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●糖尿病を知る

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

糖尿病治療の手びき 患者さんとその家族のための 改訂第55版 南江堂 2011年6月 493.12/ﾆﾎ

糖尿病のすべてがわかる本DIABETES BOOK改訂新版 学研 2008年7月 493.12/ﾔｻ

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック  学研メディカル秀潤社 2010年9月 493.12/ｵﾁ

進化医学からわかる肥満・糖尿病・寿命 岩波書店 2008年1月 493.12/ｲﾑ

高血圧・糖尿病 生活習慣病 予防とつきあい方シリーズ 改訂版 メディカルレビュー社 2009年10月 493.25/ｵｷ

糖尿病ケアトラブルシューティング そのまま使える回答集 患者さんのお悩み解
決

メディカ出版 2010年3月 493.12/ｾｲ

特集記事名（雑誌名） 出版社 発行年月/巻号 当館請求記号

糖尿病のすべて（からだの科学） 日本評論社 2009年5月/261号 Z49-6

●糖尿病を予防したい！

特集記事名（雑誌名） 出版社 発行年月/巻号 当館請求記号

糖尿病予備軍を脱出する！(栄養と料理) 女子栄養大学出版部 2007年11月/173巻11号 Z59-4

ストップ！糖尿病(栄養と料理) 女子栄養大学出版部 2008年11月/74巻11号 Z59-4

まだ間に合う！糖尿病(週刊／東洋経済) 東洋経済新報社 2011年2月5日/6307号 Z33-89

糖尿病の予防と運動の役割(体育の科学) 杏林書院 2009年7月/59巻7号 Z78-5

●特集「糖尿病」展示資料一覧●
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●診療ガイドライン

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2010 南江堂 2010年9月 493.12/ﾆﾎ

●検査値 知って納得！

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

糖尿病患者の検査値ビジュアルノート 難しい検査値もカンタンに解読! 
 

メディカ出版 2011年3月 493.12/ｼﾛ

●糖尿病しっかり自己管理

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

糖尿病の食事療法・運動療法・薬物療法 合併症を防ぐ 主婦の友社 2008年1月 493.12/ｲﾜ

糖尿病を自己管理する本 講談社 2010年11月 493.12/ｶﾄ

60歳からの糖尿病 主婦の友社 2010年1月 493.12/ｻｶ

糖尿病 あなたの医学書 名医の言葉で病気を治す 誠文堂新光社 2008年1月 493.12/ｲﾀ

糖尿病の人のための旅行マニュアル 真興交易(株)医書出版部 2006年7月 493.12/ｶﾝ

図解でわかる糖尿病 血糖値を下げる2週間メソッドつき 主婦の友社 2011年7月 493.12/ｶﾀ

糖尿病レシピ7日間トレーニング 高橋書店 2010年2月 493.12/ﾌｼ

これだけは知っておきたい糖尿病で腎不全にならないために
その管理上の問題点と対策

医薬ジャーナル社 2006年1月 494.93/ｷｯ/
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●糖尿病と賢く付き合う

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

小児糖尿病・ヤング糖尿病 小児1型・2型糖尿病のすべて 主婦の友社 2009年3月 493.93/ﾀｼ

<医師><看護師><患者・家族>による糖尿病の本  岩波書店 2010年6月 493.12/ｻｶ

よくわかる糖尿病  最新版  主婦の友社 2009年10月 493.12/ｽｽ/2009

糖尿病 インフォームドコンセントのための図説シリーズ 医薬ジャーナル社 2009年9月 493.12/ｶﾜ

糖尿病正しい治療がわかる本 EBMシリーズ 法研 2009年8月 493.12/ﾉﾀ

医療における心理行動科学的アプローチ 新曜社 2009年6月 493.12/ﾅｶ

特集記事名（雑誌名） 出版社 発行年月/巻号 当館請求記号

糖尿病・３大合併症と賢く付き合う最新情報 (週刊／エコノミスト) 毎日新聞社
2010年3月22日
/88巻17号臨時増刊

Z33-64

●合併症

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

らくらく入門ナースのための糖尿病合併症30 ぱっとみてわかるイラストつき メディカ出版 2011年4月 492.93/ｲﾅ

糖尿病のフットケア インフォームドコンセントのための図説シリーズ 医薬ジャーナル社 2010年9月 493.12/ｶﾄ

●糖尿病の人のための食事

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

糖尿病食事療法のための食品交換表 活用編 献立例とその応用 文光堂 2007年5月 493.12/ﾆﾎ
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糖尿病性腎症の人の食事 女子栄養大学出版部 2006年3月 494.93/ﾅｶ

かんたんカーボカウント 糖尿病のあなたへ 改訂版 医薬ジャーナル社 2009年5月 493.12/ｵｵ

特集記事名（雑誌名） 出版社 発行年月/巻号 当館請求記号

夏の糖尿病レッスン(栄養と料理) 女子栄養大学出版部 2009年6月/175巻6号 Z59-4

●最近の薬・治療など

書名 出版社 発行年月 当館請求記号

糖尿病に克つ新薬最前線 朝日新書 朝日新聞出版 2010年4月 081.06/ｱｻ/230

糖尿病の最新治療 夢の新薬・夢の新治療  主婦の友社 2010年3月 493.12/ｽｽ

特集記事名（雑誌名） 雑誌名 発行年月/巻号 当館請求記号

規糖尿病治療薬～ＤＰＰ―４阻害薬 (医薬ジャーナル) 医薬ジャーナル社 2009年11月/145巻11号 Z49-3

糖尿病の最新治(からだの科学) 日本評論社 2011年5月/1269号 Z49-6

糖尿病合併症の最新トピックス－腎症・網膜症・神経障害(日経メディカル) 日経ＢＰ社 2011年8月/合特別編集版 Z49-56

糖尿病診療 私のさじ加減(日経メディカル) 日経ＢＰ社 2011年6月/1523号 Z49-56

糖尿病の新診断基準(日経メディカル) 日経ＢＰ社 2010年7月号/特別編集版 Z49-56

新薬続々！変わる糖尿病診療(日経メディカル) 日経ＢＰ社 2009年11月/1504号 Z49-56

糖尿病診療2010(日本医師会雑誌) 日本医師会
2010年10月
/139巻特別号(2)

Z49-22

糖尿病診療の最近の進歩(日本医師会雑誌) 日本医師会 2009年4月/138巻1号 Z49-22
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