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2018年新規配信タイトル 

ウルトラ図解：オールカラー家庭の医学 

18冊 揃価格 同時1アクセス(本体) ： ￥28,600 同時3アクセス(本体) ： ￥86,075 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

最先端治療大腸がん  国立がん研究センター中央病院消化管内科 2018 9784865135053 ¥1,760  ¥5,280  1027190760 

最先端治療乳がん  国立がん研究センター中央病院乳腺外科 2017 9784865132786 ¥2,640  ¥7,920  1026546427 

最先端治療肺がん  国立がん研究センター中央病院 2016 9784865132090 ¥1,980  ¥5,940  1026546402 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

白内障・緑内障 ―視力を失わないための最新知識と治療― ビッセン 宮島 弘子 2018 9784865134438 ¥1,320  ¥3,960  1028304201 

パーソナリティ障害 ―生きづらさ・苦しみを減らすための理解と接し方― 【スマホ・読上付】 林 直樹 2018 9784865134421 ¥1,320  ¥3,960  1027959377 

ADHD ―成人期ADHDの特性を理解して、上手にコントロールしていく― 【スマホ・読上付】 岩波 明 2018 9784865134414 ¥1,320  ¥3,960  1027910670 

前立腺の病気 ―つらい症状を改善して生活の質を向上させる― 【スマホ・読上付】 高橋 悟 2017 9784865132854 ¥1,815  ¥5,445  1027988213 

統合失調症 ―理解を深めて病気とともに歩む― 【スマホ・読上付】 糸川 昌成 2017 9784865132847 ¥1,210  ¥3,630  1026725165 

めまい・耳鳴り ―治療の不安をなくす知識と生活術― 【スマホ・読上付】 古宇田 寛子 2017 9784865132830 ¥1,815  ¥5,500  1026546432 

乳がん ―最新の正しい知識で不安を解消― 【スマホ・読上付】 齊藤 光江 2017 9784865132823 ¥1,815  ¥5,500  1026546431 

歯周病 ―自分の歯を守るメンテナンスと治療の知識― 【スマホ・読上付】 渡辺 久 2016 9784865132816 ¥1,815  ¥5,500  1026546426 

認知症 ―予防・治療から介護まで、知っておきたい最新知識― 【スマホ・読上付】 朝田 隆 2016 9784865132809 ¥1,815  ¥5,500  1026546421 

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― 【スマホ・読上付】 手塚 正樹 2016 9784865132779 ¥1,815  ¥5,500  1026546414 

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― 【スマホ・読上付】 伊藤 公一 2016 9784865132762 ¥1,650  ¥4,950  1026546409 

腰・ひざの痛み ―つらい痛みを軽くする最新治療と暮らしの工夫― 柳本 繁 2016 9784865131703 ¥1,650  ¥4,950  1026546404 

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― 細谷 龍男 2015 9784865131697 ¥1,650  ¥4,950  1026546400 

高血圧・動脈硬化 ―病気を悪化させないための血圧管理と生活処方― 富野 康日己 2015 9784865131680 ¥1,650  ¥4,950  1026546396 

ぜんそく ―咳ぜんそくから重症せんぞく、COPDまで― 足立 満 2015 9784865131673 ¥1,650  ¥4,950  1026546393 

うつ病 ―正しい理解と適切な治療で元気を取り戻す― 野村 総一郎 2015 9784865131666 ¥1,650  ¥4,950  1026546390 

狭心症・心筋梗塞 
 ―進行を予防して、安心して暮らすために― 

同時1アクセス(本体) ¥1,320 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865134445  

著編者名 矢嶋 純二 発行年 2018 商品コード 1028973193 

狭心症、心筋梗塞など心臓の働きに直接関わる冠動脈の疾患は動脈硬化を最大の危険因子とし、知らぬ間に進行していきます。ある日、急に発作を起こ
し、場合によっては命に関わることもある恐ろしい病気です。虚血性心疾患のうち、危険度の高い｢狭心症｣｢心筋梗塞｣について基礎からわかりやすく解説
し、検査から治療、再発予防のための心臓リハビリテーション、生活習慣の改善、また心肺蘇生法やAEDなど緊急時の対応まで、オールカラーの図解を用
いて詳しく説明します。 

坐骨神経痛 
 ―正しい対処で、つらい症状を克服する― 

同時1アクセス(本体) ¥1,320 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865134452  

著編者名 久野木 順一 発行年 2018 商品コード 1028650424 

お尻や足に、しつこい痛みやしびれが起こる坐骨神経痛。腰痛とともに起こることが多く、歩行障害となるケースも見られます。坐骨神経痛の原因となる病
気の代表が「腰椎椎間板ヘルニア」と「腰部脊柱管狭窄症」。適切な治療を受けるためには整形外科を受診して専門医による正しい診断を受けることが大
切。坐骨神経痛の再発や悪化には、日常生活での不適切な姿勢や動作、生活習慣が深くかかわっていて、患者さん自らの生活改善も必要とされます。本
書は坐骨神経痛について、その発症のメカニズムや原因、検査・診断、最新の治療法から日常生活における自己管理までを、順序立ててわかりやすく解説
します。 

国がん中央病院 がん攻略シリーズ 

がんの標準治療の解説はもちろんの
こと、国立がん研究センター中央病院
の各専門領域で行われている研究の
最新情報を詳しく解説。 

3冊揃価格 
同時1アクセス（本体) ： ¥6,380 

同時3アクセス（本体） ： ¥19,140  

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

マンガでわかる認知症の9大法則と1原則 【スマホ・読上付】 杉山 孝博 2017 9784865134063 ¥1,815 ¥5,445 1027988212 

息切れで悩むCOPD  
―酸素療法と呼吸リハビリのすべて :呼吸器ベストドクターが語る― 【スマホ・読上付】 

木田 厚瑞 2017 9784865134056 ¥2,310 ¥6,930 1027988214 

70歳からの筋トレ&ストレッチ 大渕 修一 2017 9784865134087 ¥2,145 ¥6,435 1027988216 

マンガと図解でわかる胃がん・大腸がん ―治療と退院後の安心ガイド― 【スマホ・読上付】 瀬戸 泰之 2017 9784865133851 ¥1,815 ¥5,445 1027988217 

ステージ別腎臓病の治療とケア 
 ―透析療法への進行抑制と心温まる透析ライフ― 【スマホ・読上付】 

富野 康日己 2017 9784865134070 ¥2,145 ¥6,435 1027988218 

65歳からの誤嚥性肺炎のケアと予防 ―9割の人は持病では死なない!― 【スマホ・読上付】 大谷 義夫 2017 9784865134360 ¥2,145 ¥6,435 1027988219 

歯周病が寿命を縮める ―日本人が知っていそうで知らない歯の話― 【スマホ・読上付】 花田 信弘 2017 9784865133820 ¥1,815 ¥5,500 1026546433 

家族が治すうつ病 ―5つのステップ6つの手法― 【スマホ・読上付】 川田 泰輔 2017 9784865133905 ¥1,815 ¥5,500 1026546435 

実例でわかる介護老人保健施設利用の手引き 
 ―老健の赤ひげ先生が教える― 【スマホ・読上付】 

水野 耕作 2017 9784865134049 ¥2,145 ¥6,490 1026546436 

ステロイドがわかる本  
―病気別 : 使い方と副作用の正しい知識―新版 【スマホ・読上付】 

宮坂 信之 2016 9784865132755 ¥2,145 ¥6,490 1026546413 

重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック 【スマホ・読上付】 研友企画出版 2016 9784865132687 ¥2,640 ¥7,920 1026546415 

慢性腎臓病(CKD)進行させない治療と生活習慣 改訂版 【スマホ・読上付】 原 茂子 2016 9784865132748 ¥1,815 ¥5,500 1026546416 

図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 【スマホ・読上付】 永井 正 2016 9784865132731 ¥2,310 ¥6,930 1026546417 

膠原病・リウマチがわかる本 最新版 【スマホ・読上付】 宮坂 信之 2016 9784865132861 ¥2,310 ¥6,930 1026546418 

てんかんが怖くなくなる本 ―正しい知識を身につけ自分に合った治療法を見つける : てん
かんを理解できる!発作をコントロールできる!― 【スマホ・読上付】 

大槻 泰介 2016 9784865132724 ¥2,145 ¥6,490 1026546419 

IBS Irritable bowel syndrome(過敏性腸症候群)を治す本  
―IBSの治療はカンタン!― 【スマホ・読上付】 

水上 健 2016 9784865132878 ¥1,815 ¥5,500 1026546420 

マンガでわかるアスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド 【スマホ・読上付】 福西 勇夫 2016 9784865133035 ¥2,145 ¥6,490 1026546425 

慢性便秘症を治す本  
―原因と正しい対処法を知れば、必ず改善する!― 

同時1アクセス（本体） ¥1,320 

同時3アクセス（本体） ¥3,960 

冊子版ISBN 9784865135473  

著編者名 水上 健 発行年 2018 商品コード 1028304200 

一口に便秘といっても、その症状は人それぞれ。普段快調な人は突然3日出なかったらびっくりしてしまいますし、いつも便秘という人は1週間出ないなん
ていうこともザラ。2017年に慢性便秘症の診療ガイドラインが作成され、これにより日本の医療現場でも便秘に対する治療法が標準化されました。これま
での対処法で効果がなかったという人は、もしかしたら対処法が間違っていた可能性もあります。また、画期的な治療薬も登場しており、治療法に新たな
選択肢が加わっています。大腸内視鏡検査の第一人者である著者が、慢性便秘症の正しい知識・治療と、大腸内視鏡検査の研究によって見つけた「ね
じれ腸」「落下腸」といったトラブルを起こしやすい人の腸の特徴や改善法を、豊富な図解とともにわかりやすく解説します。 

薬はリスク?  
―薬を正しく知るために― 【スマホ・読上付】 

同時1アクセス（本体） ¥2,145 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784865133899  

著編者名 宮坂 信之 発行年 2017  商品コード 1027988210 

薬が持っている本来的な意味を知り、医療専門家と円滑にコミュニケートするためのガイドブック。さらに昨今問題となっている薬をめ
ぐるトピックスについても、日本のリウマチ治療の第一人者であり、PMDA（医薬品医療機器総合機構）の専門委員も務める著者が幅
広く解説。また、注目されているジェネリック医薬品やバイオシミラーの知識などを含め、本当に問題になるのはどのようなことなのか、
患者が知っておくべきことは何かを偏向することなく伝えています。 

大人の"かくれ発達障害"が増えている  
―発達障害は万病のもと!― 【スマホ・読上付】 

同時1アクセス（本体） ¥2,145 

同時3アクセス（本体） ¥6,435 

冊子版ISBN 9784865133882  

著編者名 岩橋 和彦 発行年 2017  商品コード 1027988211 

最近、増えているといわれる「大人の発達障害」。その特徴の一つは思春期以降に様々な二次障害・合併症をおこし、元来の発達障
害が見えにくくなってくること。新型うつ病、躁うつ病、アルコール・薬物・ギャンブル依存などの精神障害、ストーカー、DV、いじめ・虐
待などの問題行動の陰には“発達障害がかくれている”と著者は主張します。本書は、どのようなケースで大人の発達障害を疑い、よ
り正しい診断、治療を受け、さらに生活をより楽にするための対応など、患者とその家族が必要とする知識を一冊にまとめています。 
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