
         

栄養学関連の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

栄養学 

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！ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選36タイトル 

同時アクセス１ 

 413,820円(本体価) 

 ※1点からご購入可 
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食品因子による栄養機能制御 KP00009218 建帛社 201505 PDF ¥9,900 ー ¥14,850

芦田　均、立花宏文、原　博【責任編

集】
9784767961811

非栄養素の分子栄養学 KP00009219 建帛社 201705 PDF ¥8,800 ー ¥13,200

芦田　均、薩　秀夫、中野長久【責任編

集】
9784767961897

栄養教育論　第2版 KP00009231 建帛社 201603 PDF ¥8,800 ー ¥13,200

中村丁次、外山健二、笠原賀子【編著】 9784767905617

三訂　臨床栄養学 1 KP00009232 建帛社 201603 PDF ¥8,800 ー ¥13,200

鈴木　博、中村丁次【編著】 9784767905624

三訂　臨床栄養学 2 KP00009233 建帛社 201509 PDF ¥9,900 ー ¥14,850

鈴木　博、中村丁次【編著】 9784767905532

三訂　給食経営管理論 KP00009234 建帛社 201704 PDF ¥7,700 ー ¥11,550

朝見祐也、小松龍史、外山健二【編著】 9784767905631

機能性脂肪酸入門 KP00011405 裳華房 201702 PDF ¥3,795 ー ¥5,060

彼谷邦光 9784785335120

栄養指導にすぐ活かせる

イラスト機能性成分入門
KP00016860

メディカ出版 201702 PDF ¥8,580 ー ¥12,870

川崎英二【編】 9784840461276

疾患別食事療法のポイントと成分別栄

養献立展開のコツ
KP00016881

メディカ出版 201709 PDF ¥9,240 ー ¥13,860

本田佳子【編】 9784840460798

おかあさんのレシピから学ぶ

医療的ケア児のミキサー食
KP00017663

南山堂 201810 PDF ¥3,960 ー ¥5,940

小沢浩、大高美和【編】 9784525520410

コンパクト　応用栄養学　（第2版） KP00017903 朝倉書店 201603 PDF ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480

鈴木和春、重田公子、近藤雅雄【編】 9784254610581

コンパクト　公衆栄養学　（第3版） KP00017904 朝倉書店 201604 PDF ¥8,580 ¥12,870 ¥17,160

梶本雅俊、川野　因、石原淳子【編著】 9784254610598

臨床栄養学 スタンダード人間栄養学 KP00017905 朝倉書店 201704 PDF ¥10,890 ¥16,335 ¥21,780

石川俊次、本間康彦、藤井穂波【編著】 9784254610604

1

2

3

4

NO 書影

内容紹介

7

DHAやEPA、アラキドン酸などの脂肪酸は、健康の維持や老化防止にどう役立つのか。巷でまことしやかに喧伝される

効果のうち、何が本当で、何が誇大広告なのか。科学的に実証されたデータだけを元に、脂肪酸の生成・代謝とその

機能性を、“なぜ脂肪酸が効くのか、体の中で何が起きているのか”という視点からわかりやすく解説した。

8 「特定保健用食品（トクホ）」「栄養機能食品」に加えて新しく「機能性表示食品」の制度がはじまり、患者からの問

い合わせが増加している。さまざまな機能性成分の体内での役割がイラストで理解でき、患者の疑問にサッと答えるた

めに最適の一冊。

5

6

11
管理栄養士国試ガイドラインに準拠し平易に解説。〔内容〕栄養ケア・マネジメント／食事摂取基準の基礎的理解

／成長・発達・加齢／妊娠期・授乳期／新生児期・乳児期／成長期／成人期／高齢期／運動・スポーツと栄養

／環境と栄養

12
家政栄養系学生・管理栄養士国家試験受験者を対象に、平易かつ簡潔に解説した教科書。国試出題基準に準

拠。〔内容〕公衆栄養の概念／健康・栄養問題の現状と課題／栄養政策／栄養疫学／公衆栄養マネジメント／

公衆栄養プログラムの展開

9
食事で治療提案を行う管理栄養士のバイブルチームで行う栄養管理は、個々の症例や病態に応じて適切に実施さ

れるが、そのなかで管理栄養士にしかできないことが「食事」での治療提案である。さまざまな病態に応じて、治療効果

が上がる献立を合理的に作成する管理栄養士に欠かせない一冊。

10
障害をもつこどものQOL向上に伴い、胃ろうや経鼻栄養等で栄養を摂取しているこども達の食事の在り方について注

目が集まっている。本書は、実際にこどものミキサー食を作っているお母さんのレシピを紹介。すでにミキサー食を導入し

ている施設や学校の取り組みも盛り込んだ。胃ろうのこどもに関わる医療者・ご家族に活用してもらえる書籍である。

13
イラストを用い臨床栄養学の要点を解説した教科書。〔内容〕臨床栄養の概念／栄養アセスメント／栄養ケアの計

画と実施／食事療法、栄養補給法／栄養教育／モニタリング、再評価／薬と栄養／疾患・病態別栄養ケア・マネ

ジメント　2色刷り
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応用栄養学（第2版） KP00017906 朝倉書店 201503 PDF ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820

江上いすず【編著】 9784254616569

生化学・基礎栄養学（第2版） KP00017907 朝倉書店 201709 PDF ¥8,910 ¥13,365 ¥17,820

池田彩子、石原健吾、小田裕昭【編著】 9784254616583

ライフスタイル改善の成果を導く

エンパワーメントアプローチ
KP00017909

朝倉書店 201709 PDF ¥9,900 ¥14,850 ¥19,800

安達美佐、山岡和枝、渡辺満利子、

渡邉純子、丹後俊郎【著】
9784254640458

男・50代からの糖質制限 KP00018032 東洋経済新報社 201811 EPUBリフロー ¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

江部康二 9784492046319

PT・OTのための嚥下・栄養マネジメント KP00018099 文光堂 201709 PDF ¥7,700 ー ¥11,550

糸田昌隆、松尾善美【編】 9784830645617

精選栄養学 First Stageシリーズ KP00018143 実教出版 201612 PDF ¥4,400 ー ￥

五十嵐脩【監修執筆】藤原葉子、飯島

陽子、池田彩子、市育代
9784407340310

管理栄養士国家試験

受験必修応用力試験問題集　第3版
KP00018504

女子栄養大学出版部 201712 PDF ¥5,324 ¥6,600 ¥7,986

女子栄養大学管理栄養士国家試験対

策委員会【編】
9784789524391

食事摂取基準による栄養管理・給食管

理
KP00018523

建帛社 201504 PDF ¥5,500 ー ¥8,250

由田克士、石田裕美【編著】 9784767961804

消化管からみた健康・栄養 KP00018528 建帛社 201805 PDF ¥8,800 ー ¥13,200

日本栄養・食糧学会【監修】

南　久則 、宮本賢一、山田耕路【責任

編集】

9784767961972

がん患者の栄養療法と食事サポート KP00018598 メディカ出版 201812 PDF ¥9,548 ー ¥14,322

鷲澤尚宏【編】 9784840464505

マンガでわかる亜鉛の基礎と臨床 KP00018829 金芳堂 201811 PDF ¥3,960 ー ¥5,940

小野靜一 9784765317641

はじめてのカーボカウント　3版 KP00020148 中外医学社 201602 PDF ¥7,260 ー ¥14,520

坂根直樹、佐野喜子【編著】 9784498123649

すべての診療科で役立つ　栄養学と食

事・栄養療法
KP00020548

羊土社 201901 PDF ¥12,540 ー ¥25,080

曽根博仁【編】 9784758108980

15
生化学・基礎栄養学の要点を簡潔に押さえた「教えやすい」教科書。〔内容〕人体の構造／酵素／生体エネルギーと

代謝／糖質の代謝／たんぱく質・アミノ酸の代謝／脂質の代謝／ビタミン・ミネラルの栄養／水と電解質の代謝／情

報伝達／他

16 科学的根拠に基づいた栄養学の実践プログラム。多数のワークシートやスライドに沿って、中高年対象のメタボリック症

候群・糖尿病の栄養指導や、青少年対象の食育プログラムを具体的に解説。食事調査FFQW82の利用法あり。

オールカラー

14
簡潔かつ要点を押さえた、応用栄養学の「教えやすい」教科書。〔内容〕栄養ケア・マネジメント／食事摂取基準の根

拠／成長・発達・加齢（老化）／ライフステージ別栄養マネジメント／運動・スポーツと栄養／環境と栄養／他

19
栄養に関する専門的な知識をコンパクトにまとめたテキスト。日本人の食事摂取基準2015年版」に対応している。

20
管理栄養士国家試験で、問題数が増えウエイトが大きくなった応用力問題。その問題を読み解くポイントを徹底解説

します。知っておくべき基礎知識、知っておけば差がつく知識を改めて勉強できる1冊です。試験直前に勉強することで

応用力問題20問を確実にものにできます。

17
一流医学誌の最新発表など科学的根拠（エビデンス）も明示。長い“これから”の健康度は、これで決まる！「３人

のオヤジのストーリー」を通してスッキリわかる新たな医学常識。

18

リハ室や地域で接する高齢者の多くは、サルコペニア・フレイル、摂食・嚥下障害や誤嚥性肺炎など栄養・代謝の問題

を抱えている。リハ現場ではその効果や予後に大きく影響する嚥下・栄養マネジメントの知識・技術が必須となってい

る。本書では、この分野の第一線で活躍する歯科医・リハ医・管理栄養士・リハ関連職種の執筆陣により、理学・作

業療法士が積極的に栄養・代謝障害マネジメントを行うために必要な知識と技術を解説する。

23

代謝異常、栄養障害、副作用など、がん患者における栄養療法の基礎知識を解説。また、がんの知識・治療・栄養

療法のポイントを臓器別に紹介する。（※当書籍内に記載の「がん患者向け副作用対策レシピ」ダウンロードは個人

でのご利用はできません。）

24

亜鉛について医師、看護師、検査技師に、亜鉛の重要性等を尋ねても完全に理解している人はまだまだ少なく、まし

てや一般の人々では、「亜鉛といえば」と問いかけても何のことかさっぱりである。「亜鉛といえば」、免疫には亜鉛は絶対

に必要不可欠で、120以上の酵素の中心核なす元素であり、体内では骨と筋肉に多く含まれます。著者の長年の努

力と経験をもとに亜鉛の神髄に迫る一冊。

21

22

25
カーボカウントの考え方、指導の実践を具体的に解説して好評を得た書の改訂3版。2版からの進歩や変化を踏ま

え、最新の知識とノウハウをプラスしてさらにパワーアップ。

26 栄養素の基本から食品学、各疾患の食事・栄養療法まですべての医師が知っておくべき知識を網羅。各分野のエキ

スパートによる系統的な解説は現場の疑問に応え、食事・栄養オーダーの悩みを払拭します！
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栄養ケア・マネジメントQ&A40＋栄養

強化おやつレシピ27
KP00020936

メディカ出版 201905 PDF ¥9,548 ー ¥14,322

田村佳奈美【編著】 9784840468107

誰でもかんたんカーボカウント KP00021541 中外医学社 201701 PDF ¥7,920 ー ¥15,840

小野百合【編著】 9784498123724

臨床栄養全史 KP00022070 羊土社 201903 PDF ¥7,260 ー ¥14,520

大熊利忠 9784758109062

食のパラドックス KP00022265 翔泳社 201806 EPUBリフロー ¥5,940 ー ¥12,980

スティーブン・Ｒ・ガンドリー【著】

白澤卓二【訳】
9784798154572

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

水・電解質・酸塩基平衡

イラスト解説BOOK
KP00024553

メディカ出版 201909 PDF ¥9,548 ー ¥14,322

菅野義彦【編】 9784840468114

子どもの食と栄養 KP00024569 羊土社 201909 PDF ¥7,920 ー ¥15,840

太田百合子 、堤ちはる【編】 9784758109079

医師が知っておきたい

外来で役立つ栄養・食事療法のポイント
KP00024634

文光堂 201502 PDF ¥11,000 ー ¥16,500

加藤昌彦【編】 9784830613883

管理栄養士国家試験　合格のための

ワークノート150日 第8版
KP00025095

女子栄養大学出版部 201910 PDF ¥7,986 ¥9,900 ¥11,979

女子栄養大学管理栄養士国家試験対

策委員会【編】
9784789524452

管理栄養士国家試験　受験必修過去

問集
KP00025096

女子栄養大学出版部 201905 PDF ¥8,833 ¥10,890 ¥13,189

女子栄養大学管理栄養士国家試験対

策委員会【編】
9784789524445

27
【低栄養の改善・予防と食べる楽しみを支える】介護保険施設では長期入所が増加しており、利用者の栄養ケア・マ

ネジメントの見直しや食形態の変更など、迷うことも多い。本書では、高齢者の特徴、栄養にかかわる介護報酬、具

体的な栄養ケア計画の立案まで、Q&A形式でわかりやすく解説する。介護保険施設の一人栄養士必携の一冊。

28

近年、必要性が高まる一方、その煩雑な計算が分かりづらいと患者も医療者も日々苦心しているカーボカウント。本

書では、さまざまな方法を試みてきた編者が自身の病院で実行して大きな効果が出た、糖質量を簡便に把握できる

「炭水化物20g交換表」について紹介する。見てすぐ分かるようイラストを多用し、献立の実践が学べる切り取り可能

な食品カードも付いている。カーボカウントを実践する人にも教える人にもおすすめの使える１冊だ。

31

●著者が主治医として関わった残存小腸0cm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？

32
【電解質異常症例への対応がこの一冊で解決！】管理栄養士のみならず医療者がむずかしいと思いがちな水・電解

質・酸塩基平衡の基本知識をキーワードごとにイラストでわかりやすく解説する。また、ベッドサイドでよくみる電解質異

常症例を取り上げ、診療および治療の流れから、栄養管理にどうつながるかを紹介する。基礎と応用で水・電解質・

酸塩基平衡の統合的理解につなげる。

29

「経腸栄養の起源は古代エジプト・ギリシャにあり。その方法はまさかの？」「生理食塩水が最初に用いられたのはあの

疾患の治療だった？」思わず誰かに話したくなるような、臨床栄養の教養を身につけませんか？

30

“健康食”が腸を狂わせる。がん、肥満、糖尿病、認知症、自己免疫疾患…効果実証、予防にも。

35
本書は、1日2ページで全範囲をクリアできる書き込み式問題集です。国家試験ガイドラインの中項目から出題頻度の

高い300項目を抽出し、1ページ1項目で構成。ガイドライン順に配列されていますが、科目間を越えた効果的な学習

プランも提案。受験勉強のペースメーカーとしてお役立てください。2019年3月発表の新ガイドラインに徹底準拠。

33

難しすぎず簡単すぎない、実践の場で役立つ知識が学べるテキスト！保育士養成課程に対応した章立てで、経験

豊富な執筆陣がわかりやすく解説。オールカラーの紙面で楽しく学べます。講義に使えて便利な演習課題つき。

34
一般の内科医がよく診る代表的な14疾患について、医師の立場で知っておきたい栄養・食事指導のポイントを具体

的に解説した。各疾患を2部構成とし、前半は疾患の概要と、栄養・食事療法の必要性を医師が執筆し、後半では

患者の症例を提示し、管理栄養士が栄養ケアの基本的な考え方とプランニングを示し、実際にどのような栄養・食事

指導をしたら良いのか解説している。

36
本書は、第33回管理栄養士国家試験（2019年3月実施）を含む5年間の国試、全1000問を収載した問題集

です。「速報2019」と「過去問2015～18」の二部構成。「速報2019」では、今年度実施の国試の解答・解説をい

ち早くお届けします。「過去問2015～18」では、全問を科目別・ガイドライン順に再配列したので、出題傾向・頻出

問題などが把握できます。2019年3月発表の新ガイドラインに対応しています。


