
書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001937 いのちの授業 小澤竹俊 著 角川書店 生命 114.2

70002119 急に具合が悪くなる 宮野真生子, 磯野真穂 著 晶文社 生死　疾病 114.2

70001264 つまずいたら、いつもの逆をやってみよう 金藤晃一 著 大和出版 人生訓 146.8

70001926 居るのはつらいよ 東畑開人 著 医学書院
精神療法　デイサービス
臨床心理士

146.8

70002204 カウンセラーは何を見ているか 信田さよ子 著 医学書院 カウンセラー 146.89

70001266 愛する人を亡くした人へ 一条真也 著 現代書林 悲しみ　生死 147

70000809 〈からだ〉の声を聞きなさい リズ・ブルボー 著 ハート出版 人生訓 159

70001268 菜根譚×呻吟語 湯浅邦弘 著 NHK出版 菜根譚　呻吟語 159

70000801 病気は人生の夏休み 樋野興夫 著 幻冬舎 格言 159.8



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001269 心が元気になる美しい絶景と勇気のことば パイインターナショナル 編著
パイインターナ
ショナル

格言 159.8

70001270 伊勢神宮 Kankan 著・写真 書肆侃侃房 伊勢神宮 (伊勢市) 175.8

70001272 蹄跡 渡辺春樹 著 西田書店 289.1

70001274 命の授業 腰塚勇人 著 ダイヤモンド社 289.1

70000900 地図で訪ねる歴史の舞台 帝国書院編集部 著 帝国書院 日本　地図
291.03

8

70001275 日本の絶景パレット100 永岡書店 291.09

70002128 みんなの「わがまま」入門 富永京子 著 左右社 社会運動 -- 日本 309

70001276 聞く力 阿川佐和子 著 文藝春秋
361.45

4

70001947 社会保障制度指さしガイド いとう総研　編 日総研 社会保障 364



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001278 これならわかるスッキリ図解介護保険 高野龍昭 著 翔泳社 介護保険 364.4

70001279 がん経験者のための就活ブック HOPEプロジェクト, CSRプロジェクト 編 合同出版 就職活動　癌 366.3

70001284 介護に役立つアロマセラピーの教科書 櫻井かづみ 著 BABジャパン 介護 (技術)　アロマセラピー 369

70001285 中医アロマで「めぐるからだ」を作る 有藤文香 著 世界文化社 369

70002216 社会的処方 西智弘　編著 学芸出版社 社会福祉 369.04

70001281 ご飯が食べられなくなったらどうしますか? 花戸貴司 文
農山漁村文化
協会

地域包括ケア 369.26

70001282 96歳の姉が、93歳の妹に看取られ大往生 松谷天星丸 著 幻冬舎 369.26

70001283 地域ですすめる閉じこもり予防・支援 安村誠司 編著 中央法規出版 介護予防 369.26

70002203 介護するからだ 細馬宏通 著 医学書院 介護 (技術)　老人性認知症 369.26



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70000901 食の地図 帝国書院編集部 著 帝国書院 食生活　日本　日本料理 383.81

70001287 あなたのために 辰巳芳子 著 文化出版局 596.3

70000876 がんでも生き残る。 満尾圭介 著 カクワークス社 白血病　闘病・看病 598.4

70001288 まずこれだけは知っておきたい!はじめての介護 中田光彦 監修
学研パブリッシ
ング

家庭看護　介護福祉 598.5

70001289 働くママ&パパの子育て110の知恵 保育園を考える親の会 編 医学通信社 599

70001290 しあわせのバトンタッチ 内田玲子　著
アートヴィレッ
ジ

599

70001291 ベランダガーデンのつくり方決定版 主婦と生活社 鉢植花卉 627

70001292 水草水槽のススメ 早坂誠 著
エムピー
ジェー

水草 (観賞用) 627.85

70000886 思うままに楽しむDIYを生かした小さな庭づくり 有福創 監修 成美堂出版 造園 629.75



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001511 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合光昭 著 クレヴィス 645.7

70001049 日本の世界遺産 カルチャーランド 著 メイツ出版 世界遺産--日本 709.1

70001597 ママのバレッタ たなかさとこ 絵と文 生活の医療 726.1

70001935 重粒子の旅 中川いさみ 著 小学館 726.1

70001938 はたらく細胞 1 清水茜 著 講談社 726.1

70001940 はたらく細胞 2 清水茜 著 講談社 726.1

70001941 はたらく細胞 3 清水茜 著 講談社 726.1

70001942 はたらく細胞 4 清水茜 著 講談社 726.1

70001943 はたらく細胞 5 清水茜 著 講談社 726.1



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002028 ママのバレッタ たなかさとこ 絵と文 生活の医療 726.1

70002154 腸よ鼻よ 1 島袋全優 著 KADOKAWA 潰瘍性大腸炎 726.1

70002155 腸よ鼻よ 1 島袋全優 著 KADOKAWA 潰瘍性大腸炎 726.1

70001929 お父さんからの手紙 ささきまさひこ 原作 文芸社 726.6

70002109 ママのスマホになりたい のぶみ さく WAVE出版 726.6

70001294 「生きていてよかった」特別編 相田みつを　著 ダイヤモンド社 728

70001295 いのちの森屋久島 奈良崎高功 著 海鳥社 屋久島 748

70001296 待ってたよ。 三遊亭あほまろ 写真と文 徳間書店 748

70001297 心に残る手作りひとことカード 寺西恵里子 著 PHP研究所 754.9



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001301 生きるのが楽しくなる15の習慣 日野原重明 著 講談社 人生訓 914

70001302 片目を失って見えてきたもの ピーコ 著 文藝春秋 914

70000797 あなたの人生を、誰かと比べなくていい 五木寛之 著 PHP研究所 914.6

70002123 しらふで生きる 町田康 著 幻冬舎 914.6

70002129 みらいめがね 荻上チキ, ヨシタケシンスケ 著 暮しの手帖社 914.6

70001303 運命を生きる 浅野史郎 著 岩波書店 成人T細胞白血病　闘病記 916

70001305 子宮会議 洞口依子 著 小学館 子宮癌　	闘病・看病 916

70001308 命のカウンセリング 長谷川泰三 著 あさ出版 ウンセリング 916

70001309 がんで逝(い)くひと、送るひと 池田朝子 著 三省堂 食道癌　闘病・看病 916



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001312 グローバルマザー 河村裕美 著 静岡新聞社 子宮頸癌　闘病・看病 916

70001314 わたしも、がんでした。
国立がん研究センターがん対策情報セ
ンター 編

日経BP社 癌 916

70001316 わたしも、がんでした。
国立がん研究センターがん対策情報セ
ンター 編

日経BP社 癌 916

70001317 前立腺がんを生きる
健康と病いの語りディペックス・ジャパン
編著

海鳴社 前立腺癌　闘病・看病 916

70001318 多重がんを克服して 黒川宣之 著 金曜日 916

70001319 僕の死に方 金子哲雄 著 小学館 916

70001320 僕は元気なガン患者 角行之 著 医療文化社 食道癌　喉頭癌　闘病・看病 916

70001321 カツラと帽子 宮崎ともみ 著 文芸社 膀胱癌　闘病・看病 916

70001322 「子宮頸がん」経験したからこそ伝えたい! 仁科亜季子 著 潮出版社 子宮癌　闘病・看病 916



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001323 生きることは尊いこと 岡西雅子 著 医学書院
膠原病　パーキンソン病
闘病・看病

916

70001324 生還へのフォアボール 織伊友作 著 青月社 癌　	闘病・看病 916

70001325 白血病からの生還 大谷貴子 著 リヨン社 白血病　骨髄移植 916

70001327 がんだってルネッサンス しえ, 宍戸游子 著 中央法規出版 子宮癌　闘病・看病 916

70001328 がんよさらば 佐藤徳光 著 考古堂書店 癌　闘病・看病 916

70001330 がん看護へのことづて 武田悦子 著 すぴか書房 乳癌　闘病・看病 916

70001331 でもやっぱり歩きたい 滝野沢直子 著 医学書院 車椅子　身体障害者　看護師 916

70001332 母の旅立ち 吉岡紘子 著 海声社 癌 916

70002130 ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。 幡野広志 著 ポプラ社 骨髄腫 -- 闘病記 916



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001333 世界一簡単にわかる人体解剖図鑑 坂井建雄 著 宝島社 解剖図 QS4

70002222 人体キャラクター図鑑 坂井建雄 監修
日本図書セン
ター

人体 QT104

70001334
また立てる・また歩ける寝たきりの人でもできる「足
腰体操」

黒澤尚 著 講談社
老年医学　リハビリテーション
体操

QT255

70002220 栄養素キャラクター図鑑 田中明, 蒲池桂子 監修
日本図書セン
ター

栄養 QU145

70002152 マンガでわかるゲノム医学 水島-菅野純子 著 羊土社 ヒトゲノム　人類遺伝学 QU460

70002224 漢方薬キャラクター図鑑 新見正則 監修
日本図書セン
ター

漢方薬　漢方医学 QV752

70002226 からだの細菌キャラクター図鑑 岡田晴恵 監修
日本図書セン
ター

細菌 QW4

70002225 からだの免疫キャラクター図鑑 岡田晴恵 監修
日本図書セン
ター

免疫学 QW504

70002124 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹 著 晶文社 病理学 QZ4



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002126 〈あまり〉病気をしない暮らし 仲野徹 著 晶文社 病理学　健康法 QZ9

70002127 からだと病気のしくみ講義 仲野徹 著 NHK出版 人体　疾病 QZ9

70000630 新癌についての質問に答える 小川道雄 監修 へるす出版 癌 QZ200

70000696 がんノートBOOK
NPO法人がん
ノート

癌 QZ200

70001343 「がん」の医学百科 向山雄人 監修 主婦と生活社 癌 QZ200

70001925 がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本由香 著 河出書房新社 癌　家庭経済　医療費 QZ200

70002121 おしゃべりながんの図鑑 小倉加奈子 著
CCCメディアハ
ウス

癌 QZ200

70002489 最高のがん治療 勝俣範之, 大須賀覚, 津川友介 著 ダイヤモンド社 QZ200

70000802 がんばりすぎない、悲しみすぎない。 樋野興夫 著 講談社 サイコオンコロジー　家族 QZ201



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70000811 人の心に贈り物を残していく 柳田邦男, 樋野興夫 著 悟空出版 癌 QZ201

70000864 がん患者の家族を救う55のQ&A 酒井たえこ 著

アイエス・エヌ
株式会社コ
ミュニティ・パ
ブリッシング事

サイコオンコロジー　家族 QZ201

70001349 がんの花道 長尾和宏, 藤野邦夫 著 小学館 サイコオンコロジー　家族 QZ201

70001351 がんで困ったときに開く本 朝日新聞出版 癌 QZ201

70001354 がんと心 岸本葉子, 内富庸介 著 晶文社 癌 QZ201

70001355 がんになったら手にとるガイド
国立がん研究センターがん対策情報セ
ンター 編著

学研メディカ
ル秀潤社

QZ201

70001361 もしも、がんが再発したら
国立がん研究センターがん対策情報セ
ンター 編著

英治出版 癌 QZ201

70001364 がんと向き合う安心便利ノート 中村直行　橋口さおり　企画 名著出版 癌 QZ201

70001366 がんで不安なあなたへ 岡村仁 著
メディカルトリ
ビューン

癌 QZ201



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001368 がんのひみつ 田川滋　漫画

学研パブリッシ
ングコミュニ
ケーションビジ
ネス事業室

癌 QZ201

70001370 がんとともに、自分らしく生きる 高野利実 著 きずな出版 癌 QZ201

70001381 がんに負けない心理学 和田のりあき 著 PHP研究所 患者　癌　カウンセリング QZ201

70001523 日米がん格差 アキよしかわ 著 講談社
癌　医療　日本　アメリカ合衆
国

QZ201

70001928 大腸がんと告知されたときに読む本 加藤隆佑 著 緑書房 大腸癌 QZ201

70002114 がん外科医の本音 中山祐次郎 著
SBクリエイティ
ブ

癌 QZ201

70002197 国立がん研究センターの正しいがん検診 中山富雄 監修
小学館クリエイ
ティブ

癌検診 QZ201

70002211 あなたの知らない「家族」 柳原清子 著 医学書院 QZ201

70002280 がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス
日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン
委員会 編集

金原出版 癌　代替医療 QZ266



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001386 抗がん剤治療中の生活ケアBOOK 中川靖章 監修 有楽出版社 癌 QZ267

70002160 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド
日本緩和医療学会ガイドライン統括委員
会 編集

金原出版 癌性疼痛 QZ267

70001058 がんサロンピア・サポート実践ガイド 大島寿美子, 木村恵美子 著
みんなのこと
ば舎

癌　	ピアカウンセリング QZ275

70001387 仲間と。
がんの子供を守る会, フェロー・トゥモロー
編

岩崎書店 小児科学　癌　小児癌 QZ275

70001388 難病患者の教科書 浅川透 著

日本ブレイン
ウェア
Function5出
版部

難病 W7

70002112 医者が教える正しい病院のかかり方 山本健人　著 幻冬舎 医療　病院 W9

70002115 医者の本音 中山祐次郎 著
SBクリエイティ
ブ

医師--日本 W9

70002122 Dr.ヤンデルの病院選び 市原真 著 丸善出版
医療--日本　	医療施設--日
本

W9

70002125 病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと 市原真 著 大和書房 医療 W9



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001391 がんとお金の本 黒田尚子 著 ビーケイシー 医療費　癌 W74

70002196 国立がん研究センターのがんとお金の本 片井均, 大江裕一郎 ほか 監修
小学館クリエイ
ティブ

癌　医療費 W74

70001392 決められない患者たち
ジェローム グループマン, パメラ ハーツ
バンド 著

医学書院 医師と患者　意思決定 W85

70001394 「平穏死」10の条件 長尾和宏 著 ブックマン社 尊厳死　	ターミナルケア W85.5

70002113 どこからが病気なの? 市原真　著 筑摩書房 病気　疾病 WA100

70002188 からだとこころを整える 田中のり子 著 エクスナレッジ 婦人衛生 WA100

70002120 新・養生訓 岩田健太郎, 岩永直子 著 丸善出版 健康法--書評集 WA900

70002488 病気がみえる V.1 消化器 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

消化器病 WB100

70002131 病気がみえる V.2 循環器 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

循環器病 WB100



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002132 病気がみえる V.3 糖尿病・代謝・内分泌 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

糖尿病　物質代謝異常
内分泌疾患

WB100

70002133 病気がみえる V.4呼吸器 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

呼吸器病 WB100

70002134 病気がみえる V.5 血液 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

血液病 WB100

70002135 病気がみえる V.6 免疫・膠原病・感染症 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

免疫学　膠原病　感染症 WB100

70002136 病気がみえる V.7 脳・神経 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

脳　神経病学 WB100

70002137 病気がみえる V.8 腎・泌尿器 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

腎臓病　泌尿器病学 WB100

70002138 病気がみえる V.9 婦人科・乳腺外科 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

婦人科学 WB100

70002139 病気がみえる V.10 産科 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

産科学 WB100

70002140 病気がみえる V.11 運動器・整形外科 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

運動器官--疾患　	整形外科 WB100



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002141 病気がみえる V.12 眼科 医療情報科学研究所 編集
メディックメ
ディア

眼科 WB100

70000618
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

地域におけるがん患者の緩和ケアと療養
支援情報プロジェクト 編著

日本医学出版 WB110

70000623
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

地域におけるがん患者の緩和ケアと療養
支援情報プロジェクト 編著

日本医学出版 WB110

70001395
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

地域におけるがん患者の緩和ケアと療養
支援情報プロジェクト 編著

日本医学出版 WB110

70000634 チャレンジ!在宅がん緩和ケア 平原佐斗司, 茅根義和 編著 南山堂 癌　緩和ケア　在宅医療 WB310

70000810 国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水研, 里見絵理子, 若尾文彦 監修
小学館クリエイ
ティブ

サイコオンコロジー　緩和ケア WB310

70001399 大切な人に最期にしてあげられること ホスピスケア研究会 監修 河出書房新社 ターミナルケア　生死 WB310

70001936 がんを抱えて、自分らしく生きたい 西智弘 著
PHPエディター
ズ・グループ

癌　緩和ケア　	医師と患者 WB310

70001403 新イラストによる安全な動作介助のてびき 飛松好子 編著 医歯薬出版 看護学　介護 (技術) WB320



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70000893 効く!食事療法大全大満足レシピベスト400 主婦の友社 編 主婦の友社 食餌療法 WB400

70001404
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 医学書院 癌　食餌療法 WB405

70001405 塩分一日6gの健康献立 女子栄養大学栄養クリニック 監修
女子栄養大学
出版部

WB405

70001406
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

勝俣範之, 中山優子 監修
主婦の友イン
フォス情報社

癌　制癌剤　放射線療法
副作用　 食餌療法

WB405

70001408 DVDつき心と体を癒す手のひらマッサージ 池田明子 著 主婦の友社 WB537

70001409 体のツボ大事典 神﨑貴子 監修 宝島社 WB537

70001410 タクティールケア入門 タクティールケア普及を考える会 編著
日経BPコンサ
ルティング

緩和ケア　マッサージ WB537

70002223 感染症キャラクター図鑑 岡田晴恵 監修
日本図書セン
ター

感染症 WC100

70001787 なんとなくわかる敗血症 吉本昭 著 メディカ出版 看護学　敗血症 WC240



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001414 知って安心!食物アレルギー 佐守友仁 著 診断と治療社 WD310

70002221 食物アレルギーキャラクター図鑑 赤澤晃 監修
日本図書セン
ター

小児科学　食物アレルギー WD310

70002189 膠原病 三森明夫 監修 主婦の友社 膠原病 WD375

70001416 骨粗鬆症 西沢良記 編
医薬ジャーナ
ル社

WE250

70002187 骨粗鬆症 石橋英明 著 主婦の友社 骨粗鬆症 WE250

70002208 逝(い)かない身体 川口有美子 著 医学書院
筋萎縮性側索硬化症　闘病・
看病

WE550

70002163 COPDのことがよくわかる本 桂秀樹 監修 講談社 慢性閉塞性肺疾患 WF600

70001423 肺がんがわかる本 淺村尚生 監修 法研 肺癌 WF658

70002074 患者さんのための肺がんガイドブック 日本肺癌学会 編 金原出版 肺がん WF658



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002194 国立がん研究センターの肺がんの本 渡辺俊一, 大江裕一郎, 伊丹純 監修
小学館クリエイ
ティブ

肺癌 WF658

70002218 患者さんのための肺がんガイドブック 日本肺癌学会 編 金原出版 肺がん WF658

70001427 イラストでわかる心臓病 伊東春樹 監修 法研 心臓 WG210

70002171 不整脈・心房細動がわかる本 山根禎一 監修 講談社 不整脈 WG330

70001431 白血病/骨髄異形成症候群 直江知樹 編
医薬ジャーナ
ル社

白血病　骨髄異形成症候群 WH250

70001435 血液のガン 飛内賢正 監修 講談社 リンパ腫　白血病 WH525

70001436 血液のがん 飛内賢正 監修 講談社 リンパ腫　白血病 WH525

70002167 リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木久仁子 監修 講談社 リンパ浮腫 WH700

70002185 リンパ浮腫 廣田彰男, 三原誠, 原尚子 監修 主婦の友社 リンパ浮腫 WH700



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001447 最新版胃がんのすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス 編
学研パブリッシ
ング

胃癌 WI320

70002200 国立がん研究センターの胃がんの本 片井均, 朴成和 監修
小学館クリエイ
ティブ

胃癌 WI320

70001448 毎日おいしく食べる!胃を切った人のための食事 比企直樹 著 ナツメ社 WI380

70002166 潰瘍性大腸炎・クローン病がよくわかる本 渡辺守 監修 講談社 潰瘍性大腸炎　クローン病 WI522

70001450 大腸がん手術後の100日レシピ 森谷宜皓 医療解説
女子栄養大学
出版部

大腸癌　食餌療法 WI529

70002199 国立がん研究センターの大腸がんの本 金光幸秀, 朴成和, 斎藤豊 監修
小学館クリエイ
ティブ

大腸癌 WI529

70002184 肝臓病 泉並木 著 主婦の友社 肝臓病 WI700

70001453 胆道がんの治療とケアガイド
がん研究会有明病院, 国立がん研究セ
ンター中央病院, 国立がん研究センター
東病院 編集

金原出版 胆道癌 WI765

70002198 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本 島田和明, 奥坂拓志, 池田公史 監修
小学館クリエイ
ティブ

肝臓癌　胆道癌　	膵臓癌 WI970



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002181 腎臓病 川村哲也 監修 主婦の友社 腎臓病 WJ300

70002179 透析療法 石橋由孝 著 主婦の友社 透析 WJ378

70002182 前立腺がん 赤倉功一郎 著 主婦の友社 前立腺癌 WJ752

70002158 これって、「甲状腺の病気」のせいだったの? 井上きみどり 著 K&M企画室 甲状腺--疾患 WK270

70002161 症例解説でよくわかる甲状腺の病気 山内泰介 著 現代書林 甲状腺--疾患 WK270

70002176 甲状腺の病気の治し方 伊藤公一 監修 講談社 甲状腺--疾患 WK270

70001464 あなたの人生を変える睡眠の法則 菅原洋平 著 自由国民社 睡眠 WL108

70001465 脳を知る 山形大学医学部 編集
山形大学出版
会

脳 WL300

70001466 脳卒中 内山真一郎 総監修
日本放送出版
協会

脳卒中 WL355



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002186 脳梗塞 脳出血 くも膜下出血 高木誠 監修 主婦の友社 脳血管障害 WL355

70002164 脳卒中の再発を防ぐ本 平野照之 監修 講談社 脳血管障害 WL356

70002207 ソローニュの森 田村尚子 著 医学書院
精神障害者福祉
精神科病院--フランス

WM28

70002209 こんなとき私はどうしてきたか 中井久夫 著 医学書院 精神病学
WM30.
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70002174 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド 黒澤礼子 著 講談社 発達障害 WM140

70002191 女性のうつ病 野田順子 著 主婦の友社 うつ病 WM171

70002175 ネット依存・ゲーム依存がよくわかる本 樋口進 監修 講談社
インターネット依存症
ネットワークゲーム

WM176

70002212 スマホゲーム依存症 樋口進 著 内外出版社
インターネット依存症
コンピューターゲーム
スマートフォン

WM176

70002172 アルコール依存症から抜け出す本 樋口進 監修 講談社 アルコール中毒 WM274



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002278 オトナ女子あばれるカラダとのつきあい方 常喜眞理 著 すばる舎 婦人衛生 WP100

70002279 プレ更年期1年生 対馬ルリ子 監修 つちや書店 更年期　性ホルモン WP100

70001472 乳がんって遺伝するの? 山内英子, 吉野美紀子 著 主婦の友社 WP145

70002159
患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体が
ん・
卵巣がん治療ガイドライン

日本婦人科腫瘍学会 編集 金原出版 子宮癌　卵巣癌 WP458

70002168 Q&Aでよくわかる「子宮体がん」 市川喜仁 著 講談社 子宮体癌 WP458

70002190 子宮がん 小田瑞恵, 斎藤元章 著 主婦の友社 子宮頸癌　子宮体癌 WP458

70001477 子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ 加藤友康 医療解説
女子栄養大学
出版部

子宮頚癌　子宮体癌　卵巣癌
食餌療法

WP480

70001485 乳がんとじょうずにつきあうためのマンマヨガ 乳がんと心について考えるパース 著 保健同人社 乳癌　ヨガ WP870

70001924 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 日本乳癌学会　編 金原出版 乳癌 WP870



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002195 国立がん研究センターの乳がんの本 木下貴之, 田村研治 監修
小学館クリエイ
ティブ

乳癌 WP870

70002178
まだ産める?もう産めない?
「卵子の老化」と「高齢妊娠」の真実

河野美香 著 講談社 妊娠　卵子 WQ100

70002183 皮膚の病気 清佳浩 監修 主婦の友社 皮膚病 WR100

70002116 心にしみる皮膚の話 大塚篤司　著 朝日新聞出版 皮膚病 WR140

70002153 アトピーの治し方 大塚篤司　著 ダイヤモンド社 アトピー性皮膚炎 WR160

70002117
マンガでわかる!子どもの病気・おうちケアはじめて
BOOK

佐久医師会教えて!ドクタープロジェクト
チーム 著

KADOKAWA 家庭医学　小児科学 WS100

70001491 お母さんに伝えたい子どもの病気ホームケアガイド 日本外来小児科学会 編著 医歯薬出版 家庭医学　小児科学 WS200

70002170 発達障害がよくわかる本 本田秀夫 監修 講談社 発達障害
WS350.
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70001492 ユマニチュードは何が違うか 医学書院 WT155



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001493 ユマニチュードは何が違うか 医学書院 WT155

70001494 認知症でお困りですか? 川畑信也 編著 南山堂 老人性認知症 WT155

70001495 よくわかる認知症ケア 杉山孝博 監修 主婦の友社
老人性認知症　家庭看護
介護福祉

WT155

70001496 家族の認知症に気づいて支える本 斎藤正彦 監修 小学館 WT155

70002162 アルツハイマー病のことがわかる本 新井平伊 監修 講談社 アルツハイマー病 WT155

70002180 認知症 杉山孝博 監修 主婦の友社 認知症 WT155

70001927 人は口から死んでいく 安藤正之 著 自由国民社 口腔衛生 WU113

70002165 100歳まで自分の歯を残す4つの方法 齋藤博 著 講談社 口腔衛生 WU113

70001499 口腔がん,口腔がん検診Q&A 山本浩嗣, 久山佳代 著 医学情報社 口腔癌　癌検診 WU280



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70002202 異なり記念日 齋藤陽道 著 医学書院 WV9

70002173 難聴・耳鳴り・めまいの治し方 小川郁 監修 講談社 難聴　	耳鳴り　	めまい WV258

70000548 また逢えるといいね 田村恵子 著
学研メディカ
ル秀潤社

看護学　ホスピス WY9

70002210 ケアってなんだろう 小澤勲 編著 医学書院 WY9

70002205 摘便とお花見 村上靖彦 著 医学書院 看護師　現象学 WY87

70002201 在宅無限大 村上靖彦 著 医学書院 訪問看護　在宅医療 WY115

70001502 死に向きあって生きる 季羽倭文子 著 講談社 ターミナルケア　がん看護 WY152

70001503 がん闘病中の髪・肌・爪の悩みサポートブック 赤木勝幸, 岩岡ひとみ 著 英治出版
癌　制癌剤　副作用　毛髪
皮膚科学　爪

WY156

70001504 認知症の方の在宅医療 苛原実 編著 南山堂 老人性認知症　	在宅医療 WY200



書籍連番 図書名 著者編者 出版者 内容 分類１

70001505 ここが知りたかった在宅ケアのお薬事情 鉄穴口麻里子, 轡基治 編集 南江堂 医薬品　在宅福祉 WY200

70001507 在宅ホスピスノート 徳永進 著 講談社 在宅ホスピス WY200


