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  2022.03.15改定

分類
記号

分類名 ページ
分類
記号

分類名 ページ

A 医学全般 1 Fm4 ぜんそく 22

Aa 医学百科 1-2 Fn 皮膚/髪/爪 22

Ab 専門医学辞典 2 Fo 泌尿器 23

Ac 図解人体 3 Fp 腎臓 23-24

Ad 検査 4 Fp1 透析 24

Ae 臨床看護 4 Fr 胃腸 25-26

B 栄養/食事 4 Fr1 胃がん 26

C 心の健康 5-6 Fr2 大腸がん 26-27

D 薬 6-7 Fs 肝臓/胆のう/膵臓 27-28

E リハビリ 7 Fs1 Ｃ型肝炎 28

Ea 嚥下障害 7 Fs2 肝臓がん 28

Eb 禁煙 7 Ga 女性の健康 28-29

F 体と病気 8 Ga1 子宮筋腫 29

Fa 一般医学 8 Ga2 乳がん 29-30

Fb 骨/関節/筋肉 8-9 Ga3 女性のがん 30

Fb1 腰痛 9 Gb 妊娠/出産 31

Fb2 痛風 9 Gc 小児 32-33

Fb3 骨粗鬆症 9 Gd 高齢者 34

Fc 血液/リンパ 10 Gd1 高齢期ケア 34

Fd 心臓/血管 11 Gd2 口腔ケア 34

Fe がん 12-14 Gd3 認知症 35

Fe1 がん介護 14 Gd4 在宅介護 36

Fe2 化学療法 14 H 代替療法 36

Fe3 緩和ケア 14-15 Ha 漢方 36

Ff 免疫 15 Hc アロマテラピー 36

Ff1 アレルギー 15 I 患者学 37

Ff2 膠原病 15 Ia 闘病記 38

Ff3 リウマチ 15 J 医療 39

Fg 伝染/感染症 16 Ja 病院/職員 39

Fh 目 17 Jb 医療倫理 39

Fi 耳/鼻/喉 17-18 K こどもの本 39-40

Fj 歯 19 L 麻酔/手術/救急 41

Fk 内分泌 19 P アニマルセラピー  41

Fl 脳/神経 19-21 V メタボリックシンドローム 41

Fl1 睡眠障害 21 Va 高脂血症 41

Fm 呼吸器 21 Vb 高血圧 42

Fm1 人工呼吸 21 Vc 糖尿病 42

Fm2 ＣＯＰＤ 21 X 医療従事者によるエッセイ 43

Fm3 肺がん 21-22 Y その他 43

Z DVD

患者図書室　図書分類表　



患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

A 医学全般 10402 まんが医学の歴史 ; A Manga history of medicine 医学書院

A 医学全般 10498 医学のひみつ 学研教育出版

A 医学全般 10499 疾病論 : 人間が病気になるということ 医学書院

A 医学全般 K0253 医学歴史ミュージアム
東京医療センター・臨床研究（感覚器）セン
ター

A 医学全般 K0363 <いのち>はいかに語りうるか？ 日本学術協力財団

Aa 医学百科 00002 最新家庭の医学百科 主婦と生活社

Aa 医学百科 00007 家庭医学大全科 法研

Aa 医学百科 00010 ポケット医学英和辞典 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 照林社

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

Aa 医学百科 00025 今日の診断指針 医学書院

Aa 医学百科 08132 英独仏ラ-和医学用語小辞典 医学書院

Aa 医学百科 10135 医学書院医学大辞典 医学書院

Aa 医学百科 10403 日本医学会医学用語辞典 ; 英和 南山堂

Aa 医学百科 10144 からだのひみつ 学研教育出版

Aa 医学百科 10445 眼科疾患 中山書店

Aa 医学百科 10500 南山堂医学大辞典 南山堂

Aa 医学百科 10501 標準・傷病名事典 医学通信社

Aa 医学百科 10502
臨床・カルテ・レセプト略語事典 : 傷病・検査・手術・機器・薬剤等の臨床
略語28000

医学通信社

Aa 医学百科 10868 家庭の医学 主婦の友社

Aa 医学百科 K0131 日本医学会医学用語辞典 : 和英 南山堂

Aa 医学百科 K0238 自然科学の基礎知識を知る 東京化学同人

Aa 医学百科 K0239 病気の成り立ちを知る 東京化学同人

Aa 医学百科 K0259 ラクラク話せるメディカル英会話 日東書院

Aa 医学百科 K0303 脳・神経系疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0304 呼吸器疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0305 循環器疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0306 消化管疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0307 肝・胆・膵疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0308 腎疾患と高血圧 中山書店

Aa 医学百科 K0309 代謝疾患・内分泌疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0310 糖尿病と合併症 中山書店

Aa 医学百科 K0311 血液・造血器疾患 中山書店

医学全般・医学百科・
専門医学辞典

背ラベル番号

2



患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Aa 医学百科 K0312 微生物と感染症 中山書店

Aa 医学百科 K0313 免疫・アレルギー疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0314 精神疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0315 認知症 中山書店

Aa 医学百科 K0316 新生児・小児科疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0317 産科疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0318 婦人科疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0319 老人の医療 中山書店

Aa 医学百科 K0320 運動器疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0321 皮膚科疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0322 耳鼻咽喉科疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0323 泌尿・生殖器疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0324 歯科口腔系疾患 中山書店

Aa 医学百科 K0325 腫瘍の臨床 中山書店

Aa 医学百科 K0326 救急 中山書店

Aa 医学百科 K0327 麻酔科学 中山書店

Aa 医学百科 K0328 リハビリテーション・運動療法 中山書店

Aa 医学百科 K0329 薬物療法 中山書店

Aa 医学百科 K0330 薬物療法 中山書店

Aa 医学百科 K0331 栄養療法・輸液 中山書店

Aa 医学百科 K0332 人体の構造と機能 中山書店

Aa 医学百科 K0333 医学と分子生物学 中山書店

Aa 医学百科 K0334 医療面接から診断へ 中山書店

Aa 医学百科 K0335 Alternative medicine 中山書店

Aa 医学百科 K0336 医療人間学 中山書店

Aa 医学百科 K0337 医療と社会 中山書店

Aa 医学百科 K0338 EBNと臨床研究 中山書店

Aa 医学百科 K0359 ホームメディカ家庭医学大事典 小学館

Ab 医学辞典 00015 気管食道科学用語解説集 金原出版

Ab 医学辞典 00016 血液学用語辞典 フジメディカル出版

Ab 医学辞典 00027 分子生物学・免疫学キーワード辞典 医学書院

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

Ab 医学辞典 08039 病院の言葉を分かりやすく : 工夫の提案 勁草書房

Ab 医学辞典 10630 難病事典 学研メディカル秀潤社

Ab 医学辞典 10704 内科學 朝倉書店

Ab 医学辞典 10705 医療六法 中央法規

Ab 医学辞典 K0204 外国人用診療ガイド 政策医療振興財団

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Ac 図解人体 00029 呼吸器 日本医事新報社

Ac 図解人体 00030 循環器 日本医事新報社

Ac 図解人体 00031 消化管 日本医事新報社

Ac 図解人体 00032 肝・胆・膵 日本医事新報社

Ac 図解人体 00033 腎・泌尿器 日本医事新報社

Ac 図解人体 00034 生殖器 日本医事新報社

Ac 図解人体 00035 血液・免疫・内分泌 日本医事新報社

Ac 図解人体 00036 神経系 ; 1 日本医事新報社

Ac 図解人体 00037 神経系 ; 2 日本医事新報社

Ac 図解人体 00038 運動器 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 医学書院

Ac 図解人体 00042 ヒューマンボディ－ : からだの不思議がわかる解剖生理学 エルゼビア・ジャパン

Ac 図解人体 00043 解剖生理学 南山堂

Ac 図解人体 00466 細胞と組織の地図帳 講談社

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

Ac 図解人体 10013 からだと病気のしくみ図鑑 : 生命のかたち・色・メカニズム 法研

Ac 図解人体 10014
ぜんぶわかる人体解剖図 : 系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解
説

成美堂出版

Ac 図解人体 10141 人体絵本 : めくってわかるからだのしくみ ポプラ社

Ac 図解人体 10308 最高に美しい人体図鑑 エクスナレッジ

Ac 図解人体 10405 解剖生理学 医学書院

Ac 図解人体 10406 検査数値と病気がわかる内臓のしくみとはたらき 日本文芸社

Ac 図解人体 10504 からだの地図帳 : The atlas of the human body 講談社

Ac 図解人体 10596 解剖生理学 : Anatomy and physiology メディカ出版

Ac 図解人体 10840 イラストでまなぶ人体のしくみとはたらき 医学書院

Ac 図解人体 10873 新遺伝医学やさしい系統講義19講 メディカル・サイエンス・インターナショナル

Ac 図解人体 10875 ゲノム メディカル・サイエンス・インターナショナル

Ac 図解人体 K0191 世界で一番美しい人体図鑑 エクスナレッジ

Ac 図解人体 K0217 からだの仕組みと働きを知る 東京化学同人

Ac 図解人体 K0367 医療従事者のための解剖生理学 東京化学同人

図解人体

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Ad 検査 00054 はじめての輸液 メディカ出版

Ad 検査 10271 健診・人間ドックハンドブック 中外医学社

Ad 検査 10597 看護に生かす検査マニュアル サイオ出版

Ad 検査 10631 検査結果なんでも早わかり事典 主婦の友社

Ad 検査 K0225 健診データで困ったら 医学書院

Ad 検査 K0266 これだけは知っておきたい検査のポイント第9集 医学書院

Ad 検査 K0286 画像診断update 日本医師会

Ad 検査 K0300 CT・MRI“戦略的”活用ガイド 日本医師会

図書名 発行所

Ae 臨床看護 00069 看護史 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 日本看護協会出版会

Ae 臨床看護 00085 ハイリスク患者の看護ケア 中山書店

Ae 臨床看護 00844 看護職のための代替療法ガイドブック 医学書院

Ae 臨床看護 10272 看護管理 医学書院

Ae 臨床看護 10632 ナイチンゲール伝 : 図説看護覚え書とともに 医学書院

Ae 臨床看護 10827 看護管理 医学書院

Ae 臨床看護 K0018 死にゆく人と看護 : 死があるから優しくなれる 世界聖典刊行協会

Ae 臨床看護 K0274 知りたいことがすぐわかる臨床看護技術Q & A 南江堂

Ae 臨床看護 K0278 写真でわかる臨床看護技術 インターメディカ

図書名 発行所

B 栄養/食事 10018 調理のためのベーシックデータ 女子栄養大学出版部

B 栄養/食事 10019 からだの自然治癒力をひきだす食事と手当て サンマーク出版

B 栄養/食事 10408 なぜ、好きなものだけ食べてはいけないの? ; 服部幸應の食育読本 シーアンドアール研究所

B 栄養/食事 10633 減塩のコツ早わかり : 塩分を減らす食べ方がひと目でわかる 女子栄養大学出版部

B 栄養/食事 10761 食品成分表 女子栄養大学出版部

B 栄養/食事 10841 毎日の食事のカロリーガイド 女子栄養大学出版部

検　　査

背ラベル番号

臨床看護

背ラベル番号

栄養/食事

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

C 心の健康 00094 PTSDとトラウマのすべてがわかる本 講談社

C 心の健康 00096 パーソナリティ障害「人格障害」のことがよくわかる本 講談社

C 心の健康 00097 パニック障害 : 心の不安はとり除ける 講談社

C 心の健康 00098 ビジネスマンの心の病気がわかる本 講談社

C 心の健康 00099 依存症のすべてがわかる本 講談社

C 心の健康 00103 自己愛性パーソナリティ障害のことがよくわかる本 講談社

C 心の健康 00105 失語症のすべてがわかる本 講談社

C 心の健康 00106 社会不安障害のすべてがわかる本 講談社

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グループのちから 東峰書房

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 精神看護出版

C 心の健康 00136 気分障害治療ガイドライン 第2版 医学書院

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 三輪書店

C 心の健康 00992 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 ベストセラーズ

C 心の健康 08118 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 講談社

C 心の健康 10021 統合失調症 : 正しい治療がわかる本 法研

C 心の健康 10140 こころの医学事典 日本評論社

C 心の健康 10151 「男のうつ」治らなくても働ける! : 復職マニュアル 日本経済新聞出版社

C 心の健康 10153 ツレと貂々、うつの先生に会いに行く 朝日新聞出版

C 心の健康 10154
よくわかる双極性障害「躁うつ病」 : 両極端な気分の変動をコントロール
する

主婦の友社

C 心の健康 10155 よくわかる統合失調症 : ねばり強い治療で、回復と自立をめざす 主婦の友社

C 心の健康 10157
よくわかるパニック障害・PTSD : 突然の発作と強い不安から、自分の生
活をとり戻す

主婦の友社

C 心の健康 10228 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 中央法規出版

C 心の健康 10273 やさしい統合失調症の自己管理 医薬ジャーナル社

C 心の健康 10312 ネット依存症のことがよくわかる本 講談社

C 心の健康 10313 お酒が減らせる練習帳 メディカルトリビューン

C 心の健康 10409 こころの治療薬ハンドブック 星和書店

C 心の健康 10411 14歳からの精神医学 ; 心の病気ってなんだろう 日本評論社

C 心の健康 10412 好きになる精神医学 ; こころの病気と治療の新しい理解 講談社

C 心の健康 10413 ボクのせいかも・・・ ; お母さんがうつ病になったの ゆまに書房

C 心の健康 10414 お母さんは静養中 ゆまに書房

C 心の健康 10415 お母さんどうしちゃったの・・・ ゆまに書房

C 心の健康 10416 ボクのことわすれちゃったの? ; お父さんはアルコール依存症 ゆまに書房

C 心の健康 10509 大人のひきこもり : 本当は「外に出る理由」を探している人たち 講談社

心の健康

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

C 心の健康 10510 統合失調症 医薬ジャーナル社

C 心の健康 10513 摂食障害と寄りそって回復をめざす本 日東書院本社

C 心の健康 10598 精神保健福祉 医学書院

C 心の健康 10599 拒食症と過食症の治し方 講談社

C 心の健康 10634 精神神経疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

C 心の健康 10709 社交不安症がよくわかる本 講談社

C 心の健康 10733 よくわかる大人のADHD(注意欠如/多動性障害) ; 最新版 主婦の友社

C 心の健康 10762 標準精神医学 医学書院

C 心の健康 10763 よくわかる強迫症 主婦の友社

C 心の健康 10792 ASD(アスペルガー症候群)、ADHD、LD女性の発達障害 河出書房新社

C 心の健康 K0009
酒に飲まれた酒神バッカス : 酒の害物語 = Bacchus, god of alcohol,
becomes a slave to alcohol : a story of alcohol's hazards

シスメックス

C 心の健康 K0045 悲しみの中にいる、あなたへの処方箋 新潮社

C 心の健康 K0046 ユーモアは老いと死の妙薬 : 死生学のすすめ 講談社

C 心の健康 K0263 つながりから考える薬物依存症 大修館書店

図書名 発行所

D 薬 00174 くすりの地図帳 講談社

D 薬 00182 安全ながん治療とテーラーメイド医療に向けて じほう

D 薬 00194 手術室・ICUで使う薬剤ノート メディカ出版

D 薬 00196 消毒剤の選び方と使用上の留意点 じほう

D 薬 00199 外用剤編 医薬ジャーナル社

D 薬 10027 内用剤編 医薬ジャーナル社

D 薬 10417 薬理学 医学書院

D 薬 10421 今日のジェネリック医薬品 南江堂

D 薬 10520

代謝系の疾患と薬 ; 内分泌系の疾患と薬 ; 産婦人科系の疾患と薬 ; 血
液系の疾患と薬 ; 免疫・炎症・アレルギー疾患と薬 ; 眼・耳・皮膚の疾患
と薬

Medic Media

D 薬 10734 消化器系の疾患と薬 ; 呼吸器系の疾患と薬 ; 感染症と薬 ; 悪性腫瘍と薬 Medic Media

D 薬 10764 くすりの事典 成美堂出版

D 薬 10766 医療薬日本医薬品集 薬業時報社

D 薬 10767 一般薬日本医薬品集 薬業時報社

D 薬 10768 医者からもらった薬がわかる本 社会保険法規研究会

D 薬 10828 薬理学 医学書院

薬

背ラベル番号
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図書名 発行所

D 薬 10842 医者からもらった薬がわかる本 法研

D 薬 10843 くすりの事典 成美堂出版

D 薬 10871 薬力学 ; 薬物動態学 ; 相互作用 ; 製剤学 ; 薬剤の使用と実務 メディックメディア

D 薬 K0218 治療薬マニュアル 医学書院

D 薬 K0240 正しいステロイドの使い方 医薬ジャーナル社

D 薬 K0270 カラー図解これならわかる薬理学 メディカル・サイエンス・インターナショナル

D 薬 K0302 頻用薬・常用薬上手に使っていますか? 日本医事新報社

図書名 発行所

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

E リハビリ 00981 治療アプローチ 協同医書出版社

E リハビリ 00982 疾患別・理学療法基本プログラム 協同医書出版社

E リハビリ 01001 理学療法の基礎と評価 協同医書出版社

E リハビリ 01024 疾患別・理学療法の臨床思考 協同医書出版社

E リハビリ 10033 移動補助具 : 杖・松葉杖・歩行器・車椅子 金原出版

E リハビリ 10159 標準リハビリテーション医学 医学書院

E リハビリ 10225 家庭でできるリハビリテーション 法研

E リハビリ 10769 リハビリテーションビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

E リハビリ K0275 リハビリテーション栄養ハンドブック 医歯薬出版

Ea 嚥下障害 00233 口から食べる : 嚥下障害Q&A 中央法規出版

Ea 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 日本看護協会出版会

Ea 嚥下障害 10034 テクニック図解かむ・飲み込むが難しい人の食事 講談社

Ea 嚥下障害 10058
嚥下障害診療ガイドライン : 耳鼻咽喉科外来における対応 第2版(2012
年版)

金原出版

Ea 嚥下障害 10316 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! 主婦の友インフォス情報社

Ea 嚥下障害 10317 おうちでできるえんげ食 エス・エム・エス

Ea 嚥下障害 10424 嚥下障害のことがよくわかる本 ; 食べる力を取り戻す 講談社

Eb 禁煙 00237 やさしい禁煙の方法と自己管理 医薬ジャーナル社

Eb 禁煙 00238 禁煙セラピー : らくらく成功日誌365 KKロングセラーズ

Eb 禁煙 10226 禁煙セラピー : イラスト版 KKロングセラーズ

リハビリ・嚥下障害・禁煙

背ラベル番号
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図書名 発行所

F 体と病気 10830 産業医が診る働き方改革 西日本新聞社

Fa 一般医学 00006 医学概論 医学書院

Fa 一般医学 08052
よくわかる最新「病」の基本としくみ : 病気のメカニズムを図解で学ぶ! : 病
気の不思議 : オールカラー

秀和システム

Fa 一般医学 10608 標準外科学 医学書院

Fa 一般医学 10864 標準外科学 医学書院

Fa 一般医学 10872 標準形成外科学 医学書院

Fa 一般医学 K0241 環境による健康リスク 日本医師会

Fa 一般医学 K0242 指定難病ペディア2019 日本医師会

Fa 一般医学 K0251 難病看護の基礎と実践 桐書房

Fa 一般医学 K0260 iPS細胞 平凡社

Fa 一般医学 K0268 アレルギー : 膠原病 : 感染症 医学書院

Fa 一般医学 K0287 症状からアプローチするプライマリケア 日本医師会

Fa 一般医学 K0291 痛みのマネジメントupdate 日本医師会

Fa 一般医学 K0301 内科診断の道しるべ 日本医師会

図書名 発行所

Fb 骨/筋肉 00257 外反母趾を防ぐ・治す 講談社

Fb 骨/筋肉 00258 股関節の痛みはこれでとる 講談社

Fb 骨/筋肉 00265 徹底図解くび・肩・腕の痛み : うっとうしさを取り去る 法研

Fb 骨/筋肉 00270
「むち打ち症」はこれで治る! : 誰も教えてくれなかった「脳脊髄液減少症」
がわかる本

日本医療企画

Fb 骨/筋肉 00277 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 日本医事新報社

Fb 骨/筋肉 08014 関節の痛み 日本医学館

Fb 骨/筋肉 08027 やさしい肩の痛みの自己管理 医薬ジャーナル社

Fb 骨/筋肉 10035 変形性膝関節症 : 正しい治療がわかる本 法研

Fb 骨/筋肉 10102 転ばない歩き方 マガジンハウス

Fb 骨/筋肉 10160 ひざ痛を治す : 正しく動かす元気に歩く NHK出版

Fb 骨/筋肉 10161 股関節の痛み : 変形性股関節症の治療がよくわかる NHK出版

Fb 骨/筋肉 10230 大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン 改訂第2版 南江堂

Fb 骨/筋肉 10231 歩き方を変えれば外反母趾はここまで治る! メタモル出版

体と病気・一般医学

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fb 骨/筋肉 10250 100歳まで元気で歩く!転ばない歩き方 マガジンハウス

Fb 骨/筋肉 10319 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! 永岡書店

Fb 骨/筋肉 10320 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」 講談社

Fb 骨/筋肉 10426 本気で治したい人の股関節痛 ; 最新版 学研パブリッシング

Fb 骨/筋肉 10524 ひざの痛みがとれる本 講談社

Fb 骨/筋肉 10638 歩く人。 : 長生きするには理由がある Oval Heart Japan

Fb 骨/筋肉 10640 くび・肩・背中の痛み : 不快な症状をもとから治す、知識と治療 法研

Fb 骨/筋肉 10715 標準整形外科学 医学書院

Fb 骨/筋肉 10735 運動器・整形外科 Medic Media

Fb 骨/筋肉 10736 変形性ひざ関節症 主婦の友社

Fb 骨/筋肉 10794 骨とはなにか、関節とはなにか ミネルヴァ書房

Fb 骨/筋肉 10795 サルコペニアがいろん ライフサイエンス出版

Fb 骨/筋肉 10865 標準整形外科学 医学書院

Fb 骨/筋肉 K0246 ロコモティブシンドロームのすべて 日本医師会

図書名 発行所

Fb1 腰痛 00260 腰痛 日本医学館

Fb1 腰痛 10037 腰・ひざの痛みを解消する 法研

Fb1 腰痛 10321 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 法研

Fb1 腰痛 10427 本気で治したい人の腰痛 ; 最新版 学研パブリッシング

Fb2 痛風 00281 痛風の人の食事 女子栄養大学出版

Fb2 痛風 10039 痛風・高尿酸血症 : 正しい治療がわかる本 法研

Fb2 痛風 10322 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 学研パブリッシング

Fb2 痛風 10428 痛風・高尿酸血症に効くおいしいレシピ2週間メソッド 主婦の友社

Fb2 痛風 10642 高尿酸血症・痛風 : 尿酸値を下げて、痛風発作と合併症を防ぐ 法研

Fb2 痛風 10643 図解でわかる痛風・高尿酸血症 : 尿酸値を下げるおいしいレシピつき 主婦の友社

Fb3 骨粗鬆症 00261 骨粗しょう症 保健同人社

Fb3 骨粗鬆症 00280 骨粗鬆症の人の食事 女子栄養大学出版

Fb3 骨粗鬆症 00292 骨粗しょう症に効くらくらくレシピ 法研

Fb3 骨粗鬆症 10324 骨粗鬆症の最新治療 主婦の友社

Fb3 骨粗鬆症 10429 骨粗しょう症の人のおいしいレシピブック 保健同人社

Fb3 骨粗鬆症 10525 骨粗鬆症 医薬ジャーナル社

Fb3 骨粗鬆症 10844 骨粗鬆症 主婦の友社

Fb3 骨粗鬆症 K0299 最新の骨粗鬆症学 日本臨牀社

背ラベル番号

背ラベル番号

腰痛・痛風・骨粗鬆症

10

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://t4.ftcdn.net/jpg/01/79/94/43/500_F_179944365_WjYBAKwefXHDiOiYbVxP984P1b5Y2i9P.jpg&imgrefurl=https://jp.fotolia.com/id/179795774&docid=XIhRK9t6VJCDSM&tbnid=nXUfEBtH25hDuM:&vet=10ahUKEwijhbHKku3hAhWEFYgKHf9_Ca4QMwhRKBMwEw..i&w=478&h=500&bih=556&biw=947&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%80%80%E9%AA%A8%E7%B2%97%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E7%97%87&ved=0ahUKEwijhbHKku3hAhWEFYgKHf9_Ca4QMwhRKBMwEw&iact=mrc&uact=8


患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fc 血液/リンパ 00300 貧血の人の食事 女子栄養大学出版

Fc 血液/リンパ 00304 絵でわかる血液のはたらき 講談社

Fc 血液/リンパ 00317 やさしい貧血の自己管理 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 01003 やさしい血液疾患 日本医事新報社

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

Fc 血液/リンパ 08009 リンパ浮腫治療のセルフケア 文光堂

Fc 血液/リンパ 08025 やさしい造血幹細胞移植へのアプローチ 医薬ジャーナル社

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 真興交易(株)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 真興交易(株)医書出版部

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 真興交易(株)医書出版部

Fc 血液/リンパ 08095 リンパ浮腫の治療とケア 医学書院

Fc 血液/リンパ 10040 やさしいGVHD外来治療の自己管理 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 10163 白血病/骨髄異形成症候群 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 10283 多発性骨髄腫の診療指針 文光堂

Fc 血液/リンパ 10307
イラストでわかるリンパ浮腫 : 術後の予防と日常生活、セルフケア : リン
パ浮腫の症状・進行度に合った療法がよくわかる

法研

Fc 血液/リンパ 10430 貧血の人の基本の食事 ; 最新版 学研パブリッシング

Fc 血液/リンパ 10526 GVHD(移植片対宿主病)と造血細胞移植 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 10527 冷え症・貧血・低血圧 主婦の友社

Fc 血液/リンパ 10528 「血液のがん」と言われたら… : 検査診断治療・手術 保健同人社

Fc 血液/リンパ 10610 血液のがん : 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫 講談社

Fc 血液/リンパ 10644 図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 法研

Fc 血液/リンパ 10716 血液 Medic Media

Fc 血液/リンパ 10771 リンパ浮腫診療ガイドライン 2018年版 金原出版

Fc 血液/リンパ 10772 悪性リンパ腫 医薬ジャーナル社

Fc 血液/リンパ 10886 血液のがん 主婦の友社

Fc 血液/リンパ K0001
からだの中の小さなダイヤ : ひんけつ物語 = Tiny diamonds in the body :
a story of anemia

シスメックス

Fc 血液/リンパ K0002
黒くてあま〜いサクランボ : エーワンシー(A[1C])物語 = Sweet dark red
cherries : a story of A[1C]

シスメックス

Fc 血液/リンパ K0004

緑の目を持つバッタと、水晶を持つ大入道 : 白血球物語 = A grasshopper
with green eyes and a giant genie with a crystal : a story of white blood
cells

シスメックス

Fc 血液/リンパ K0005 白い水クモたち : 血小板物語 = White water spiders : a story of platelets シスメックス

Fc 血液/リンパ K0011
砦を固める20組の勇士たち : 血液凝固・線溶物語 = Twenty brave
troops defend the fort : a story of blood coagulation and fibrinolysis

シスメックス

血液/リンパ
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図書名 発行所

Fd 心臓/血管 00315 はじめてのモニター心電図 メディカ出版

Fd 心臓/血管 00330 心臓 アプライ

Fd 心臓/血管 00331 心臓「診断法」 アプライ

Fd 心臓/血管 00332 心臓ペースメーカー・植込み型除細動器 医薬ジャーナル社

Fd 心臓/血管 00333 心臓発作後の運動とリハビリテーション アプライ

Fd 心臓/血管 01006 名医のわかりやすい狭心症・心筋梗塞 同文書院

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

Fd 心臓/血管 10165 世界で一番やさしい失神・突然死 エクスナレッジ

Fd 心臓/血管 10166 世界で一番やさしい心筋梗塞 エクスナレッジ

Fd 心臓/血管 10223
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

医薬ジャーナル社

Fd 心臓/血管 10233 患者さんのための心臓リハビリ入門 : イラストでわかる 中外医学社

Fd 心臓/血管 10234 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 現代書林

Fd 心臓/血管 10235
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 : 運動
療法・日常生活でのリハビリと心臓に良い食生活の実際

法研

Fd 心臓/血管 10256
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

保健同人社

Fd 心臓/血管 10325 ゼロからわかる狭心症心筋梗塞 世界文化社

Fd 心臓/血管 10326 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 法研

Fd 心臓/血管 10327 不整脈治療のためのカテーテルアブレーション 医薬ジャーナル社

Fd 心臓/血管 10433 心臓病の最新治療 主婦の友社

Fd 心臓/血管 10434 心臓リハビリ ; 心臓病の悪化、再発を防ぐ 講談社

Fd 心臓/血管 10589 全部見えるスーパービジュアル循環器疾患 成美堂出版

Fd 心臓/血管 10611 循環器疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Fd 心臓/血管 10717 循環器 Medic Media

Fd 心臓/血管 10718 下肢静脈瘤 主婦の友社

Fd 心臓/血管 10894 循環器 第5版 メディックメディア

Fd 心臓/血管 K0226 はじめてのモニター心電図 医学書院

心臓/血管

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fe がん 00352 がん術後の人の食事 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 文藝春秋

Fe がん 00364 がんと向き合う安心便利ノート 名著出版

Fe がん 00549
がん患者ケアQ&A : 乳がん・消化器がんの薬物療法を中心に : チームで
患者さんをサポート

じほう

Fe がん 08012
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
状で選ぶ!

女子栄養大学出版部

Fe がん 08053 絵でわかるがんと遺伝子 講談社

Fe がん 08088
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

池田書店

Fe がん 10237 図解がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと エクスナレッジ

Fe がん 10238 がんになったら手にとるガイド : 患者必携 学研メディカル秀潤社

Fe がん 10284 心配しないでいいですよ放射線治療 真興交易(株)医書出版部

Fe がん 10285 がんに負けない、あきらめないコツ 朝日新聞出版

Fe がん 10329
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

河出書房新社

Fe がん 10330
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

河出書房新社

Fe がん 10435 お父さん・お母さんががんになってしまったら Pilar Press

Fe がん 10529 やさしいがんの痛みの自己管理 医薬ジャーナル社

Fe がん 10530 メモするだけでラクになる「がん手帳」のつけ方 WAVE出版

Fe がん 10646 がん患者の「知りたい」がわかる本 : 日常生活の安心を支援するQ&A集 じほう

Fe がん 10647
家族ががんになりました : がんと診断されたらまず読む本  どうしたらい
いですか

法研

Fe がん 10648 がんのPET検査がわかる本 : 早期発見・早期治療にかかせない 法研

Fe がん 10649 患者さんと家族のための放射線治療Q&A 金原出版

Fe がん 10650 孤独を克服するがん治療 : 患者と家族のための心の処方箋 サンライズパブリッシング

Fe がん 10719 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド 増補版 金原出版

Fe がん 10739 抗がん剤治療と上手につきあう本 ; 安心して治療を受けるために 日経BP社

Fe がん 10740 まるごとわかる!がん 南山堂

Fe がん 10741 やさしいがん患者の代謝と栄養管理 ; 病態の変化にそった実践法 医薬ジャーナル社

Fe がん 10742 国立がん研究センターのがんとお金の本 小学館クリエイティブ

Fe がん 10743
がんの治療と暮らしのサポート実践ガイド ; 通院・在宅治療の継続を支え
る

エス・エム・エス

Fe がん 10744 やさしく学べるがん免疫療法のしくみ 羊土社

Fe がん 10796 がんは働きながら治す! 労働調査会

Fe がん 10797 ドクターが教える抗がん剤治療がラクになる生活術 日東書院本社

背ラベル番号

がん
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fe がん 10799 はじめよう!がんの家族教室 日本評論社

Fe がん 10823 親ががんになったら読む本 主婦の友社

Fe がん 10824 がんを告知されたら読む本 プレジデント社

Fe がん 10825 科学的根拠にもとづく最新がん予防法 祥伝社

Fe がん 10832 患者さんと家族のための放射線治療Q&A 金原出版

Fe がん 10839 よくわかるがん免疫療法ガイドブック 金原出版

Fe がん 10874 がん生物学イラストレイテッド 羊土社

Fe がん 10876 入門腫瘍内科学 南江堂

Fe がん 10878 がんで不安なあなたに読んでほしい。 ビジネス社

Fe がん 10881 国立がん研究センターの正しいがん検診 小学館クリエイティブ

Fe がん 10892 がん免疫療法の誕生 メディカル・サイエンス・インターナショナル

Fe がん K0010
探偵リッキーのガン探し : 腫瘍マーカー物語 = Detective Ricky searches
for cancers : a story of tumor markers

シスメックス

Fe がん K0016 精神腫瘍学クイックリファレンス 医療研修推進財団

Fe がん K0035 抗がん剤治療・放射線治療と食事編 静岡県立静岡がんセンター

Fe がん K0048
がん治療の前と後 : 納得できる治療を受けて、前向きに過ごすための手
引き

法研

Fe がん K0049 がんと一緒に働こう! : 必携CSRハンドブック 合同出版

Fe がん K0050 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 主婦の友インフォス情報社

Fe がん K0051 がん治療体にやさしい医療への潮流 河出書房新社

Fe がん K0052 外来がん患者の日常生活行動支援ガイド 医学書院

Fe がん K0053 悪い知らせをどう伝えるか 医学書院

Fe がん K0054 がんとお金の本 : がんになった私が伝えたい58のアドバイス ビーケイシー

Fe がん K0055 がん患者のこころ ぎょうせい

Fe がん K0120 がんの統計 がん研究振興財団

Fe がん K0123 わたしも、がんでした。 ; がんと共に生きるための処方箋 日経BP社

Fe がん K0125 がんの統計 がん研究振興財団

Fe がん K0126
がんと向き合った7,885人の声 : がん体験者の悩みや負担等に関する実
態調査報告書概要版

静岡県立静岡がんセンター

Fe がん K0142 がんを生きる 講談社

Fe がん K0149 がんの予防 : 科学的根拠にもとづいて 小学館クリエイティブ

Fe がん K0178 がんを生きよう : あなたのT細胞が治療の主役です 医学と看護社

Fe がん K0179 ご家族のためのがん患者さんとご家族をつなぐ在宅療養ガイド

Fe がん K0188
がんと向き合った4054,人の声 : 2013がん体験者の悩みや負担等に関す
る実態調査報告書

静岡県立静岡がんセンター

Fe がん K0189
がんと向き合った4054,人の声 : 2013がん体験者の悩みや負担等に関す
る実態調査報告書概要版

静岡県立静岡がんセンター

Fe がん K0192 がんの統計 がん研究振興財団

Fe がん K0193 「がん患者の就労支援・社会復帰に関する調査」報告書
山形大学蔵王協議会, 山形大学医学部がん
センター, 山形大学大学院医学系研究科医
療政策学講座

Fe がん K0194 がんの統計 がん研究振興財団

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fe がん K0196 こころとからだを支えるがんサバイバーのためのかんたんおいしいレシピ がん研究振興財団

Fe がん K0198 がんと就労白書 国立がん研究センター

Fe がん K0201 がんと向き合うあなたへ : 知りたいこと、伝えたいこと バリューメディカル

Fe がん K0342 がんと就労白書 国立研究開発法人国立がん研究センター

Fe がん K0351 がん診療レジデントマニュアル　第7版 医学書院

Fe がん K0355 がんの統計　2021 がん研究振興財団

Fe がん K0365 がん研有明病院の抗がん剤・放射線治療に向きあう食事 女子栄養大学出版部

Fe がん K0368 「がん」はなぜできるのか 講談社

Fe がん K0370 がんサバイバーのためのかんたんレシピ2022 がん研究振興財団

図書名 発行所

Fe1 がん介護 00400 退院後のがん患者と家族の支援ガイド プリメド社

Fe2 化学療法 00390 医者に聞けない抗癌剤の話 : 癌とわかったらすぐ読む本 海竜社

Fe2 化学療法 08051 患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Q&A 医学書院

Fe2 化学療法 10240 基本まるわかり!分子標的薬 南山堂

Fe2 化学療法 10241 新 がん化学療法ベスト・プラクティス 照林社

Fe2 化学療法 10286 がん化学療法と患者ケア 医学芸術社

Fe2 化学療法 10651 抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬 医薬ジャーナル社

Fe2 化学療法 10720 絵でまるわかり分子標的抗がん薬 南山堂

Fe2 化学療法 10800 エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック メディカルレビュー社

Fe2 化学療法 10822 ハイリスクがん患者の化学療法ナビゲーター メジカルビュー社

Fe2 化学療法 10882 がん薬物療法看護ベスト・プラクティス 照林社

Fe3 緩和ケア 10438 緩和ケア 医学書院

Fe3 緩和ケア 10533
末期がん患者の家族のための「看取り」の教科書 : 限られた大切な時間
をいかに楽しく充実したものにできるか

主婦の友インフォス情報社

Fe3 緩和ケア 10612 がん疼痛緩和の薬がわかる本 医学書院

Fe3 緩和ケア 10801 終末期の苦痛がなくならない時、何が選択できるのか? 医学書院

Fe3 緩和ケア 10831 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン　第3版（2020年版） 金原出版

Fe3 緩和ケア 10879 国立がん研究センターのこころと苦痛の本 小学館クリエイティブ

Fe3 緩和ケア K0058 誰でもできる緩和医療 医学書院

Fe3 緩和ケア K0060 つながりをいつまでも心に東日本大震災といのち 青海社

Fe3 緩和ケア K0061 知っておきたい！新しいがん治療 青海社

Fe3 緩和ケア K0062 今、改めて宗教的ケアを捉え直す 青海社

Fe3 緩和ケア K0097 こころに寄り添う緩和ケア : 病いと向きあう「いのち」の時間 新曜社

がん介護・化学療法・
緩和ケア

背ラベル番号

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fe3 緩和ケア K0155 がんの「苦痛」をとる治療 朝日新聞出版

Fe3 緩和ケア K0264 がんの痛みを癒す 小学館

Fe3 緩和ケア K0277 看護師に対する緩和ケア教育テキスト [日本看護協会]

図書名 発行所

Ff 免疫 10044 やさしいシェーグレン症候群の自己管理 医薬ジャーナル社

Ff 免疫 10439 からだをまもる免疫のふしぎ 羊土社

Ff 免疫 10773 ANCA関連血管炎診療ガイドライン 2017 診断と治療社

Ff 免疫 08089 免疫・膠原病・感染症 第1版 Medic Media

Ff 免疫 10859 免疫・膠原病・感染症 第2版 Medic Media

Ff1 アレルギー 00497 やさしい花粉症の自己管理 : 恐れず侮らず 医薬ジャーナル社

Ff1 アレルギー 01010 やさしい食物アレルギーの自己管理 医薬ジャーナル社

Ff1 アレルギー 10440 もっと知りたい食物アレルギーとアナフィラキシー 芽ばえ社

Ff1 アレルギー 10534
あなたのまわりに潜む身近なアレルゲン : 原因を特定して対処する  ぜん
そく・鼻炎患者さんのための本

メディカルレビュー社

Ff1 アレルギー 10652
Q&Aでよくわかるアレルギーのしくみ: アトピー性皮膚炎、食物アレル
ギー、花粉症、気管支ぜんそくの最新科学

技術評論社

Ff1 アレルギー K0012
舞子姫の貝合わせ : アレルギー物語 = Princess Maiko plays kaiawase -
a shell-matching game : a story of allergies

シスメックス

Ff1 アレルギー K0293 アレルギー疾患のすべて 日本医師会

Ff2 膠原病 00443 膠原病 主婦の友社

Ff2 膠原病 10332 本気で治したい人の膠原病・リウマチ : 最新版 学研パブリッシング

Ff2 膠原病 10845 膠原病 主婦の友社

Ff3 リウマチ 10167 関節リウマチ 医薬ジャーナル社

Ff3 リウマチ 10257
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

日本医学出版

Ff3 リウマチ 10535 リウマチの最新治療 主婦の友社

Ff3 リウマチ 10803 ズバッと答える関節リウマチ 日本医学出版

Ff3 リウマチ K0108 関節リウマチ : 正しい治療がわかる本 法研

Ff3 リウマチ K0243
関節リウマチ治療におけるメトトレキサート(MTX)診療ガイドライン 2016年
改訂版

羊土社

背ラベル番号

免疫・アレルギー・
膠原病・リウマチ

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fg 感染症 00453 標準感染症学 医学書院

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

Fg 感染症 00462 感染の理解と消毒・滅菌の看護へのいかしかた 医歯薬出版

Fg 感染症 08113 ねころんで読めるCDCガイドライン メディカ出版

Fg 感染症 10045 インフルエンザウイルスのフルくん ポプラ社

Fg 感染症 10046 はしかウイルスのはっしー ポプラ社

Fg 感染症 10047 ノロウイルスのノウちゃん ポプラ社

Fg 感染症 10048 みずぼうそうウイルスのみず丸 ポプラ社

Fg 感染症 10049 腸管出血性大腸菌O157 (オーいちごなな) のベロ ポプラ社

Fg 感染症 10050 新エイズ予防指針と私たち : 続けよう、HIVとの闘い 連合出版

Fg 感染症 10073 痛みを残さない帯状疱疹再発させない単純ヘルペス メディカルトリビューン

Fg 感染症 10334 外来で遭遇する日和見感染症・耐性菌感染症 医薬ジャーナル社

Fg 感染症 10335 よくわかるインフルエンザのすべて 医薬ジャーナル社

Fg 感染症 10336 そこが知りたい!成人の予防接種パーフェクト・ガイド 診断と治療社

Fg 感染症 10337
ノロウイルス食中毒・感染症からまもる!! : お客様従業員家族を  その知
識と対策

日本食品衛生協会

Fg 感染症 10442 もっともっとねころんで読めるCDCガイドライン メディカ出版

Fg 感染症 10443 感染症とたたかった科学者たち 岩崎書店

Fg 感染症 10536 もっとねころんで読めるCDCガイドライン メディカ出版

Fg 感染症 10537
帯状疱疹・単純ヘルペスがわかる本 : 最新知識で正しい予防・確かな治
療  痛みを残さない再発させない

法研

Fg 感染症 10654 帯状疱疹の痛みをとる本 講談社

Fg 感染症 10655
身近な感染症こわい感染症 : 食中毒からインフルエンザやエボラ出血熱
まで予防と対策がひと目でわかる!

日東書院本社

Fg 感染症 10774 わかりやすい予防接種 診断と治療社

Fg 感染症 10893 呼吸器内科医が解説！新型コロナウイルス感染症 COVID-19 医療科学社

Fg 感染症 K0007
ルーマばあさんのわるだくみ : ウイルス感染症物語 = Granny Luma's evil
tricks : a story of viral lnfectious diseases

シスメックス

Fg 感染症 K0185 抗HIV治療ガイドライン : Guideline 平成27年度版
厚生労働省科学研究費補助金エイズ対策研
究事業「HIV感染症の治療に関する研究」班

Fg 感染症 K0273 JAID/JSC感染症治療ガイド 日本感染症学会 : 日本化学療法学会

Fg 感染症 K0292 感染症診療update 日本医師会

Fg 感染症 K0364 それでも闘いは続く コロナ医療最前線の700日 集英社

Fg 感染症 K0369 感染予防,そしてコントロールのマニュアル: すべてのICTのために メディカル・サイエンス・インターナショナル

伝染/感染症

背ラベル番号
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患者図書室蔵書目録 2022.03.15改定

図書名 発行所

Fh 目 08110
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

メディカルレビュー社

Fh 目 10051 白内障 金原出版

Fh 目 10052 目のトラブルを解消する!正しい治療と最新知識 日東書院本社

Fh 目 10134 目の病気がわかる本 : 見えにくい、見づらい 法研

Fh 目 10137 眼科疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Fh 目 10338 目の病気の最新治療 主婦の友社

Fh 目 10444
本気で治したい人の目の病気 ; 最新版  白内障・緑内障・加齢黄斑変性
症

学研パブリッシング

Fh 目 10613 標準眼科学 医学書院

Fh 目 10656 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 主婦と生活社

Fh 目 10657 身近なトラブル 汐文社

Fh 目 10658 守るために知っておこう 汐文社

Fh 目 10659 黄斑変性・浮腫で失明しないために : わかりやすい最新治療 時事通信出版局

Fh 目 10846 緑内障・白内障 主婦の友社

Fh 目 10866 標準眼科学 医学書院

Fh 目 K0034 新ナースのための眼科学ナーシングポイント105 メジカルビュー社

図書名 発行所

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 法研

Fi 耳/鼻/喉 00488
鼻の病気がわかる本 : 慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、それらの合併
症で悩むすべての人へ

法研

Fi 耳/鼻/喉 00492 耳鼻咽喉科の病気 日本医学館

Fi 耳/鼻/喉 00494 中耳炎 保健同人社

Fi 耳/鼻/喉 00496 難聴・めまい・耳鳴りを解消する 講談社

Fi 耳/鼻/喉 08033 やさしい味覚障害の自己管理 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の自己管理 : めまいと耳鳴り, 難聴 医薬ジャーナル社

Fi 耳/鼻/喉 10053 めまいの待合室 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10054 人工内耳とコミュニケーション : 装用後の日常と「私」の変容をめぐる対話 ミネルヴァ書房

Fi 耳/鼻/喉 10055 耳鳴の診察室 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10056 難聴の遺伝子診断ケーススタディ集 金原出版

背ラベル番号

目

背ラベル番号

耳/鼻/喉
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図書名 発行所

Fi 耳/鼻/喉 10057 メニエール病診療ガイドライン 2011年版 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10242 耳トレ! : こちら難聴・耳鳴り外来です。 エクスナレッジ

Fi 耳/鼻/喉 10243 「聞こえ」に不安を感じたら… : 補聴器の使いこなし方 メディカルトリビューン

Fi 耳/鼻/喉 10289 やさしいアレルギー性鼻炎の自己管理 医薬ジャーナル社

Fi 耳/鼻/喉 10340 本気で治したい人のめまい・耳鳴り : 最新版 学研パブリッシング

Fi 耳/鼻/喉 10446 よい聞こえのために ; 難聴と補聴器について 海文堂出版

Fi 耳/鼻/喉 10615 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 八重洲出版

Fi 耳/鼻/喉 10721 めまいは寝てては治らない ; 実践!めまい・ふらつきを治す24のリハビリ 中外医学社

Fi 耳/鼻/喉 10775 頭頸部癌診療ガイドライン 2018年版 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 10847 耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Fi 耳/鼻/喉 K0172
めまい専門医が教える「めまい」をスッキリ消す本 : 本人・家族のための
意思決定プロセスノート

PHP研究所

Fi 耳/鼻/喉 K0173 今日からできる声帯トレーニング : 健康長寿は会話から メディカルトリビューン

Fi 耳/鼻/喉 K0175 鼻のせいかもしれません : 親子で読む鼻と発育の意外な関係 筑摩書房

Fi 耳/鼻/喉 K0176 のどの病気Q&A 全日本病院出版会

Fi 耳/鼻/喉 K0182 「耳の不調」が脳までダメにする 講談社

Fi 耳/鼻/喉 K0183 新しい聴覚の医学
国立病院機構東京医療センター臨床研究(感
覚器)センター名誉センター長室

Fi 耳/鼻/喉 K0190 自宅で治せるめまいリハビリ 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 K0195 一緒に治せるめまいと頭痛 金原出版

Fi 耳/鼻/喉 K0247 人工内耳の授業　第二部 東京医療センター・感覚器センター

Fi 耳/鼻/喉 K0248 私の人工内耳手術の記録 東京医療センター・感覚器センター

Fi 耳/鼻/喉 K0296 わかりやすい感覚器疾患 日本医師会

Fi 耳/鼻/喉 K0348 人工内耳者としての私の人生 東京医療センター・感覚器センター

Fi 耳/鼻/喉 K0349 人工内耳の授業　第一部 東京医療センター・感覚器センター

Fi 耳/鼻/喉 K0350 耳と補聴器のひみつ 学研

Fi 耳/鼻/喉 K0352 声をキレイにすると超健康になる すばる舎

背ラベル番号
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図書名 発行所

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

学建書院

Fj 歯 00508 歯 アプライ

Fj 歯 00510 なんの歯この歯 : 歯のはなし 医歯薬出版

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

Fj 歯 08102 口唇裂・口蓋裂治療の手引 金原出版

Fj 歯 10062 患者さんのための歯周病治療 : 歯周病を理解するために 口腔保健協会

Fj 歯 10170 科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン 2013年版 金原出版

Fj 歯 10342 障害のある人たちの口腔のケア クリエイツかもがわ

Fj 歯 10343 自分で治せる!顎関節症 講談社

Fj 歯 10353 老年歯科医学用語辞典　第2版 医歯薬出版

Fj 歯 10449 噛み癖・食いしばりに注意! ; 3つのリスクから歯を守る 医歯薬出版

Fj 歯 10616 セルフケアのための歯磨剤ガイド : どの成分が何に効くの? クインテッセンス出版

Fj 歯 10660 つるつるハミガキ法 : 虫歯菌と歯周病菌をよせつけない! 現代書林

Fj 歯 10745 口腔ケアでがん治療はグッと楽になる 講談社

図書名 発行所

Fk 内分泌 10064 ホルモンの病気がわかる本 法研

Fk 内分泌 10344 バセドウ病・橋本病 : その他の甲状腺の病気 高橋書店

Fk 内分泌 10538 甲状腺の病気パーフェクトアンサー115 : 疑問と悩みを徹底解決 診断と治療社

Fk 内分泌 10661 甲状腺の病気 : 専門医が解説する最新の病気情報と正しい知識 法研

Fk 内分泌 10746 甲状腺の病気 主婦の友社

図書名 発行所

Fl 脳/神経 00017 脳の地図帳 : 人体スペシャル 講談社

Fl 脳/神経 00218 脳卒中 日本医学館

Fl 脳/神経 00593 せん妄 : すぐに見つけて!すぐに対応! 照林社

Fl 脳/神経 00597 やさしい頭痛の自己管理 医薬ジャーナル社

歯

背ラベル番号

内分泌・甲状腺

背ラベル番号

脳/神経・睡眠障害

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fl 脳/神経 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

医薬ジャーナル社

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

Fl 脳/神経 08079 頭痛外来へようこそ : 頭痛もちの人の治療ガイド 保健同人社

Fl 脳/神経 08107 脳卒中 : 見逃さない、あきらめない 日本放送出版協会

Fl 脳/神経 08131
患者と読む,患者に話す脳腫瘍Q&A135 : 脳腫瘍と闘うために,すべてがわ
かる

メディカ出版

Fl 脳/神経 10065 脳・神経 Medic Media

Fl 脳/神経 10066 脳梗塞の予防と再発防止 医薬ジャーナル社

Fl 脳/神経 10068 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 医薬ジャーナル社

Fl 脳/神経 10069 顔面神経麻痺診療の手引 : Bell麻痺とHunt症候群 金原出版

Fl 脳/神経 10103 パーキンソン病 : 正しい治療がわかる本 法研

Fl 脳/神経 10105 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 法研

Fl 脳/神経 10173 脳腫瘍 医薬ジャーナル社

Fl 脳/神経 10174 脳神経疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Fl 脳/神経 10175 世界で一番やさしい脳血管疾患 エクスナレッジ

Fl 脳/神経 10178 パーキンソン病 医薬ジャーナル社

Fl 脳/神経 10244 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」 小学館

Fl 脳/神経 10245 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 南江堂

Fl 脳/神経 10345 全部見えるスーパービジュアル脳・神経疾患 成美堂出版

Fl 脳/神経 10347
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

アーク出版

Fl 脳/神経 10348 ゼロからわかる脳梗塞 世界文化社

Fl 脳/神経 10450 てんかん発作こうすればだいじょうぶ ; 発作と介助 クリエイツかもがわ

Fl 脳/神経 10451 てんかん、こうしてなおそう ; 治療の原則 クリエイツかもがわ

Fl 脳/神経 10452 てんかんと基礎疾患 ; てんかんを合併しやすい、いろいろな病気 クリエイツかもがわ

Fl 脳/神経 10453 よくわかるてんかんのくすり ; 最新版 クリエイツかもがわ

Fl 脳/神経 10454 すべてわかるこどものてんかん クリエイツかもがわ

Fl 脳/神経 10455 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 女子栄養大学出版部

Fl 脳/神経 10456 脳卒中リハビリガイド ; 生活の質を高める105のコツ 学研メディカル秀潤社

Fl 脳/神経 10539 脳卒中治療ガイドライン 2015 [脳卒中合同ガイドライン委員会]

Fl 脳/神経 10541 楽に立ち、なめらかに歩く 小学館

Fl 脳/神経 10542 パーキンソン病のことがよくわかる本 講談社

Fl 脳/神経 10543 せん妄のスタンダードケアQ&A100 : どうすればよいか?に答える 南江堂

Fl 脳/神経 10618 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 医薬ジャーナル社

Fl 脳/神経 10662 慢性頭痛の診療ガイドライン市民版 医学書院

Fl 脳/神経 10664
身近な人が脳卒中で倒れた後の全生活術 : 誰も教えてくれなかった90の
ポイント

時事通信出版局

Fl 脳/神経 10665 顔面神経麻痺が起きたらすぐに読む本 : 顔がひきつる!目・口が動かない! A・M・S

Fl 脳/神経 10722 やさしいパーキンソン病の自己管理 医薬ジャーナル社

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fl 脳/神経 10723 標準脳神経外科学 医学書院

Fl 脳/神経 10747
脳卒中ガイドライン ; 患者さん・介護する方々と医療従事者をつなぐ  知り
たいこと, ききたいことがわかる!

東京医学社

Fl 脳/神経 10776 脳梗塞脳出血くも膜下出血 主婦の友社

Fl 脳/神経 10804 全身を激しい痛みが襲う線維筋痛症がよくわかる本 講談社

Fl 脳/神経 10848 すべてわかるこどものてんかん クリエイツかもがわ

Fl 脳/神経 10860 脳・神経 Medic Media

Fl 脳/神経 K0014 ほんとうにすごい!iPS細胞 講談社

Fl 脳/神経 K0237 神経・精神疾患診療マニュアル 日本医師会

Fl 脳/神経 K0245 せん妄であわてない 医学書院

Fl 脳/神経 K0295 脳血管障害 日本医師会

Fl1 睡眠障害 10070 やさしい睡眠障害の自己管理 医薬ジャーナル社

Fl1 睡眠障害 10179 睡眠の病気 : 不眠症・睡眠時無呼吸・むずむず脚 NHK出版

Fl1 睡眠障害 10246 睡眠障害の対応と治療ガイドライン 第2版 じほう

Fl1 睡眠障害 10349 安眠の科学 日刊工業新聞社

Fl1 睡眠障害 10666 図解睡眠時無呼吸症候群を治す!最新治療と正しい知識 日東書院本社

図書名 発行所

Fm 呼吸器 00625 酸素療法ガイドライン 日本呼吸器学 ; メディカルレビュー社 (発売)

Fm 呼吸器 08035 胸部の地図帳 : 人体スペシャル 講談社

Fm 呼吸器 10180 呼吸器疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Fm 呼吸器 10291 肺気腫 日本医学館

Fm 呼吸器 10350 全部見えるスーパービジュアル呼吸器疾患 成美堂出版

Fm 呼吸器 10351 びまん性肺疾患と特発性間質性肺炎 医薬ジャーナル社

Fm 呼吸器 10457 呼吸器 Medic Media

Fm 呼吸器 10858 呼吸器 Medic Media

Fm1 人工呼吸 00629 人工呼吸ケア「なぜ・何」大百科 照林社

Fm2 COPD 00631 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 医薬ジャーナル社

Fm2 COPD 10352 COPD(慢性閉塞性肺疾患) 医薬ジャーナル社

Fm2 COPD 00825 喘息と慢性閉塞性肺疾患(COPD) アプライ

Fm2 COPD 10353 COPDの最新治療 主婦の友社

Fm3 肺がん 01013
肺がんがわかる本 : 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 : 専門医が解説する

法研

Fm3 肺がん 10182 世界で一番やさしい肺がん エクスナレッジ

Fm3 肺がん 10458 肺がんの最新治療 主婦の友社

Fm3 肺がん 10544 よくわかる肺がんQ&A : 患者さんのためのガイドブック 金原出版

背ラベル番号

呼吸器・人工呼吸・COPD・
肺がん・ぜんそく

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fm3 肺がん 10724 肺がん 医薬ジャーナル社

Fm3 肺がん 10805 肺癌診療ガイドライン 2018年版 金原出版

Fm3 肺がん 10817 国立がん研究センターの肺がんの本
小学館クリエイティブ
小学館

Fm3 肺がん 10820 肺がん 主婦の友社

Fm3 肺がん 10838 患者さんのための肺がんガイドブック 金原出版

Fm3 肺がん 10884 肺癌化学療法 南山堂

Fm3 肺がん 10885 肺がん 主婦の友社

Fm3 肺がん 10890 最先端治療肺がん 法研

Fm3 肺がん K0150 肺がん : 治療・検査・療養 小学館クリエイティブ

Fm4 ぜんそく 00639 やさしい喘息の自己管理 医薬ジャーナル社

Fm4 ぜんそく 10071 ぜんそく : 正しい治療がわかる本 法研

Fm4 ぜんそく 10667 ぜんそく : 咳ぜんそくから重症ぜんそく、COPDまで 法研

図書名 発行所

Fn 皮膚 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 文光堂

Fn 皮膚 00645 皮膚の病気 アプライ

Fn 皮膚 08126 皮膚のトラブルが治らないときの本 小学館

Fn 皮膚 10072 アトピー性皮膚炎 医薬ジャーナル社

Fn 皮膚 10292 標準皮膚科学 医学書院

Fn 皮膚 10354
皮膚科医が教える本当に正しい足のケア : かさつき・巻き爪・たこ・外反
母趾

家の光協会

Fn 皮膚 10669 乾癬 医薬ジャーナル社

Fn 皮膚 10748 大人も子どもももう悩まない!じんましん メディカルトリビューン

Fn 皮膚 10867 標準皮膚科学 医学書院

Fn 皮膚 K0209 褥瘡治療・ケアトータルガイド 照林社

Fn 皮膚 K0210 はじめての褥瘡ケア 照林社

Fn 皮膚 K0212 美容常識の9割はウソ PHP研究所

Fn 皮膚 K0279 創傷と痛み 金原出版

Fn 皮膚 K0280 病態・処置別スキントラブルケアガイド 学習研究社

Fn 皮膚 K0281 New褥瘡のすべてがわかる 永井書店

Fn 皮膚 K0284 ナースのためのスキンケア実践ガイド 照林社

Fn 皮膚 K0294 皮膚疾患ペディア 日本医師会

背ラベル番号

背ラベル番号

皮膚/髪/爪
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図書名 発行所

Fo 泌尿器 00652 前立腺の病気 保健同人社

Fo 泌尿器 00659 すべてわかる!!前立腺がん・肥大症 毎日新聞社

Fo 泌尿器 01015 泌尿器科の病気 : 排尿と性機能の障害 日本医学館

Fo 泌尿器 08069 心配しないでいいですよ再発・転移前立腺がん 真興交易(株)医書出版部

Fo 泌尿器 10236 ゼロからわかる前立腺肥大症前立腺がん 世界文化社

Fo 泌尿器 10355 おしっこの本 : 尿もれ・頻尿・尿失禁 三一書房

Fo 泌尿器 10356 過活動膀胱と骨盤臓器脱 医薬ジャーナル社

Fo 泌尿器 10357 前立腺がん 医薬ジャーナル社

Fo 泌尿器 10358 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 高橋書店

Fo 泌尿器 10359
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
治療中・治療後の日常生活の処方と推奨する食事、症状別対処法

法研

Fo 泌尿器 10459 標準泌尿器科学 医学書院

Fo 泌尿器 10547 スーパー図解尿路結石症 : 再発させない治療と生活 法研

Fo 泌尿器 10672 前立腺がん 主婦の友社

Fo 泌尿器 10777 前立腺癌診療ガイドライン 2016年版 金原出版

Fo 泌尿器 K0003
レモンちゃんとメロンちゃんの川下り : おしっこ物語 = Lemon-chan and
Melon-chan are going down the river : a story of pee

シスメックス

Fo 泌尿器 K0064 前立腺肥大症・前立腺がん 日本放送出版協会

Fo 泌尿器 K0065 前立腺がん : 名医が語る最新・最良の治療 法研

Fo 泌尿器 K0141 前立腺がんを生きる : 体験者48人が語る 海鳴社

図書名 発行所

Fp 腎臓 08024 やさしいネフローゼ症候群の自己管理 医薬ジャーナル社

Fp 腎臓 08065 CKDってなに? : その理解と早期発見・治療のために 永井書店

Fp 腎臓 08078 腎臓病のための低たんぱくレシピ 日本放送出版協会

Fp 腎臓 10078 腎臓病たんぱく質40gの献立集 女子栄養大学出版部

Fp 腎臓 10187 世界で一番やさしい腎臓病 エクスナレッジ

Fp 腎臓 10188 慢性腎臓病(CKD) 医薬ジャーナル社

Fp 腎臓 10189 腎がん 医薬ジャーナル社

Fp 腎臓 10360 腎臓病の最新治療 主婦の友社

Fp 腎臓 10361 本気で治したい人の腎臓病 : 最新版 学研パブリッシング

Fp 腎臓 10362
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
食事療法を中心にした日常生活の処方と症状別の対処法

法研

泌尿器

背ラベル番号

腎臓・透析

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fp 腎臓 10360 腎臓病の最新治療 主婦の友社

Fp 腎臓 10361 本気で治したい人の腎臓病 : 最新版 学研パブリッシング

Fp 腎臓 10362
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
食事療法を中心にした日常生活の処方と症状別の対処法

法研

Fp 腎臓 10461 腎臓病たんぱく質30gの献立集 女子栄養大学出版部

Fp 腎臓 10546 腎・泌尿器 Medic Media

Fp 腎臓 10548 やさしい慢性腎臓病の自己管理 医薬ジャーナル社

Fp 腎臓 10549
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

医薬ジャーナル社

Fp 腎臓 10550 スーパー図解慢性腎臓病〈CKD〉 : 病気の進行を防ぐ生活と治療 法研

Fp 腎臓 10673 腎臓病のことがよくわかる本 講談社

Fp 腎臓 10674 あなたも名医!見逃すと怖い血管炎 : 日常診療に潜む兆候に気づこう! 日本医事新報社

Fp 腎臓 10778 腎・泌尿器疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Fp 腎臓 10779 腎癌診療ガイドライン 2017年版 メディカルレビュー社

Fp 腎臓 10849 腎臓病 主婦の友社

Fp 腎臓 10861 腎・泌尿器 Medic Media

Fp 腎臓 K0255 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 ライフサイエンス出版

Fp1 透析 00683 専門技術とリスク・感染管理 中山書店

Fp1 透析 00684 生活指導と心理的サポート 中山書店

Fp1 透析 08130 透析ハンドブック : よりよいセルフケアのために 医学書院

Fp1 透析 10080 やさしい透析患者のための血圧と心臓・血管の自己管理 医薬ジャーナル社

Fp1 透析 10191 やさしい透析患者の自己管理 医薬ジャーナル社

Fp1 透析 10551 腹膜透析入門 : これで安心!PDライフ 東京医学社

Fp1 透析 10552 透析患者の栄養管理と食事指導 : 食事療法がまるわかり! メディカ出版

Fp1 透析 10553 透析の話をする・聞く前に読む本 文光堂

Fp1 透析 10675 患者さんとともに理解するCKDと血液透析 : Q&Aで理解する 南江堂

Fp1 透析 10853 腎臓病透析患者さんのための献立集 女子栄養大学出版部

Fp1 透析 K0171
高齢者ケアと人工透析を考える : 本人・家族のための意思決定プロセス
ノート

医学と看護社

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fr 胃腸 00225 やさしいストーマケア 桐書房

Fr 胃腸 00236 胃腸手術後の人の食事 女子栄養大学出版

Fr 胃腸 00516 胃・十二指腸潰瘍の人の食事 女子栄養大学出版部

Fr 胃腸 00525 標準消化器病学 医学書院

Fr 胃腸 00530 ウンココロ : しあわせウンコ生活のススメ 実業之日本社

Fr 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

メディカ出版

Fr 胃腸 00533 やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 医薬ジャーナル社

Fr 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

弘文堂

Fr 胃腸 00540 潰瘍性大腸炎正しい治療がわかる本 法研

Fr 胃腸 00557 やさしいクローン病の自己管理 医薬ジャーナル社

Fr 胃腸 08018 潰瘍性大腸炎・クローン病の人の食事 女子栄養大学出版部

Fr 胃腸 08061 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 弘文堂

Fr 胃腸 08082 腸の病気は連鎖する 講談社

Fr 胃腸 10002

イラストでわかる胃がん・大腸がん : 手術後の食事・生活、再発・転移の
防ぎ方 : 生活処方と後遺症・副作用への対処法、社会復帰と経済支援の
いろいろ

法研

Fr 胃腸 10003 食道がん術前・術後の100日レシピ : 回復までの食事プラン 女子栄養大学出版部

Fr 胃腸 10081 食道の病気がわかる本 : 食道がん　食道静脈瘤　逆流性食道炎 法研

Fr 胃腸 10083 胃ろう(PEG)ケア : はじめの一歩 秀和システム

Fr 胃腸 10364 本気で治したい人の腸の不調便秘下痢 : 最新版 学研パブリッシング

Fr 胃腸 10365 ウンチのうんちく : 大便・おなら・腸内細菌のはなし PHPエディターズ・グループ

Fr 胃腸 10554 消化器疾患ビジュアルブック : Digestive system diseases : visual book 学研メディカル秀潤社

Fr 胃腸 10555 全部見えるスーパービジュアル消化器疾患 成美堂出版

Fr 胃腸 10556 快適!ストーマ生活 : 日常のお手入れから旅行まで 医学書院

Fr 胃腸 10557
クローン病・潰瘍性大腸炎の安心ごはん : 「おいしく食べたい!」をかなえ
る

女子栄養大学出版部

Fr 胃腸 10558 胃・十二指腸潰瘍の安心ごはん : 消化がよく胃腸にやさしい 女子栄養大学出版部

Fr 胃腸 10619 消化器 Medic Media

Fr 胃腸 10620 食道がんのすべてがわかる本 講談社

Fr 胃腸 10676 過敏性腸症候群の安心ごはん : 食事で症状をコントロール 女子栄養大学出版部

Fr 胃腸 10749 IBS(過敏性腸症候群)を治す本 法研

Fr 胃腸 10780 食道癌診療ガイドライン 2017年版 金原出版

Fr 胃腸 10856 消化器 Medic Media

Fr 胃腸 K0006
マイクネズミの大冒険 : 黒いウンチの物語 = The great adventure of Mike
mouse : a story of black poop

シスメックス

背ラベル番号

胃腸
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図書名 発行所

Fr 胃腸 K0098 患者さんと家族のためのクローン病ガイドブック 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0161 過敏性腸症候群の認知行動療法 : 脳腸相関の視点から 星和書店

Fr 胃腸 K0227 胃食道逆流症(GERD)診療ガイドライン 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0228 患者さんと家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイドブック 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0229 クローン病診療ガイドライン 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0230 消化性潰瘍診療ガイドライン 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0231 患者さんと家族のための消化性潰瘍ガイドブック 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0258 消化吸収の妙 日本放送出版協会

Fr 胃腸 K0269 肥満と消化器疾患 日本消化器病学会

Fr 胃腸 K0271 上部消化管 医学書院

Fr 胃腸 K0272 下部消化管 医学書院

Fr 胃腸 K0289 消化器疾患診療のすべて 日本医師会

図書名 発行所

Fr1 胃がん 08028 やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 医薬ジャーナル社

Fr1 胃がん 08068 心配しないでいいですよ再発・転移胃がん 真興交易(株)医書出版部

Fr1 胃がん 10009 胃がん 医薬ジャーナル社

Fr1 胃がん 10193 世界で一番やさしい胃がん エクスナレッジ

Fr1 胃がん 10366
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

主婦と生活社

Fr1 胃がん 10781 胃癌治療ガイドライン 第5版 金原出版

Fr1 胃がん 10813 胃がん 医薬ジャーナル社

Fr1 胃がん 10816 国立がん研究センターの胃がんの本
小学館クリエイティブ
小学館

Fr1 胃がん K0152 胃がん : 治療・検査・療養 小学館クリエイティブ

Fr2 大腸がん 00554 やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 医薬ジャーナル社

Fr2 大腸がん 10005 大腸がん手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン 女子栄養大学出版部

Fr2 大腸がん 10011 大腸癌 医薬ジャーナル社

Fr2 大腸がん 10249
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

金原出版

Fr2 大腸がん 10259 大腸がん手術後の生活読本 主婦と生活社

Fr2 大腸がん 10367 ゼロからわかる大腸がん 世界文化社

Fr2 大腸がん 10465 大腸がん ; 治療法と手術後の生活がわかる本 講談社

Fr2 大腸がん 10467
患者さんのための大腸癌治療ガイドライン : 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に 2014年版

金原出版

Fr2 大腸がん 10559 心配しないでいいですよ再発・転移大腸がん 真興交易医書出版部

背ラベル番号

胃がん・大腸がん

背ラベル番号
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図書名 発行所

Fr2 大腸がん 10678 大腸がん 主婦の友社

Fr2 大腸がん 10750 もしかして、遺伝性の大腸がん? ; リンチ症候群 シービーアール

Fr2 大腸がん 10782 大腸癌治療ガイドライン 2019年版 金原出版

Fr2 大腸がん 10818 国立がん研究センターの大腸がんの本
小学館クリエイティブ
小学館

Fr2 大腸がん 10889 最先端治療大腸がん 法研

Fr2 大腸がん K0066
大腸がんを治す本 : 最新 検査・診断・治療が詳しくわかる トップ専門医
がわかりやすく解説

法研

Fr2 大腸がん K0067 大腸がん・大腸ポリープ再発予防のおいしいレシピ 法研

Fr2 大腸がん K0151 大腸がん : 治療・検査・療養 小学館クリエイティブ

図書名 発行所

Fs 肝胆膵 00240 肝臓・胆のう・膵臓病の食事療法 医歯薬出版

Fs 肝胆膵 00524 胆石・胆のう炎・膵炎の人の食事 女子栄養大学出版

Fs 肝胆膵 00682 防ぐ、治す胆のう・胆管の病気 講談社

Fs 肝胆膵 8031 やさしい肝臓病の自己管理 医薬ジャーナル社

Fs 肝胆膵 10085 やさしい高齢者肝疾患の自己管理 医薬ジャーナル社

Fs 肝胆膵 10086
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

金原出版

Fs 肝胆膵 10260 健康診断で肝臓の数値が気になるとき読む本 幻冬舎

Fs 肝胆膵 10368 本気で治したい人の肝臓の病気 : 最新版 学研パブリッシング

Fs 肝胆膵 10369 肝臓病の基本の食事 : 最新版 学研パブリッシング

Fs 肝胆膵 10370 やさしい膵・胆道がん外来化学療法の自己管理 医薬ジャーナル社

Fs 肝胆膵 10372 膵がん 医薬ジャーナル社

Fs 肝胆膵 10469
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

金原出版

Fs 肝胆膵 10470 「膵がん」と言われたら… ; 検査診断治療・手術 保健同人社

Fs 肝胆膵 10560 急性膵炎診療ガイドライン 第4版 金原出版

Fs 肝胆膵 10561 胆石・胆のう炎・膵炎の安心ごはん : おいしくて、制限もゆるやか 女子栄養大学出版部

Fs 肝胆膵 10562 やさしい膵・消化管神経内分泌腫瘍薬物治療へのアプローチ 医薬ジャーナル社

Fs 肝胆膵 10679 C型肝炎・B型肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がん : 治療が大きく変わった! NHK出版

Fs 肝胆膵 10680
すぐわかる肝臓病と肝臓強化法 : 落ち込んだ肝機能をしっかり立て直し、
肝臓を自力で強化する方策がぎっしり

主婦の友社

Fs 肝胆膵 10751 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 金原出版

Fs 肝胆膵 10806 肝臓病 主婦の友社

Fs 肝胆膵 10814 膵癌診療ガイドライン 2019年版 金原出版

背ラベル番号

背ラベル番号

肝臓/胆のう/膵臓・
C型肝炎・肝臓がん
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図書名 発行所

Fs 肝胆膵 10821 肝臓病 主婦の友社

Fs 肝胆膵 10833 患者・市民・医療者をつなぐ膵がん診療ガイドライン2019の解説 金原出版

Fs 肝胆膵 10880 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本 小学館クリエイティブ

Fs 肝胆膵 10887 膵臓がん・胆道がん 主婦の友社

Fs 肝胆膵 10888 最先端治療胆道がん・膵臓がん 法研

Fs 肝胆膵 K0099 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

Fs 肝胆膵 K0162 誰でもスグできる!肝機能をみるみる高める200%の基本ワザ 日東書院本社

Fs 肝胆膵 K0232 肝硬変診療ガイドライン 日本消化器病学会

Fs 肝胆膵 K0233 胆石症診療ガイドライン 日本消化器病学会

Fs 肝胆膵 K0234 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

Fs 肝胆膵 K0235 慢性膵炎診療ガイドライン 日本消化器病学会

Fs 肝胆膵 K0236 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

Fs 肝胆膵 K0244 やさしい膵・胆道がん外来化学療法の自己管理 医薬ジャーナル社

Fs 肝胆膵 K0254 膵がん・胆道がん診療と化学療法 ヴァンメディカル

Fs1 C型肝炎 08034 やさしいC型肝炎の自己管理 医薬ジャーナル社

Fs1 C型肝炎 10087 肝炎ウイルス-B型・C型 医薬ジャーナル社

Fs2 肝臓がん 10472 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2013年版 金原出版

図書名 発行所

Ga 女性の健康 00662 女性性器と痛み アプライ

Ga 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 中央法規出版

Ga 女性の健康 00697 女性の病気 暮しの手帖社

Ga 女性の健康 00699 閉経後 日本医学館

Ga 女性の健康 00705 月経困難症に悩む女性の支援ガイド プリメド社

Ga 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

創元社

Ga 女性の健康 08106 女性の尿トラブル : 気になる症状を改善する 日本放送出版協会

Ga 女性の健康 08124 生理(月経)のトラブルがつらいときの本 小学館

Ga 女性の健康 08125 イライラ・落ち込みが激しいときの本 小学館

Ga 女性の健康 10063 ホルモン補充療法 医薬ジャーナル社

Ga 女性の健康 10088 オンナの病気をお話ししましょ。 集英社

Ga 女性の健康 10261 人に言えないからだの悩みを解決する本 小学館

Ga 女性の健康 10293 婦人科・乳腺外科 Medic Media

Ga 女性の健康 10563 月経困難症 医薬ジャーナル社

背ラベル番号
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Ga 女性の健康 10681 40歳からの女性のからだと気持ちの不安をなくす本 永岡書店

Ga 女性の健康 10783 婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Ga 女性の健康 10784 産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2017 日本産科婦人科学会

Ga 女性の健康 10862 婦人科・乳腺外科 Medic Media

Ga 女性の健康 K0070 もっとオンナの病気をお話ししましょ。 集英社

Ga1 子宮筋腫 00696 子宮筋腫 保健同人社

Ga1 子宮筋腫 10564 子宮筋腫 主婦の友社

図書名 発行所

Ga2 乳がん 00730 乳がん : あなたにとって一番の治療を 双葉社

Ga2 乳がん 00735 乳腺画像診断法 : X線・超音波と病理 金原出版

Ga2 乳がん 00736
乳房温存療法ガイドライン : 医療者向け : 『標準的な乳房温存療法の実
施要項の研究』班に基づく治療指針

金原出版

Ga2 乳がん 08072 心配しないでいいですよ再発・転移乳がん 真興交易(株)医書出版部

Ga2 乳がん 10001
イラストでわかる乳がん : 再発防止の治療・生活・リンパ浮腫のケア : 副
作用への対処と心を軽くするケア、リハビリ、生活処方

法研

Ga2 乳がん 10294 マンモグラフィ診断の進め方とポイント 金原出版

Ga2 乳がん 10374 乳がんのベストアンサー : NHKここが聞きたい!名医にQ 主婦と生活社

Ga2 乳がん 10474 マンモグラフィガイドライン 第3版増補版 医学書院

Ga2 乳がん 10621 患者さんのための乳がん診療ガイドライン　第6版（2019年版） 金原出版

Ga2 乳がん 10727
もっと願いをかなえる乳房再建 ; 自分の幹細胞を用いたCALで実現する
柔らかく自然な乳房. 改訂新版

現代書林

Ga2 乳がん 10752 最新乳がん治療 ; “納得して自分で決める"ための完全ガイド 主婦と生活社

Ga2 乳がん 10785 乳癌診療ガイドライン治療編 2018年版 金原出版

Ga2 乳がん 10786 乳癌診療ガイドライン疫学・診断編 2018年版 金原出版

Ga2 乳がん 10834 患者さんのための乳がん診療ガイドライン　第6版（2019年版） 金原出版

Ga2 乳がん 10835 乳癌診療ガイドライン　追補2019（2018年版） 金原出版

Ga2 乳がん 10883 乳癌薬物療法 南山堂

Ga2 乳がん 10891 最先端治療乳がん 法研

Ga2 乳がん 10896 マンモグラフィガイドライン 第4版 医学書院

Ga2 乳がん K0068 ブレストケアノート 日本家族計画協会

Ga2 乳がん K0071
患者さんのための乳房温存療法ガイドライン : 正しい理解をもって治療を
受けていただくために

金原出版

Ga2 乳がん K0072 生きるための乳がん : あなたが決める克服するための医療 三一書房

Ga2 乳がん K0073 乳がんの人のためのレシピ : おいしく食べて、元気に生きよう 法研

Ga2 乳がん K0074 乳がん : 最新治療法と乳房再建 イカロス出版

乳がん・女性のがん

背ラベル番号
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Ga2 乳がん K0075 ただいま乳房再建中 : 乳がん治療のもう一つの選択肢 学習研究社

Ga2 乳がん K0076 スーパー図解乳がん : 不安が解消する情報と最新知識 法研

Ga2 乳がん K0105 乳がん治療・日本の医療 : イデアフォー講演録 幻冬舎ルネッサンス

Ga2 乳がん K0127 乳がん編① : 外来、入院・退院・転院 静岡県立静岡がんセンター

Ga2 乳がん K0128
乳がん編② : 診断・治療、緩和ケア、告知・インフォームドコンセント・セカ
ンドオピニオン、施設・設備・アクセス

静岡県立静岡がんセンター

Ga2 乳がん K0129
乳がん編③ : 医療者との関係（現在の病院）、医療者との関係（以前の病
院）、不安などの心の問題

静岡県立静岡がんセンター

Ga2 乳がん K0130 乳がん編④ : 家族・周囲の人との関係 静岡県立静岡がんセンター

Ga2 乳がん K0205 国立がん研究センターの乳がんの本
小学館クリエイティブ
小学館

Ga3 女性のがん 08073 心配しないでいいですよ再発・転移子宮がん 真興交易(株)医書出版部

Ga3 女性のがん 08074 心配しないでいいですよ再発・転移卵巣がん 真興交易(株)医書出版部

Ga3 女性のがん 10004 子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン 女子栄養大学出版部

Ga3 女性のがん 10296 女性のがん心のケア : 乳がん/子宮がん/卵巣がん/大腸がん 滋慶出版/土屋書店

Ga3 女性のがん 10375 子宮頸がん 主婦の友社

Ga3 女性のがん 10376

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  放射線療法・化学療法の知識と、合併症・副作用・再発へ
の対処法  退院後の日常の注意点と支援ガイド

法研

Ga3 女性のがん 10476 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 主婦の友社

Ga3 女性のがん 10567 卵巣がん治療ガイドライン 2015年版 金原出版

Ga3 女性のがん 10622
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

金原出版

Ga3 女性のがん 10682 子宮がん・卵巣がんそのあとに… 保健同人社

Ga3 女性のがん 10683
知って安心婦人科のがんと治療 : 子宮頸がん・子宮体がん・子宮肉腫・
卵巣がん・外陰がん・膣がん

イカロス出版

Ga3 女性のがん 10787 子宮体がん治療ガイドライン 2018年版 金原出版

Ga3 女性のがん 10788 子宮頸癌治療ガイドライン 2017年版 金原出版

Ga3 女性のがん 10877 婦人科がんサバイバーのヘルスケアガイドブック 診断と治療社

Ga3 女性のがん 10895 卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン 2020年版 金原出版

Ga3 女性のがん K0069
子宮がん・卵巣がんの治療法と術後の暮らし方 : 専門医と534人の体験
者が伝える

イカロス出版

背ラベル番号
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Gb 妊娠/出産 00691 標準産科婦人科学 医学書院

Gb 妊娠/出産 00712 妊婦と薬物治療の考え方 : 投与時の注意と禁忌 ヴァンメディカル

Gb 妊娠/出産 00713 スキルアップのための妊婦への服薬指導 南山堂

Gb 妊娠/出産 00745
はじめての妊娠・出産安心マタニティブック : お腹の赤ちゃんの成長が毎
日わかる!

永岡書店

Gb 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 メディカ出版

Gb 妊娠/出産 08037 最新出産・新生児大百科 : 満足出産をかなえる! ベネッセコーポレーション

Gb 妊娠/出産 10090 よくわかる妊娠高血圧症候群Q&A : 新基準のガイダンス 金原出版

Gb 妊娠/出産 10199 イラストで学ぶ妊娠・分娩・産褥の生理 メディカ出版

Gb 妊娠/出産 10262 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 ブルーロータスパブリッシング

Gb 妊娠/出産 10297 マタニティアセスメントガイド 真興交易医書出版部

Gb 妊娠/出産 10298 産科 Medic Media

Gb 妊娠/出産 10299 妊娠大百科 : 妊娠10カ月の気がかりを1冊で解消! ベネッセコーポレーション

Gb 妊娠/出産 10377 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 中央法規出版

Gb 妊娠/出産 10378 妊娠中のおいしい食事と栄養 ナツメ社

Gb 妊娠/出産 10478 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 朝日出版社

Gb 妊娠/出産 10480 妊娠&授乳中のごはん150 ; おいしい症状別レシピ 日東書院本社

Gb 妊娠/出産 10568 新編シアーズ博士夫妻のマタニティブック 主婦の友社

Gb 妊娠/出産 10569 母乳とくすり : あなたの疑問解決します 南山堂

Gb 妊娠/出産 10570 イラストで学ぶ新生児の生理と代表的疾患 メディカ出版

Gb 妊娠/出産 10623 母性看護学概論 医学書院

Gb 妊娠/出産 10624 母性看護学各論 医学書院

Gb 妊娠/出産 10684 不妊症・不育症 医薬ジャーナル社

Gb 妊娠/出産 10685 子どものアレルギー×母乳育児×スキンケア 南山堂

Gb 妊娠/出産 10789 産婦人科診療ガイドライン 産科編2017 日本産科婦人科学会

Gb 妊娠/出産 10863 産科 Medic Media

妊娠/出産

背ラベル番号
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Gc 小児 00579 知的障害のことがよくわかる本 講談社

Gc 小児 00758 AD/HD「注意欠陥/多動性障害」のすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 00759 LD(学習障害)のすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 00760 アスペルガー症候群(高機能自閉症)のすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 00761 ことばの遅れのすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 00762 ダウン症のすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 00763 子どもの危ないひきつけ・けいれん 講談社

Gc 小児 00764 子どもの心の病気がわかる本 講談社

Gc 小児 00766 自閉症のすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 00772 不登校・ひきこもりの心がわかる本 講談社

Gc 小児 00777 こどもの感染症ハンドブック 医学書院

Gc 小児 00779 こんな問題に出会ったら : 生活者とともに考える解決策 医歯薬出版

Gc 小児 00783 気づいて!こどもの心のSOS : こどもの心の病全書 ヴォイス

Gc 小児 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

真興交易(株)医書出版部

Gc 小児 00786 お母さんに伝えたい子どものくすり安心ガイド 医歯薬出版

Gc 小児 00796 小児救急のおとし穴 シービーアール

Gc 小児 00798 小児初期救急診療ガイドブック へるす出版

Gc 小児 00803 先生と保護者のための子どもアレルギー百科 少年写真新聞社

Gc 小児 00804 特別支援教育のための精神・神経医学 学研

Gc 小児 00807 食物アレルギー診療ガイドライン 2012 協和企画 (発売)

Gc 小児 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

近代出版

Gc 小児 00811 やさしいアトピー予防の自己管理 医薬ジャーナル社

Gc 小児 08026 お母さんのためのやさしい小児喘息のおはなし 医薬ジャーナル社

Gc 小児 08103 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 ミネルヴァ書房

Gc 小児 08117 AD/HD、LDがある子どもを育てる本 : イラスト版 講談社

Gc 小児 10091 やさしい小児ぜんそくの治し方 : ドクター＆ナースがおはなしする 主婦と生活社

Gc 小児 10092 白血病の子どもたち 大月書店

Gc 小児 10093 心臓病の子どもたち 大月書店

Gc 小児 10094 腎臓病の子どもたち 大月書店

Gc 小児 10095 小児糖尿病の子どもたち 大月書店

Gc 小児 10096 ぜんそく・アトピーの子どもたち 大月書店

Gc 小児 10097 ホルモンと代謝の病気 大月書店

Gc 小児 10098 神経難病の子どもたち 大月書店

小 児
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Gc 小児 10099 難病の子どもを支える人たち 大月書店

Gc 小児 10100 小児の中等度難聴ハンドブック 金原出版

Gc 小児 10169 小児急性中耳炎診療ガイドライン 2013年版 金原出版

Gc 小児 10263
はじめての育児 : 最新決定版  生まれてから3才までの育児はこの1冊に
おまかせ!

学研パブリッシング

Gc 小児 10264
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!

世界文化社

Gc 小児 10300 お母さんに伝えたい子どもの病気ホームケアガイド 医歯薬出版

Gc 小児 10301 成長障害のマネジメント 医薬ジャーナル社

Gc 小児 10302 患者と家族のための川崎病Q&A ライフ・サイエンス

Gc 小児 10379 食物アレルギーのすべてがわかる本 講談社

Gc 小児 10481 乳幼児の食べる機能の気付きと支援 ; お母さんの疑問にこたえる 医歯薬出版

Gc 小児 10482 天使と話す子 BL出版

Gc 小児 10571 眼で見る小児のリハビリテーション 診断と治療社

Gc 小児 10572 標準小児科学 医学書院

Gc 小児 10573 ダウン症リハビリテーションガイド : イラストでよくわかる  楽しくはじめる 診断と治療社

Gc 小児 10574
子供と大人のメンタルヘルスがわかる本 : 精神と行動の異変を理解する
ためのポイント40

講談社

Gc 小児 10575
発達障害児へのライフスキルトレーニング : 学校・家庭・医療機関ででき
る練習法

合同出版

Gc 小児 10625 新・予防接種へ行く前に ジャパンマシニスト社

Gc 小児 10626 小児白血病・リンパ腫診療ガイドライン 2016年版 金原出版

Gc 小児 10668 子どものアトピー性皮膚炎正しい治療法 講談社

Gc 小児 10686 吃音ドクターが教える人と話すのが楽しくなる本 KADOKAWA

Gc 小児 10687 毎日ムリなく作れる子どもが喜ぶ食物アレルギー安心レシピ 家の光協会

Gc 小児 10688 赤ちゃんと子どものアレルギー&アトピーBOOK 主婦の友社

Gc 小児 10728 LDの子の読み書き支援がわかる本 講談社

Gc 小児 10815 小児がん診療ガイドライン 2016年版 金原出版

Gc 小児 K0117 発達障害・不登校のための新しい学びの場 日本評論社

Gc 小児 K0130 子どもがかかる耳・鼻・のどの病気百科 少年写真新聞社

Gc 小児 K0288 小児・思春期診療最新マニュアル 日本医師会

Gc 小児 K0356 わたしの好きなこどもの本50冊 中村美子

Gc 小児 K0361 医療現場の保育士と障がい児者の生活支援　改訂版 生活書院

Gc 小児 K0362 子供の健康を育むために 日本学術協力財団
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Gd 高齢者 00818 介護現場でいまさら聞けない病気の常識 日総研出版

Gd 高齢者 00821 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 女子栄養大学出版部

Gd 高齢者 08046 図解・症状からみる老いと病気とからだ 中央法規出版

Gd 高齢者 08101 病気にならない15の食習慣 : 楽しく生きる長寿の秘訣 青春出版社

Gd 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

日本看護協会出版会

Gd 高齢者 10101 やさしい高齢者の健康教室 医薬ジャーナル社

Gd 高齢者 10143 第三の人生 : あなたも老人になる 南窓社

Gd 高齢者 10201 介護保険 : 上手に使うカンどころ  これ1冊で介護はお任せ 創元社

Gd 高齢者 10265 70歳すぎた親をささえる72の方法 かんき出版

Gd 高齢者 10380 認知症と見分けにくい「老年期うつ病」がよくわかる本 講談社

Gd 高齢者 10381 イラストでわかる高齢者のからだと病気 中央法規出版

Gd 高齢者 10483 老年看護病態・疾患論 医学書院

Gd 高齢者 10576 これでわかる親の介護 成美堂出版

Gd 高齢者 10870 最新介護保険の基本と仕組みがよ～くわかる本 秀和システム

Gd 高齢者 K0022 老人外来風景 : いかにうまく受診するか 文芸社

Gd 高齢者 K0079 高齢者の医学と尊厳死 PDN

Gd1 高齢期ケア 00820 高齢者ケアの心理学入門 : 老いと痴呆に向き合う心 朱鷺書房

Gd1 高齢期ケア 10107 高齢者のためのかみやすく、飲み込みやすいレシピ : 10分でできる！ 主婦と生活社

Gd1 高齢期ケア 10229

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 : 現場で使える!目的別12プログラム145エクサ
サイズ

誠文堂新光社

Gd1 高齢期ケア K0282 今日の診療のために高齢者医療ハンドブック 日経メディカル開発

Gd2 口腔ケア 08043 看護に役立つ口腔ケアテクニック 医歯薬出版

Gd2 口腔ケア 10251 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 医歯薬出版

Gd2 口腔ケア 10577
絵で見てわかる入れ歯のお悩み解決! : 「入れ歯だって、おいしく食べた
い!」に答えます

女子栄養大学出版部

Gd2 口腔ケア 10689

根拠と効果がわかる介護のための口腔ケア&体操&レク : 歯科医、歯科
衛生士、介護職員などの専門職チームが長年検証した画期的な口腔ケ
アの方法

誠文堂新光社

Gd2 口腔ケア 10808 治療を支えるがん患者の口腔ケア 医学書院

Gd2 口腔ケア 10850 看護に役立つ口腔ケアテクニック 医歯薬出版

高齢者・高齢期ケア・
口腔ケア

背ラベル番号
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Gd3 認知症 00569 アルツハイマー病のすべてがわかる本 講談社

Gd3 認知症 00591 「認知症」とはどんな病気? : 「認知症」の正しい理解のために 東海大学出版会

Gd3 認知症 08081 フレディの遺言 朝日新聞出版

Gd3 認知症 10104 アルツハイマー病 : 正しい治療がわかる本 法研

Gd3 認知症 10108 やさしい患者と家族のための認知症の生活ガイド 医薬ジャーナル社

Gd3 認知症 10383 レビー小体型認知症がよくわかる本 講談社

Gd3 認知症 10384 認知症の予防と生活指導 医薬ジャーナル社

Gd3 認知症 10385 患者さんとご家族から学ぶ認知症なんでも相談室 メジカルビュー社

Gd3 認知症 10691
絵で見てわかる認知症「食事の困った!」に答えます : 「食べてくれない」に
は理由があります

女子栄養大学出版部

Gd3 認知症 10704 ユマニチュード入門 医学書院

Gd3 認知症 10809 アルツハイマー病は「脳の糖尿病」 講談社

Gd3 認知症 10829 その症状、本当に認知症ですか 扶桑社

Gd3 認知症 10869 認知症 主婦の友社

Gd3 認知症 K0166 認知症と共に輝く日々をめざして : 正しい知識と理解から生まれるケア 飛鳥新社

Gd3 認知症 K0168 治さなくてよい認知症 : 医療関係者が患者・家族になってわかったこと 日本評論社

Gd3 認知症 K0169 ボケたっていいじゃない : 医療関係者が患者・家族になってわかったこと 飛鳥新社

Gd3 認知症 K0197
「ユマニチュード」という革命 : なぜ、このケアで認知症高齢者と心が通う
のか

誠文堂新光社

Gd3 認知症 K0206 ユマニチュードと看護 医学書院

Gd3 認知症 K0207 家族のためのユマニチュード 誠文堂新光社

Gd3 認知症 K0208 認知症の人の心の中はどうなっているのか? 光文社

Gd3 認知症 K0267 認知症の予防とケア 長寿科学振興財団

Gd3 認知症 K0297 認知症トータルケア 日本医師会

背ラベル番号
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Gd4 在宅介護 00835 在宅での看取りのケア : 家族支援を中心に 日本看護協会出版会

Gd4 在宅介護 10109 「自分の家で死にたい」と言われたら読む本 中経出版

Gd4 在宅介護 10268 介護1年生 : 親や伴侶の面倒を見る家族のための かんき出版

Gd4 在宅介護 10692 超図解やさしい介護のコツ 朝日新聞出版

Gd4 在宅介護 10753 介護離職しない、させない ; 毎日新聞出版

Gd4 在宅介護 10754
わが家で最期を。 ; 家族の看取り、自分の"そのとき"に後悔しない50の
心得

小学館

Gd4 在宅介護 10807 これから介護を始める人が知っておきたい介助術 日本実業出版社

Gd4 在宅介護 K0153 在宅ケアの不思議な力 医学書院

Gd4 在宅介護 K0154 在宅ケアのつながる力 医学書院

Gd4 在宅介護 K0156
家で死ぬこと、考えたことありますか? : "プロフェッショナル"訪問看護師
が綴る看取りのためのガイドブック  あなたの隣の在宅ケア

保健同人社

Gd4 在宅介護 K0164 納得の老後 : 日欧在宅ケア探訪 岩波書店

図書名 発行所

H 代替療法 10176 実践自律訓練法 : 1日10分の練習で出来る! ごま書房新社

H 代替療法 10177 なぜ、「これ」は健康にいいのか? : 副交感神経が人生の質を決める サンマーク出版

H 代替療法 10219 メディカル・ヨガ : ヨガの処方箋 バベルプレス

H 代替療法 10386 これ1冊できちんとわかる図解東洋医学 マイナビ

H 代替療法 10387 日本のメディカルハーブ事典 東京堂出版

H 代替療法 10388 入浴の事典 東京堂出版

H 代替療法 10390 押して元気に"ツボ体操" : ロコモが気になる人にも NHK出版

H 代替療法 10755 はじめてのタクティールケア ; 手で"触れて"痛み・苦しみを緩和する 日本看護協会出版会

Ha 漢方 00848 漢方外来 : 漢方から診るからだと病気 プリメド社

Ha 漢方 10485 漢方のくすりの事典 ; 生ぐすり・ハーブ・民間薬 医歯薬出版

Ha 漢方 10854 千葉大学病院の薬膳ごはん マイナビ出版

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

在宅介護

背ラベル番号

代替療法・漢方・
アロマテラピー

背ラベル番号
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I 患者学 00831 家族の意思決定を支援する 日本看護協会出版会

I 患者学 00832 終末期患者の家族への看護 日本看護協会出版会

I 患者学 00845 原本・西式健康読本 農山漁村文化協会

I 患者学 00847 民間療法 : 誰にもできる 農山漁村文化協会

I 患者学 00857 元気が出る患者学 新潮社

I 患者学 00860 家族論・家族関係論 医学書院

I 患者学 00867 患者の声を医療に生かす 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!

日本医療企画

I 患者学 08108 患者と作る医学の教科書 日総研出版

I 患者学 10110 伝え上手な患者になる! 自由国民社

I 患者学 10203 誰も教えてくれない病人の生き方 : How cool we are! サンマーク出版

I 患者学 10220
心からのお見舞い : たった一度会うだけで落ち込んでいる人を癒してあ
げる方法

英潮社フェニックス

I 患者学 10270 大切な人が「余命6ヵ月」といわれたら? : 家族がしてあげられる55のこと 河出書房新社

I 患者学 10393 がんになって生きるということ、死ぬということ 潮出版社

I 患者学 10756 医師に聞けないあんな疑問 医師が解きたいこんな誤解 ; メディカルトリビューン

I 患者学 10810 母のがん ちとせプレス

I 患者学 10826 家族看護学 医学書院

I 患者学 K0017 「医師アタマ」との付き合い方 : 患者と医者はわかりあえるか 中央公論新社

I 患者学 K0080 患者さんとお医者さん : にゃんこ先生奮闘記 マイウエイ書房

I 患者学 K0139 わたしが死について語るなら ポプラ社

I 患者学 K0167 患者の目線 : 医療関係者が患者・家族になってわかったこと 医学書院

I 患者学 K0181 ダギーへの手紙 佼成出版社

I 患者学 K0187 難病患者の教科書 日本ブレインウェア

I 患者学 K0276 退院支援ガイドブック 学研メディカル秀潤社

患者学

背ラベル番号
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Ia 闘病記 10204 愛、深き淵より。 学研パブリッシング

Ia 闘病記 10206 ありがとう私のいのち : 星野富弘詩画集 学研パブリッシング

Ia 闘病記 10693 点滴ポール : 生き抜くという旗印 ナナロク社

Ia 闘病記 K0038 がん六回人生全快 : 現役バンカー16年の闘病記 朝日新聞社

Ia 闘病記 K0082 ガンが届けたHAPPY  LIFE : ある患者家族の、しあわせの見つけ方 文芸社

Ia 闘病記 K0083 再発後を生きる 三省堂

Ia 闘病記 K0084 大丈夫だよ、がんばろう! : 私も、乳がんと闘っています 主婦と生活社

Ia 闘病記 K0096 出会えてよかった! : 先進医療技術を選んだ患者さんたちのエッセー集 米国医療機器・IVD工業会(AMDD)

Ia 闘病記 K0116 がん患者学 : 長期生存をとげた患者に学ぶ 晶文社

Ia 闘病記 K0118 グローバルマザー : 子宮頚がんと闘う女性たち 静岡新聞社

Ia 闘病記 K0119 タケル、お前は世界で一番、運の強い子だ。 エヌケーアド

Ia 闘病記 K0122 ママのリスト私が死んだら、息子たちに2回ずつキスをしてね イーストプレス

Ia 闘病記 K0140 がん患者 講談社

Ia 闘病記 K0143 とう病記 : 病と闘い、病を問う 文芸社

Ia 闘病記 K0145 6歳のお嫁さん : 亡き娘から託された「いのちの授業」 実業之日本社

Ia 闘病記 K0146 ひかりのなかへ : 700日のDIARY アルタ出版

Ia 闘病記 K0147 おかあさんががんになっちゃった メディアファクトリー

Ia 闘病記 K0158
出会えてよかった! : 先進医療技術を選んだ患者さんたちのエッセー集 ;
第2集

米国医療機器・IVD工業会(AMDD)

Ia 闘病記 K0163 ココロノウタ : 息子と歩んだ4年間、そしてこれから 祥伝社

Ia 闘病記 K0213 あなたの心に届けたい 個人書店

Ia 闘病記 K0214 あなたの心に届けたい 個人書店

Ia 闘病記 K0215 あなたの心に届けたい 個人書店

Ia 闘病記 K0344 黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える 左右社

Ia 闘病記 K0357 もしすべてのことに意味があるなら ダイヤモンド社

闘病記

背ラベル番号
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J 医療 08058 良い医療の条件 金原出版

J 医療 10304 総合医療論 医学書院

J 医療 10395
医療費(Medical costs)早わかりBOOK : Q&A図解でわかる  医療費のしく
みケーススタディ13

医学通信社

J 医療 10627 公衆衛生がみえる2016-2017 Medic Media

J 医療 10731 医療福祉総合ガイドブック 医学書院

J 医療 10851 医療費(Medical costs)早わかりBOOK 医学通信社

J 医療 10852 これならわかるスッキリ図解障害者総合支援法 翔泳社

J 医療 10855 公衆衛生がみえる2020-2021 Medic Media

J 医療 K0026 21世紀米国医学教育の最前線 金原出版

J 医療 K0027 よみがえれ医療 : アメリカの経験から学ぶもの みみずく舎

J 医療 K0033 ひかりの足跡 : ハンセン病・精神障害とわが師わが友 メヂカルフレンド社

J 医療 K0358 人は誰でも間違える 日本評論社

J 医療 K0360 健康応援病院 関門医療センター広報室

Ja 病院/職員 K0019 看護師の仕事につきたい! : 命を救う看護のプロフェッショナル 中経出版

Ja 病院/職員 K0023 きみが外科医になる日 講談社

Ja 病院/職員 K0177 薬剤師の一日 保育社

Ja 病院/職員 K0261 かかりつけ医の選び方 ルネッサンス・アイ

Ja 病院/職員 K0343 病院最前線 毎日新聞出版

Jb 医療倫理 00912 統合医療の扉 : 生命倫理の視角から 北樹出版

Jb 医療倫理 K0219 慶應義塾大学医学部生命倫理セミナー ; 1 慶應義塾大学医学部

Jb 医療倫理 K0220 慶應義塾大学医学部生命倫理セミナー ; 2 慶應義塾大学医学部

Jb 医療倫理 K0221 慶應義塾大学医学部生命倫理セミナー ; 3 慶應義塾大学医学部

Jb 医療倫理 K0222 サイエンスとアート 金原出版

Jb 医療倫理 K0223 生と死 金原出版

Jb 医療倫理 K0224 癒されぬ者からの視点 金原出版

図書名 発行所

K こどもの本 08104 おへそのひみつ 福音館書店

K こどもの本 08133 あるふぁべっとのなかまたち アストラゼネカ

医療・病院/職員・
医療倫理

背ラベル番号
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K こどもの本 10113 うさこちゃんのにゅういん 福音館書店

K こどもの本 10115 はははのはなし 福音館書店

K こどもの本 10116 ちのはなし 福音館書店

K こどもの本 10117 おなら 福音館書店

K こどもの本 10118 みんなうんち 福音館書店

K こどもの本 10119 ガスパールびょういんへいく ブロンズ新社

K こどもの本 10145 100万回生きたねこ 講談社

K こどもの本 10207 いのちのまつり : ヌチヌグスージ サンマーク出版

K こどもの本 10208 モチモチの木 岩崎書店

K こどもの本 10210 空とぶライオン 講談社

K こどもの本 10211 かさぶたくん 福音館書店

K こどもの本 10212 はらぺこさん 福音館書店

K こどもの本 10213 ぶたばあちゃん あすなろ書房

K こどもの本 10489 赤ちゃんが生まれる ; 幼年版 ブロンズ新社

K こどもの本 10695 てんごくのおとうちゃん 講談社

K こどもの本 10696 いもうとのにゅういん 福音館書店

K こどもの本 10697 救急車 ほるぷ出版

K こどもの本 10698 こころとしんぞう 保育社

K こどもの本 K0085 ちいさなあなたへ 主婦の友社

K こどもの本 K0087 わすれられないおくりもの 評論社

K こどもの本 K0088 葉っぱのフレディ : いのちの旅 童話屋

K こどもの本 K0089 ずーっとずっとだいすきだよ 評論社

K こどもの本 K0090 おかあさんだいじょうぶ? 小学館

K こどもの本 K0091 チャーリー・ブラウンなぜなんだい? : ともだちがおもい病気になったとき 岩崎書店

K こどもの本 K0092 だいじょうぶだよ、ゾウさん 文渓堂

K こどもの本 K0109 こぐまとミカヅキ 日本新薬

K こどもの本 K0133 たつくんといっしょに 汐文社

K こどもの本 K0157 あめくんデビュー 日本新薬

K こどもの本 K0199 POWER OF LIFE ～縁～ 絵本で繋ぐみんなの未来 滝川青年会議所

K こどもの本 K0256 うまれてきてくれてありがとう 童心社

K こどもの本 K0371 ビロードのうさぎ ブロンズ新社

K こどもの本 K0372 悲しい本 あかね書房

背ラベル番号
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図書名 発行所

L 手術/救急 00089 救急救命処置  (救急看護Question box ; 1) 中山書店

L 手術/救急 10305 救急看護学  (系統看護学講座, 別巻) 医学書院

L 手術/救急 10757 よくわかるみんなの救急 ; ガイドライン2015対応 大修館書店

L 手術/救急 10811 熱中症 へるす出版

図書名 発行所

P アニマル 10760
My best friend at the hospital ; こどもたちの目にうつったファシリティドッ
グ

シャイン・オン・キッズ

図書名 発行所

V メタボ 00244 肥満症・痛風の食事療法 医歯薬出版

V メタボ 08063 やさしいメタボリックシンドロームの自己管理 医薬ジャーナル社

V メタボ 10397 本気で治したい人のメタボリックシンドローム : 最新版 学研パブリッシング

V メタボ 10699 やさしい生活習慣病の自己管理 医薬ジャーナル社

V メタボ K0008
やせた子ブタと太ったソクラテス : 生活習慣病物語 = A skinny baby pig
and fat Socrates : a story of lifestyle diseases

シスメックス

V メタボ K0200 飽食の時代における生活習慣病の予防 編集工房DEP

V メタボ K0340 京都医療センターメタボ外来の3か月で確実!やせるレシピ セブン&アイ出版

V メタボ K0341 京都医療センターメタボ外来のやせる弁当と作りおき セブン&アイ出版

Va 高脂血症 00937 脂質異常症・肥満 : 動脈硬化 メディカルレビュー社

Va 高脂血症 10120 脂質異常の最新治療 主婦の友社

Va 高脂血症 10121 コレステロールを下げるおいしいレシピ2週間メソッド 主婦の友社

Va 高脂血症 10398 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! 学研パブリッシング

Va 高脂血症 10700 やさしい脂質異常症の管理 医薬ジャーナル社

Va 高脂血症 10812 脂質異常症がよくわかる本 講談社

Va 高脂血症 K0298 動脈硬化診療のすべて 日本医師会

背ラベル番号

アニマルセラピー

背ラベル番号

背ラベル番号

メタボリックシンドローム・
高脂血症・高血圧

麻酔/手術/救急
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図書名 発行所

Vb 高血圧 00943 やさしい早朝高血圧の自己管理 医薬ジャーナル社

Vb 高血圧 10122 血圧を下げる!レシピ : うす味慣れのための3ステップ減塩法 日本放送出版協会

Vb 高血圧 10492 高血圧治療ガイドライン 2014年版 日本高血圧学会

Vb 高血圧 10837 高血圧治療ガイドライン　2019 日本高血圧学会

Vb 高血圧 K0290 高血圧診療のすべて 日本医師会

図書名 発行所

Vc 糖尿病 01022 やさしい糖尿病の外食のコツと心得 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 08085 よくわかる血糖値を下げる基本の食事 主婦の友社

Vc 糖尿病 08105 糖尿病のフットケア 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 10124 一生使える毎日の糖尿病献立 : リングカード式 主婦の友社

Vc 糖尿病 10125 やさしい食後高血糖の自己管理 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 10127 女子栄養大学栄養クリニックの糖尿病バランスレシピ 西東社

Vc 糖尿病 10128 新やさしい糖尿病の自己管理 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 10399 糖尿病 主婦の友社

Vc 糖尿病 10493
ひと目でわかる!糖質 ; カーボカウントに役立つ食品成分表  糖尿病食事
療法に役立つ「糖質量の目安」を記載!  日本食品標準成分表2010準拠

エクスナレッジ

Vc 糖尿病 10582 糖尿病・代謝・内分泌 Medic Media

Vc 糖尿病 10583 糖尿病食事療法のための食品交換表 : 献立例とその実践 : 活用編 文光堂

Vc 糖尿病 10584 東大病院糖尿病教室 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 10703 新・足のクリニック : 教科書に書けなかった診療のコツ 南江堂

Vc 糖尿病 10758 糖尿病 医薬ジャーナル社

Vc 糖尿病 10759 糖質早わかり ; 炭水化物や食物繊維の量もひと目でわかる 女子栄養大学出版部

Vc 糖尿病 10790 糖尿病・内分泌疾患ビジュアルブック 学研メディカル秀潤社

Vc 糖尿病 10791 糖尿病診療ガイドライン　2016 南江堂

Vc 糖尿病 10836 糖尿病診療ガイドライン　2019 南江堂

Vc 糖尿病 10857 糖尿病・代謝・内分泌 Medic Media

Vc 糖尿病 K0036 「医師」「看護師」「患者・家族」による糖尿病の本 岩波書店

Vc 糖尿病 K0283 糖尿病診療のABC 文光堂

Vc 糖尿病 K0285 糖尿病診療2010 日本医師会

背ラベル番号

糖尿病

背ラベル番号
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図書名 発行所

X エッセイ 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 情報センター出版局

X エッセイ 00151 大往生の条件 角川書店

X エッセイ 10401 いのちの言葉 春秋社

X エッセイ 10494 長さではない命の豊かさ 埼玉福祉会

X エッセイ K0031 医者の目で見た「患者学」 : 想い出の診療風景 沖縄タイムス社出版部 (制作・発売)

X エッセイ K0137 手術室には守護神がいる : 心配ご無用 パコスジャパン

X エッセイ K0184 ヒポクラテスを探して : 東京大学医学部から東京医療センターへ 医学と看護社

X エッセイ K0249 院長室だより 熊本出版文化会館

X エッセイ K0262 人生最終楽章 ルネッサンス・アイ

X エッセイ K0265 不運を不幸にしない 中央公論事業出版

X エッセイ K0339 「健康長寿100歳時代」の生き甲斐づくり ほおずき書籍

X エッセイ K0345 感覚器［視覚と聴覚］と社会のつながり 日本学術協力財団

X エッセイ K0346 誰も知らないヒポクラテス 医学と看護社

X エッセイ K0347 ヒポクラテスを超えて 医学と看護社

Y その他 10130 広辞苑, [本体] 岩波書店

Y その他 10131 広辞苑, 付録 岩波書店

Y その他 10132 ウィズダム英和辞典 三省堂

Y その他 10214 神様のカルテ ; 2 小学館

Y その他 10215 神様のカルテ ; 3 小学館

Y その他 10495 みんなが知りたい放射線の話 少年写真新聞社

Y その他 10586 神様のカルテ 小学館

Y その他 K0013 東京医療センター＜院長室から＞やぶにらみ 東京医療センター

Y その他 K0039 病む人に学ぶ 日総研出版

Y その他 K0040 病と老いの物語 南方新社

Y その他 K0041 病と人の生き方と 随筆かごしま社

Y その他 K0042 院長雑感 呉医療センター

Y その他 K0043 天を敬い人を愛し医に生きる 悠飛社

Y その他 K0044 医は仁なりいまだ健在 幻冬舎ルネッサンス

Y その他 K0093 神様のカルテ 小学館

Y その他 K0094 生きようよ : 死んじゃいけない人だから 岩崎書店

Y その他 K0203 人生下山の作法 文芸社

Y その他 K0216 語り継ぎたい。命の尊さ 一橋出版

Y その他 K0250 災害看護 メディカ出版

Y その他 K0252 災害看護の本質 日本看護協会出版会

Y その他 K0354 デイリーコンサイス英和・和英辞典　第7版 三省堂

Y その他 K0366 IFLA病院患者図書館ガイドライン 2000 日本図書館協会

医療従事者によるエッセイ・
その他

背ラベル番号
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