
蔵書分類表　※入院患者さんより貸出希望があった場合は、経営企画課（内線：5101）へ連絡してください 2022.5.2現在

貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

78 貸出可 医学全般 事典・図鑑 人体 大迫力！ポップアップ人体図鑑 ジェニー・マイゼルズ 主婦の友社

157 貸出可 医学全般 事典・図鑑 人体 こども大図鑑　人体 リチャード・ウォーカー 河出書房新社

4 貸出可 医学全般 事典・図鑑 医学 病気がわかる事典 山川　達郎 成美堂出版

147 貸出可 医学全般 予防・健康 健康 北大病院の医療健康セミナー 北海道大学病院 北海道新聞社

289 貸出可 医学全般 予防・健康 健康 楽しくわかる！体のしくみ　からだ事件簿 坂井　建雄　監修 ダイヤモンド社

338 貸出可 医学全般 予防・健康 健康 健康な100歳をめざして 日本赤十字社医療センター 桜の花出版

Ａ３ 171 貸出可 医学全般 予防・健康 口腔ケア 家族のための歯と口の健康百科　新版 伊藤　公一 医歯薬出版

42 貸出可 くすり・検査 くすり 抗癌剤 抗がん剤のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス 学研パブリッシング

39 貸出可 くすり・検査 くすり 薬
メディクイックブック2013年版
第1部　患者さんによくわかる薬の説明　改訂16版

鈴木　康夫 金原出版

38 貸出可 くすり・検査 くすり 薬
薬の手引き2013-14年度版
ホーム・メディカ安心ガイド・病院でもらった薬がわかる

桝淵　幸吉 小学館

40 貸出可 くすり・検査 くすり 薬 ピルブック：薬の事典　改訂第24版　2014年版 橘　敏也 ソシム

281 貸出可 くすり・検査 くすり 薬 失敗から学ぶ薬を使う時の12のルール 齋藤　百枝美、宮本　法子 薬事日報社

296 貸出可 くすり・検査 くすり 薬 キャラ勉！抗菌薬データ
黒山　政一、小原　美江、
村木　優一

羊土社

314 貸出可 くすり・検査 くすり 薬 医者からもらった薬がわかる本 医薬制度研究会 法研

354 貸出可 くすり・検査 くすり 薬 おとなのワクチン 中山　久仁子 南山堂

136 貸出可 くすり・検査 放射線 放射線
イラストでみる「放射線って大丈夫？」
：患者さん・妊婦さんの疑問にどう答えるか

日本放射線公衆安全学会 文光堂

137 貸出可 くすり・検査 放射線 放射線 心配しないでいいですよ　放射線治療　改訂第2版 がん研有明病院放射治療部 真興交易医書出版

158 貸出可 くすり・検査 検査 検査 ミッフィーのよくわかる病院の検査と数値のみかた 奈良　信雄 エクスナレッジ

185 貸出可 くすり・検査 検査 検査 検査でわかることー健康診断・人間ドック（きょうの健康ムック本）NHK出版 NHK出版

267 貸出可 くすり・検査 検査 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） PHP研究所

318 貸出可 くすり・検査 検査 検査 ひと目でわかる検査数値 梅田　悦生 同文書院

170 貸出可 くすり・検査 くすり 漢方薬
漢方薬事典：医師からもらう全１４８処方完全ガイド
：NHKきょうの健康

嶋田　豊 主婦と生活社

288 貸出可 くすり・検査 くすり 漢方薬 皇帝の漢方薬図鑑
木村　美紀　著
三木　謙次　作画

じほう

Ｂ６ 239 貸出可 くすり・検査 サプリメント サプリメント サプリメント健康事典
一般社団法人
日本サプリメント協会

集英社

※　　　は新着図書です
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

77 貸出可 栄養・食事 食事療法
腎臓病
食品成分

腎臓病の人のための早わかり食品成分表 吉田　美香 主婦の友社

164 貸出可 栄養・食事 食事療法 食品成分 食品成分表2014　資料編・本表編 香川　芳子 女子栄養大学出版部

102 貸出可 栄養・食事 食事療法
痛風
食事療法

痛風・高尿酸血症の人のためのおいしい食事自由自在 忍田　聡子 主婦の友社

9 貸出可 栄養・食事 食事療法
胃癌
食事療法

胃を切った人を元気いっぱいにする食事160 長　晴彦 主婦の友社

30 貸出可 栄養・食事 食事療法
癌
食事療法

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 主婦の友社

98 貸出可 栄養・食事 食事療法
大腸癌
食事療法

腸を切った人を元気いっぱいにする食事170 齋藤　典男 主婦の友社

13 貸出可 栄養・食事 食事療法 胃-食事 胃手術後の100日レシピ：退院後の食事プラン 加藤　チイ 女子栄養大学出版部

200 貸出可 栄養・食事 食事療法 メタボ 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
国立病院機構京都医療
センター

セブン&アイ出版

210 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 鎌田式健康ごはん 鎌田　實 マガジンハウス

233 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 安保徹が教える免疫力を10倍高める食べ方 安保　徹 永岡書店

238 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 医師たちが認めた 玄米のエビデンス 渡邊　昌 キラジェンヌ

242 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 腸内フローラ 免疫力アップレシピ 藤田 紘一郎 扶桑社

248 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 有名医師も太鼓判！やせる！健康になる！酢たまねぎ 藤田 紘一郎 扶桑社

86 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 脂質異常症 生活習慣病 15.脂質異常症　コレステロール・中性脂肪が気になる人の食事 多田　則夫 女子栄養大学出版部

304 貸出可 栄養・食事 食事療法 糖尿病 関西電力病院のおいしい糖尿病レシピ 関西電力病院 主婦の友社

321 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 医師が教える発酵食スープ 松生　恒夫 小学館集英社ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ

332 貸出可 栄養・食事 食事療法 食事療法 がんサバイバーの毎日ごはん 千歳はるか 小学館

Ｃ２ 21 貸出可 栄養・食事 高齢者 介護・食事 家庭でできる高齢者ソフト食レシピ2 黒田　留美子 河出書房新社

23 貸出可 がん 一般 癌
がんで「困った」ときに開く本　2013
Q&Aで324の「困った」に即回答！

朝日新聞社編 朝日新聞社

26 貸出可 がん 一般 癌 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

英治出版

24 貸出可 がん 一般 癌 図解がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと 土屋　了介 エクスナレッジ

25 貸出可 がん 一般 癌 がんで不安なあなたへ心のケアの道しるべ 岡村　仁 メディカルトリビューン

146 貸出可 がん 一般 癌 わたしも、がんでした。 国立がん研究センター 日経BP社

189 貸出可 がん 一般 癌 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 主婦の友社

198 貸出可 がん 一般 癌 がんが自然に治る生き方
ケリー・ターナー
 長田美穂 (翻訳)

プレジデント社

228 貸出可 がん 一般 癌 幸せはガンがくれた―心が治した12人の記録 川竹 文夫 創元社

273 貸出可 がん 一般 癌 身近な人ががんになったときに役立つ知識 76 内野　三菜子 ダイヤモンド社

Ｄ１
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

280 貸出可 がん 一般 癌 北海道でがんとともに生きる 大島寿美子　編 寿郎社

302 貸出可 がん 一般 癌 がんはもう痛くない 内富　庸介　編 文藝春秋

312 貸出可 がん 一般 癌 「がん」はなぜできるのか 国立がん研究センター　編 講談社

317 貸出可 がん 一般 癌 日本一まっとうながん検診の受け方、使い方 近藤　慎太郎 日経BP社

328 貸出可 がん 一般 癌 がん治療を苦痛なく続けるための支持・緩和医療 髙橋　孝朗ほか ライフサイエンス出版

6 貸出可 がん 胃 胃癌 胃がん　改訂版  長田美穂 (翻訳) 医療ジャーナル社

7 貸出可 がん 胃 胃癌 ガンを切らずに治す内視鏡治療「ESD」がわかる本 後藤田　卓志 講談社

5 貸出可 がん 胃 胃癌 胃がんの最新治療 比企　直樹 主婦の友社

8 貸出可 がん 胃 胃癌 イラストでわかる胃がん・大腸がん 浦山　雅弘 法研

96 貸出可 がん 大腸 大腸癌 大腸癌　改訂4版 杉原　健一 医療ジャーナル社

97 貸出可 がん 大腸 大腸癌 大腸がん：名医が語る最新・最良の治療 山口　茂樹 法研

160 貸出可 がん 大腸 大腸癌 患者さんのための大腸癌治療ガイドライン　2014版 大腸癌研究会 金原出版

335 貸出可 がん 大腸 大腸癌 大腸がん 最新標準治療とセカンドオピニオン 雜賀 智也 ロゼッタストーン

336 貸出可 がん 大腸 大腸癌 大腸がんと告知されたときに読む本 加藤隆佑 緑書房

347 貸出可 がん 大腸 大腸癌 大腸がん　病後のケアと食事 上野　秀樹 法研

124 貸出可 がん 肺 肺癌 肺がん 加藤　浩史 講談社

180 貸出可 がん 肺 肺癌 肺がんの最新治療 坪井　正博 主婦の友社

213 貸出可 がん 肺 肺癌 患者さんのためのガイドブック　よくわかる肺がんＱ＆Ａ 西日本がん研究機構(ＷＪＯＧ) 金原出版

364 貸出可 がん 肺 肺癌 肺がん 坪井　正博 主婦の友社

114 貸出可 がん 乳房 乳癌 患者さんのための乳がん診療ガイドライン　第3版 日本乳癌学会 金原出版

112 貸出可 がん 乳房 乳癌 乳がん　予防・治療・再発防止がよくわかる本 井本　滋 土屋書店

113 貸出可 がん 乳房 乳癌 イラストでわかる乳がん 佐伯　俊昭 法研

111 貸出可 がん 乳房 乳癌
毎日ムック　乳がんから身を守る本
16人に１人がかかる！告知から手術、心のケアまで

中村　清吾監修 毎日新聞社

262 貸出可 がん 乳房 乳癌 ＮＫＨ健康番組100選　進む　乳がん治療  （DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

306 貸出可 がん 乳房 乳癌 国立がん研究センターの乳がんの本 木下　貴之/田村研治 小学館
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

Ｄ５ 360 貸出可 がん 乳房 乳癌 乳がん術後の心と体を守るダイエット 山内　英子 女子栄養大学出版部

59 貸出可 がん 子宮 子宮癌・卵巣癌
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　第1版

日本婦人科腫瘍学会 金原出版

58 貸出可 がん 子宮 子宮癌 子宮がん 宮城　悦子 主婦の友社

348 貸出可 がん 子宮 子宮癌・卵巣癌 子宮がん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへのドクターズアドバイス竹島　信宏 新興医学出版社

32 貸出可 がん 肝臓 肝臓癌 肝臓がん：名医が語る最新・最良の治療 高山　忠利 法研

100 貸出可 がん 胆道 胆道癌
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へ

がん研究会有明病院 金原出版

209 貸出可 がん 膵臓 膵臓癌 患者さんのための膵がん診療ガイドラインの解説
日本膵臓学会膵癌診療ガイド
ライン改訂委員会

金原出版

270 貸出可 がん 膵臓 膵臓癌
「膵がん」と言われたら…～浸潤性膵管がんを中心に、最新の
検査・治療法を解説。～（お医者さんの話がよくわかるから
安心できる）

跡見　裕、阿部　展次 保健同人社

326 貸出可 がん 胆道・膵臓 胆道・膵臓癌 最先端治療　胆道がん・膵臓がん
国立がん研究センター中央病
院

法研

327 貸出可 がん 肝胆膵がん 肝胆膵がん 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本
国立がん研究センター中央病
院

小学館

363 貸出可 がん 肝胆膵がん 肝胆膵がん 膵臓がん・胆道がん 神澤　輝実 主婦の友社

35 貸出可 がん 緩和ケア 緩和ケア 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
緩和医療ガイドライン委員会

金原出版

34 貸出可 がん 緩和ケア 緩和ケア 音楽で寄り添うということ　ホスピス緩和ケアの音楽療法 新倉　晶子 春秋社

36 貸出可 がん 緩和ケア 緩和ケア がん患者の“幸せな性”―あなたとパートナーのために 
アメリカがん協会編
高橋　都訳

春秋社

67 貸出可 がん その他 白血病 白血病/骨髄異形成症候群 直江　知樹 医療ジャーナル社

127 貸出可 がん その他 白血病 知ってなおす3　マンガ　白血病 壇　和夫 エクスナレッジ

65 貸出可 がん その他 食道癌 食道がんのすべてがわかる本 細川　正夫 講談社

66 貸出可 がん その他 食道癌-食事 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 女子栄養大学出版部

94 貸出可 がん その他 前立腺癌 前立腺がんの最新治療 赤倉　功一郎 主婦の友社

95 貸出可 がん その他 前立腺癌 前立腺がん：名医が語る最新・最良の治療 荒井　陽一 法研

53 貸出可 がん その他 骨髄腫 生きのびるための多発性骨髄腫のハンドブック2010年版 大久保　幾久美 ライフボート

168 貸出可 がん その他 悪性リンパ腫 血液のがんといわれたら… 小澤　敬也、扇　家国 保健同人社

169 貸出可 がん その他 泌尿器癌 患者さんへの説明にそのまま使える！泌尿器がんのすべて 羽渕　友則 メディカ出版

329 貸出可 がん その他 前立腺癌 ロボット手術と前立腺がん 大堀　理 祥伝社

340 貸出可 がん その他 その他 名医の情熱　がん手術のトップランナーたち 宇山　一朗 幻冬舎

蔵書Ｎｏ

Ｄ６

Ｄ７

Ｄ８

Ｄ９

4



貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

43 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 高血圧 高血圧 最新　よくわかる高血圧の治し方 新　啓一郎 主婦の友社

44 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 高血圧 高血圧 高血圧の最新治療 宗像　正徳 主婦の友社

165 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 高血圧 高血圧 やさしい早朝高血圧の自己管理　改訂版 苅尾　七臣 医薬ジャーナル社

62 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 脂質異常症 脂質異常症 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 主婦の友社

87 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 脂質異常症 生活習慣病 脂質異常症・肥満-動脈硬化 荻原　敏男 メディカルビュー社

108 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 糖尿病 糖尿病 新やさしい糖尿病の自己管理 大阪大学医学部付属病院 医療ジャーナル社

107 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 糖尿病 糖尿病 わかりやすい糖尿病テキスト　改訂4版
国立病院機構熊本医療セン
ター糖尿病教室運営委員会

じほう

109 貸出可 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ 糖尿病 糖尿病 3.糖尿病のベストアンサー
「ここが聞きたい名医にQ」
番組制作班

主婦と生活社

299 貸出可 その他医療 その他 糖尿病 1型糖尿病をご存知ですか？ 宮川　高一 ミネルヴァ書房

2 貸出可 感覚器系 皮膚
アトピー性
皮膚炎

アトピー性皮膚炎　改訂版 片山　一朗 医療ジャーナル社

1 貸出可 感覚器系 皮膚
アトピー性
皮膚炎

患者だからわかるアトピー性皮膚炎（患者の会がつくる） 日本アレルギー友の会 小学館

256 貸出可 感覚器系 皮膚 皮膚 ＮＫＨ健康番組100選　皮膚の病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

29 貸出可 感覚器系 眼 眼疾患 白内障・緑内障 ビッセン-宮島　弘子 法研

172 貸出可 感覚器系 予防・健康 眼 １日５分！大人のビジョントレーニング 北出　勝也 講談社

186 貸出可 感覚器系 その他 眼 色の確認表ー先天性色覚異常の方のための 中村かおる, 岡島修 医学書院

252 貸出可 感覚器系 眼 眼疾患 ＮＫＨ健康番組100選　目の病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

253 貸出可 感覚器系 その他 眼 増補改訂版 色弱の子を持つすべての人へ―20人にひとりの遺伝子 栗田 正樹 北海道新聞社

166 貸出可 感覚器系 皮膚 皮膚 皮膚科医が教える本当に正しい足のケア 高山かおる 家の光協会

257 貸出可 感覚器系 手足 手足 ＮＫＨ健康番組100選　手足の病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

204 貸出可 感覚器系 耳 耳 耳トレ!ーこちら難聴・耳鳴り外来です。 中川　雅文 エクスナレッジ

243 貸出可 感覚器系 耳 耳
やさしく理解できるメニエール病(めまいと耳鳴り、難聴)の自己管
理

神崎　仁 医薬ジャーナル社

251 貸出可 感覚器系 耳 耳 ＮＫＨ健康番組100選　耳の病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

226 貸出可 感覚器系 口腔 口腔 ドライマウス―今日から改善、お口のかわき 阪井 丘芳 医歯薬出版

263 貸出可 感覚器系 歯 歯 ＮＫＨ健康番組100選　万病のもと！歯周病　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

Ｆ６ 250 貸出可 感覚器系 鼻 鼻 ＮＫＨ健康番組100選　鼻の病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

Ｆ７ 285 貸出可 感覚器系 咽喉 咽喉 肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山　耕一郎 飛鳥新社

Ｅ１

蔵書Ｎｏ
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

49 貸出可 筋骨格系 膝・股関節 股関節 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 NHK出版

50 貸出可 筋骨格系 膝・股関節 股関節 ひざ痛を治す 宗田　大総監修 NHK出版

31 貸出可 筋骨格系 膝・股関節 関節リウマチ 関節リウマチ 宮坂　信之 医療ジャーナル社

131 貸出可 筋骨格系 膝・股関節 膝関節 2.ひざ痛のベストアンサー
「ここが聞きたい名医にQ」
番組制作班

主婦と生活社

134 貸出可 筋骨格系 膝・股関節 変形性関節症 変形性関節炎（股関節・膝関節）：名医が語る最新・最良の治療 杉山　肇 法研

141 貸出可 筋骨格系 腰椎脊椎 腰痛 腰痛：なぜ治らない　あなたの痛み 菊池　臣一総監修 NHK出版

52 貸出可 筋骨格系 腰椎脊椎 腰 画像ではわからないしつこい腰の痛みを治す本 井須　　豊彦 講談社

90 貸出可 筋骨格系 腰椎脊椎 脊椎疾患 首・肩・腕の痛みとしびれをとる本 井須　　豊彦 講談社

140 貸出可 筋骨格系 腰椎脊椎 腰椎
腰部脊椎狭窄症・腰椎椎間板ヘルニア：名医が語る最新・最良の
治療

高橋　寛 法研

Ｇ３ 132 貸出可 筋骨格系 肘・上腕骨 肘-疾患
肘が痛い方のために診療ガイドラインに基づいた
上腕骨外側上顆炎（テニス肘）ガイドブック

日本整形外科学会診療
ガイドライン委員会

南江堂

Ｇ４ 181 貸出可 筋骨格系 肩関節 肩 肩こりにさよなら！ 竹井　仁 自由国民社

54 貸出可 筋骨格系 その他 骨粗鬆症 骨粗鬆症の最新治療 石橋　英明 主婦の友社

101 貸出可 筋骨格系 その他 痛風 痛風・高尿酸血症　正しい治療がわかる本 川合　眞一 法研

249 貸出可 筋骨格系 その他 ベーチェット
眼・口・皮膚・外陰部の炎症をくり返す―ベーチェット病難病と
「いっしょに生きる」ための検査・治療・暮らし方ガイド

石ヶ坪　良明 保健同人社

91 貸出可 呼吸器系 喘息 喘息
患者だからわかる成人・小児ぜんそく
：患者の会がつくる素朴な質問から治療法まで

日本アレルギー友の会 小学館

92 貸出可 呼吸器系 喘息 喘息 ぜんそく正しい治療がわかる本 足立　満 法研

125 貸出可 呼吸器系 COPD 肺疾患 COPDの最新治療　慢性塞栓性肺疾患　タバコの生活習慣病 木田　厚瑞 主婦の友社

51 貸出可 呼吸器系 COPD 呼吸器疾患
呼吸を楽にして健康増進：呼吸のセルフマネジメント
慢性呼吸器疾患の患者さんとご家族のためのガイドブック

福地　義之助
植木　純（監修）

照林社

337 貸出可 呼吸器系 肺炎 肺炎 肺炎に殺されない! 36の習慣 生島 壮一郎 すばる舎

234 貸出可 呼吸器系 予防・健康 禁煙 禁煙セラピー＋ アレン・カー ロングセラーズ

284 貸出可 呼吸器系 予防・健康 禁煙 頑張らずにスッパリやめられる禁煙 川井　治之 サンマーク出版

Ｈ３ 231 貸出可 呼吸器系
睡眠時無呼吸
症候群

睡眠時無呼吸
症候群

図解　睡眠時無呼吸症候群を治す！　最新治療と正しい知識 白濱　龍太郎監修 日東書院

79 貸出可 循環器系 心臓 心房細動 心房細動に悩むあなたへ 山下　武志 NHK出版

68 貸出可 循環器系 心臓 心筋梗塞 世界で一番やさしい　心筋梗塞 一色　高明 エクスナレッジ

Ｇ２

Ｇ９

Ｈ１

Ｈ２

Ｊ１

蔵書Ｎｏ

Ｇ１
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

69 貸出可 循環器系 心臓 心臓 図解でわかる心臓病 中村　正人 主婦の友社

71 貸出可 循環器系 心臓 心臓疾患 狭心症・心筋梗塞 川名　正敏 法研

72 貸出可 循環器系 心臓 心臓疾患 イラストでわかる心臓病 伊東　春樹 法研

73 貸出可 循環器系 心臓 心臓病 快速まるわかり　不整脈・心臓病の治療と暮らし方 伊東　春樹 法研

182 貸出可 循環器系 心臓 心臓弁膜症 完全図解　よくわかる心臓弁膜症 加瀬川　均 講談社

343 貸出可 循環器系 心臓 心臓 心臓病のすべて 中村　正人 主婦の友社

110 貸出可 循環器系 血管 動脈硬化 ストーリーでよくわかる！閉塞性動脈硬化症 一色　高明 エクスナレッジ

63 貸出可 循環器系 血管 下肢静脈瘤 下肢静脈瘤 保坂　純郎 主婦の友社

Ｋ１ 116 貸出可 女性総合 妊娠出産 妊娠 35歳からの妊娠・出産 中山　摂子 講談社

60 貸出可 女性総合 子宮 子宮筋腫 子宮筋腫 佐藤　孝道 主婦の友社

61 貸出可 女性総合 子宮 子宮内膜症 子宮内膜症 百枝　幹雄 主婦の友社

143 貸出可 女性総合 卵巣 卵巣 卵巣の病気・月経の不順から卵巣がんまで 上坊　敏子 講談社

258 貸出可 女性総合 卵巣 月経痛 月経困難症―月経痛とその関連疾患を知る 百枝 幹雄 医薬ジャーナル社

Ｋ４ 202 貸出可 女性総合 その他 更年期障害 ホントはこわい更年期障害35の対策 福田　千晶（監修） 日東書院本社

126 貸出可 女性総合 その他 排尿障害 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 NHK出版

142 貸出可 女性総合 その他 予防接種 お母さんのためのワクチン接種ガイド：VPDって何？改訂版 薗部　友良 日経メディカル開発

115 貸出可 女性総合 その他 尿 女性の頻尿・尿失禁 高橋　悟 法研

55 貸出可 女性総合 その他 骨盤 女性なら知っておきたい骨盤臓器脱 島田　誠 メディカルトリビューン

10 貸出可 小児・育児 育児 育児 緊張して失敗する子どものためのリラックス・レッスン 有光　興記 講談社

11 貸出可 小児・育児 育児 育児 3歳までの子育てに大切なたった5つのこと 佐々木　正美 講談社

12 貸出可 小児・育児 育児 育児 0歳の赤ちゃんの気持ちがわかる本 小西　行郎 講談社

206 貸出可 小児・育児 育児 口腔 ０歳からの口腔育成 朝田　芳信 中央公論新社

342 貸出可 小児・育児 育児 育児 すくすく赤ちゃん 田原　卓浩、吉永　陽一郎他 保健同人社

Ｌ２ 156 貸出可 小児・育児 育児 小児救急 きゅうきゅうばこ 山田　真、柳生　弦一郎 福音館書店

Ｌ３ 162 貸出可 小児・育児 病気全般 病気全般 赤ちゃんの病気大全科 主婦の友社 主婦の友社

Ｊ１

Ｋ２

Ｋ９

Ｌ１

Ｋ３

蔵書Ｎｏ
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

64 貸出可 小児・育児 その他 小児喘息 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　2012 西間　三響 協和企画

37 貸出可 小児・育児 その他 起立性調節障害 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 田中　英高 講談社

85 貸出可 小児・育児 その他 ストレス 子どもの心をストレスから守る本 笠原　麻里 講談社

14 貸出可 消化器系 胃腸 胃食道逆流症 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 南江堂

41 貸出可 消化器系 胃腸 クローン病 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 南江堂

178 貸出可 消化器系 胃腸 過敏性腸症候群 過敏性腸症候群の治し方がわかる本 伊藤　克人 主婦と生活社

28 貸出可 消化器系 肝臓 肝疾患 やさしい高齢者肝疾患の自己管理　改訂版 八橋　弘 医療ジャーナル社

33 貸出可 消化器系 肝臓 肝臓病 図解でわかる肝臓病 渡辺　純夫 主婦の友社

27 貸出可 消化器系 肝臓 肝硬変 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 南江堂

81 貸出可 消化器系 胆・膵 膵臓 膵臓・胆のう・胆管の病気の最新治療 白鳥　敬子 主婦の友社

80 貸出可 消化器系 胆・膵 膵炎 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 南江堂

99 貸出可 消化器系 胆・膵 胆石症 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 南江堂

82 貸出可 消化器系 胆・膵 膵臓 膵臓の病気　第4版 小泉　勝 保健同人社

264 貸出可 消化器系 胆・膵 膵臓 ＮＫＨ健康番組100選　早く気づきたい！すい臓の病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

135 貸出可 消化器系 その他 便秘 ひどい便秘の治し方 松生　恒夫 講談社

212 貸出可 消化器系 その他 便秘 腸が若返る新・健康法　10分のゴロ寝で10年長生きできる 瓜田　純久 扶桑社

70 貸出可 腎・泌尿器系 腎臓 腎臓 やさしい慢性腎臓病の自己管理　改訂3版 今井　圓裕 医療ジャーナル社

74 貸出可 腎・泌尿器系 腎臓 腎臓病 世界で一番やさしい　腎臓病 飯野　靖彦 エクスナレッジ

75 貸出可 腎・泌尿器系 腎臓 腎臓病 慢性腎臓病の悪化を防ぐ本 酒井　紀 講談社

76 貸出可 腎・泌尿器系 腎臓 腎臓病 9.腎臓病のベストアンサー
「ここが聞きたい名医にQ」
番組制作班

主婦と生活社

303 貸出可 腎・泌尿器系 腎臓 腎臓病 腎臓病をよく知りともに闘っていく本 岩崎　滋樹 桜の花出版

Ｎ２ 93 貸出可 腎・泌尿器系 前立腺 前立腺 前立腺の病気 村石　修 法研

Ｎ３ 104 貸出可 腎・泌尿器系 透析 透析 透析療法　改訂3版 大平　整爾 医療ジャーナル社

蔵書Ｎｏ

Ｍ２

Ｍ３

Ｎ１

Ｍ１

Ｌ９

Ｍ９

8



貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

105 貸出可 腎・泌尿器系 透析 透析 やさしい透析患者のための自己管理　改訂4版 秋澤　忠男 医療ジャーナル社

227 貸出可 腎・泌尿器系 全般 全般 「気持ちいいオシッコ」のすすめ 渋谷　秋彦 現代書林

3 貸出可 精神・神経系 依存症
アルコール
依存症

アルコール依存症から抜け出す本 樋口　進 講談社

15 貸出可 精神・神経系 依存症 依存症 ネット依存症のことがよくわかる本 樋口　進 講談社

16 貸出可 精神・神経系 依存症 依存症 ダイエット依存症 水島　広子 講談社

19 貸出可 精神・神経系 うつ病 うつ病 うつ病の人の気持ちがわかる本 大野　裕 講談社

17 貸出可 精神・神経系 うつ病 うつ病 うつ病の最新治療 関谷　透 主婦の友社

18 貸出可 精神・神経系 うつ病 うつ病 女性のうつ病 野田　順子 主婦の友社

84 貸出可 精神・神経系 睡眠障害 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） NHK出版

83 貸出可 精神・神経系 睡眠障害 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 講談社

128 貸出可 精神・神経系 発達障害 発達障害 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 講談社

129 貸出可 精神・神経系 発達障害 発達障害 発達障害がある人のためのみるみる会話力がつくノート
柳下　紀子
野波　ツナ（漫画）

講談社

268 貸出可 精神・神経系 発達障害 発達障害 発達障害の子の立ち直り力「レジリエンス」を育てる
藤野　博(監修）
日戸　由刈（監修）

講談社

103 貸出可 精神・神経系 統合失調症 統合失調症 統合失調症患者を支えて生きる家族たち 渡部　和成 星和書店

175 貸出可 精神・神経系 統合失調症 統合失調症 ケースファイルで知る　統合失調症という事実 林　公一 保健同人社

123 貸出可 精神・神経系 パーキンソン病 パーキンソン病 やさしいパーキンソン病の自己管理　改訂版 村田　美穂 医療ジャーナル社

236 貸出可 精神・神経系 パーキンソン病 パーキンソン病 パーキンソン病 武田　篤 医薬ジャーナル社

Ｐ７ 199 貸出可 精神・神経系 脳神経 脳神経 脳の学校ワークブック 
加藤俊徳
たつみなつこ

ポプラ社

88 貸出可 精神・神経系 その他 精神衛生
メンタルサポート教室：ストレス病の予防と治療のための
アプローチ

桃谷　裕子 新興医学出版社

89 貸出可 精神・神経系 その他 精神衛生 心とからだの健康教室：ストレスと病気のガイドブック 桃谷　裕子 新興医学出版社

56 貸出可 精神・神経系 その他 坐骨神経痛 坐骨神経痛 久野木　順一 法研

188 貸出可 精神・神経系 その他 精神衛生 やさしくて、ちょっぴり不器用なあなたに。 宇佐美 百合子 サンクチュアリ出版

260 貸出可 精神・神経系 その他 精神衛生 くまのプーさん 心がふっとラクになる言葉 PHP研究所 PHP研究所

319 貸出可 精神・神経系 その他 精神衛生 自己肯定感がドーンと下がったとき読む本 古宮　昇 すばる舎

Ｐ６

Ｐ５
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Ｐ３
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

Ｐ９ 320 貸出可 精神・神経系 その他 精神衛生 スマホが起こす「自分病」って何？ 和田　秀樹 新講社

118 貸出可 脳血管系 脳卒中 脳梗塞 脳梗塞の予防と再発防止　改訂3版 山口　武典 医療ジャーナル社

119 貸出可 脳血管系 脳卒中 脳梗塞 脳梗塞の防ぎ方・治し方 高木　誠 講談社

120 貸出可 脳血管系 脳卒中 脳卒中 8.脳卒中のベストアンサー
「ここが聞きたい名医にQ」
番組制作班

主婦と生活社

121 貸出可 脳血管系 脳卒中 脳卒中 イラストでわかる脳卒中 下　正宗 法研

46 貸出可 脳血管系 その他 高次脳機能障害 高次脳機能障害のリハビリがわかる本 橋本　圭司 講談社

122 貸出可 脳血管系 その他 脳動脈瘤 脳動脈瘤がみつかったら 上山　博康 講談社

300 貸出可 脳血管系 その他 高次脳機能障害 摂食嚥下ビジュアルリハビリテーション 稲川　利光 学研プラス

201 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ 感染症 耐性菌 読めばわかる！ 耐性菌のお話 小林寅吉 ヴァンメディカル

224 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ 感染症 インフルエンザ おしえて! インフルエンザのひみつ 岡田 晴恵 ポプラ社

230 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ 感染症 ノロウイルス ノロウイルスのノウちゃん 岡田 晴恵 ポプラ社

130 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他 鼻炎 やさしいアレルギー鼻炎の自己管理　改訂版 大久保　公裕 医療ジャーナル社

144 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他
リウマチ
・臎原病

患者さんが知りたいリウマチ・臎原病 香川　英生 現代書林

45 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他 膠原病 新版　膠原病 三森　明夫 主婦の友社

159 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他 アレルギー 食物アレルギーのすべてがわかる本 海老澤　元宏 講談社

177 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他 花粉症 花粉症がみるみるよくなる62の対策 福田　千晶 日東書院本社

211 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他 夏バテ ホントはこわい夏バテ51の対策 福田　千晶 日本書院本社

255 貸出可 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ その他
甲状腺
・間接リウマチ

ＮＨＫ健康番組100選　甲状腺の病気・間接リウマチの病気　（DVD) ＮＨＫエデュケーショナル ＮＨＫエンタープライズ

20 貸出可 高齢者総合 介護 介護 ＮＨＫきょうの健康　寝たきりを防ぐ！ロコモ体操 中村　耕三 NHK出版

22 貸出可 高齢者総合 介護 介護予防 やさしい高齢者の健康教室 大内 尉義 医療ジャーナル社

355 貸出可 高齢者総合 介護 介護予防 筋肉は若返る！ 太田　博明 さくら舎

356 貸出可 高齢者総合 介護 介護予防 高血圧でもフレイルは防げる 原田　和昌 小学館クリエイティブ

359 貸出可 高齢者総合 介護 介護予防 新しん健康体操　健康寿命がのびる体づくり 西山　剛史 吉備人出版

117 貸出可 高齢者総合 認知症 認知症 老年病・認知症　改訂版 荻原　敏男 メディカルビュー社

205 貸出可 高齢者総合 認知症 認知症 旅のことば　認知症とともによりよく生きるためのヒント 井庭崇、岡田誠 丸善出版

Ｑ１

蔵書Ｎｏ
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

241 貸出可 高齢者総合 認知症 認知症 認知症に負けないために 知っておきたい、予防と治療法 梶川 博 幻冬舎

279 貸出可 高齢者総合 認知症 認知症 よくわかる高齢者の認知症とうつ病:正しい理解と適切なケア 長谷川　和夫、長谷川　洋 中央法規

282 貸出可 高齢者総合 認知症 認知症
知っておきたい75歳からの運転免許
-認知機能検査と診断のしくみ-

社会保険研究所 社会保険研究所

361 貸出可 高齢者総合 認知症 認知症 なぜ認知症のある人とうまくかかわれないのか？ 石原　哲郎 中央法規

Ｓ３ 161 貸出可 高齢者総合 在宅リハビリ 在宅リハビリ 家庭でできるリハビリテーション　新版 隆島　研吾 法研

Ｓ４ 167 貸出可 高齢者総合 排泄ケア 排泄ケア 高齢者と家族のためのはじめての排泄ケア ユニチャーム排泄ケア研究所
幻冬舎メディアコンサル
ティング

Ｚ１ 47 貸出可 その他医療 甲状腺 甲状腺疾患 甲状腺の病気の最新治療 伊藤　公一 主婦の友社

139 貸出可 その他医療 頭痛・めまい めまい 不安解消！めまい 池園　哲郎 NHK出版

106 貸出可 その他医療 頭痛・めまい 頭痛 こうして治す片頭痛：薬物乱用頭痛といわれたら 寺本　純 講談社

138 貸出可 その他医療 頭痛・めまい めまい めまい難聴耳鳴の対策 杉本　嘉朗 ルネッサンス・アイ

48 貸出可 その他医療 おしり 肛門疾患 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 朝日新聞社

133 貸出可 その他医療 貧血 貧血 貧血と血液の病気 浦部　晶夫 インターメディカ

57 貸出可 その他医療 おしり 痔 痔の最新治療 平田　雅彦 主婦の友社

269 貸出可 その他医療
冷え性・貧血・
低血圧

冷え性・貧血・
低血圧

冷え症・貧血・低血圧― カラー 冷え改善レシピつき 南雲　久美子 主婦の友社

362 貸出可 その他医療 血圧 血圧 血圧リセット術 市原　淳弘 世界文化社

145 貸出可 その他医療 その他 リンパ浮腫 イラストでわかるリンパ浮腫 廣田　彰男 法研

176 貸出可 その他医療 その他 風邪 『風邪クルズス』 名郷　直樹 メディカルサイエンス社

283 貸出可 その他医療 その他 救急 カンタン！救急蘇生　動画でわかる胸骨圧迫＆AED 小林　正直、石見　拓 学研プラス

298 貸出可 その他医療 その他 リンパ浮腫 リンパ浮腫を自分でケアする 廣田　彰男 ・　佐藤佳代子 主婦の友社

372 貸出可 その他医療 その他 その他 札幌医科大学付属病院の最新医療 バリューメディカル

148 貸出可 写真集 その他 その他 室蘭の記憶-写真で見る140年 北海道新聞社新聞社

149 貸出可 写真集 その他 その他 ロマンティック世界遺産 アフロ パイインターナショナル

150 貸出可 写真集 その他 その他 建築する動物
スペースシャワーネット
ワーク

151 貸出可 写真集 その他 その他 世界の絶景さんぽ H.I.S. 二見書房

152 貸出可 写真集 その他 その他 イタリアの猫 岩合 光昭 新潮社

153 貸出可 写真集 その他 その他 笑顔のどうぶつ園 松原卓二 メディアファクトリー

154 貸出可 写真集 その他 その他 月刊　新医療 エム・イー振興協会

Ｘ１

Ｓ２

Ｚ９

蔵書Ｎｏ
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

155 貸出可 写真集 その他 その他 旭山動物園　ほっきょくぐまの物語 西村 孝明, 今津 秀邦
エムジー・コーポレーショ
ン

173 貸出可 写真集 その他 その他 室蘭　山口一彦写真集 山口　一彦 誠文堂新光社

179 貸出可 写真集 その他 その他 室蘭の顔－風の人土の人　山口一彦写真集 山口　一彦 北海印刷

184 貸出可 水彩画集 その他 その他 三浦孝志絵画集 三浦　孝志 三浦　孝志

220 貸出可 写真集 その他 その他 のせ猫プレミアム SHIRONEKO 宝島社

221 貸出可 写真集 その他 その他 人生はもっとニャンとかなる! 　 水野 敬也、長沼 直樹 文響社

222 貸出可 写真集 その他 その他 花言葉「花図鑑」 夏梅 陸夫 BBC

223 貸出可 写真絵本 その他 その他 いぬ―どうぶつしゃしんえほん U.F.P.写真事務所 ポプラ社

265 貸出可 写真集 その他 その他 日本の神社 宝島社

266 貸出可 写真集 その他 その他 家紋の本 【江戸大名家紋シール付き】 宝島社

271 貸出可 写真集 その他 その他 いますぐ行きたい！日本の世界遺産 山本　厚子 株式会社エクスナレッジ

290 貸出可 写真集 その他 その他 洞爺湖物語　The Story of Lake Toya 田中　正文 北海道新聞社

294 貸出可 写真集 その他 その他 視力がぐーんとよくなる写真 本部　千博 マキノ出版

322 貸出可 写真集 その他 その他 北海道を走る　蒸気機関車写真集Ⅰ 山田　しげき ｷｬﾉﾝｲﾒｰｼﾞｹﾞｰﾄｳｪｲ

346 貸出可 写真集 その他 その他 日本の絶景大辞典1000 朝日新聞出版 朝日新聞出版

357 貸出可 写真集 その他 その他 ちいさな花言葉・花図鑑 宇田川　佳子 ユーキャン

365 貸出可 写真集 その他 その他 写真アルバム　胆振・日高の昭和 いき出版

163 貸出可 記念史 その他 その他 医療法人社団新日鐵室蘭総合病院　五十年史 新日鐵室蘭総合病院 新日鐵室蘭総合病院

311 貸出可 記念史 その他 その他 炎とともに～富士製鐵株式會社史 新日本製鐵株式会社 大日本印刷株式会社

190 貸出可 郷土史 その他 その他 茂呂瀾　室蘭地方史研会　49号 室蘭地方史研究会 室蘭地方史研究会

191 貸出可 郷土史 その他 その他 きらん　室蘭入門書 きらん出版会 きらん出版会

193 貸出可 郷土史 その他 その他 新室蘭市史　第一巻 室蘭市史編さん委員会 室蘭市役所

194 貸出可 郷土史 その他 その他 新室蘭市史　第二巻 室蘭市史編さん委員会 室蘭市役所

195 貸出可 郷土史 その他 その他 MURORAN/'74 室蘭市 室蘭市

196 貸出可 郷土史 その他 その他 室蘭 室蘭市 室蘭市

197 貸出可 郷土史 その他 その他 躍動する室蘭 北海道胆振支庁 北海道胆振支庁

Ｘ１
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

208 貸出可 画集 その他 その他 佐久間　恭子　～思い出テーブル・街並みの詩～ 佐久間　恭子 (有)室蘭ＰＲ

215 貸出可 郷土史 その他 その他 特版　白鳥大橋② 一戸　豊信 室蘭民報社

217 貸出可 郷土史 その他 その他 特版　白鳥大橋④　完成記念号 一戸　豊信 室蘭民報社

245 貸出可 郷土史 その他 その他 茂呂瀾　室蘭地方史研会　50号 室蘭地方史研究会 室蘭地方史研究会

261 貸出可 郷土史 その他 その他 室蘭のイラスト200景 寺地　憲一

274 貸出可 郷土史 その他 その他 Photo Book むろらんの建物　～Part1～ 山田　正樹
むろらん・てつのまち写真
館

292 貸出可 郷土史 その他 その他 茂呂瀾　室蘭地方史研会　51号 室蘭地方史研究会 室蘭地方史研究会

301 貸出可 郷土史 その他 その他 茂呂瀾　室蘭地方史研会　52号 室蘭地方史研究会 室蘭地方史研究会

367 貸出可 郷土史 その他 その他 茂呂瀾　室蘭地方史研会　55号 室蘭地方史研究会 室蘭地方史研究会

275 貸出可 郷土史 その他 その他 Photo Book むろらんの建物　～Part2～ 山田　正樹
むろらん・てつのまち写真
館

276 貸出可 郷土史 その他 その他 Photo Book むろらんの建物　～Part3～ 山田　正樹
むろらん・てつのまち写真
館

174 貸出可 医療関連 その他 救急 青森ドクターヘリ劇的救命日記 今　明秀 毎日新聞社

183 貸出可 その他 その他 その他 温泉遺産の旅 奇跡の湯 ぶくぶく自噴泉めぐり 竹井　仁 自由国民社

187 貸出可 その他 その他 その他 1%の力 鎌田 實 河出書房新社

207 貸出可 その他 その他 その他 がまんしなくていい 鎌田　實 集英社

237 貸出可 その他 その他 その他 戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明 小学館

240 貸出可 その他 その他 その他 いのちの苦しみは消える: 医師で僧侶で末期がんの私 田中 雅博 小学館

244 貸出可 その他 その他 その他 ホスピタルギャラリー 坂東　孝明 武蔵野美術大学出版局

254 貸出可 その他 その他 その他 10分で描けるセラピーアート入門 江村　信一、西川　眞知子
ジェイティビィ
パブリッシング

272 貸出可 その他 その他 その他 温泉はなぜ体にいいのか 松田　忠徳 平凡社

277 貸出可 その他 その他 その他 ガン入院オロオロ日記 東海林　さだお 文藝春秋

278 貸出可 その他 その他 その他 ママ、死にたいなら死んでもいいよ 岸田　ひろ実 致知出版社

287 貸出可 その他 その他 その他 原千晶39歳　がんと私、明日の私、キレイな私。 原　千晶 光文社

295 貸出可 その他 その他 その他
医療事務の現場で役に立つ　外国人患者の接遇と会話
[英語・中国語・韓国語対応]

医療事務総合研究会 秀和システム

Ｘ２
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

297 貸出可 その他 その他 その他 「わがまま」のつながり方 鎌田　實 中央法規

305 貸出可 その他 その他 その他 ホロホロ日記 せきね　かつじ ブロートン企画

307 貸出可 その他 その他 その他 あの人ががんになったら 桜井　なおみ 中央公論新社

313 貸出可 その他 その他 その他 もはやこれまで 栗田 英司 星湖舎

316 貸出可 その他 その他 その他 医者が教える　最強の温泉習慣 一石　栄一郎 扶桑社

330 貸出可 その他 その他 その他 樹木希林　１２０の遺言 樹木希林 宝島社

331 貸出可 その他 その他 その他 ホスピタリティ・アートプロジェクト 高田　重男・横川義正 新潮社

333 貸出可 その他 その他 その他 さわこのじてん 今　美幸・今　佐和子 北海道新聞社

341 貸出可 その他 その他 その他 生きていくあなたへ　105歳どうしても遺したかった言葉 日野原　重明 幻冬舎

345 貸出可 その他 その他 その他 ありがとう。ママはもう大丈夫だよ 武藤　あずさ ライトワーカー

349 貸出可 その他 その他 その他 ぐりとぐら なかがわえりことおおむらゆりこ福音館書店

350 貸出可 その他 その他 その他 バスがきました 三浦　太郎 童心社

351 貸出可 その他 その他 その他 ひらがなだいぼうけん 宮下　すずか 偕成社

352 貸出可 その他 その他 その他 うずらちゃんのかくれんぼ きもと　ももこ 福音館書店

353 貸出可 その他 その他 その他 きんぎょがにげた 五味　太郎 福音館書店

358 貸出可 その他 その他 その他 海の見える病院 辰野　哲郎 医薬経済社

203 貸出可 マンガ その他 その他 珈琲一杯の元気 岡希太郎 、Alto、木寺良一 医薬経済社

315 貸出可 マンガ その他 その他 ふんばれ、がんばれ、ギランバレー！ たむら　あやこ 講談社

339 貸出可 マンガ その他 その他 乳酸菌のひみつ おだぎ　みを 学研

366 貸出可 マンガ その他 その他 ポテトスナックここが知りたい！ くろにゃこ、大畑　英明 文藝春秋企画出版部

368 貸出可 マンガ その他 その他 アイスクリームここが知りたい！ みずなともみ、大畑　英明 文藝春秋企画出版部

369 貸出可 マンガ その他 その他 ほたてのひみつ YHB編集企画 学研プラス

370 貸出可 マンガ その他 その他 秋さけのひみつ YHB編集企画 学研プラス

371 貸出可 マンガ その他 その他 こんぶのひみつ YHB編集企画 学研プラス

218 貸出可 雑誌 その他 その他 週刊ダイヤモンド（特大号） 株式会社ダイヤモンド 株式会社ダイヤモンド

219 貸出可 雑誌 その他 その他 ＨＯ[ほ](vol.94) ぶらんとマガジン社 ぶらんとマガジン社

259 貸出可 雑誌 その他 その他 ＨＯ[ほ](vol.108) ぶらんとマガジン社 ぶらんとマガジン社

Ｘ４
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貸出可否 大分類 細目 小分類 書名 著者名 出版社

310 貸出可 雑誌 その他 その他 ＨＯ[ほ](vol.129) ぶらんとマガジン社 ぶらんとマガジン社

334 貸出可 雑誌 その他 その他 ＨＯ[ほ](vol.140) ぶらんとマガジン社 ぶらんとマガジン社

344 貸出可 雑誌 育児 育児 tocotoco(ﾄｺﾄｺ） 第一プログレス 第一プログレス

Ｘ６ 246 貸出可 ぬり絵 ぬり絵 ぬり絵 自律神経を整えるぬり絵 小林 弘幸 アスコム

Ｘ７ 247 貸出可 災害対策 食事 食事 「もしも」に備える食　災害時でも、いつもの食事を 石川　伸一、今泉　マユ子 清流出版

225 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 聞くだけで自律神経が整うＣＤブック 小林 弘幸 アスコム

229 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 自律神経の名医がつくった ぐっすり眠るためのＣＤブック 小林 弘幸 アスコム

232 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 聴くだけで不調が消える 水琴の音CDブック 大橋　智夫 学研パブリッシング

286 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 ほすぴたるcooking　腎臓病対策料理　Vol.1 札幌南一条病院 札幌南一条病院

291 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 洞爺湖物語 太田　亜紀子 有限会社メディアライズ

293 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 ほすぴたるcooking　腎臓病対策料理　Vol.2 札幌南一条病院 札幌南一条病院

308 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 ほすぴたるcooking　腎臓病対策料理　Vol.3 札幌南一条病院 札幌南一条病院

309 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 ほすぴたるcooking　腎臓病対策料理　Vol.4 札幌南一条病院 札幌南一条病院

323 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 手紙　～亡き人と愛する人への祈り～ 太田　亜紀子 メディアライズ

324 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 ほすぴたるcooking　腎臓病対策料理　Vol.5 札幌南一条病院 札幌南一条病院

325 貸出可
ＤＶＤ・ＣＤ
ＣＤブック

その他 その他 ほすぴたるcooking　腎臓病対策料理　Vol.6 札幌南一条病院 札幌南一条病院

患者図書室はぁと
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