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肌トラブル

皮膚の秘密　最大の臓器が、身体と心の内を
映し出す

ヤエル・アド
ラー／著

ソシム 2021.3 494.8/ｱﾄ21/ 0015689219

かゆみの処方箋 佐田 義尚／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング 2020.11 494.8/ｻﾀ20/ 0015650823

手足の｢爪トラブル｣一挙解消　全ての爪がきれ
いになった

嶋田 倫子／著 アーク書院 2020.10 494.8/ｼﾏ21/ 0015686041

かゆみをなくすための正しい知識　肌トラブル
を解消する

順天堂かゆみ研
究センター／著

毎日新聞出
版

2020.12 494.8/ｼﾕ21/ 0015704125

ぜんぶ毛包のせい。　薄毛・AGA ニキビ ヒゲ・
体毛 ニオイ 汗

花房 火月／著 雷鳥社 2019.12 494.8/ﾊﾅ19/ 0015116213

医療と介護のための爪のケア 武藤 芳照／監修
新興医学出
版社

2021.1 494.8/ﾑﾄ21/ 0015619455

お医者さんが教える知らないとソンする!本当に
キレイになれる脱毛の話

吉澤 秀和／監修
クロスメディア・
パブリッシング

2020.9 494.8/ﾖｼ21/ 0015549926

皮膚科医が肌荒れしたら食べるおくすり朝ごは
ん

小林 智子／著 ワニブックス 2021.5 498.583/ｺﾊ21/ 0015803224

スキンケア

最新創傷管理・スキンケア用品の上手な選び
方・使い方　すぐに活かせる!

田中 秀子／監
修

日本看護協
会出版会

2019.9 492.926/ﾀﾅ19/ 0015027097

赤ちゃんとキッズの肌育&スキンケア　決定版
佐々木 りか子
／監修

主婦の友社 2021.5 493.94/ｻｻ21/ 0015450646

皮膚の秘密　最大の臓器が、身体と心の内を
映し出す

ヤエル・アド
ラー／著

ソシム 2021.3 494.8/ｱﾄ21/ 0015689219

皮膚科専門医が見た!ざんねんなスキンケア47 安部 正敏／著 学研プラス 2019.11 494.8/ｱﾍ19/ 0015057508

あたらしいアンチエイジングスキンケア　食事、
入浴、運動、睡眠からのアプローチ

江連 智暢／著 日刊工業新聞社 2018.9 494.8/ｴｽ18/ 0014710073

美肌科学の最前線 前田 憲寿／監修
シーエムシー
出版

2021.2 494.8/ﾏｴ21/ 0015688427

cosmetics in japan2021　日本の化粧品総覧
週刊粧業出版
局／編集

週刊粧業 2020.10
576.7/ｼﾕ
07/2021

0015643695

美肌スキンケアの新常識大全　「無駄なケアを
やめる」から始める

西嶌 順子／著 宝島社 2021.5 595.5/ﾆｼ21/ 0015802259

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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湿疹・アトピー性皮膚炎

アトピー　皮膚とアレルギーの名医が教える最
高の治し方大全

文響社 2021.8 494.8/ｱﾄ21/ 0015882434

アトピーは免疫調整すればよくなっていく　アト
ピー素因を改善する根本療法とは何か

犬山 康子／著 総合科学出版 2018.5 494.8/ｲﾇ18/ 0014447494

世界最高のエビデンスでやさしく伝える最新医
学で一番正しいアトピーの治し方

大塚 篤司／著 ダイヤモンド社 2020.1 494.8/ｵｵ20/ 0015166366

アトピー性皮膚炎をしっかり治す本　最新版 大矢 幸弘／著 法研 2021.6 494.8/ｵｵ21/ 0015836729

チーム木俣がアトピーを治す　ステロイド・プロ
トピックフリーによるアトピー治療法

木俣 肇／著 松籟社 2019.5 494.8/ｷﾏ19/ 0014969232

「保湿」を変えればアトピーは治せる!　「脱ステロイド」でも
「食事」でもなく、本当のアトピー治療はもっとシンプル! 続木 康伸／著 学研プラス 2021.7 494.8/ﾂｽ21/ 0015864473

アトピー性皮膚炎　どうすれば治る?子どもも親も楽
になる正しい治療法 良医・名医の見つけ方

花川 博義／著 1万年堂出版 2018.1 494.8/ﾊﾅ18/ 0014309231

髪のトラブル

女性の薄毛美髪バイブル　1か月で薄毛患者
300人を治療する医師が書いた

梶田 尚美／著 現代書林 2019.7 494.8/ｶｼ19/ 0014628952

あなたは「髪を生やす」習慣を知らないだけ。 小林 弘子／著 主婦の友社 2019.2 494.8/ｺﾊ19/ 0014598650

東大医師が教える最強の育毛革命　ラーメン
やめれば髪は勝手に生えてくる

田路 めぐみ／
著

集英社 2019.7 494.8/ﾀｼ19/ 0014983928

間違いなく育毛がかなう本　抜け毛・薄毛で悩
む人に伝えたい発毛・育毛の真実

東田 雪子／著 現代書林 2020.1 494.8/ﾋｶ20/ 0015120983

やさしくわかる!毛髪医療最前線
毛髪医療特別
取材班／著

朝日新聞出版 2018.3 494.8/ﾓｳ18/ 0014379804

なぜサーファーにハゲはいないのか　塩シャン
プーで髪が増えた!

渡辺 新／著 扶桑社 2021.5 494.8/ﾜﾀ21/ 0015803257

皮膚の病気

病気がみえるvol.14　　皮膚科
医療情報科学
研究所／編集

メディックメ
ディア

2020.12 492/ｲﾘ21/14 0015591324

ガマンしていませんか?帯状疱疹の痛み　ワク
チンで予防!早めの服薬!

岡 秀昭／著
ライフサイエ
ンス出版

2021.3 493.87/ｵｶ21/ 0015435670

消えた、助かった!評判の「ヘルペス」改善法 腰越 六郎／著 日正出版 2018.7 493.87/ｺｼ19/ 0014820286

標準皮膚科学 岩月 啓氏／監修 医学書院 2020.2 494.8/ｲﾜ20/ 0015145220

強皮症のすべてがわかる本　発症から検査、
治療、サポート体制まで

尹 浩信／編著 保健同人社 2019.6 494.8/ｲﾝ19/ 0014628945

皮膚の病気　湿疹・皮膚炎・じんま疹・ヘルペ
ス・帯状疱疹・いぼ・水虫・あざ・皮膚がんほか

清 佳浩／監修 主婦の友社 2018.8 494.8/ｾｲ18/ 0014555361

皮膚症状110症例でみる内科疾患　カラーアトラス 出光 俊郎／編
日本医事新
報社

2018.9 L494.8/ﾃﾐ18/ 0014731178
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