
岩手県内図書館連携企画展示「煙に巻かない、たばこの話」
(岩手医科大学附属図書館 矢巾図書館 展示資料)

No. 項目 請求記号 資料情報

1 禁煙 QV137/C22 禁煙セラピーで9割タバコがやめられる / アレン・カー著 ; 阪本章子訳. -- ロングセラーズ, 2008.

2 禁煙 QV137/C83 3週間で、スパッと禁煙! / ピート・コーエン著 ; PHP研究所訳. -- PHP研究所, 2005.

3 禁煙 QV137/N37
明日からタバコがやめられる : 禁煙セルフヘルプブック / 中村正和, 大島明著. -- 改訂新版. -- 法

研, 1999.

4 禁煙 QV137/Sh29
タバコは全身病 : 煙よ!さようなら / [繁田正子, 加冶正行, 加濃正人著] ; 卒煙編. -- 少年写真新聞

社, 2004.

5 禁煙 WF140/Ko54/8
閉塞性肺疾患 / 大田健,永井厚志,飛田渉編集. -- メジカルビュー社, 2002. -- (呼吸器病New

approach ; 8).

6 禁煙 WM290/N77 禁煙指導・支援者のための禁煙科学 / 日本禁煙科学会編. -- 文光堂, 2007.

7 禁煙 WM290/N77(3) 禁煙学 = Tobacco control advocacy / 日本禁煙学会編. -- 改訂3版. -- 南山堂, 2014.

8 禁煙 WM290/Ta33 読む禁煙 / 高橋裕子著. -- 徳間書店, 2004.

9 受動喫煙 QV137/Ki78 喫煙と健康 : 喫煙と健康問題に関する検討会報告書. -- 新版. -- 保健同人社, 2002.

10 受動喫煙 QV137/Ta11
タバコはこんなに害になる : 今すぐ禁煙教育を! / 平山雄著. -- 健友館, 1984. -- (家庭の医学シリ

-ズ ; 11).

11 受動喫煙 WM290/Mi77 一匹狼の国 : 世界の喫煙規制を検証する / 宮本順伯著. -- 中央公論事業出版, 2015.

12 たばこによる害 QV137/Ta11
たばこは全身病 / [エドワード藤本監修]. -- 最新改訂版. -- 少年写真新聞社, 1999. -- (写真を見

ながら学べるビジュアル版 . 新健康教育シリーズ).

13 たばこによる害 QV137/Ta11 たばこは全身病 / [淺野牧茂監修] ; 女性編. -- 少年写真新聞社, 1992.

14 たばこによる害 WF140/Ko54/3
肺癌 / 高橋和久専門編集. -- 中山書店, 2018. -- (呼吸器疾患診断治療アプローチ / 三嶋理晃

総編集 ; 3).

15 たばこによる害 WF658/A86
肺がんがわかる本 : 検査・治療・緩和ケアetc. : 「患者さん」と「ご家族」に知っておいてほしいこと :

専門医が解説する / 浅村尚生ほか著. -- 最新版. -- 法研, 2009.

16 たばこによる害 WF658/Sa19(4)
肺がん / 西条長宏, 加藤治文編. -- 改訂4版. -- 医薬ジャーナル社, 2011. -- (インフォームドコン

セントのための図説シリーズ).

17 たばこによる害 WF658/Ta33 世界で一番やさしい肺がん / 高橋和久著. -- エクスナレッジ, 2010. -- (知ってなおすシリーズ).

18 たばこによる害 WI900/Mi89
消化器疾患・病態のしくみと栄養サポート : 根拠に基づくアプローチ! / 宮沢靖著. -- 日総研出版,

2017.

19 たばこによる害 WJ100/Sh23(2)
腎・泌尿器疾患ビジュアルブック / 渋谷祐子, 志賀淑之編集. -- 第2版. -- 学研メディカル秀潤社,

2017.

20 たばこによる害 WJ300/Ma85
慢性腎臓病(CKD) / 松尾清一編. -- 医薬ジャーナル社, 2010. -- (インフォームドコンセントのため

の図説シリーズ).

21 たばこによる害 WJ300/N77/'18 エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン / 日本腎臓学会編集 ; 2018. -- 東京医学社, 2018.

22 たばこによる害 WJ300/Sa61
CKD早期発見・治療ベストガイド : 寛解につながる慢性腎臓病へのアプローチ / 佐中孜著. -- 医

学書院, 2013.

23 たばこによる害 WU113/Ma86 喫煙と歯肉 : 口からみえるたばこの害 / 松岡晃著 ; : 新装版. -- 医歯薬出版, 2010.
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