
         

患者図書室におすすめの電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能など、
長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークができ、 
サクサク読める無料アプリ登場！ 

精選30タイトル 

同時アクセス１ 

185,680円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0123 
2020年9月 

NEW! 

株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501  Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

患者図書室におすすめする 

電子書籍  
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底本刊行
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アクセス1

本体価
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アクセス2
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アクセス3
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著者 ISBN

医者よ、信念はいらない

まず命を救え！
KP00012622

羊土社 200301 PDF ¥3,960 ¥7,920

中村哲 9784897068398

医療AIの夜明け KP00027278
オーム社 201912 EPUBリフロー ¥4,950 ¥5,940

岡田正彦 9784274224331

ＡＩ　ｖｓ．

教科書が読めない子どもたち
KP00011460

東洋経済新報社 201802 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

新井紀子 9784492762394

世界で一番美しい深宇宙図鑑 KP00024798
創元社 201812 EPUB(固定

レイアウト）

¥12,540 ¥18,810

ホバート・スヒリング【著】

生田ちさと【監修】武井摩利【訳】
9784422450018

日本の色図鑑 KP00022709
マイルスタッフ 201805 EPUB(固定

レイアウト）

¥5,940 ¥11,880

吉田雪乃【監修】松尾ミユキ【絵】 9784295401759

Slack&Zoom&Trello

テレワーク基本＋活用ワザ
KP00030732

インプレス 202007 PDF ¥4,884 ¥9,768

大野浩誠/野上誠司 9784295008972

できる　テレワーク入門 KP00030098
インプレス 202005 PDF ¥5,214 ¥10,428

法林岳之/清水理史/

できるシリーズ編集部
9784295008866

医療現場で役立つ知識！8ヶ国語対応

医療通訳学習ハンドブック
KP00031058

明石書店 202006 PDF ¥7,920

G．アビー・ニコラス・フリュー/

一枝あゆみ/岩本弥生/

西村明夫/三木紅虹

9784750350417

大人のためのメルカリ入門 KP00030335
マイナビ出版 202004 PDF ¥2,420 ¥6,050

滝口直樹【編】 9784839972493

こども『話し方入門』 KP00031318
創元社 202003 EPUB(固定

レイアウト）

¥4,620 ¥6,930

齋藤孝 9784422101286

3
大規模な調査の結果わかった驚愕の実態―日本の中高校生の多くは、中学校の教科書の文章

を正確に理解できない。多くの仕事がAIに代替される将来、読解力のない人間は失業するしかな

い…。気鋭の数学者が導き出した最悪のシナリオと教育への提言。

4
さあ出かけよう、太陽系の外に広がる広大な宇宙の謎を探る旅に。圧倒的に美しい写真とともに、

星雲へ、銀河へ、ブラックホールへ、そして観測可能な宇宙の果てへ。何百枚もの鮮烈な写真とイ

ラストレーションに加えて全天の星座や主な天体を網羅した14枚の星図が付いた本書は、宇宙の

美しさと神秘に魅せられたすべての人にとって必携の書といえるでしょう。

45年以上医療とAIに携わってきた医学博士が、医療AIがどう発展してきて、これからどうなるかを

解説！ AIが発展すると、私たちの体を医師が診るのか、AIが診るようになるのかといった議論がわ

き起こっています。 すでに心電図やレントゲン、介護などの分野でAIが導入されているのです。過去

から現在にかけての医療AIの発展や、世界でどうAIが導入されているのかを知ることで、「いつAIは

医者を追い越すのか？」「AIは医者より信頼できるのか？」といった疑問が解決します。AIの発展

を妨げる個人情報や電子カルテ、人の心の問題にも触れながら医療AIについて解説します。

「まず、生きることだ」そう言って大干ばつのアフガニスタンで井戸を掘り始めた医師、中村哲。掘り

上げた井戸の数は1000に及ぶ！医師として、また医療NGOぺシャワ ル会の現地代表としてその

活動に全身全霊を捧げ続ける中村哲医師からの熱きメッセージ。

2

5
作りに凝った上製本で、オシャレな日本の伝統色の色図鑑。 大人にも子どもにも知ってほしい、ス

トーリー性のある日本の美しい伝統色88色をベースに、その関連色をぞれぞれ紹介し、延べ352

色の日本の伝統色を紹介しています。メインの88色は印刷物やインターネットでの再現できる数値

も掲載。デザイナーやカラーコーディネーターなどの仕事にはもちろん、親子で読むこともできる絵本

のようにビジュアルにも凝った作り。

6
テレワーク、リモートワークの代表的なツールを1冊で解説する操作解説書。ビジネスチャットの

「Slack」、ビデオ会議の「Zoom」という2大ツールに加え、チームで使えるタスク管理ツールの

「Trello」も紹介しています。大きな操作画面と大きな文字で、それぞれのツールの利用登録や基

本の操作を丁寧に説明。さらに、3つのツールを連携させた実践的な活用方法も解説しています。

HINTやコラムでは、テレワークの経験豊かな著者陣ならではのノウハウも多数紹介。

7
新しいワークスタイルとして注目を集めている「テレワーク」の一番やさしい入門書が登場！テレワー

クのメリットやリスク、通信回線やグループウェアなどの環境の準備や、クラウドストレージやチャット、

ビデオ会議などのツールの実践方法など、テレワークに必要な基本的要素をひとつずつ分かりやすく

解説しているので、これまでテレワークになじみがなかった人でも、すぐに新しいワークスタイルを実践

できます。

8
好評を博した『医療通訳学習テキスト』の続編。ニーズが急速に高まるベトナム語・タイ語が加わり

計8ヶ国語に対応。現場で求められる診断、検査、治療の基礎知識も新規に追加。身体のしく

みを学ぶことで、さまざまな病気の知識を身に付けられる、研修や自己学習に最適な医療通訳従

事者必携の書。

NO 書影

内容紹介

1

9

自信を持って人前で話す方法を説いた不朽のロングセラー『カーネギー話し方入門』をこども向けに

読み解く！！どうやったらドキドキしないで、上手にわかりやすく話ができるか、についての30個の方

法。

10

まだキレイだけど着れなくなった服や、家族構成が変わって使わなくなった家具家電など、家の中を

見回すと意外と「不要なモノ」が溢れているはずです。まだ使えるモノは、タダ捨てるだけではもったい

ない限りです。そこで、今大人気のフリマアプリ「メルカリ」を使って、「不用品を高く売る、必要なモノ

を安く買う」生活スタイルを始めてみましょう。本書では、「ゼロから始める人」から「今売れなくて困っ

ている人」を対象にメルカリの使い方を解説していきます。
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そのまま使える

災害対策アクションカード　+

はじめての病院BCP　Ver.2

KP00027105

中外医学社 202002 PDF ¥12,540 ¥25,080

小尾口邦彦【編著】

吉田修/横田耕治/加藤之紀【著】
9784498066915

栄養療法にすぐ活かせる

イラストホルモン入門
KP00028140

メディカ出版 202001 PDF ¥9,240 ¥13,860

川﨑英二【編】 9784840471879

選手の競技復帰に役立つ

スポーツ傷害ハンドブック
KP00030317

マイナビ出版 201912 PDF ¥4,950 ¥12,375

神﨑浩二【監修】 9784839971175

はじめよう！

ブックコミュニケーション
KP00029463

金子書房 201911 EPUBリフロー ¥5,500 ¥11,000

村中李衣/伊木洋 9784760832798

noteではじめる

新しいアウトプットの教室
KP00022786

インプレス 201909 PDF ¥5,280 ¥10,560

コグレマサト/まつゆう*【著】 9784295007104

私の患者になってくれてありがとう KP00024419
フジメディカル出版 201909 PDF ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

井上善文 9784862701749

はじめよう！おうちでできる　子ども

の
KP00030852

三輪書店 201909 PDF ¥10,560 ¥15,840

田村正徳/前田浩利【監修】

日本小児在宅医療支援研究会

【編】

9784895906678

はじめてでも簡単 !

3Dプリンタで自助具を作ろう
KP00030851

三輪書店 201908 PDF ¥6,160 ¥9,240

田中浩也【監修】林園子【編】 9784895906661

追体験　霧晴れる時 KP00021496
ペンコム（インプレ

ス）

201907 EPUBリフロー ¥3,432 ¥6,864

青木聖久 9784295403067

患者さんとご家族のための

多発性嚢胞腎(PKD)療養ガイド
KP00025896

ライフサイエンス出版 201907 PDF ¥3,520 ¥5,280

難治性腎障害に関する調査研究

班
9784897753904

11 今や日本全国どこにいても災害から逃れることが出来ない本邦では、大小関わらず全ての病院が

災害対策に取り組む必要がある。そんな状況を鑑み、著者らが苦心して作成した初版は、リアル

かつ汎用性があると多くの好評を得た。本書は、BCP策定についての新章も加わった待望のVer.2

である。初版同様、簡単にカスタムできるアクションカードのテンプレートデータも収載。さらにパワー

アップした頼れる災害スターターブックだ。

12
【ホルモンの作用を学んで栄養管理に役立てる】 人体の構造・機能と疾病の成り立ちを考えるうえ

で、ホルモン（内分泌）の理解は欠かせない。ホルモンの体内での役割・作用をかわいいイラストと

ともに解説。病気の症状把握や検査所見を読み解いたり、栄養指導時に患者の体内状態を確

認することができるなど、臨床における栄養管理に役立つ一冊。

13

スポーツにおける傷害について、無理な復帰をすることで選手の将来に大きな影響を及ぼすことが

少なくありません。 また、レントゲンなどで見落とされやすい傷害が起こっている可能性も少なくありま

せん。 選手の体に何が起きているかを、選手自身、指導するトレーナー、サポートする家族が正しく

認識しなければいけません。 傷害の情報を把握して、冷静な判断が大切で、治療中の焦りは禁

物です。本書は、傷害からの競技復帰を早めるのと同時に、再発や悪化を予防するための一冊で

す。

14
教師という立場ではなく人として、本をきっかけに思いを子どもたちに語ることで、響きあいが生まれ、

いつもとは違う教室になる。

15

noteは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにすること」をコンセプトに、2014年にリリースされた

コンテンツプラットフォームで、文章、イラスト、マンガ、音楽、動画などを投稿することができます。

2019年1月には月間アクティブユーザーが1,000万人を突破し、「noteクリエイター」と呼ばれる有

名著者を多数輩出しています。本書は、ブロガーで「ネタフル」管理人のコグレマサト氏、クリエイティ

ブ・プランナー／ブロガーのまつゆう*氏による、ソーシャルメディアを使って自己実現するための教科

書です。

16
著者が主治医として関わった残存小腸０㎝の短腸症候群の患者、中村絵里さん。2017年3月

に亡くなるまでの彼女の17年間の在宅静脈栄養（HPN）の軌跡をたどりながら、同時に今日の

臨床栄養の問題点や課題をもあぶりだす、渾身の1冊。 絵里さんが懸命に歩んだHPNライフ。医

療者がそこから学びとらねばならないことは何か？ 本物の栄養管理とは？

17
はじめてでも大丈夫！子どもの在宅支援にかかわるすべての方へ。この一冊で小児在宅支援の幅

広い知識が身につきます。医療やリハの基礎知識～子どものリハ＆やさしいケアのコツやアイデアが

満載！たくさんのイラストでビジュアル的にもわかりやすい！実践的ですぐに役立つ入門書です！

18
3Dプリンタで自分のイメージを形にしよう！かんたん、低コスト、１人でできる。あきらめない「私」に

合ったものづくり。

19
「困難に負けず自分らしく生きる力を呼び覚ます、著者しか書けない家族のモノガタリ。」埼玉県済

生会なでしこメンタルクリニック院長／東洋大学名誉教授 白石 弘巳 先生推薦。人は精神疾患

を発症するととまどい、もがき苦しみ、将来に不安を覚えます。先輩たちはこの不安をどう乗り越え、

未来へ歩み出し「霧晴れる時」を迎えることができたのでしょうか。私たちは、先例を知り、家族の

「モノガタリ」を追体験することで、将来への不安が薄らいでいきます。

20
すべての多発性嚢胞腎(PKD)の患者さんとご家族が知りたい、最新で正確な情報をQ&A形式で

わかりやすく解説。 遺伝性の腎疾患である多発性嚢胞腎を「常染色体優性多発性嚢胞腎

（ADPKD）」と「常染色体劣性多発性嚢胞腎（ARPKD）」に分け、患者さんの病状、その対

策を「診療の流れ」に沿って全ページカラーで編集。
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専門医が語る　子宮とのつきあい方 KP00025897
ライフサイエンス出版 201907 PDF ¥3,300 ¥4,950

梶原健/三輪真唯子 9784897753973

オープンダイアローグがひらく

精神医療
KP00030961

日本評論社 201907 EPUBリフロー ¥6,600 ¥9,900

斎藤環 9784535984653

内観療法入門 KP00024775
創元社 201905 EPUBリフロー ¥11,550 ¥17,325

三木善彦 9784422117034

新入職員のための

病院・診療所経営入門
KP00020494

大学教育出版 201904 PDF ¥2,200 ¥4,400

須藤芳正【監修】太田佑馬【編著】 9784866920177

ヘルスケアプロバイダーのための

がん・生殖医療
KP00020933

メディカ出版 201904 PDF ¥13,860 ¥20,790

鈴木直/髙井泰/

野澤美江子/渡邊知映【編】
9784840468756

イラストでわかる患者さんのための

心臓リハビリ入門　第2版
KP00021651

中外医学社 201904 PDF ¥5,940 ¥11,880

上月正博/伊藤修/原田卓【編】 9784498067110

起きてから寝るまでネコ英語表現 KP00020596
アルク 201902 EPUBリフロー ¥4,950 ¥7,425

吉田研作【監修】 9784757433199

あらゆる悩み・不満・ストレスが消える！

最強の人生相談〈家族・結婚・夫婦編〉
KP00018820

東洋経済新報社 201901 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

ミセス・パンプキン【著】

ムーギー・キム【協力】
9784492046302

コミュ力ゼロからの

「新社会人」入門
KP00021119

インプレス 201901 PDF ¥4,950 ¥9,900

渡瀬謙 9784295005506

がん治療を苦痛なく続けるための

支持・緩和医療
KP00025105

ライフサイエンス出版 201901 PDF ¥3,300 ¥4,950

髙橋孝郎/小島真奈美/

藤堂真紀/加藤眞吾/大西秀樹
9784897753751

21
友人や家族にもなかなか相談しづらい生理や子宮のはなし。「いつもと違う」と感じたら、何か病気

のサインかもしれません。 「最近、生理痛がひどくなっている気がする…」「子宮頸がん検診はどのくら

いの頻度で受診すればいいの？」など、子宮に関するさまざまな疑問に産婦人科の専門医がお答

えします。

22
「開かれた対話」を通じて精神疾患にアプローチする。この画期的な手法であり思想を、日本に導

入すべく奔走する著者の最新論集。

23
日本人の心性に根ざした内観療法入門書、新装復刊。してもらったこと、して返したこと、迷惑か

けたことの３つを内省することで自己発見へと導く内観療法。体験者の声や心理的変化を詳細に

綴るほか、日本文化との関連性を考察。多角的な理解を深める手引き。

24
本書は、医療経営の知識がゼロの方でも理解できる医療経営の入門書で、医療経営を「レセプ

ト」と「簿記・経営分析」の視点からわかりやすく解説する。医療経営の会計実務に役立つ「会計

処理マニュアル」も掲載。

25
【若年がん患者のサバイバーシップを支える】 がん治療が生殖機能に及ぼす影響、生殖補助医療

の基本と妊孕性温存治療など、がん・生殖医療に携わる医療者に必須の知識をビジュアル解説。

さらに、妊孕性温存に至るまでのチーム医療を事例で紹介するとともに、多様で個別的な支援に

役立つ視点をQ＆Aで提供。患者・家族説明にも役立つ一冊。 

26
心臓病によって低下した心機能や全身機能の改善を目指す「心臓リハビリ」についてやさしく解説

した患者向けガイドブックの改訂第2版。心臓の構造と心臓病、動脈硬化と危険因子、運動療

法や食事療法についての実際などについて、イラストをもとにわかりやすく解説します。

27
ネコと一緒なら英語学習は楽しくなる！「香箱座り」「ひげ袋」などネコ好きの心をくすぐるちょっとマニ

アックな表現から、「取り込み中なの」「あと5分だけ寝かせて」といった使える、ネコと暮らす日常会

話でよく使う表現までカバー。「朝」「昼間」「家族・仲間」「お手入れ・健康管理」「スマホ・PCライ

フ」「夜」という6つのシーンとテーマごとに、英語表現を学ぶことができます。

28 「ミセス・パンプキンの人生相談室」に寄せられた600件以上の相談をムーギー・キム氏協力で厳

選、大幅に加筆・修正して書籍化。【No.1ビジネス誌系サイト「東洋経済オンライン」で累計

7300万ＰＶの圧倒的支持！ 老若男女問わず大人気の長寿連載著者、待望の単著出版!!】  

＊夫婦のみならず、独身のビジネスパーソンにもお勧め！結婚・夫婦や家族関係だけでなく、ビジ

ネス・人間関係全般に役立つ「人間関係の教科書」として読んでおきたい一冊！  

29
同僚や上司とのコミュニケーションがうまくできるだろうか？会議やプレゼンの場できちんと振舞えるだ

ろうか？晴れて社会人になるのに、楽しみよりも漠然とした不安が先に来てしまう…。あなたもこん

な悩みを抱えていませんか？著者の渡瀬氏は、内向的で口ベタな性格のゆえに、みなさんと同じよ

うに悩み、苦しみを乗り越えてきました。そんな著者がたどり着いた雑談力、人間関係の作り方、会

話テク、処世術など、自分を無理に曲げることなく実践できる49の秘訣を公開いたします。

30
「埼玉医科大学 超人気、健康セミナーシリーズ」は、同大学が10年以上にわたり定期的に開催

している市民公開講座の内容を再編集した書籍シリーズです。 セミナー講師陣は各領域を代表

する専門家！ 信頼性の高い情報をよりわかりやすい形にギュッと詰め込んでお届けします。  これまで

のイメージを一新する、5人の専門家によるがん緩和医療の最新ガイド。
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