
○患者図書リスト

名　称 出版社

ドラッグストアで買えるあなたに合った薬の選び方を頼れる薬剤師が教えます　 羊土社

増補新版　薬膳・漢方　食材＆食べ合わせ手帖 西東社

そろそろお酒やめようかなと思ったときに読む本　　　　　 青春出版

今日から出来る！暮らしの感染対策バイブル　　　　 主婦の友社

「いのち」が喜ぶ生き方　 青春出版

なんでもできる片まひの生活　くらしが変わる知恵袋　　　　 青海社

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

運動をしなくても血糖値がみるみる下がる食べ方大全　 文藝社

医者が教える50代から始める老けない人の「脳の習慣」　 ディスカバートゥエンティーワン

会話に花が咲くクイズ昭和物語　 みらいパブリッシング

認知症Plus地域共生社会　つながり支え合うまちづくりのために私たちができること　　 日本看護協会出版社

患者がみえる新しい「病気の教科書」かんテキ脳神経　 メディカ出版

ナースが知っておく認知症これだけガイド 学研メディカル秀潤社

川島隆太教授の健康パズル大人の脳活数字パズル 学研プラス

失語症からの言葉ノート～聴く、話す、読む、書く、 楽しみながら言葉がつながる～ コトコ

一流の人はなぜ風邪をひかないのか？～MBA医師が教える本当に正しい予防と対策33～　　　　　　　　 ダイヤモンド社

お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ～簡単おいしくがん＆ウイルス対策～　　 三空出版

各分野の専門医が教えるあなたにとっての最適な　　　「がん治療」がわかる本 日本実業出版社

快適！ストーマ生活第2版　　　　　　　　　　　　　日常のお手入れから旅行まで 医学書院

病気がみえる　Vol.1 消化器　第6版 	医療情報科学研究所

病気がみえる　Vol.７ 脳・神経　第２版 	医療情報科学研究所

病気がみえる　Vol.8 腎・泌尿器　第3版　 	医療情報科学研究所

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

精神科Tomyが教える1秒で不安がふきとぶ言葉　　　　 ダイヤモンド社

最強の人生相談　　　　　　　　　　　　 東洋経済新報社

がん治療を苦痛なく続けるための支持・緩和医療　　　 ライフサイエンス出版

認知症の人を理解したいと思ったとき読む本　　　 大和出版

女性のがんと外見ケア 法研

マンガでわかる！薬のしくみと働き事典 ナツメ社

世界一やさしい！お薬図鑑 新星出版社

今日の治療薬 南江堂

腎機能を自分で高める最強事典（15人の名医が教える特攻セルフケア） マキノ出版

イラスト　みんなの感染症対策 照林社

新しい腸の教科書　健康な体はすべて腸から始まる 池田書店

疲れない大百科ー女性専門疲労外来ドクターが教えるー ワニブックス

脳卒中の再発を防ぐ本 講談社

ブレストフレンド写真集 中外製薬（株）

やさしい膵・胆道がん外来化学療法の自己管理 医療ジャーナル社

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

やせたブタと太ったソクラテス（生活習慣物語） シスメックス

からだのなかの小さな（ひんけつ物語） シスメックス

黒くてあまいサクランボ（A1ｃ物語） シスメックス

レモンちゃんとメロンちゃんの川下り（おしっこ物語） シスメックス

緑の目を持つバッタと水晶を持つ大入道（白血球物語） シスメックス

白い水クモたち（血小板物語） シスメックス

マイクネズミの大冒険（黒いウンチ物語） シスメックス

ルーマばあさんのわるだくみ（ウイルス感染症物語） シスメックス

酒に飲まれた酒神バッカス（酒の害物語） シスメックス

探偵リッキーのがん探し（腫瘍マーカー物語）（２冊） シスメックス
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名　称 出版社

１驚異の小宇宙・人体　生命誕生 NHK出版社

２驚異の小宇宙・人体　しなやかなポンプ（心臓・血管） NHK出版社

３驚異の小宇宙・人体　消化吸収の妙（胃・腸） NHK出版社

４驚異の小宇宙・人体　壮大な化学工場（肝臓） NHK出版社

５驚異の小宇宙・人体　なめらかな連携プレー（骨・筋肉） NHK出版社

６驚異の小宇宙・人体　生命を守る（免疫） NHK出版社

別巻１驚異の小宇宙・人体　CG図鑑 NHK出版社

別巻２驚異の小宇宙・人体　人体データブック NHK出版社

１驚異の小宇宙・人体Ⅱ　脳と心　心が生まれた惑星（進化） NHK出版社

２驚異の小宇宙・人体Ⅱ　脳と心　脳が世界をつくる（知覚） NHK出版社

３驚異の小宇宙・人体Ⅱ　脳と心　人生をつむぐ臓器（記憶） NHK出版社

４驚異の小宇宙・人体Ⅱ　脳と心　人はなぜ愛するか（感情） NHK出版社

５驚異の小宇宙・人体Ⅱ　脳と心　秘められた復元力（発達と再生） NHK出版社

６驚異の小宇宙・人体Ⅱ　脳と心　果てしなき脳宇宙（無意識と創造性） NHK出版社

元気の花束　Living with an ostomy 神戸軽印刷社

ストーマと生きる～若いオストメイトのためのガイドブック～ 神戸軽印刷社

あなたの患者になりたい 　若者の視点で語る医療コミュニケーション 医学書院

病気がみえる　消化器 メディックメディア

病気がみえる　循環器 メディックメディア

病気がみえる　糖尿病・代謝・内分泌 メディックメディア

病気がみえる　呼吸器 メディックメディア

病気がみえる　血液　　2冊 メディックメディア

病気がみえる　免疫・膠原病・感染症 メディックメディア

病気がみえる　脳・神経 メディックメディア

病気がみえる　腎・泌尿器 メディックメディア

病気がみえる　婦人科・乳腺外科 メディックメディア

全部見える　消化器疾患 成美堂出版

全部見える　循環器疾患 成美堂出版

患者と読む、患者に話す脳腫瘍Q＆A メディカ出版

脳神経外科 メディカ出版

やさしい統合失調症の自己管理 医療ジャーナル社

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 医療ジャーナル社

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Q＆A 医療ジャーナル社

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～ 医療ジャーナル社

くすりの地図帳 講談社

病気の地図帳（２冊） 講談社

からだの地図帳（２冊） 講談社

運動療法（高血圧、高脂血症、糖尿病に有益な運動） 医学書院

遊びリテーション 医学書院

老人ケアの社会学 医学書院

在宅ケアへのアプローチ　訪問看護の確率をめざして 医学書院

在宅ケアを知る～その現状と利用者の思い～ メディカ出版

在宅ケア　シルバービジネス メディカ出版

ケアプランなるほどヒント集 日総研

労災重度被災労働者の介護と援護 労働基準調査会

在宅ケアの活きるまち 自治体研究社

脳と心の地形図　思考・感情・意識の深淵に向かって 原書房

こころをとらえるナーシング 星和書店

話しことばの看護論　ターミナルにあわせて 看護の科学社

細胞から生命が見える 岩波新書
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脳死がわかる本 日本メディカルセンター

わかりやすい微生物・感染症学 ヌーヴェルヒロカワ

子どもの看護　こんなときどうするの 医学書院

家庭の健康と医学大百科 社会保険新報社

脊髄損傷者の社会参加マニュアル　（２冊） NPO法人　日本せきずい基金

二分脊椎のライフサポート 文光堂

わかりやすい透析食 ライフサイエンス出版

神経症候学の夢を追いつづけて 悠飛社

抗不安薬の新しい展開 医薬ジャーナル社

打ち明けてくれてありがとう エイズ教育研究会

ニューヨーク発　エイズと共に生きよう 新泉社

ナラティブホームの物語 医学書院

生活の再構築　脳卒中からの復活を支える 仲村書林

膵臓の病気 健康同人社

膵がんと言われたら 健康同人社

2016-2017年度版イラスト図解　医療費のしくみ：診療報酬と患者負担がわかる 日本実業出版社

イライラしない、おこらない　ADHDの人のためのアンガーマネジメント 講談社

認知症の人の不可解な行動がわかる本 講談社

物語　介護保険（上）いのちの尊厳のためのドラマ 岩波書店

物語　介護保険（下）いのちの尊厳のためのドラマ 岩波書店

アレ、アレ・・・が気になったら読む本。早ければ早いほどいい認知症対策！ 健康ジャーナル社

認知症の人のつらい気持ちがわかる本　不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる 講談社

ジュニア版　日本文学名作選　1951～1973　（２４冊） 偕成社

１　次郎物語（第一部） 偕成社

２　わんぱく時代 偕成社

３　野菊の墓 偕成社

４　坊ちゃん 偕成社

１４　山椒大夫・高瀬舟 偕成社

１７　小さき者へ 偕成社

１８　末っ子物語 偕成社

２０　我輩は猫である（下） 偕成社

２１　次郎物語（第二部） 偕成社

２４　子供の四季 偕成社

２６　母のない子と子のない母 偕成社

２７　ゆうれい船（上） 偕成社

２８　ゆうれい船（下） 偕成社

２９　悦ちゃん 偕成社

３０　武蔵野 偕成社

３１　次郎物語（第三部） 偕成社

３９　次郎物語（第四部） 偕成社

４０　次郎物語（第五部） 偕成社

たんぽぽ先生のQ＆Aで身につく在宅報酬の仕組み 日経BP社　【印なし】

障害受容はいのちの受容　頸髄損傷からの社会復帰 ヒポサイエンス

看護のなかの死 日本看護協会出版会【印なし】

表参道日記～その２～ 幻冬舎

ココロブルーと脳ブルー　知っておきたい科学としてのメンタルヘルス 産業医学振興財団

汗にむくいる　徳おこし労相奮戦記 労務行政研究所

がん患者学 晶文社　【印なし】
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Dr山本流　ストレスチェック完全攻略！ 日本医事新報社

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 渡邊清高

いのちの力になりたい９ ナガイレーベン

認知症の介護に役立つハンドセラピー 池田書店

人生100年の習慣 NHK

カンタン解説！改正介護保険2018－19 厚有出版

エイズと闘う　エイズは終わっていない 慶応義塾大学

最高の体調  クロスメディア・パブリッシング

超ストレス解消法　イライラが一瞬で消える 鉄人社

医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 日経BP社

糖尿病のおいしいレシピ300 新星出版社

がんで困ったときに開く本2019 朝日新聞出版社

睡眠と健康＜改訂版＞ 放送大学教育振興会

高次脳機能障害と家族ケア－現代社会を蝕む難病のすべて 講談社

アルコール・薬物・ギャンブルで悩む家族のための7つの対処法 アスクヒューマンケア

動物の伝説 たちばな出版

心は量子で語れるか 講談社

がんを抱えて自分らしく生きたい PHP研究所

緩和ケア医ががんになって 双葉社

もしも一年後、この世にいないとしたら 文響社


