
No. 書誌事項 配置場所 請求記号

1
生活習慣病 : 元気なおとなになるために. -- 大塚製薬, 2011. -- (OTSUKA続まんがヘルシー文庫 / 日本医師会, 日本学
校保健会監修 ; 4 . くらしに身近な病気とケガの巻 ; 4).

一般書 WT500/O88

2
心理学を取り入れた生活習慣病予防プログラム : 学校でできる / 山崎勝之, 藤井誠治, 内田香奈子, 勝間理沙著. -- 東
山書房, 2006.

図書NDC300 374.9/Y43

3
保健指導に求められる個別運動プログラム作成・実践ガイド : 専門職が指導するメタボリックシンドローム・介護予防プ
ログラムとは / 久野譜也編著. -- 杏林書院, 2009.

図書QT QT261/Ku48

4
肥満のスポーツ医学 / 小野三嗣著. -- 朝倉書店, 1982. -- (臨床医のためのスポーツ医学 / 小野三嗣, 鞆田幸徳, 吉村
正蔵編集 ; 1).

図書QT QT261/R45/1

5 科学的根拠に基づくサプリメントの基礎知識 / 堀美智子編集. -- 薬事日報社, 2005. 図書QU QU145/H87

6 食事管理の栄養学 / 井川正治, 稲山貴代著. -- 西村書店, 2002. 図書QU QU145/I31

7 栄養とエピジェネティクス : 食による身体変化と生活習慣病の分子機構 / 小川佳宏 [ほか] 共著. -- 建帛社, 2012. 図書QU QU145/O24

8
アミノ酸と生活習慣病 : 最新アミノグラムで探る「いのち」の科学 / 杤久保修, 安東敏彦著. -- 女子栄養大学出版部,
2010.

図書QU QU60/To15

9 DAG (ジアシルグリセロール) の機能と栄養 / 五十嵐脩 [ほか] 監修. -- 幸書房, 2007. 図書QU QU85/D71

10 からだが錆びる : 酸素ストレスによる生活習慣病 / 菊川清見著. -- 丸善, 1999. -- (健康とくすりシリーズ). 図書QV QV312/Ki25

11
栄養指導・薬剤指導のための生活習慣病治療薬 : 基礎と活用 : 効果・副作用および食品との相互作用 / 城西大学薬学部
医療栄養学科編著 ; 2008. -- カザン, 2008.

図書QV QV38/J76

12
糖尿病・肥満/感染症 : 疾患モデルの作製と利用 / 窪田直人 [ほか] 編集委員. -- エル・アイ・シー, 2012. --
(seriesモデル動物利用マニュアル).

図書QY QY50/To63

13
慢性炎症 : 多様な疾患の基盤病態 生活習慣病,がん,免疫・神経疾患に至る分子メカニズムと診断・治療への応用 / 小川
佳宏[ほか」編集. -- 羊土社, 2011. -- (実験医学 ; Vol.29No.10(2011)).

図書QZ QZ150/O24

14
肥満は進化の産物か? : 遺伝子進化が病気を生み出すメカニズム / 颯田葉子著. -- 化学同人, 2011. -- (DOJIN選書 ;
41).

図書QZ QZ50/Sa89

15 オーダーメイド医療をめざした生活習慣病の遺伝子診断ガイド / 山崎義光著. -- 日本医事新報社, 2008. 図書QZ QZ50/Y43

16 生活習慣病予防マニュアル / 大野良之, 柳川洋編 ; 大野良之 [ほか] 執筆. -- 改訂4版. -- 南山堂, 2005. 図書WA WA108/O67(4)

17
予防医学のストラテジー : 生活習慣病対策と健康増進 / ジェフリー ローズ著 ; 水嶋 春朔[ほか]訳. -- 医学書院,
1998.

図書WA WA108/R72

18 ディジーズ・マネジメントの実際 : 生活習慣病対策の新展開 / 損保ジャパン総合研究所編. -- 日本医学出版, 2009. 図書WA WA108/So42

19
代謝・内分泌 : ネットワークと医薬応用 / 児島将康, 斎藤祐見子, 中里雅光編集. -- 羊土社, 2011. -- (実験医学 ;
増刊 Vol.29, no.5 (2011)).

図書WB WB100/Ko39

20 生活習慣病最新処方例コンパクト / 富野康日己著. -- 医歯薬出版, 2009. 図書WB WB330/To55

21 事例・症例に学ぶ栄養管理 / 中村丁次, 板倉弘重編集. -- 南山堂, 2004. 図書WB WB400/N37

22
食生活の基礎と事例から学ぶ食事支援・指導 / 鈴木志保子編集. -- 中央法規出版, 2009. -- (行動変容につなげる保健
指導スキルアップBook).

図書WB WB400/Su96

23
肥満症・痛風の食事療法 / 医歯薬出版編 ; 井上修二 [ほか] 著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2003. -- (食事療法シリー
ズ / 医歯薬出版編 ; 7).

図書WB WB405/Sh96(2)/7

24
メタボリックシンドロームにおける高尿酸血症の意義とその管理 : 近年の研究からわかってきたこと / 細谷竜男, 下村
伊一郎編集. -- フジメディカル出版, 2010.

図書WD WD200/H95

25
解明が進むメタボリックシンドローム : 脂肪細胞の機能からエネルギー代謝・摂食・心血管系の制御機構,予防と治療ま
で / 春日雅人, 伊藤裕, 箕越靖彦編集. -- 羊土社, 2007. -- (実験医学 ; Vol.25 No.15(2007増刊)).

図書WD WD200/Ka79

26
メタボリックシンドローム予防の健康教育 : 拡大図版 (32枚組) / 岡山明監修. -- 保健同人社, 2007. -- (生活習慣改
善支援シリーズ).

図書WD WD200/O47

27
メタボリックシンドローム予防の健康教育 : 教材を用いた実践的プログラム / 岡山明編著 ; 小久保喜弘, 渡邉至, 三浦
克之著. -- 保健同人社, 2007. -- (生活習慣改善支援シリーズ).

図書WD WD200/O47

28 生活習慣病の分子生物学 / 佐藤隆一郎共著 : 今川正良共著. -- 三共出版, 2007. 図書WD WD200/Sa85

29
メタボリックシンドローム病態の分子生物学 / 下村伊一郎, 松澤佑次編. -- 南山堂, 2005. -- (The frontiers in
medical sciences).

図書WD WD200/Sh53

30 メタボリックシンドロームぷらす : step up 生活習慣改善支援 / 寺本民生編集. -- 南山堂, 2009. 図書WD WD200/Te53

31 肥満の行動療法 / 足達淑子著. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2012. -- (ライフスタイル療法 ; 2). 図書WD WD210/A16(2)

32 肥満脱出大作戦 / 板東浩著. -- 南山堂, 2006. 図書WD WD210/B18

33 現代人のためのウェイトコントロ-ル / 山地啓司,北川薫著. -- 共立出版, 1985. 図書WD WD210/G34

34 肥満 : その心身医学的側面 / アルバ-ト・J.スタンカ-ド著 野上芳美,山口隆訳. -- 金剛出版, 1981. 図書WD WD210/H59

35 肥満とメタボリックシンドローム・生活習慣病 / 井上修二, 上田伸男, 岡純監修. -- 大修館書店, 2011. 図書WD WD210/H59

36 肥満の臨床医学 : 病態・診断・治療 / 池田義雄,井上修二編. -- 朝倉書店, 1985. 図書WD WD210/H59

37 肥満者の脂肪量と体力 / 北川薫著. -- 杏林書院, 1984. 図書WD WD210/H59

38 肥満の医学 / 池田義雄編. -- 日本評論社, 2011. -- (からだの科学primary選書). 図書WD WD210/I32

39 メタボリックシンドロームリスク管理のための健診・保健指導ガイドライン / 門脇孝 [ほか] 編. -- 南山堂, 2008. 図書WD WD210/Ka14
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40 肥満症診療ハンドブック / 蒲原聖可, 砂山聡編著. -- 医学出版社, 2001. 図書WD WD210/Ka41

41
予防医学からみた肥満、糖尿病、がん : メタボリックシンドロームを克服する / 河田純男著. -- 丸善プラネット,
2009.

図書WD WD210/Ka98

42 子どもの肥満 : その予防と治療 / 高石昌弘,高野陽編. -- 有斐閣, 1984. -- (有斐閣選書). 図書WD WD210/Ko21

43 肥満児 : その心理と指導 / 松岡弘著. -- 増補. -- ぎょうせい, 1974.5, 1974. 図書WD WD210/Ma86

44
肥満症・メタボリックシンドローム : 最新診療コンセンサス / 松澤佑次編集. -- 医歯薬出版, 2005. -- (別冊・医学の
あゆみ).

図書WD WD210/Ma93

45
メタボリックシンドローム撲滅運動キャンペーン オフィシャルガイドブック. -- 第2版. -- メタボリックシンドローム
撲滅委員会, 2007-2008.

図書WD WD210/Me81(2)

46
メタボリックシンドローム : 疾患概念から食事療法まで. -- 医歯薬出版, 2006. -- (臨床栄養 ; Vol.108, No.6(2006-
5)臨時増刊).

図書WD WD210/N77

47 肥満症治療ガイドライン / 日本肥満学会肥満症治療ガイドライン作成委員会編集 ; 2006. -- 日本肥満学会, 2006. 図書WD WD210/N77/'06

48 肥満 / 奥田拓道著. -- 化学同人, 1984. -- (Bioscience series : 生命現象への化学的アプローチ). 図書WD WD210/O54

49 肥満症の生活指導 : 行動変容のための実践ガイド / 大野誠 [ほか] 著. -- 医歯薬出版, 2011. 図書WD WD210/O67

50
生活習慣病 (メタボリックシンドローム) / 山東勤弥, 保木昌徳, 雨海照祥編 ; 柏木厚典 [ほか] 執筆. -- 文光堂,
2009. -- (NSTのための臨床栄養ブックレット ; 3 . 疾患・病態別栄養管理の実際).

図書WD WD210/Sa62

51
生活習慣病 (メタボリックシンドローム) / 山東勤弥, 保木昌徳, 雨海照祥編 ; 柏木厚典 [ほか] 執筆. -- 文光堂,
2009. -- (NSTのための臨床栄養ブックレット ; 3 . 疾患・病態別栄養管理の実際).

図書WD WD210/Sa62

52 生活習慣病のくすり / 島田和幸編. -- 日本評論社, 2011. -- (からだの科学primary選書). 図書WD WD210/Sh36

53 小児の肥満 / 村田光範著. -- 医歯薬出版, 1980. -- (小児のメディカル・ケア・シリーズ ; 11). 図書WD WD210/Sh96

54 メタボリックシンドローム解消ハンドブック / 田畑泉編著. -- 杏林書院, 2008. 図書WD WD210/Ta11

55 体脂肪分布 : 腹部型肥満の基礎と臨床 / 下方浩史著. -- 杏林書院, 1993. 図書WD WD210/Ta24

56 薬局でできるメタボ対策サポート : 薬剤師が行う予防・改善支援 / 高木康編著 ; 平野勉 [ほか] 著. -- じほう, 2009. 図書WD WD210/Ta29

57
チームで成功!グループ支援でメタボ予防 / 小路浩子著. -- 診断と治療社, 2008. -- (楽しくてためになる健康教室のつ
くり方 : 現場の保健師が書いた! ; 3).

図書WD WD210/Ta89/3

58 最新メタボリックシンドローム診療マニュアル / 戸邉一之編集. -- 医歯薬出版, 2009. 図書WD WD210/To13

59 これは便利!特定健診・メタボリックシンドロームの基準値 / 富野康日己, 久代登志男編集. -- 南江堂, 2009. 図書WD WD210/To55

60 肥満と運動/身体活動 : 予防と治療効果のエビデンス / 山崎元, 勝川史憲監訳. -- 文光堂, 2002. 図書WD WD210/Y48

61
よくわかる血糖値 : 生活習慣病の最新対策 / 益子茂監修. -- 学習研究社, 2009. -- (暮らしの実用シリーズ ; Healthy
life).

図書WK WK810/Y79

62 生活習慣病リスクと睡眠 : 睡眠医療のはたす役割 / 大川匡子編集. -- 医歯薬出版, 2011. -- (別冊・医学のあゆみ). 図書WM WM188/O46

63 生活習慣改善のための行動療法 / 足達淑子編. -- 第4版. -- 医歯薬出版, 2014. -- (ライフスタイル療法 ; 1). 図書WM WM425/A16(4)

64
小児メタボリックシンドローム / 大関武彦専門編集. -- 中山書店, 2009. -- (小児科臨床ピクシス / 五十嵐隆総編集 ;
6).

図書WS WS200/Sh96/6

65 よくわかる生活習慣病の薬 : カラー図解 / 團野浩著. -- ドーモ, 2010. 図書WT WT500/D38

66
生活習慣病がわかる : 糖尿病・動脈硬化をはじめとする各疾患の分子機構と発症のメカニズム / 春日雅人編. -- 羊土
社, 2005. -- (わかる実験医学シリーズ : 基本&トピックス).

図書WT WT500/Ka79

67
高齢期における生活習慣病. -- 長寿科学振興財団, 2013. -- (Advances in aging and health research / [長寿科学振
興財団編] ; 2012).

図書WT WT500/Ko79

68 落語で学ぶ生活習慣病 / 丹村敏則著. -- 南山堂, 1997. 図書WT WT500/N75

69
生活習慣病の予防と治療 : 運動・食事・薬物療法と効果的なコンビネーションの実際 / 臨床スポーツ医学編集委員会編.
-- 文光堂, 2002. -- (臨床スポーツ医学 ; 2002 vol.19 臨時増刊号).

図書WT WT500/R45

70 生活習慣病の予防と運動 : 健康づくりの指導者のために / 佐藤祐造編. -- 南江堂, 2003. 図書WT WT500/Sa85

71 生活習慣病のしおり ; 2016・17. -- 社会保険出版社, 2016. 図書WT WT500/Se17/'16-'17

72 栄養士と看護師,薬剤師のための生活習慣病ケースファイル / 富野康日己著. -- 中外医学社, 2016. 図書WT WT500/To55

73
Preventive Periodontology : 臨床を支えるサイエンスを知る,唾液検査を活用する,生活習慣病を予防する / 鴨井久一
[ほか] 編集. -- 医歯薬出版, 2007.

図書WU WU240/Ka41

74
住民主体の保健活動と保健師の仕事 : 生活習慣病対策の場合 / 松下拡著. -- 萌文社, 2008. -- (PHNブックレット / 全
国保健師活動研究会企画・編集 ; 4).

図書WY WY106/Ma88

75 インピーダンス法による小児肥満のスクリーニングに関する研究. -- [弘前大学医学部公衆衛生学教室], 1999. 文科省科研費報告書I/08670412

76
成長に伴うBMI曲線を利用した小児期の肥満度評価指標の開発と評価. -- [坂田清美], 2008. -- (科学研究費補助金(基盤
研究C)研究成果報告書 ; 平成18-19年度).

文科省科研費報告書S/18590612

77
小児肥満の要因の解析とその追跡調査研究. -- [角田文男], 1985.3, 1985. -- (科学研究費補助金(一般研究(B))研究成
果報告書 ; 昭和58・59年度).

文科省科研費報告書S/58480202


