学会高血圧治療
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会 編

10029 Vb 高血圧 高血圧 : 自分で測る・自分で下げる 島田和幸 総監修

10179 Vb 高血圧 高血圧 : 無理なく、自分で下げる 河野雄平 総監修

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

566 Vc 糖尿病 糖尿病の人の食事
長坂昌一郎, 宮本佳代子,
松田康子 著

648 Vc 糖尿病 糖尿病性腎症の人の食事
長坂昌一郎,本田佳子,
小川久惠 著

964 Vc 糖尿病 糖尿病はこうして防ぐ、治す 河盛隆造 監修

978 Vc 糖尿病 糖尿病食事療法のための食品交換表:活用編 日本糖尿病学会 編著

10214 Vc 糖尿病 糖尿病食事療法のための食品交換表：活用編 （第2版） 日本糖尿病学会 編著

979 Vc 糖尿病 糖尿病性腎症の食品交換表 日本糖尿病学会 編著

1022 Vc 糖尿病 やさしい糖尿病の外食のコツと心得
山崎義光, 久保田稔, 熊
代千鶴恵 編著

10032 Vc 糖尿病 やさしい糖尿病の外食のコツと心得
山崎義光, 久保田稔, 熊
代千鶴恵 編著

2008 Vc 糖尿病 やさしい食後高血糖の自己管理 加来浩平 編

2116 Vc 糖尿病 糖尿病を自己管理する本 門脇孝 監修

2461 Vc 糖尿病 糖尿病最新治療・最新薬 鈴木吉彦 著

2186 Vc 糖尿病
「糖尿病」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる : 検査 診断 治療・手術

林洋 著

2231 Vc 糖尿病 糖尿病 河盛隆造 編

10271 Vc 糖尿病 糖尿病 （改訂版） 河盛隆造, 綿田裕孝 編

2234 Vc 糖尿病 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

2240 Vc 糖尿病 やさしい糖尿病教室
東京大学医学部附属病院糖
尿病・代謝内科東京大学医
学部附属病院糖尿病医療ス

2251 Vc 糖尿病 図解でわかる糖尿病
片山隆司監修, 貴堂明世 食
事療法監修, 主婦の友社 編

10395 Vc 糖尿病
完全図解糖尿病のすべて : 血糖値を下げるおいしいレシピ110
（新版）

片山隆司,貴堂明世 監修 ,
伊藤玲子 料理

10361 Vc 糖尿病 病気がみえる : vol.3糖尿病・代謝・内分泌（第5版） 医療情報科学研究所 編

2269 Vc 糖尿病 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

10145 Vc 糖尿病 糖尿病食事療法のための食品交換表 (第7版) 日本糖尿病学会 編著

2285 Vc 糖尿病 糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック
林道夫, 渋谷祐子 編,
落合慈之 監修

10265 Vc 糖尿病 糖尿病・内分泌疾患ビジュアルブック （第2版）
林道夫, 渋谷祐子 編,
落合慈之 監修

2433 Vc 糖尿病 1型糖尿病の治療マニュアル
丸山太郎, 丸山千寿子
編

【 Vc　糖尿病】
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2434 Vc 糖尿病 患者さんと医療スタッフのためのモチベーションUP!糖尿病教室
稲垣暢也 監修, 原島伸
一 [ほか] 編

2435 Vc 糖尿病
カロリーつきカーボカウントナビ : すぐわかる!すぐできる!糖尿病
の食事療法

坂根直樹 監修,
佐野喜子 著

10317 Vc 糖尿病 糖質コントロールやせる食品成分表 （新版） 坂根直樹 監修

8105 Vc 糖尿病 糖尿病のフットケア
門脇孝, 真田弘美, 植木
浩二郎, 大橋優美子 編

8120 Vc 糖尿病
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?

石井均 著

10051 Vc 糖尿病
一生使える毎日の糖尿病献立 : めんどうな栄養計算がいっさい
いらない 15万とおりのメニューが自由自在 決定版カード式

塩沢和子 著

10185 Vc 糖尿病 一生使える毎日の糖尿病献立 : リングカード式
鈴木吉彦, 貴堂明世 監
修

10058 Vc 糖尿病 糖尿病 : 自分のために、できること 春日雅人 総監修

10099 Vc 糖尿病 患者のための糖尿病読本 : レッツ・スタディ
宮川高一, 高村宏 監修, 西
東京糖尿病教育研究会 編

10100 Vc 糖尿病 糖尿病患者のための食事療法 : レッツ・スタデイ
西東京糖尿病教育研究
会 編

10149 Vc 糖尿病 糖尿病 : あなたに合った治療 門脇孝 総監修

10337 Vc 糖尿病 糖尿病の食事術 : NHKきょうの健康 清野裕, 北谷直美 監修

10369 Vc 糖尿病
糖尿病ケア : 低血糖を起こさない・重症化しない薬物療法のア
プローチ : 2020年10月号

川瀬真由, 富園千夏[ほ
か] 編

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

10105 W 患者会 胃を切った仲間たち : 胃切後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 著

10272 W 患者会 胃を切った仲間たち : 胃切後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 著

10106 W 患者会 胃を切った仲間たち : 胃切者が語る後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 編

10291 W 患者会 胃を切った仲間たち : 胃切者が語る後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 編

10113 W 患者会 ライラックニュース 第48号 中央病院ライラック会 編

10124 W 患者会 飛躍 : 心臓病患者「サフランの会」三十周年記念誌 サフランの会 編

10181 W 患者会 ライラックニュース 第52号 中央病院ライラック会 編

10187 W 患者会 ライラックニュース 第53号 中央病院ライラック会 編

10188 W 患者会 ライラックニュース 第49号 中央病院ライラック会 編

10189 W 患者会 ライラックニュース 第50号 中央病院ライラック会 編

10190 W 患者会 ライラックニュース 第51号 中央病院ライラック会 編

10197 W 患者会 ライラックニュース 第54号 中央病院ライラック会 編

10203 W 患者会 ライラックニュース 第55号 中央病院ライラック会 編

10245 W 患者会 ライラックニュース 第56号 中央病院ライラック会 編

10250 W 患者会 ライラックニュース 第57号 中央病院ライラック会 編

10259 W 患者会 ライラックニュース 第58号 中央病院ライラック会 編

10318 W 患者会 ライラックニュース 第59号 中央病院ライラック会 編

10325 W 患者会 ライラックニュース 第60号 中央病院ライラック会 編

【 W　患者会】
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10351 W 患者会 ライラックニュース 第61号 中央病院ライラック会 編

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

5001 Z DVD 骨のゆがみを治す関節調節法 禁帯出

5002 Z DVD 関節運動とストレッチがわかる 禁帯出

5003 Z DVD 病気がみえる2 : 循環器 禁帯出

5004 Z DVD 鼻アレルギー診療ガイドライン 2013年版 禁帯出

5005 Z DVD ドクター新井のめまいを治すリハビリレッスン 禁帯出

5006 Z DVD
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1 （最新版）

禁帯出

5007 Z DVD
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2

禁帯出

10215 Z DVD
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1 （最新版）

禁帯出

10216 Z DVD
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2 （最新版）

禁帯出

5008 Z DVD 石井均　糖尿病ビジュアルガイド 禁帯出

5009 Z DVD 太極拳を応用したリズム運動「川の流れのように」 禁帯出

5010 Z DVD
生活７領域から考える自立支援アセスメント・ケアプラン作成マ
ニュアル

禁帯出

5011 Z DVD 大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン 禁帯出

5012 Z DVD 骨折ケア超実践マニュアル : 写真と動画でだれでもできる 禁帯出

5013 Z DVD
図解腰痛の治し方 : プロ直伝の腰のこり・痛みを取り去るマッ
サージの極意＆ツボストレッチ

禁帯出

5014 Z DVD 腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン 禁帯出

5015 Z DVD
知っておきたい「てんかんの発作」 : アニメとイラストでわかるて
んかんのすべて

禁帯出

10116 Z DVD 目で見る医学の基礎 第2版 : vol.3循環器系 禁帯出

10117 Z DVD 目で見る医学の基礎 第2版 : vol.4呼吸器系 禁帯出

10118 Z DVD 目で見る医学の基礎 第2版 : vol.6消化器系 禁帯出

10119 Z DVD 目で見る医学の基礎 第2版 : vol.7泌尿器系 禁帯出

10120 Z DVD 目で見る医学の基礎 第2版 : vol.13免疫系 禁帯出

10186 Z DVD 腎不全 : 治療選択とその実際 : 治療の実際と患者さんの声 禁帯出

10191 Z DVD 創立30周年記念 映像でつづる伏古 本町 禁帯出

10193 Z DVD 「災害訓練」 2013.11.9 勤医協中央病院 禁帯出

10194 Z DVD 勤医協中央病院「新病院建設の歴史」 勤医協中央病院 禁帯出

コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

10000 一般図書 くらしの花大図鑑 : 花を楽しむ花と遊ぶ 講談社 編

【 Z　DVD】

【一般図書】
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10001 一般図書 日本全国絶景列車の旅 櫻井寛 写真・文

10002 一般図書 魅惑の世界鉄道紀行 三浦幹男 著

10003 一般図書 地中海紀行 : 神々の海神々の大地 三輪晃久 著

10004 一般図書 北海道の野鳥 北海道新聞社 編

10005 一般図書 利尻花登山 渡辺敏哉 著

10007 一般図書 びふか松山湿原の植物エネルギー 堀田清 著

10008 一般図書 サロベツ : 花原野花の道
宮本誠一郎, 杣田美野里
著

10009 一般図書 北海道のんびり鉄道旅 矢野直美 著

10136 一般図書 鉄子の全国鉄道ものがたり 矢野直美 著

10137 一般図書 さくら旅 : 北海道 ピート小林 写真・文

10138 一般図書 十勝千年の森の庭仕事 : 世界でもっとも美しい庭 新谷みどり 著

10139 一般図書 さっぽろ花散歩 青木由直 著

10140 一般図書 自然ガイド藻岩山・円山 さっぽろ自然調査館 編著

10141 一般図書 野付・風連・根室 : 自然ガイド 栗田昌輝, 近藤憲久 著

10142 一般図書 美瑛・富良野 : 新・風景ガイド 高橋真澄 著

10164 一般図書 北海道夏山ガイド① : 道央の山々 梅沢俊, 菅原靖彦 著

10165 一般図書 北海道夏山ガイド② : 表大雪の山々 梅沢俊, 菅原靖彦 著

10166 一般図書 北海道夏山ガイド③ : 東・北大雪、十勝連峰の山々 梅沢俊, 菅原靖彦 著

10167 一般図書 北海道夏山ガイド④ : 日高山脈の山々 梅沢俊, 菅原靖彦 著

10168 一般図書 北海道夏山ガイド⑤ : 道南・夕張の山々 梅沢俊, 菅原靖彦 著

10169 一般図書 北海道夏山ガイド⑥ : 道東・道北・増毛の山々
梅沢俊, 菅原靖彦, 中川
潤 著

10201 一般図書 水彩絵巻　森に聴く 上田茂 絵, 幸子 言葉

10253 一般図書 生きる喜び絵筆にこめて : 阿部俊明詩画集 第3集 阿部俊明 著

10254 一般図書 与勇輝 : 人形芸術の世界
本庄俊男 監修, 藤森武
撮影

10255 一般図書 白鳥 : SWANS 嵯峨悌二 撮影

10292 一般図書
NHKためしてガッテン : 「骨筋力」で若返る！: 筋力・骨力・関節
力がアップ！

NHK科学・環境番組部, 主婦
と生活社「NHKためしてガッ
テン」編集班 編

10293 一般図書 日帰り大人の小さな旅 : 札幌発 昭文社編集部 編

10408 一般図書
日帰り大人の小さな旅 : 札幌特別編集版 : 思い立ったらすぐ行
ける 好奇心をくすぐる少し贅沢な旅

昭文社編集部  編

10297 一般図書 日本楽名山 : 50歳からの爽快山歩き 岳真也 著

10300 一般図書 NHKガッテン!春vol38 : コレステロール本当の健康新常識 新井晋 編

10301 一般図書 NHKガッテン!夏vol39 : 脳の老化を防ぐ食べ方、暮らし方 新井晋 編

10302 一般図書 NHKガッテン!秋vol40 : 体も心も老けない新呼吸法 新井晋 編

10342 一般図書 北海道の氷雪絶景 : 神秘の大自然と生きものたち 昭文社編集部 編

10343 一般図書 北海道ネーチャーマガジン モーリー No.54 
北海道新聞野生生物基
金 編
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10344 一般図書 BYWAY後志 22号
ＢＹＷＡＹ後志発行委員会
編

10345 一般図書 北海道の大自然を知る faura No.61 有限会社ナチュラリー 編

10349 一般図書 ゆきねこ 吉田裕吏洋 写真・文

10353 一般図書 シマエナガ : もふもふふわふわ 吉永勝啓 著

10365 一般図書 エゾウサギ、跳ねる : もふもふビックリ 富士元寿彦 著

10370 一般図書 北海道ネーチャーマガジン モーリー No.55
北海道新聞野生生物基
金 編

10371 一般図書 北海道ネーチャーマガジン モーリー No.56
北海道新聞野生生物基
金 編

10375 一般図書 蕊 : 礼文短歌 杣田美野里 著

10379 一般図書 あたらしい北海道旅行 : わざわざ行きたいよりぬき33店 セソコマサユキ 著

10402 一般図書 小さな森の物語 : 十勝・鎮守の杜の動物たち 矢部志朗 著

10405 一般図書 雑貨とインテリアのお店:お気に入りを探して 新海直美 著
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