「足の健康について考えよう」 資料リスト
足の仕組みと働き
資料情報

請求記号

配置場所

資料ID

触診解剖アトラス / セルジュ・ティクサ著 ; 川口浩太郎 [ほか] 訳 ; 下肢. 491.16||Ti||Ka
- 第2版. -- 医学書院, 2007.4.

閲覧室(2階)

10783613

足は何のためにあるか / 山田宗睦編. -- 風人社, 1992.12. -- (何のための知
識シリーズ ; 5).

書庫4層

06050153

日常生活活動のキネシオロジー / David Paul Greene, Susan L. Roberts原著 ;
491.36||Gr
嶋田智明監訳. -- 第2版. -- 医歯薬出版, 2008.3.

閲覧室(2階)

10809228

キネシオロジー : 日常生活活動の運動学 / David Paul Greene, Susan
L.Roberts原著 ; 嶋田智明監訳. -- 医歯薬出版, 2002.4.

書庫4層

10612349

エッセンシャル・キネシオロジー : 機能的運動学の基礎と臨床 / Paul Jackson
491.36||Ma
Mansfield, Donald A.Neumann著. -- 南江堂, 2010.10.

閲覧室(2階)

10889434

カラー版筋骨格系のキネシオロジー / Donald A. Neumann原著 ; [平田総一郎ほ
491.36||Ne
か訳]. -- 第2版. -- 医歯薬出版.

閲覧室(2階)

10929404

関節-下肢- / 津村弘編集. -- 中外医学社, 2010.8. -- (アトラス骨・関節画像
492.4||At||2
診断 / 戸山芳昭シリーズ監修 ; 2).

閲覧室(2階)

10918895

カラーアトラス膝・足の外科 / 越智光夫編著. -- 中外医学社, 2010.6.

494.76||Oc

閲覧室(2階)

10875116

図説足の臨床 / 田中康仁, 北田力編集. -- 改訂3版. -- メジカルビュー社,
2010.6.

494.76||Ta

閲覧室(2階)

10874478

絵でみる最新足診療エッセンシャルガイド / 高尾昌人編集. -- 全日本病院出版
494.76||Ta
会, 2010.10.

閲覧室(2階)

10886737

足の画像診断 / 小橋由紋子著. -- メディカル・サイエンス・インターナショナ
494.76||Ko
ル, 2013.2.

閲覧室(2階)

10958587

X線像で診る下肢 / 大谷俊郎編集. -- 南江堂, 2011.11.

494.76||Ma

閲覧室(2階)

10917833

図解下肢撮影法 / 安藤英次著. -- オーム社, 2010.4.

494.76||Ta

閲覧室(2階)

10872820

閲覧室(2階)

06109027

491.198||As

491.36||Gr

足のはたらきと子どもの成長 / 近藤四郎著. -- 築地書館, 1981.5. -- (みんな
376.1||Ko
の保育大学 ; 4).

足の疾病と治療
資料情報

請求記号

配置場所

資料ID

足の診察マニュアル / Ian J.Alexander[著] ; 渡辺好博,太田吉雄共訳. -- 南
江堂, 1992.8.

494.7||Ar

書庫4層

06074772

足・腰・肩の痛みを断つ健骨法 / 西法正著. -- 築地書館, 1992.6.

494.7||Ni

書庫4層

06074834

足の変形と痛み / 三好邦達編集企画. -- 金原出版, 1983.12. -- (整形外科
mook ; no.30).

494.7||Se||30

書庫4層

02639740

キネシオロジーよりみた運動器の外傷 / 島津晃編著. -- 金原出版, 1999.4.

494.7||Sh

閲覧室(2階)

10421098

膝・大腿部の痛み / 菊地臣一編. -- 南江堂, 2012.6. -- (運動器の痛みプライ
494.76||Ki
マリケア).

閲覧室(2階)

10935027

カラー写真で学ぶ実践スポーツ障害のみかた : 触診からのアプローチ / 武田康
494.76||Ta||Ka
志 [ほか] 著 ; 下肢編. -- 医歯薬出版, 2011.2.

閲覧室(2階)

10896279

足・下腿 / 高倉義典, 乗松敏晴編集. -- 南江堂, 1995.3. -- (部位別スポーツ
494.7||Bu||1
外傷・障害 ; 1).

書庫4層

10378068

足 / 池田亀夫[ほか]監修 ; 廣畑和志 編集. -- メジカルビュー社, 1982.6. -494.7||Ik||8
(図説臨床整形外科講座 ; 第8巻).

書庫4層

02536126

足部疾患の治療 / 松崎昭夫〔ほか〕編集. -- メジカルビュー社, 1992.3. -(OS NOW ; No.5).

494.7||Os||5

書庫4層

10284720

下肢の鏡視下手術 : 基本手技の実際と応用手技のコツ / 安田和則 [ほか] 編.
-- メジカルビュー社, 2009.11. -- (OS NOW Instruction : 整形外科手術の新
標準 ; 12).

494.7||Os||In-12

閲覧室(2階)

10871270

足部疾患の手術 : QOLを保つ足 / 岩本幸英 [ほか] 編. -- メジカルビュー社,
2012.2. -- (OS NOW Instruction : 整形外科手術の新標準 ; 21).

494.7||Os||In-21

閲覧室(2階)

10927464

足部疾患の保存療法と手術療法 / 岩本幸英担当編集委員. -- メジカルビュー
社, 2002.8. -- (新OS NOW ; 15 . 新世代の整形外科手術).

494.7||Os||S-15

閲覧室(2階)

10628311

下肢外傷の手術療法 / 高岡邦夫[ほか]編. -- メジカルビュー社, 1999.4. -(新OS NOW ; 2 . 新世代の整形外科手術).

494.7||Os||S-2

書庫4層

10420831

足 / 島津晃, 石井清一編集. -- 金原出版, 1993.8. -- (臨床整形外科手術全
書 ; 第14巻).

494.7||Ri||14

書庫4層

10133495

足の外来 / 越智隆弘編集. -- メジカルビュー社, 1999.6. -- (整形外科外来シ
494.7||Se||11
リーズ ; 11).

書庫4層

10422380

下肢 / 松本秀男, 柳本繁, 須田康文編集. -- 羊土社, 2008.6. -- (整形外科専
494.7||Se||3
門医になるための診療スタンダード / 戸山芳昭, 大谷俊郎監修 ; 3).

閲覧室(2階)

10815000

下肢 / 腰野富久編集. -- メジカルビュー社, 1999.4. -- (整形外科手術のため
494.7||Se||K
の解剖学).

閲覧室(2階)

10375790

関節機能解剖学に基づく整形外科運動療法ナビゲーション / 整形外科リハビリ
テーション学会編集 ; 下肢. -- 改訂第2版. -- メジカルビュー社, 2014.3.

閲覧室(2階)

11002068

股関節／膝・下腿／足／神経疾患／リウマチ／骨・軟部腫瘍／その他の治療法.
-- 金原出版, 1993.11. -- (整形外科MOOK / 伊丹康人, 西尾篤人編集主幹 ; 増 494.7||Se||Z-2-B
刊 2 . 私のすすめる整形外科治療法 ; B).

書庫4層

10144720

膝・下腿・足. -- 金原出版, 1993.10. -- (整形外科MOOK / 伊丹康人, 西尾篤
494.7||Se||Z-2-F
人編集主幹 ; 増刊 2 . 私のすすめる整形外科治療法 ; F)( ; カンケツ リョウ
ホウ . 観血療法).

書庫4層

10144757

大腿・膝 / 井上一担当編集委員. -- メジカルビュー社, 1996.3. -- (新図説臨
494.7||Sh||8
床整形外科講座 ; 8).

書庫4層

10243488

下腿・足 / 松崎昭夫担当編集委員. -- メジカルビュー社, 1994.5. -- (新図説
494.7||Sh||9
臨床整形外科講座 ; 9).

書庫4層

10168329

下腿と足の痛み / 高倉義典編集. -- 南江堂, 1996.4. -- (整形外科痛みへのア
494.7||Te||1
プローチ ; 1).

書庫4層

10256753

足，足関節疾患 / 三好邦達担当編集. -- メジカルビュー社, 1991.5. -- (図説
494.7||Zu||19
整形外科診断治療講座 ; 19).

書庫4層

10046504

大腿骨頸部/転子部骨折診療ガイドライン / 日本整形外科学会診療ガイドライン
委員会, 大腿骨頸部/転子部骨折診療ガイドライン策定委員会編集. -- 改訂第2 494.74||Ni
版. -- 南江堂, 2011.6.

閲覧室(2階)

10903220

各科専門分野を集約した足と脚 (あし) の外来診療 / 村地俊二, 平井正文編集.
494.76||Mu
-- メディカルトリビューン, 2007.4.

閲覧室(2階)

10786212

足の診療ガイドブック / 高倉義典編集. -- 南江堂, 2001.12.

494.76||Ta

閲覧室(2階)

10584960

足関節鏡下手術 / 田中康仁編集. -- 文光堂, 2011.9. -- (スキル関節鏡下手術
494.76||Ta
アトラス / 越智光夫監修).

閲覧室(2階)

10914822

下腿と足疾患保存療法 / 高倉義典編集. -- 金原出版, 1997.8. -- (プラクティ
494.76||Ta
カルマニュアル).

書庫4層

10325529

足の疾患と症例65 : アセスメントとエビデンスに基づく診断と治療 / コリン・
494.76||Th
E.トムソン, J.N.アラステア・ギブソン著 ; 小坂由佳訳. -- ガイアブックス.

閲覧室(2階)

10896260

494.7||Se||Ka

足の外科の要点と盲点 / 山本晴康編集. -- 文光堂, 2006.4. -- (整形外科
Knack & Pitfalls).

494.76||Ya

カラー写真で学ぶ実践スポーツ障害のみかた : 触診からのアプローチ / 武田康
494.76||Ta||Ka
志 [ほか] 著

閲覧室(2階)

10777474

閲覧室(2階)

10896279

足のケア
資料情報

請求記号

配置場所

資料ID

メディカルフットケアの技術 : 疾病・転倒・寝たきり予防にも役立つ / 宮川晴
492.911||Mi
妃 編. -- 日本看護協会出版会, 2003.5.

閲覧室(2階)

10673999

はじめてのフットケア / 中西健史著. -- メディカ出版, 2012.12. -- (はじめ
てのシリーズ).

492.911||Na

閲覧室(2階)

10950506

はじめよう!フットケア / 日本フットケア学会編集. -- 第3版. -- 日本看護協
会出版会, 2013.9.

492.911||Ni

閲覧室(2階)

10975505

ナースのためのプロフェッショナル"脚"ケア : 大腿から足先まで / 真田弘美,
大桑麻由美編著. -- 中央法規出版, 2009.10.

492.911||Sa

閲覧室(2階)

10857092

もう困らない!高齢者診療でよく出合う問題とその対応 : 検査や治療はどこまで必要?患
者・家族に満足してもらうには?外来・病棟・在宅・施設ですぐに役立つ実践ポイント /
木村琢磨編. -- 羊土社, 2012.12. -- (ジェネラル診療シリーズ).

493.18||Ki

閲覧室(2階)

10948310

フットケア : 基礎的知識から専門的技術まで / 日本フットケア学会編集. -第2版. -- 医学書院, 2012.3.

494.76||Ni

閲覧室(2階)

10931037

外来ですぐできる足にやさしいフットケア / 倉片長門著. -- 全日本病院出版
会, 2008.10.

494.8||Ku

閲覧室(2階)

10824814

フットケア実践Q&A : 見開きナットク! / 松井瑞子 [ほか] 編. -- 全日本病院
出版会, 2010.2.

494.8||Ma

閲覧室(2階)

10869155

下肢救済のための創傷治療とケア = Limb salvage / 大浦紀彦編著. -- 照林社,
494.78||Ou
2011.4.

閲覧室(2階)

10899771

爪のケア・手足のケア技術 : ピクチャーブック / 日本フットケア協会編. -看護の科学社, 2009.5.

492.911||Mu

閲覧室(2階)

10845761

爪真菌症診療マニュアル / 渡辺晋一編著

494.89||Wa

閲覧室(2階)

10752869

毛と爪のオフィスダーマトロジー / 勝岡憲生ゲスト編集

494.8||Hi||8

閲覧室(2階)

10457608

感染症，物理・化学的障害，血行障害に起因する皮膚疾患，脂腺，毛包，毛髪，
汗腺，爪の疾患，口腔内疾患 上出良一担当編集. -- メジカルビュー社,
494.84||Is||5
1993.3. -- (図説皮膚疾患講座 ; 5)

書庫4層

10120890

爪疾患カラーアトラス

494.89||Ni

閲覧室(2階)

10119235

494.8||Ka||4

書庫4層

06076688

494.82||Fu||8

書庫4層

10058111

カラーフォト皮膚病

西山茂夫著. -- 南江堂, 1993.1

籏野倫[ほか]編 ; 4. -- 金原出版, 1985.3.

付属器の疾患（毛包脂腺系・毛髪・発汗・爪の異常）口腔粘膜・舌の疾患.
講談社, 1985.10. -- (講談社皮膚科診断治療大系 ; 8).

足と靴
資料情報

請求記号

配置場所

資料ID

新しい靴と足の医学 / 石塚忠雄著. -- 金原出版, 1992.9.

494.76||Is

書庫4層

10120666

スポーツシューズの医学 / 石塚忠雄 著. -- 金原出版, 1996.10.

494.76||Is

書庫4層

10268324

外反母趾FAQ予防・治療の実践ガイド : 正しい靴の選び方, 履き方 / 柴田義守
著. -- 診断と治療社, 2011.8.

494.76||Ma

閲覧室(2階)

10968930

閲覧室(2階)

10999641

外反母趾診療ガイドライン : 文献アブストラクトCD-ROM付 / 日本整形外科学会
診療ガイドライン委員会, 外反母趾診療ガイドライン策定委員会編. -- 改訂第2 494.76||Ni||2014
版. -- 南江堂, 2014.11.

足の裏は語る / 平沢弥一郎著. -- 筑摩書房, 1991.7.

498.3||Hi

書庫4層

06061961

足の話 / 近藤四郎著. -- 岩波書店, 1979.10. -- (岩波新書 ; 黄版 101).

469.46||Ko

書庫4層

02514138

下肢疾患の加速的リハビリテーション : 在院日数短縮への道標 / 井原秀俊編
集. -- 南江堂, 1999.8.

494.79||Ih

閲覧室(2階)

10460096

起立・歩行・姿勢の異常 / 上田英雄[ほか]編集

493||Ri||15

書庫4層

02707214

ヘルシー・ウォーキング : 歩く健康法. 女子栄養大学出版部, 1987.12

498.3||Fu

書庫4層

06061943

