
がん情報コーナー所蔵資料リスト
神栖市立うずも図書館

2020/10作成

0　ガイドライン・取扱規約
0001

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

胃癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年1月改訂 日本胃癌学会 金原出版 2018.1 493.4 ｲ 胃がん

肝癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2017年版補訂版 日本肝臓学会 金原出版 2020.2 493.4 ｶ 肝臓がん

口腔癌取扱い規約 日本口腔腫瘍学会 金原出版 2019.3 496 ｺ 口腔がん

甲状腺癌取扱い規約 日本内分泌外科学会 金原出版 2019.12 493.4 ｺ 甲状腺がん

癌取扱い規約 消化器癌･乳癌 金原出版編集部 金原出版 2018.3 494.5 ｶ゙ 消化器疾患

小児･AYA世代の腫瘍に対する陽子線治療診療
ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版

日本放射線腫瘍学会 金原出版 2019.4 493.9 ｼ 小児・ＡＹＡ世
代

膵癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン改訂委員会 金原出版 2019.7 493.4 ｽ

膵･消化管神経内分泌腫瘍<NEN>診療
ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年

日本神経内分泌腫瘍研
究会 膵・消化管神経内
分泌腫瘍診療ガイドライ
ン第２版作成委員会

金原出版 2019.9 493.4 ｽ

患者･市民･医療者をつなぐ膵がん診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲ
ﾝ2019の解説

日本膵臓学会膵臓診療ガ
イドライン改訂委員会 金原出版 2020.7 493.4 ｶ

膵臓がん

造血器腫瘍診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本血液学会 金原出版 2018.7 493.2 ｿ゙ 造血器疾患

大腸癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 大腸癌研究会 金原出版 2019.1 493.4 ﾀ゙ 大腸がん

頭頚部癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本頭頚部癌学会 金原出版 2017.12 494.5 ﾄ

頭頚部癌取扱い規約 日本頭頚部癌学会 金原出版 2019.12 494.5 ﾄ
頭頚部がん

脳腫瘍診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 日本脳腫瘍学会 金原出版 2019.5 493.7 ﾉ 脳腫瘍

肺癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本肺癌学会 金原出版 2018.12 493.3 ﾊ 肺がん

婦人科がん取扱い規約抜粋 日本産科婦人科学会 金原出版 2018.5 495 ﾌ 婦人科疾患

患者さんとご家族のための子宮頸がん･子宮体
がん･卵巣がん治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ

日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2016.4 495 ｶ

子宮頸癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2017年版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2017.7 495 ｼ

子宮体がん治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2018.9 495 ｼ

卵巣がん･卵管癌･腹膜癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2020
年版

日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2020.8 495 ﾗ

子宮がん・卵

巣がん

癌取扱い規約 消化器癌･乳癌 金原出版編集部 金原出版 2018.3 494.5 ｶ゙

患者さんのための乳がん診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年
版 日本乳癌学会 金原出版 2019.7 495 ｶ

乳癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 1 日本乳癌学会 金原出版 2018.5 495 ﾆ

乳癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2 日本乳癌学会 金原出版 2018.5 495 ﾆ

乳癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版<追補 2019> 日本乳癌学会 金原出版 2019.10 495 ﾆ

乳がん

膀胱癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 日本泌尿器科学会 医学図書出版 2019.9 494.9 ﾎ゙ 膀胱がん

がん免疫療法ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 日本臨床腫瘍学会 金原出版 2019.3 494.5 ｶ゙ 免疫療法

（発行）茨城県神栖市立図書館 1 / 26ページ



がん情報コーナー所蔵資料リスト
神栖市立うずも図書館

2020/10作成

0　ガイドライン・取扱規約
0018

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

がん疼痛の薬物療法に関するｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2020年
版

日本緩和医療学会ガイ
ドライン統括委員会 金原出版 2020.7 494.5 ｶ゙ 薬物療法

ﾘﾝﾊ゚浮腫診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本リンパ浮腫学会 金原出版 2018.3 493.2 ﾘ リンパ系疾患

10　哲学
1001

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

死ぬときに後悔すること25 大津　秀一 新潮社 2013.10 B 114 ｵ

死ぬときにはじめて気づく人生で大切なこと33 大津　秀一 幻冬舎 2017.5 114 ｵ

子どものための｢いのちの授業｣ 鈴木　中人 致知出版社 2019.3 114 ｽ

死にゆく人にあなたができること 鈴木　秀子 あさ出版 2020.6 114 ｽ

人間学

ﾐｯｼｮﾝ･ｵﾌ゙･ﾗﾌ゙ ロジャー・コール ビイング・ネット・
プレス 2004.11 147 ｺ 超心理学

私らしい人生のしまい方 大前　伶子 講談社 2011.11 159 ｵ

なんで僕に聞くんだろう｡ 幡野　広志 幻冬舎 2020.2 159 ﾊ

ぼくが子どものころ､ほしかった親になる｡ 幡野　広志 ＰＨＰエディター
ズ・グループ 2018.9 159 ﾊ

人生訓

がん･ぼけ封じ､ぽっくり祈願 開運!ﾊｯﾋ゚ ｽーﾎ゚ｯﾄ
巡り 山口　都代子 辰巳出版 2018.10 185 ﾔ 寺院

10　仕事とお金
1011

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

がんと共に生き､考え､働く 石川　邦子 方丈社 2019.7 366 ｲ

企業ができるがん治療と就労の両立支援実務ｶ゙
ｲﾄ゙ 遠藤　源樹 日本法令 2017.9 336.4 ｴ

選択制がん罹患社員用就業規則標準ﾌｫーﾏｯﾄ 遠藤　源樹 労働新聞社 2019.5 336.4 ｴ

治療と就労の両立支援ｶ゙ｲﾀ゙ﾝｽ 遠藤　源樹 労務行政 2020.3 336.4 ｴ

がん経験者のための就活ﾌ゙ｯｸ ＨＯＰＥプロジェクト 合同出版 2015.8 366 ｶ゙

がんと仕事のQ&A
国立がん研究セン
ターがん対策情報
センター

2019.4 494.5 ｶ゙

がんになったら知っておきたいお金の話 黒田　ちはる 日経メディカル
開発 2019.1 494.5 ｸ

国立がん研究ｾﾝﾀーのがんとお金の本 片井　均 小学館クリエイ
ティブ 2016.11 494.5 ｺ

就労にまつわる障害年金請求･相談のﾎ゚ｲﾝﾄ 高橋　裕典 日本法令 2018.10 364 ｼ

がん治療と仕事の両立支援 染谷　由美 大蔵財務協会 2019.8 366 ｿ

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本　由香 河出書房新社 2019.3 494.5 ﾂ

治療と仕事の両立支援ﾊﾝﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 服部　文 労働調査会 2018.8 336.4 ﾊ

仕事とお金
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10　がん教育
1013

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

学校におけるがん教育の考え方･進め方 植田　誠治 大修館書店 2018.3 375 ｳ

｢がん｣になるってどんなこと? 林　和彦 セブン＆アイ出
版 2017.2 494.5 ﾊ

がん教育

10　絵本
1014

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

もうすぐﾏﾏは星になる スー・ローソン 汐文社 2007.5 E ｳｲﾗ

ぼくはﾚﾓﾈーﾄ゙やさん えいしま　しろう 生活の医療 2019.8 E ｴｲｼ

ﾏﾏはかいぞく カリーヌ・シュリュグ 光文社 2020.3 E ｻｲﾔ

ﾏﾏのﾊ゙ﾚｯﾀ たなか　さとこ 生活の医療 2018.12 E ﾀﾅｶ

おかえり!めいちゃん 大見　サキエ ふくろう出版 2019.4 E ﾓﾘ

しろさんのﾚﾓﾈーﾄ゙やさん まつざき　まさみ 吉備人出版 2018.6 E ﾔﾊﾗ

絵本

11　医学｜全般
1105

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

大切な人が病気になったとき､何ができるか考え
てみました 井上　由季子 筑摩書房 2017.2 490 ｲ

傾聴力 大津　秀一 大和書房 2020.4 B 490 ｵ

遺族外来 大西　秀樹 河出書房新社 2017.6 490 ｵ

悲しみの中にいる､あなたへの処方箋 垣添　忠生 新潮社 2011.2 490 ｶ

ﾕーﾓｱを生きる 柏木　哲夫 三輪書店 2019.3 490 ｶ

｢看取り｣の作法 香山　リカ 祥伝社 2011.11 490 ｶ

医者が教える人が死ぬときに後悔する34のﾘｽﾄ 川嶋　朗 アスコム 2013.6 490 ｶ

｢死ぬ瞬間｣をめぐる質疑応答 エリザベス・キューブラ
ー・ロス 中央公論新社 2005.10 B 490 ｷ

家族にとってのｸ゙ﾘーﾌｹｱ 坂下　ひろこ 彩流社 2019.3 490 ｻ

ｴﾝﾄ゙･ｵﾌ゙･ﾗｲﾌ 佐々　涼子 集英社インター
ナショナル 2020.2 490 ｻ

ﾗｽﾄ･ｿﾝｸ゙ 佐藤　由美子 ポプラ社 2014.12 490 ｻ

余命18日をどう生きるか 田村　恵子 朝日新聞出版 2010.11 490 ﾀ

明日この世を去るとしても､今日の花に水をあげ
なさい 樋野　興夫 幻冬舎 2015.8 490 ﾋ

あなたはそこにいるだけで価値ある存在 樋野　興夫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.4 490 ﾋ

きりんの家にようこそ 平蔵　見子 文芸社 2019.2 490 ﾍ

医学と心理
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11　医学｜全般
1105

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

｢在宅死｣の心がまえ 松永　安優美 ポプラ社 2013.5 490 ﾏ

看取るあなたへ 秋山　正子 河出書房新社 2017.9 490 ﾐ

哀しみを得る 村中　李衣 かもがわ出版 2017.1 490 ﾑ

賢い患者 山口　育子 岩波書店 2018.6 490 ﾔ

病院で死ぬのはもったいない 山崎　章郎 春秋社 2012.8 490 ﾔ

子どもを持つ親が病気になった時に読む本 ポーラ・ラウフ 創元社 2018.4 490 ﾗ

医学と心理

｢平穏死｣を受け入れるﾚｯｽﾝ 石飛　幸三 誠文堂新光社 2016.7 490 ｲ

ﾍﾚﾝﾊｳｽ物語 ジャクリーン・ウォース
ウィック

クリエイツかも
がわ 2018.9 490 ｳ

死を前にした人にあなたは何ができますか?小澤　竹俊 医学書院 2017.8 490 ｵ

医者の死生観 梶　葉子 朝日新聞出版 2018.2 490 ｶ

生き方のｺﾂ死に方の選択 鎌田　実 集英社 2004.5 B 490 ｶ

ｼｼﾘー･ｿﾝﾀ゙ ｽーとﾎｽﾋ゚ｽのこころ 小森　康永 春陽堂書店 2020.6 490 ｺ

自分で決める人生の終い方 樋口　恵子 ミネルヴァ書房 2014.6 490 ｼ゙

市民ﾎｽﾋ゚ｽへの道 山崎　章郎 春秋社 2015.12 490 ｼ

終末期医療の緩和ｹｱ ジェイムス・Ｆ．ハンラテ
ィ 朝日出版社 2018.2 490 ﾊ

｢そのとき｣までをどう生きるのか 山崎　章郎 春秋社 2018.8 490 ﾔ

ﾙﾎ゚最期をどう迎えるか 共同通信生活報道部 岩波書店 2018.1 490 ﾙ

医学と倫理

いのち問答 香山　リカ 角川書店 2011.3 490 ｶ

人は人を救えないが､｢癒やす｣ことはできる 谷山　洋三 河出書房新社 2018.11 490 ﾀ

ただ､寄り添う｡ 玉置　妙憂 主婦の友インフ
ォス 2020.4 490 ﾀ

医学と宗教

ｽﾋ゚ﾘﾁｭｱﾙﾍ゚ｲﾝ 細田　亮 幻冬舎メディア
コンサルティング 2019.7 490 ﾎ

医者の嘘 石井　光 幻冬舎 2014.10 490 ｲ

ｼ゙ｴﾝﾄ゙･ｵﾌ゙･ｲﾙﾈｽ デイビッド・Ｂ．エイガス 日経ＢＰ社 2013.8 490 ｴ

先生が患者ならどうします? 岡田　正彦 ダイヤモンド社 2015.7 490 ｵ

医者に殺されない47の心得 近藤　誠 アスコム 2012.12 490 ｺ

医者･病院･薬局 失敗しない選び方･考え方 鈴木　信行 さくら舎 2019.1 490 ｽ

野垂れ死にの覚悟 曽野　綾子 ベストセラーズ 2014.6 490 ｿ

患者さんに伝えたい医師の本心 高本　眞一 新潮社 2015.7 490 ﾀ

医学論文．評

論
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11　医学｜全般
1108

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

患者になった名医たちの選択 塚崎　朝子 朝日新聞出版 2020.3 490 ﾂ

｢ﾆｾ医学｣に騙されないために 名取　宏 内外出版社 2018.11 490 ﾅ

今日すべきことを精一杯! 日野原　重明 ポプラ社 2017.3 490 ﾋ

難病治療はなぜ成功しないのか? 藤田　亨 幻冬舎メディア
コンサルティング 2019.2 490 ﾌ

医学論文．評

論

11　基礎医学
1111

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

解剖生理学がわかる 飯島　治之 技術評論社 2012.5 491 ｲ

からだと病気のしくみ図鑑 川上　正舒 法研 2012.7 491 ｶ
解剖生理学

がまんしなくていい 鎌田　實 集英社 2013.4 491 ｶ 心理学的生理
学

薬が効くしくみ 中原　保裕 ナツメ社 2013.2 491 ﾅ 薬理学

からだと病気のしくみ 田中　文彦 マイナビ出版 2018.3 491 ｶ

なるほどなっとく!病理学 小林　正伸 南山堂 2019.2 491 ｺ
病理学

おしゃべりながんの図鑑 小倉　加奈子 ＣＣＣメディアハ
ウス 2019.7 491 ｵ

名医が教える病気の見つけ方 掛谷　和俊 弘文堂 2018.10 491 ｶ

地域がんﾌｫーﾗﾑ･茨城県がん対策ﾀｳﾝﾐーﾃｨﾝｸ゙記
録集

茨城県がん診療
連携協議会 2010 K 149 ﾁ

大腸がん県民公開ｾﾐﾅー 茨城県がん診療
連携協議会 2013 491 ｶ゙

がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 茨城県がん診療
連携協議会 [2014] 491 ｶ゙

がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 平成27年度 茨城県がん診療
連携協議会 [2015] 491 ｶ゙

がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 平成28年度 茨城県がん診療
連携協議会 [2016] 491 ｶ゙

がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 平成29年度 茨城県がん診療
連携協議会 [2017] 491 ｶ゙

がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 平成30年度 茨城県がん診療
連携協議会 [2018] 491 ｶ゙

がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 令和元年度 茨城県がん診療
連携協議会 [2019] 491 ｶ゙

がんの時代 中川　恵一 海竜社 2018.10 491 ﾅ

がんよろず相談室 濱元　誠栄 医事出版社 2018.9 491 ﾊ

がん哲学外来へようこそ 樋野　興夫 新潮社 2016.2 491 ﾋ

がん哲学のﾚｯｽﾝ 樋野　興夫 かもがわ出版 2020.2 491 ﾋ

がんばりすぎない､悲しみすぎない｡ 樋野　興夫 講談社 2017.8 491 ﾋ

腫瘍．癌
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11　基礎医学
1115

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

悪性新生物 平林　茂 河出書房新社 2016.2 491 ﾋ

先生!本当に正しい｢がん｣の知識を教えてくださ
い! 明星　智洋 すばる舎 2019.7 491 ﾐ

腫瘍．癌

元ﾊーﾊ゙ ﾄー゙大学准教授が教えるｶ゙ﾝにならない体 荒木　裕 三笠書房 2018.12 491 ｱ

がんの正体がわかった! 小林　常雄 創藝社 2019.1 491 ｺ

がんを防ぐﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 中泉　明彦 第三文明社 2018.9 491 ﾅ

命の食事 南雲　吉則 主婦の友社 2019.10 491 ﾅ

癌の予防

一生医者いらずの菌活のはじめ方 辨野　義己 マイナビ 2013.12 491 ﾍ゙ 細菌学

免疫の守護者制御性T細胞とはなにか 坂口　志文 講談社 2020.10 491 ｻ

生命科学の未来 本庶　佑 藤原書店 2018.12 491 ﾎ
免疫学

11　臨床医学．診断．治療
1121

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

受けたい医療 2019年版 読売新聞医療部 読売新聞東京本
社 2018.11 492 ｳ

受けたい医療 2020年版 読売新聞医療部 読売新聞東京本
社 2019.11 492 ｳ

検査結果なんでも早わかり事典 小橋　隆一郎 主婦の友社 2018.10 492 ｺ

これならわかる!はじめての緩和ｹｱ 林　章敏 ナツメ社 2020.5 492 ｺ

家に帰ろう 萬田　緑平 徳間書店 2013.10 492 ﾏ

ひととおりのことをやっても苦痛が緩和しない時
に開く本 森田　達也 医学書院 2018.11 492 ﾓ

臨床医学．診

断．治療

がん化学療法ｹｱｶ゙ｲﾄ゙ 濱口　恵子 中山書店 2020.2 492 ｶ゙

3分でわかるがんのｹｱ&患者説明“これだけ"ﾜーﾄ゙
224 勝俣　範之 メディカ出版 2020.2 492 ｻ

はじめてでもやさしいｽﾄーﾏ･排泄ｹｱ 宮嶋　正子 学研メディカル
秀潤社 2018.3 492 ﾊ

ｴﾋ゙ﾃ゙ﾝｽからわかる患者と家族に届く緩和ｹｱ 森田　達也 医学書院 2016.3 492 ﾓ

快適!ｽﾄーﾏ生活 松浦　信子 医学書院 2019.6 494.6 ﾏ

がん看護

12　外科学－腫瘍．肉腫．がん
12001

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

いばらきのがんｻﾎ゚ ﾄーﾌ゙ｯｸ
茨城県立中央病
院・茨城県地域が
んセンター

2019 K 149 ｲ

いばらき みんなのがん相談室 茨城県看護協会 2017.3 K 149 ｲ

いばらき みんなのがん相談室 Vol.2 茨城県看護協会 2020.3 K 149 ｲ

地域行政資

料
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千葉県がんｻﾎ゚ ﾄーﾌ゙ｯｸ
千葉県健康福祉
部健康づくり支援
課

2018.1 K 549 ﾁ
地域行政資

料

がんにならないのはどっち? 秋津　壽男 あさ出版 2015.5 494.5 ｱ

医者の罪と罰 石井　光 幻冬舎 2017.1 494.5 ｲ

がん遺伝子治療のことがわかる本 石田　幸弘 あさ出版 2018.11 494.5 ｲ

このまま死んでる場合じゃない! 岡田　直美 講談社 2016.12 494.5 ｵ

東大病院を辞めたから言える｢がん｣の話 大場　大 ＰＨＰ研究所 2015.10 494.5 ｵ

がんを生きる緩和ｹｱ医が答える命の質問58大橋　洋平 双葉社 2020.9 494.5 ｵ

孤独を克服するがん治療 押川　勝太郎 サンライズパブリ
ッシング 2019.6 494.5 ｵ

がんを生きる 文藝春秋 文藝春秋 2015.6 B 494.5 ｶ゙

がん患者の症状まるわかりBOOK 田村　和夫 照林社 2018.7 494.5 ｶ゙

がん患者力 ＮＨＫ「がんプロジェク
ト」取材班 主婦と生活社 2013.12 494.5 ｶ゙

がん治療後の生活 日本癌医療翻訳
アソシエツ 2012.3 494.5 ｶ゙

｢がん治療｣の正しい受け方 「きょうの健康」番組制
作班 主婦と生活社 2016.7 494.5 ｶ゙

がんと闘う病院 がん・感染症センター
都立駒込病院 講談社 2020.8 494.5 ｶ゙

がんになっても心配ありません がん研究会 国書刊行会 2018.8 494.5 ｶ゙

｢がん｣の医学百科 向山　雄人 主婦と生活社 2016.9 494.5 ｶ゙

｢がん｣のことがまるごとわかる本 晋遊舎 2018.10 494.5 ｶ゙

がんの補完代替療法ｸﾘﾆｶﾙ･ｴﾋ゙ﾃ゙ﾝｽ 2016年版 日本緩和医療学会緩和
医療ガイドライン委員会 金原出版 2016.6 494.5 ｶ゙

がんで困ったときに開く本 2019 朝日新聞出版 2018.8 494.5 ｶ゙

ひとまずがんの治療を終えたあなたへ フランシス・グッドハー
ト 国書刊行会 2015.7 494.5 ｸ゙

国立がん研究ｾﾝﾀーの正しいがん検診 中山　富雄 小学館クリエイ
ティブ 2019.11 494.5 ｺ

日本一まっとうながん検診の受け方､使い方 近藤　慎太郎 日経ＢＰ社 2018.8 494.5 ｺ

あのひとががんになったら 桜井　なおみ 中央公論新社 2018.3 494.5 ｻ

がんと向き合い生きていく 佐々木　常雄 セブン＆アイ出
版 2019.2 494.5 ｻ

がんが治る人治らない人 佐藤　典宏 あさ出版 2019.2 494.5 ｻ

ｶ゙ﾝとわかったら読む本 佐藤　典宏 マキノ出版 2018.6 494.5 ｻ

｢このがん治療でいいのか?｣と悩んでいる人の
ための本 佐藤　典宏 時事通信出版局 2019.4 494.5 ｻ

知識

（発行）茨城県神栖市立図書館 7 / 26ページ



がん情報コーナー所蔵資料リスト
神栖市立うずも図書館

2020/10作成

12　外科学－腫瘍．肉腫．がん
12002

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

その症状､がんのｻｲﾝかもしれません 佐藤　典宏 ＰＨＰ研究所 2019.12 494.5 ｻ

知っておきたいがんのこと
国立がん研究セン
ターがん対策情報
センター

2018.7 494.5 ｼ

私は末期がんでも治します 白川　太郎 トランスワールド
ジャパン 2019.1 494.5 ｼ

世界中の医学研究を徹底的に比較してわかった
最高のがん治療 津川　友介 ダイヤモンド社 2020.4 494.5 ｾ

早期発見!見逃さない!がんのｻｲﾝ 福田　一典 宝島社 2019.6 494.5 ｿ

がんを疑われたら最初に読む本 高橋　基文 クロスメディア・
パブリッシング 2020.2 494.5 ﾀ

がんの町医者 高良　毅 ルネッサンス・ア
イ 2018.12 494.5 ﾀ

がんを告知されたら読む本 谷川　啓司 プレジデント社 2015.9 494.5 ﾀ

医者にがんと言われたら最初に読む本 中川　恵一 エクスナレッジ 2020.8 494.5 ﾅ

がん専門医が､がんになって分かった大切なこと 中川　恵一 海竜社 2019.10 494.5 ﾅ

最強最高のがん知識 中川　恵一 海竜社 2017.8 494.5 ﾅ

知っておきたい｢がん講座｣ 中川　恵一 日経サイエンス
社 2019.12 494.5 ﾅ

どうせ死ぬなら｢がん｣がいい 中村　仁一 宝島社 2018.11 494.5 ﾅ

医者に宣告されたら知っておきたいがん克服の7
ｶ条 西脇　俊二 徳間書店 2018.9 494.5 ﾆ

がんで死なない 藤野　邦夫 小学館 2018.4 494.5 ﾌ

4期のがんを生き抜く最新医療 藤野　邦夫 潮出版社 2018.9 494.5 ﾌ

がんになったらまず読む本 保坂　隆 朝日新聞出版 2019.10 494.5 ﾎ

がん やっとわかった生存の条件 星野　泰三 ＣＶＡ出版企画 2015.8 494.5 ﾎ

ｹ゙ﾉﾑ時代のがん治療 星野　泰三 青月社 2019.7 494.5 ﾎ

ｱﾙﾃ゙ﾋﾄ゙が心筋梗塞､がんを生む 水野　雄二 青灯社 2019.1 493.2 ﾐ

病の皇帝｢がん｣に挑む 上 シッダールタ・ムカジー 早川書房 2013.8 494.5 ﾑ

病の皇帝｢がん｣に挑む 下 シッダールタ・ムカジー 早川書房 2013.8 494.5 ﾑ

がんのPET検査がわかる本 安田　聖栄 法研 2015.11 494.5 ﾔ

がん宣告｢される前に!｣｢されたら!｣まず読む本 吉川　敏一 主婦と生活社 2018.7 494.5 ﾖ

知識

｢副作用のない抗がん剤｣の誕生 奥野　修司 文藝春秋 2016.11 494.5 ｵ

抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤　隆佑 緑書房 2015.6 494.5 ｶ

がん治療薬まるわかりBOOK 勝俣　範之 照林社 2015.8 494.5 ｶ゙

化学療法
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がん疼痛治療薬まるわかりBOOK 細矢　美紀 照林社 2018.2 494.5 ｶ゙

がん疼痛の薬物療法に関するｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2020年
版

日本緩和医療学会ガイ
ドライン統括委員会 金原出版 2020.7 494.5 ｶ゙

がん薬物療法に伴う末梢神経障害ﾏﾈｼ゙ﾒﾝﾄの手
引き 2017年版

日本がんサポーティブ
ケア学会 金原出版 2017.10 494.5 ｶ゙

抗がん剤治療中の生活ｹｱBOOK 中川　靖章 有楽出版社 2013.8 494.5 ｺ

抗がん剤治療と上手につきあう本 岩瀬　弘敬 日経ＢＰ社 2016.8 494.5 ｺ

口腔ｹｱでがん治療はｸ゙ｯと楽になる 百合草　健圭志 講談社 2016.8 494.5 ｺ

ﾄ゙ｸﾀーが教える抗がん剤治療がﾗｸになる生活術 中川　靖章 日東書院本社 2017.9 494.5 ﾄ゙

がん疼痛緩和の薬がわかる本 余宮　きのみ 医学書院 2019.6 494.5 ﾖ

化学療法

がんになった親が子どもにしてあげられること 大沢　かおり ポプラ社 2018.2 494.5 ｵ

家族ががんになりました 大西　秀樹 法研 2016.1 494.5 ｵ

家族が｢がん｣になったら知っておくべきこと 中川　恵一 池田書店 2013.2 494.5 ｶ

がんの親をもつ子どもたちをｻﾎ゚ ﾄーする本 有賀　悦子 青海社 2017.6 494.5 ｶ゙

がん患者の家族を救う55のQ&A 酒井　たえこ

アイエス・エヌ株式
会社コミュニティ・
パブリッシング事
業部

2017.8 494.5 ｻ

親ががんになったら読む本 山口　建 主婦の友社 2019.10 494.5 ﾔ

家族関係

緩和医療 大岩　孝司 中山書店 2018.10 494.5 ｵ

看取り先生の遺言 奥野　修司 文藝春秋 2013.1 494.5 ｵ

ひとりで死ぬのだって大丈夫 奥野　滋子 朝日新聞出版 2014.5 494.5 ｵ

がんが再発･転移した時､あなたは? 岩崎　瑞枝 中央法規出版 2017.12 494.5 ｶ゙

がん治療を苦痛なく続けるための支持･緩和医
療 高橋　孝郎 ライフサイエンス

出版 2019.1 494.5 ｶ゙

緩和ｹｱが主体となる時期のがんのﾘﾊﾋ゙ﾘﾃーｼｮﾝ 島崎　寛将 中山書店 2013.7 494.5 ｶ

がんを抱えて､自分らしく生きたい 西　智弘 ＰＨＰエディター
ズ・グループ 2019.6 494.5 ﾆ

緩和ケア

働く女性のためのがん入院･治療生活便利帳 岩井　ますみ 講談社 2015.7 494.5 ｲ

がんでも歩こう! 大島　和也 日経メディカル
開発 2020.3 494.5 ｶ゙

がん患者に対するｱﾋ゚ｱﾗﾝｽｹｱの手引き 
2016年版

国立がん研究センター研
究開発費がん患者の外見
支援に関するガイドライン
の構築に向けた研究班

金原出版 2016.8 494.5 ｶ゙

がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう　桜子 主婦の友社 2017.6 494.5 ｻ

臨床で活かすがん患者のｱﾋ゚ｱﾗﾝｽｹｱ 野澤　桂子 南山堂 2017.7 494.5 ﾘ

女性のがんと外見ｹｱ 分田　貴子 法研 2018.9 494.5 ﾜ

ＱＯＬ (ｸｵﾘﾃ

ｨーｵﾌ゙ﾗｲﾌ）

（発行）茨城県神栖市立図書館 9 / 26ページ



がん情報コーナー所蔵資料リスト
神栖市立うずも図書館

2020/10作成

12　外科学－腫瘍．肉腫．がん
12006

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

ﾖｶ゙とがん タリ・プリンスター ガイアブックス 2018.12 494.5 ﾌ゚ ＱＯＬ (ｸｵﾘﾃｨ
ｵーﾌ゙ﾗｲﾌ）

がん患者の心を救う 大西　秀樹 河出書房新社 2019.8 494.5 ｵ

女性のがん心のｹｱ 大西　秀樹 つちや書店 2019.11 494.5 ｵ

国立がん研究ｾﾝﾀーのこころと苦痛の本 清水　研 小学館クリエイ
ティブ 2018.2 494.5 ｺ

がんで不安なあなたに読んでほしい｡ 清水　研 ビジネス社 2020.5 494.5 ｼ

もしも一年後､この世にいないとしたら｡ 清水　研 文響社 2019.10 494.5 ｼ

大切な人ががんになったとき…生きる力を引き
出す寄り添い方 樋野　興夫 青春出版社 2018.6 494.5 ﾋ

がん患者さんのためのﾏｲﾝﾄ゙ﾌﾙﾈｽ瞑想法 保坂　隆 法研 2019.4 494.5 ﾎ

がんだけど､素敵な話 保坂　隆 海竜社 2019.12 494.5 ﾎ

がんと共存ちょっと癒される話 保坂　隆 さくら舎 2020.2 494.5 ﾎ

ｽﾃーｼ゙4をぶっ飛ばせ!がんに負けない生き方 保坂　隆 主婦の友社 2019.2 494.5 ﾎ

サイオンコロ

ジー

がん再発予防の食事&生活術 野口　節子 食べもの通信社 2019.7 494.5 ｶ゙

がんで余命ｾ゙ﾛと言われた夫の命を延ばす台所 神尾　真木子 幻冬舎 2018.4 494.5 ｶ

がんで余命ｾ゙ﾛと言われた私の死なない食事 神尾　哲男 幻冬舎 2017.3 494.5 ｶ

がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくっ
た73の食事ﾚｼﾋ゚ 川口　美喜子 医学書院 2011.11 494.5 ｶ

がんから生還した私のつくりおきがん退治食 『健康』編集部 主婦の友インフ
ォス 2017.5 494.5 ｶ゙

がん患者の栄養療法と食事ｻﾎ゚ ﾄー 鷲澤　尚宏 メディカ出版 2018.12 494.5 ｶ゙

がんに負けない体をつくる済陽式野菜ｽーﾌ゚ 済陽　高穂 成美堂出版 2019.3 494.5 ｶ゙

抗がん剤･放射線治療を乗り切り､元気いっぱい
にする食事116 勝俣　範之 主婦の友社 2019.10 494.5 ｺ

国がん東病院発 抗がん剤･放射線治療をして
いる人のための食事 後藤　功一 ナツメ社 2020.2 494.5 ｺ

がんに打ち勝つ｢命の野菜ｽーﾌ゚｣ 高橋　弘 アスコム 2018.11 494.5 ﾀ

国立がん研究ｾﾝﾀー東病院の管理栄養士さんが
考えたがんｻﾊ゙ｲﾊ゙ のー毎日ごはん 千歳　はるか 小学館 2019.4 494.5 ﾁ

がんの嫌がる食事 丁　宗鐵 創英社 2013.12 494.5 ﾃ

福田式がんに勝つ最強ｽーﾌ゚ﾚｼﾋ゚ 福田　一典 河出書房新社 2019.1 494.5 ﾌ

私のがんが消えた｡体を温める｢薬食同源｣ﾚｼﾋ゚ 松永　梨杏 アスペクト 2014.11 494.5 ﾏ

ｶ゙ﾝは食事で治す 森下　敬一 ベストセラーズ 2018.12 494.5 ﾓ

がんを生き抜く最強ごはん 和田　洋巳 毎日新聞出版 2019.3 494.5 ﾜ

今あるｶ゙ﾝが消えていく食事 超実践編 済陽　高穂 マキノ出版 2009.11 494.5 ﾜ

食餌療法
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ｶ゙ﾝが消えていく食事 済陽　高穂 マキノ出版 2016.7 494.5 ﾜ

がんに勝つ食事 済陽　高穂 河出書房新社 2020.4 494.5 ﾜ

がんにならない毎日の食ﾚｼﾋ゚ 済陽　高穂 祥伝社 2011.4 B 494.5 ﾜ

図解今あるｶ゙ﾝが消えていく食事 済陽　高穂 マキノ出版 2018.11 494.5 ﾜ

副作用が楽になる､抗ｶ゙ﾝ剤がよく効く食事 済陽　高穂 アスコム 2010.7 494.5 ﾜ

食餌療法

最期まで自分らしく生きるためにできること ホスピスケア研究会 河出書房新社 2014.2 494.5 ｻ

大切な人に最期にしてあげられること ホスピスケア研究会 河出書房新社 2014.2 494.5 ﾀ

ひとり､家で穏やかに死ぬ方法 川越　厚 主婦と生活社 2015.9 494.5 ｶ

末期がん患者の家族のための｢看取り｣の教科
書 吉澤　明孝 主婦の友インフ

ォス情報社 2015.2 494.5 ﾏ

ターミナルケ

ア

抗がん剤の辛さが消える速効!漢方力 井齋　偉矢 青春出版社 2017.11 494.5 ｲ

がんの症状緩和に使える!漢方薬ﾊﾝﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 遠山　正彌 金芳堂 2020.1 494.5 ｶ゙

漢方でできるがんｻﾎ゚ ﾃーｨﾌ゙ｹｱ 元雄　良治 南山堂 2019.6 494.5 ﾓ

抗癌剤の副作用で苦しまないために 横内　正典 たま出版 2018.7 494.5 ﾖ

東洋医学

患者さんと家族のための放射線治療Q&A  2020
年版

日本放射線腫瘍学会 金原出版 2020.9 494.5 ｶ 

がんの放射線治療がよくわかる本 唐澤　克之 主婦と生活社 2009.2 494.5 ｶ
放射線療法

免疫はがんに何をしているのか? 桂　義元 技術評論社 2016.12 494.5 ｶ

がん免疫療法の突破口(ﾌ゙ﾚｲｸｽﾙー) チャールズ・グレーバー 早川書房 2020.3 494.5 ｸ゙

がんになった医者が書いたあなたのがんは｢こ
れ｣で9割防げる 佐藤　俊彦 幻冬舎 2015.4 494.5 ｻ

新生ﾍ゚ﾌ゚ﾁﾄ゙とﾋ゙ｯｸﾘするがん免疫新薬の力 星野　泰三 青月社 2016.8 494.5 ﾎ

がん免疫療法とは何か 本庶　佑 岩波書店 2019.4 494.5 ﾎ

がん免疫療法ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 日本臨床腫瘍学会 金原出版 2019.3 494.5 ｶ゙

よくわかるがん免疫療法ｶ゙ｲﾄ゙ﾌ゙ｯｸ

日本バイオセラピィ学会
「よくわかるがん免疫療法
ガイドブック－患者さんと
ご家族のために－」作成
ワーキン

金原出版 2020.9 494.5 ﾖ

免疫療法

13　衛生学．公衆衛生．予防医学
1301

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

いのちの値段 読売新聞医療部 講談社 2018.12 498.0 ｲ

なんとめでたいご臨終 小笠原　文雄 小学館 2017.6 498 ｵ

｢医療否定本｣に殺されないための48の真実 長尾　和宏 扶桑社 2013.9 498.0 ﾅ

衛生教育
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13　衛生学．公衆衛生．予防医学
1301

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

患者は知らない医者の真実 野田　一成 ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2016.4 498.0 ﾉ

がん､脳卒中､心臓病三大病死亡衝撃の地域格
差 埴岡　健一 中央公論新社 2018.11 498.0 ﾊ

上手な医者のかかりかた 楊　浩勇 ダイヤモンド社 2012.12 498.0 ﾖ

衛生教育

安心してがんと闘うために知っておきたいお金の
実際 内田　茂樹 主婦の友インフ

ォス情報社 2015.9 498.1 ｳ

<実録>一円も使わない終活 村上　夏樹 飛鳥新社 2014.11 498.1 ﾑ

がんに負けない生活設計の教科書 山越　尚昭 すばる舎 2019.10 498.1 ﾔ

医療制度

最新治療ﾃ゙ ﾀーで探す名医のいる病院 2019 医療新聞社 2019.1 498.1 ｻ

最新治療ﾃ゙ ﾀーで探す名医のいる病院 2020 医療新聞社 2019.10 498.1 ｻ

手術数でわかるいい病院 2018 朝日新聞出版 2018.3 498.1 ｼ

手術数でわかるいい病院 2019 朝日新聞出版 2019.3 498.1 ｼ

手術数でわかるいい病院 2020 朝日新聞出版 2020.3 498.1 ｼ

頼れる病院ﾗﾝｷﾝｸ゙ 2018 プレジデント社 2018.6 498.1 ﾀ

ﾃ゙ ﾀーで探す病院の選び方 2019 医療新聞社 2018.11 498.1 ﾃ゙

日経実力病院調査 2020-2021年版 日本経済新聞社 日経BP日本経済
新聞出版本部 2020.8 498.1 ﾆ

病院の実力 2019総合編 読売新聞医療部 読売新聞東京本
社 2019.2 498.1 ﾋ゙

病院の実力 2020総合編 読売新聞医療部 読売新聞東京本
社 2020.2 498.1 ﾋ゙ 

病院のすべてがわかる! コンパッソ税理士法人 ナツメ社 2017.11 498.1 ﾋ゙

医療施設

医者が患者に教えない病気の真実 江田　証 幻冬舎 2013.7 498.3 ｴ

1分でも長生きする健康術 大津　秀一 光文社 2019.2 498.3 ｵ
健康法

｢空腹｣こそ最強のｸｽﾘ 青木　厚 アスコム 2019.2 498.5 ｱ

免疫を高めてがんに勝つ野菜ﾚｼﾋ゚124 石原　結實
廣済堂あかつき株
式会社出版事業
部

2011.2 498.5 ｲ

奇跡のﾓﾘﾝｶ゙ 大山　知春 幻冬舎 2019.4 498.5 ｵ

医者が考案したがん･病気をよせつけない最強
の一汁一菜 小林　弘幸 ＳＢクリエイティ

ブ 2019.2 498.5 ｺ

100歳までｶ゙ﾝにならない食べ方ﾎ゙ｹない食べ方 白澤　卓二 青春出版社 2011.7 498.5 ｼ

余命3ｶ月のｶ゙ﾝを克服した私が食べたもの 高遠　智子 祥伝社 2016.2 498.5 ﾀ

余命3ｶ月のｶ゙ﾝを克服した私が毎日食べている
もの 高遠　智子 祥伝社 2018.2 498.5 ﾀ

抗がん剤の世界的権威が直伝!最強の野菜ｽーﾌ゚ 前田　浩 マキノ出版 2017.11 498.5 ﾏ

食生活
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13　衛生学．公衆衛生．予防医学
1305

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

抗がん剤の世界的権威が伝授!最強の野菜ｽーﾌ゚
活用ﾚｼﾋ゚ 前田　浩 マキノ出版 2018.11 498.5 ﾏ 食生活

14　薬学
1401

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

ｱﾛﾏｾﾗﾋ゚ 入ー門 今西　二郎 日本看護協会出
版会 2010.6 499 ｱ

世界を救った日本の薬 塚崎　朝子 講談社 2018.3 499 ﾂ
薬学

患者のためのがんの臨床試験(治験)ﾊﾝﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 日本癌医療翻訳
アソシエツ 2015.10 499 ｶ

徹底研究｢治験｣と｢臨床｣ 医療科学研究所 法研 2018.10 499 ﾃ
治験

20　胃がん
2001

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

胃がん手術後の安心ごはん 青木　照明 女子栄養大学出
版部 2020.8 493.4 ｱ

胃がんでいのちを落とさないために 浅香　正博 中央公論新社 2019.6 493.4 ｱ

胃を切った人のおいしい回復ﾚｼﾋ゚300 主婦の友社 主婦の友社 2015.10 493.4 ｲ

胃がん 佐野　武 講談社 2016.7 493.4 ｲ

胃がん手術後の生活読本 佐野　武 主婦と生活社 2013.12 493.4 ｲ

胃がん･食道がん病後のｹｱと食事 山田　和彦 法研 2019.12 493.4 ｲ

胃癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年1月改訂 日本胃癌学会 金原出版 2018.1 493.4 ｲ

国立がん研究ｾﾝﾀーの胃がんの本 片井　均 小学館クリエイ
ティブ 2018.6 493.4 ｺ

胃がん･大腸がんを治す､防ぐ! 近藤　慎太郎 さくら舎 2019.7 493.4 ｺ

胃腸の検査･手術で困ったときに読む本 指山　浩志 彩流社 2016.5 493.4 ｻ

胃がん･大腸がん一緒に考えましょう,あなたの
治療 佐藤　温 ヴァンメディカル 2019.3 493.4 ｻ

膵･消化管神経内分泌腫瘍<NEN>診療
ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年

日本神経内分泌腫瘍研
究会膵・消化管神経内分
泌腫瘍診療ガイドライン
第２版作成委員会

金原出版 2019.9 493.4 ｽ

胃がん 比企　直樹 主婦の友社 2016.11 493.4 ﾋ

毎日おいしく食べる!胃を切った人のための食事 比企　直樹 ナツメ社 2013.3 493.4 ﾋ

ﾀ゙ﾌ゙ﾙｹｱ 荒井　美紀 星湖舎 2019.9 916 ｱ

ｶ゙ﾝ再発す 逸見　政孝 広済堂出版 1994.2 916 ｲ

あの世の妻へのﾗﾌ゙ﾚﾀー 永　六輔 中央公論新社 2005.8 916 ｴ

妻の大往生 永　六輔 中央公論新社 2002.11 916 ｴ

胃がん
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20　胃がん｜闘病記
2002

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

緩和ｹｱ医が､がんになって 大橋　洋平 双葉社 2019.8 916 ｵ

ｼﾝｸ゙ﾙ父さん子育て奮闘記 木本　努 ぱるす出版 2019.1 916 ｷ

ﾊ゙ｽﾗーの白い空から 佐野　英二郎 青土社 2019.3 914.6 ｻﾉ

作家がｶ゙ﾝになって試みたこと 高橋　三千綱 岩波書店 2018.6 916 ﾀ

知りたがりやのｶ゙ﾝ患者 種村　エイ子 農山漁村文化協
会 1996.11 916 ﾀ

がんになった外科医元ちゃんが伝えたかったこと 西村　元一 照林社 2017.8 916 ﾆ

光 久松　ゆり 本の森 2003.10 916 ﾋ

ﾋﾏﾗﾔの風にのって 吉村　達也 角川書店 2012.7 916 ﾖ

胃がん

21　肝臓・膵臓・胆道
2101

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

肝臓病 泉　並木 主婦の友社 2018.7 493.4 ｲ

肝がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 茨城県がん診療
連携協議会 [2013] 493.4 ｶ

肝癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2017年版補訂版 日本肝臓学会 金原出版 2020.2 493.4 ｶ

患者･市民･医療者をつなぐ膵がん診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲ
ﾝ2019の解説

日本膵臓学会膵臓診療ガ
イドライン改訂委員会 金原出版 2020.7 493.4 ｶ

癌取扱い規約 消化器癌･乳癌 金原出版編集部 金原出版 2018.3 494.5 ｶ゙

国立がん研究ｾﾝﾀーの肝･胆･膵がんの本 島田　和明 小学館クリエイ
ティブ 2018.6 493.4 ｺ

最先端治療胆道がん･膵臓がん 国立がん研究センター
中央病院肝胆膵内科 法研 2019.2 493.4 ｻ

<いのち>とがん 坂井　律子 岩波書店 2019.2 493.4 ｻ

膵癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン改訂委員会 金原出版 2019.7 493.4 ｽ

膵･消化管神経内分泌腫瘍<NEN>診療
ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年

日本神経内分泌腫瘍研
究会膵・消化管神経内分
泌腫瘍診療ガイドライン
第２版作成委員会

金原出版 2019.9 493.4 ｽ

膵臓がん･胆道がん 神澤　輝実 主婦の友社 2020.4 493.4 ｽ

図解決定版すい臓の病気と最新治療&予防法 伊佐地　秀司 日東書院本社 2016.4 493.4 ｽ゙

ﾁーﾑﾚﾝﾊ゙ﾁﾆﾌ゙による肝細胞癌治療 池田　公史 メディカルレビュ
ー社 2018.6 493.4 ﾁ

糖尿病と膵臓がん 長尾　和宏 ブックマン社 2018.12 493.1 ﾅ

がんから肝臓を守るために 名越　澄子 ライフサイエンス
出版 2020.3 493.4 ﾅ

肝臓．膵臓．

胆道がん

がんからの脱出 相澤　雄一郎 モッツコーポレー
ション 2019.4 289 ｱ

病室のｼｬﾎ゙ﾝ玉ﾎﾘﾃ゙ｰ なべ　おさみ 文藝春秋 2008.2 779 ﾅ
肝臓がん
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21　肝臓・膵臓・胆道｜闘病記
2102

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

最後の｢愛してる｣ 前田　朋己 幻冬舎 2018.10 916 ﾏ

百万回の永訣 柳原　和子 中央公論新社 2009.3 B 916 ﾔ

雨上がりに咲く向日葵のように 山下　弘子 宝島社 2018.7 B 916 ﾔ

さよならわたしのおかあさん 吉川　景都 新潮社 2018.11 916 ﾖ

肝臓がん

大事な人が､がん宣告を受けました 熊谷　有代 東銀座出版社 2018.6 916 ｸ

余命宣告を受けて考えた生の意味 佐藤　昇樹 文芸社 2018.10 916 ｻ

さよならまでの読書会 ウィル・シュワルビ 早川書房 2013.7 936 ｼ

ありがとうって言えたなら 瀧波　ユカリ 文藝春秋 2018.3 916 ﾀ

転移 中島　梓 朝日新聞出版 2009.11 916 ﾅ

書かずに死ねるか 野上　祐 朝日新聞出版 2019.2 916 ﾉ

てるてる坊主食堂 のりぽきーと 風濤社 2019.12 916 ﾉ

もうひとつの｢最後の授業｣ ジェイ・パウシュ 講談社 2013.7 289 ﾊ゚

私の仕事は､生きることです フジシゲ　三太郎 文芸社 2020.4 916 ﾌ

まあまあふうふう｡ 八千草　薫 主婦と生活社 2019.7 772 ﾔ

Makoto in San Francisco 的場　直子 愛媛大学 2019.2 916 ﾏ

ｽﾃーｼ゙Ⅳbからの脱出 水田　賢一 文芸社 2019.6 916 ﾐ

旅を楽しみ,日々を愛しんで 渡邉　由美子 星湖舎 2019.6 916 ﾜ

膵臓がん

身ぎれいな終いじたく 天沼　寿子 メディアファクト
リー 2012.11 916 ｱ

余命ｾ゙ﾛ 小松　雅弘 幻冬舎メディア
コンサルティング 2019.3 916 ｺ

老いも病も受け入れよう 瀬戸内　寂聴 新潮社 2016.5 914.6 ｾﾄ

まだ望みはあります 高橋　幸司 さくら舎 2019.5 916 ﾀ

友情 山中　伸弥 講談社 2017.10 783.4 ﾕ

友情 2 講談社 2019.5 783.4 ﾕ

胆管がん

22　食道がん
2201

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

胃がん･食道がん病後のｹｱと食事 山田　和彦 法研 2019.12 493.4 ｲ

食道がん 細川　正夫 講談社 2012.10 493.4 ｼ
食道がん
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22　食道がん
2201

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

食道がん診断専門の医者が食道がんになった｡ 山本　勇 柏艪舎 2019.4 493.4 ﾔ

おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒 江国　滋 新潮社 1997.12 915.6 ｴ

いまも､君を想う 川本　三郎 新潮社 2010.5 914.6 ｶﾜ

がんに生きる なかにし　礼 小学館 2018.12 916 ﾅ

闘う力 なかにし　礼 講談社 2016.2 916 ﾅ

中村勘三郎最期の131日 波野　好江 集英社 2013.12 774 ﾅ

殉愛 百田　尚樹 幻冬舎 2014.11 767 ﾋ

声 柳　美里 小学館 2002.5 910.2 ﾕ

食道がん

23　小児がん・ＡＹＡ世代
2301

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

AYA世代がんｻﾎ゚ ﾄーｶ゙ｲﾄ゙

平成２７－２９年度厚生労
働科学研究費補助金（が
ん対策推進総合研究事
業）「総合的な思春期・若
年成人（Ａ

金原出版 2018.7 494.5 ｱ

犬が来る病院 大塚　敦子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.11 493.9 ｵ

がんとたたかう子とともに がんの子どもを守る会
がんの子どもを
守る会 2014.7 493.9 ｶ゙

こどものがん がんの子どもを守る会
がんの子どもを
守る会 2014.7 493.9 ｶ゙

小児･AYA世代の腫瘍に対する陽子線治療診療
ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版

日本放射線腫瘍学会 金原出版 2019.4 493.9 ｼ

20TWENTY 大鵬薬品工業 494.5 ﾄ

こどものがんと治療 細野　亜古 メディカ出版 2017.1 493.9 ﾎ

ﾊ゚ﾊ゚､ﾏﾏ､あいしてる ブルック・デザリック 早川書房 2010.3 936 ﾃ゙

神様のおてつだい 吉沢　由利子 文芸社 1999.4 916 ﾖ

涙の向こうに花は咲く 吉野　やよい 世界文化社 2018.7 916 ﾖ

小児がん．Ａ

ＹＡ世代

24　腸がん・大腸がん
2401

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

大腸がんと告知されたときに読む本 加藤　隆佑 緑書房 2019.5 493.4 ｶ

大腸がんこれだけ知れば怖くない 工藤　進英 実業之日本社 2012.1 493.4 ｸ

国立がん研究ｾﾝﾀーの大腸がんの本 金光　幸秀 小学館クリエイ
ティブ 2018.6 493.4 ｺ

胃がん･大腸がんを治す､防ぐ! 近藤　慎太郎 さくら舎 2019.7 493.4 ｺ

腸がん．大腸

がん
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24　腸がん・大腸がん
2401

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

大腸がん最新標準治療とｾｶﾝﾄ゙ｵﾋ゚ﾆｵﾝ 雜賀　智也 ロゼッタストーン 2019.4 493.4 ｻ

最先端治療大腸がん 国立がん研究センター
中央病院消化管内科 法研 2018.2 493.4 ｻ

大腸がん 高橋　慶一 講談社 2014.10 493.4 ﾀ゙

大腸がんを生きるｶ゙ｲﾄ゙ 杉原　健一 日経ＢＰ社 2017.9 493.4 ﾀ゙

大腸癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 大腸癌研究会 金原出版 2019.1 493.4 ﾀ゙

大腸がん病後のｹｱと食事 上野　秀樹 法研 2019.9 493.4 ﾀ゙

腸を切った人を元気いっぱいにする食事170 齋藤　典男 主婦の友社 2019.9 494.6 ﾁ

大腸がん 福長　洋介 主婦の友社 2016.10 493.4 ﾌ

19歳で人工肛門､偏差値30の僕が医師になって
考えたこと 石井　洋介 ＰＨＰエディター

ズ・グループ 2019.1 289 ｲ

がんまんが 内田　春菊 ぶんか社 2018.1 726 ｳ

すとまんが 内田　春菊 ぶんか社 2018.10 726 ｳ

がんでも人生ﾌﾙｽｲﾝｸ゙ 大島　康徳 双葉社 2018.5 783.7 ｵ

車いすの看護師がんばれわたし 川上　美代 文芸社 2019.1 916 ｶ

ﾌｶ゙ﾌｶ゙闘病記 菊地　貴公 タイフーン・ブッ
クス・ジャパン 2018.10 916 ｷ

がんから5年 岸本　葉子 文藝春秋 2007.9 914.6 ｷｼ

がんから始まる 岸本　葉子 晶文社 2003.10 916 ｷ

｢そこそこ｣でいきましょう 岸本　葉子 中央公論新社 2012.5 914.6 ｷｼ

異端の被爆者 横井　秀信 新潮社 2019.9 289 ｺ

余命半年 柴　孝也 悠飛社 2004.6 916 ｼ

泣いて笑って食べた! 高野　久美子 ゆいぽおと 2017.7 916 ﾀ

がん患者 鳥越　俊太郎 講談社 2011.6 916 ﾄ

がんと道連れ､ﾖｯﾄ人生 丹羽　徳子 舵社 1997.2 916 ﾆ

がん､心臓手術と終活 萩原　登 郁朋社 2019.5 916 ﾊ

一日の苦労は､その日だけで十分です 三浦　綾子 小学館 2018.4 914.6 ﾐｳ

妻が願った最期の｢七日間｣ 宮本　英司 サンマーク出版 2018.7 916 ﾐ

私､入院しちゃいました 森尾　果 文芸社 2017.1 916 ﾓ

生きる｡ 吉武　輝子 海竜社 2006.5 916 ﾖ

腸がん．大腸

がん
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25　内分泌疾患・甲状腺
2501

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

甲状腺癌取扱い規約 日本内分泌外科学会 金原出版 2019.12 493.4 ｺ

甲状腺の病気の治し方 伊藤　公一 講談社 2018.3 493.4 ｺ

膵･消化管神経内分泌腫瘍<NEN>診療
ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年

日本神経内分泌腫瘍研
究会膵・消化管神経内分
泌腫瘍診療ガイドライン
第２版作成委員会

金原出版 2019.9 493.4 ｽ

図解･甲状腺の病気がよくわかる最新治療と正
しい知識 伊藤　公一 日東書院本社 2012.1 493.4 ｽ゙

症例解説でよくわかる甲状腺の病気 山内　泰介 現代書林 2017.11 493.4 ﾔ

内分泌疾患．

甲状腺

からだに寄りそう 波多江　伸子 春秋社 2003.4 916 ﾊ 甲状腺がん

26　脳疾患
2601

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

脳腫瘍機能温存のための治療と手術 篠浦　伸禎 主婦の友インフ
ォス情報社 2015.7 493.7 ｼ

｢認知症｣｢がん｣｢心臓病｣に負けない!35の知恵 「きょうの健康」番組制
作班 主婦と生活社 2019.7 493.7 ﾆ

脳腫瘍診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 日本脳腫瘍学会 金原出版 2019.5 493.7 ﾉ

脳疾患

治るという前提でがんになった 高山　知朗 幻冬舎 2016.9 916 ﾀ 脳腫瘍

27　頭頚部がん
2701

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

がん研有明病院の口とのどのがん治療に向きあ
う食事 比企　直樹 女子栄養大学出

版部 2017.9 494.5 ｶ゙

頭頸部癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本頭頸部癌学会 金原出版 2017.12 494.5 ﾄ

頭頸部癌取扱い規約 日本頭頸部癌学会 金原出版 2019.12 494.5 ﾄ

頭頚部がん

新しい声と生きる 増山　敬祐 メディカルレビュ
ー社 2020.2 496 ｱ

患者さんと家族のためのよくわかる口腔がん治
療 片倉　朗 インターアクショ

ン 2019.8 496 ｶ

口･のどのがん 三谷　浩樹 講談社 2020.10 496 ｸ

口腔癌取扱い規約 日本口腔腫瘍学会 金原出版 2019.3 496 ｺ

それって本当に口内炎?知っておきたい舌がん 柴原　孝彦 扶桑社 2019.10 496 ｿ

咽頭．喉頭．

口腔疾患

舌はないけど 荒井　里奈 中日新聞社 2019.11 494.5 ｱ

遺稿 立川　談志 講談社 2012.4 914.6 ﾀﾃ

青臭さのすすめ 花木　裕介 はるかぜ書房 2019.1 916 ﾊ

Stage For~ 堀　ちえみ 扶桑社 2019.10 767 ﾎ

味覚喪失 元木　伸一 風詠社 2020.10 916 ﾓ

頭頚部がん
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27　頭頚部がん｜闘病記
2703

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

筋ﾄﾚが救った癌との命がけの戦い 吉賀　賢人 体育とスポーツ
出版社 2019.1 916 ﾖ 頭頚部がん

28　肺がん
2801

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

患者さんのための肺がんｶ゙ｲﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 2019年版 日本肺癌学会 金原出版 2019.12 493.3 ｶ

国立がん研究ｾﾝﾀーの肺がんの本 渡辺　俊一 小学館クリエイ
ティブ 2018.6 493.3 ｺ

最新肺がん治療 坪井　正博 主婦と生活社 2017.8 493.3 ｻ

肺がん 坪井　正博 主婦の友社 2017.7 493.3 ﾂ

肺がん 坪井　正博 主婦の友社 2020.5 493.3 ﾂ

肺癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本肺癌学会 金原出版 2018.12 493.3 ﾊ

ﾏﾝｶ゙と図解でわかる肺がん 池田　徳彦 法研 2018.12 493.3 ﾏ

からだにやさしい肺がんと胸部疾患のｻｲﾊ゙ ﾅーｲﾌ
治療 宮崎　紳一郎 近代セールス社 2019.11 493.3 ﾐ

よくわかる肺がんQ&A 西日本がん研究機構 金原出版 2014.11 493.3 ﾖ

飛鳥へ､そしてまだ見ぬ子へ 井村　和清 祥伝社 2005.8 916 ｲ

31歳ｶ゙ﾝ漂流 奥山　貴宏 ポプラ社 2003.11 916 ｵ

32歳ｶ゙ﾝ漂流ｴｳ゙ｫﾘｭーｼｮﾝ 奥山　貴宏 牧野出版 2005.3 916 ｵ

嫁さんのｶ゙ﾝ闘病記 加藤　政行 風詠社 2018.4 916 ｶ

もはやこれまで 栗田　英司 星湖舎 2018.6 916 ｸ

自宅で親を看取る 小池　百合子 幻冬舎 2014.9 916 ｺ

校長先生､がんになる 小林　豊茂 第三文明社 2018.3 916 ｺ

極楽ｶ゙ﾝ病棟 坂口　良 石風社 1997.5 916 ｻ

仕事より命 佐々　頌 文芸社 2005.6 916 ｻ

揺れて歩く 清水　哲男 エディション・エ
フ 2020.4 916 ｼ

無我なるを待って 須川　俊江 幻冬舎メディア
コンサルティング 2019.4 916 ｽ

がんになった緩和ｹｱ医が語る｢残り2年｣の生き
方､考え方 関本　剛 宝島社 2020.9 916 ｾ

瑠美子､君がいたから 高井　保秀 亜璃西社 2019.7 916 ﾀ

赤毛のなっちゅん 内藤　啓子 中央公論新社 2010.11 772 ﾅ

さようならを言うための時間 波多江　伸子 木星舎 2007.7 916 ﾊ

肺がん
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28　肺がん｜闘病記
2802

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

生きてるだけで金ﾒﾀ゙ﾙ 樋口　強 春陽堂書店 2007.9 916 ﾋ

つかむ勇気手放す勇気 樋口　強 春陽堂書店 2006.9 916 ﾋ

がんでも働きたい 樋口　強 佼成出版社 2019.3 916 ﾋ

母のがん ブライアン・フィース ちとせプレス 2018.3 936 ﾌ

母､野際陽子 真瀬　樹里 朝日新聞出版 2018.5 778 ﾏ

流砂 ヘニング・マンケル 東京創元社 2016.10 949 ﾏ

記者失格 柳澤　秀夫 朝日新聞出版 2020.3 070 ﾔ

肺がん

29　白血病・造血器疾患・リンパ系疾患
2901

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

ｲﾗｽﾄでわかるﾘﾝﾊ゚浮腫 廣田　彰男 法研 2013.2 493.2 ｲ

ｳﾙﾄﾗ図解血液がん 神田　善伸 法研 2020.2 493.2 ｳ

ｴﾋ゙ﾃ゙ﾝｽに基づいたﾘﾝﾊ゚浮腫実践ｶ゙ｲﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 北村　薫 へるす出版 2018.3 493.2 ｴ

ﾘﾝﾊ゚浮腫の治療とｹｱ 小川　佳宏 医学書院 2010.9 493.2 ｵ

血液のがん 木崎　昌弘 主婦の友社 2020.3 493.2 ｹ

血液のがん 飛内　賢正 講談社 2015.10 493.2 ｹ

造血器腫瘍診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本血液学会 金原出版 2018.7 493.2 ｿ゙

もっと知りたい白血病治療 宮崎　仁 医学書院 2019.11 493.1 ﾐ

ﾘﾝﾊ゚浮腫 廣田　彰男 主婦の友社 2018.6 493.2 ﾘ

ﾘﾝﾊ゚浮腫診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本リンパ浮腫学会 金原出版 2018.3 493.2 ﾘ

ﾘﾝﾊ゚浮腫のことがよくわかる本 宇津木　久仁子 講談社 2019.2 493.2 ﾘ

白血病．造血

器疾患．リン

パ系疾患

高倉健 文藝春秋 2015.2 778 ﾀ

がんと生き､母になる 村上　睦美 まりん書房 2019.3 916 ﾑ
悪性リンパ腫

僕が骨髄提供をした理由(わけ)｡ 木下　ほうか 辰巳出版 2018.12 778 ｷ 骨髄提供体験
記

老いが老いを看るとき 浅妻　正美 日本評論社 1997.1 916 ｱ

あるがままに生きる 石川　純一郎 ライティング 2019.1 916 ｲ

病室写真家TAKA 高橋　貴久男 オフィス・エル 2019.8 916 ﾀ

ぼくたちが選べなかったことを､選びなおすため
に｡ 幡野　広志 ポプラ社 2019.5 916 ﾊ

多発性骨髄

腫

（発行）茨城県神栖市立図書館 20 / 26ページ



がん情報コーナー所蔵資料リスト
神栖市立うずも図書館

2020/10作成

29　白血病・造血器疾患・リンパ系疾患｜闘病記

2905

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

無菌室ふたりぽっち 今田　俊 朝日新聞出版 2019.4 916 ｲ

尚矢の笑顔がくれたもの 金高　裕之 文芸社 2019.3 916 ｶ

無菌病棟より愛をこめて 加納　朋子 文藝春秋 2012.3 916 ｶ

病院を出よう! 平　美樹 星湖舎 2004.3 916 ﾀ

治るという前提でがんになった 高山　知朗 幻冬舎 2016.9 916 ﾀ

ここにいる 玉井　真理子 生活書院 2019.6 916 ﾀ

生きる､夢をかなえる 早川　史哉 ベースボール・マ
ガジン社 2020.9 783.4 ﾊ

そして歩き出す 早川　史哉 徳間書店 2019.10 783.4 ﾊ

ﾎ゙ｸは､笑顔でできている 向井　健一郎 幻冬舎メディア
コンサルティング 2020.5 916 ﾑ

｢がんになって良かった｣と言いたい 山口　雄也 徳間書店 2020.7 916 ﾔ

白血病

30　泌尿器疾患
3001

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

前立腺がん 赤倉　功一郎 主婦の友社 2019.1 494.9 ｱ

ﾄ゙ｸﾀー赤座の泌尿器がん最新情報 赤座　英之 春秋社 2014.1 494.9 ｱ

ｲﾗｽﾄでわかる前立腺がん 伊藤　晴夫 法研 2014.4 494.9 ｲ

ｳﾙﾄﾗ図解前立腺の病気 高橋　悟 法研 2017.8 494.9 ｳ

ﾛﾎ゙ｯﾄ手術と前立腺がん 大堀　理 祥伝社 2019.3 494.9 ｵ

前立腺がん体験記 河北　英詮 さんこう社 2020.3 494.9 ｶ

前立腺がん 頴川　晋 ＮＨＫ出版 2014.10 494.9 ｾ゙

前立腺がん 頴川　晋 講談社 2017.8 494.9 ｾ゙

前立腺がん患者が放射線治療法を選択した理
由 中川　恵一 日本地域社会研

究所 2019.1 494.9 ｾ゙

前立腺がん治療をのりきる生活･食事･お金 赤倉　功一郎 主婦の友社 2019.12 494.9 ｾ゙

前立腺がん病後のｹｱと食事 頴川　晋 法研 2020.10 494.9 ｾ゙

前立腺がんは｢ﾛﾎ゙ｯﾄ手術｣で完治を目指す! 大堀　理 青月社 2019.3 494.9 ｾ゙

体験者が語る前立腺がんは怖くない 中川　恵一 日本地域社会研
究所 2020.3 494.9 ﾀ

前立腺がん予防物語 徳留　信寛 中日新聞社事業
局出版部 2018.4 494.9 ﾄ

後悔のない前立腺がん治療 藤野　邦夫 潮出版社 2019.7 494.9 ﾌ

泌尿器疾患
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30　泌尿器疾患
3001

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

膀胱癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年版 日本泌尿器科学会 医学図書出版 2019.9 494.9 ﾎ゙ 泌尿器疾患

勝手にしやがれ 河村　シゲル ベストセラーズ 2008.9 910.2 ｶ

神戸に咲く一輪の薔薇 松原　裕 星湖舎 2019.11 916 ﾏ
腎臓がん

前立腺歌日記 四元　康祐 講談社 2018.11 916 ﾖ 前立腺がん

夫･竹原慎二のがんを消したｶﾗﾀ゙にいい食べ物
と習慣43 竹原　香織 宝島社 2018.7 788 ﾀ

見落とされた癌 竹原　慎二 双葉社 2017.6 788 ﾀ
膀胱がん

31　婦人科疾患
3101

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

女性のがんの治療 杉山　徹 ヴァンメディカル 2017.6 495 ｼ゙

遺伝するがん･しないがん 仲田　洋美 法研 2018.7 495 ﾅ

妊娠期がん診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 北野　敦子 南山堂 2018.6 494.5 ﾆ

婦人科がん取扱い規約抜粋 日本産科婦人科学会 金原出版 2018.5 495 ﾌ

婦人科疾患

ﾛﾎ゙ｯﾄ手術と子宮がん 井坂　惠一 祥伝社 2020.6 495 ｲ

Q&Aでよくわかる｢子宮体がん｣ 市川　喜仁 講談社 2018.11 495 ｲ

親子で考える｢子宮頸がん｣と｢女性のｶﾗﾀ゙｣ 太田　寛 日東書院本社 2020.9 495 ｵ

子宮がん 小田　瑞恵 主婦の友社 2018.4 495 ｵ

子宮頸がん 小田　瑞恵 主婦の友社 2014.5 495 ｵ

がん研有明病院婦人科最新治療ｶ゙ｲﾄ゙ 金尾　祐之 新興医学出版社 2020.7 495 ｶ

患者さんとご家族のための子宮頸がん･子宮体
がん･卵巣がん治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ

日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2016.4 495 ｶ

最新子宮がん･卵巣がん治療 加藤　友康 主婦と生活社 2018.3 495 ｻ

子宮頸がんﾜｸﾁﾝ事件 斎藤　貴男 集英社インター
ナショナル 2015.4 495 ｻ

子宮がん･卵巣がん 宇津木　久仁子 講談社 2017.2 495 ｼ

子宮頸がん･子宮体がん･卵巣がん患者さんへ
のﾄ゙ｸﾀーｽ゙ｱﾄ゙ﾊ゙ｲｽ 竹島　信宏 新興医学出版社 2019.11 495 ｼ

子宮頸癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2017年版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2017.7 495 ｼ

子宮体がん治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2018.9 495 ｼ

子宮･卵巣がん手術後の100日ﾚｼﾋ゚ 加藤　友康 女子栄養大学出
版部 2010.12 495 ｼ

卵巣の病気 上坊　敏子 講談社 2012.10 495 ｼ゙

子宮．卵巣
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タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

40歳からの女性の医学 卵巣がん､子宮体がん 竹田　省 岩波書店 2014.1 495 ﾀ

卵巣がん･卵管癌･腹膜癌治療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2020
年版

日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2020.8 495 ﾗ
子宮．卵巣

女性なら知っておきたい｢遺伝性がん｣のこと 市川　喜仁 講談社 2014.11 495 ｲ

一歩先へｽｽﾒ 中京テレビ放送恩田千佐
子と「ススメ」プロジェクト 丸善出版 2020.7 495 ｲ

遺伝性乳がん･卵巣がんと生きる スー・フリードマン 彩流社 2017.7 495 ｲ

乳がんがよくわかる本 井本　滋 つちや書店 2020.3 495 ｲ

これからの乳房再建BOOK 岩平　佳子 主婦の友インフ
ォス情報社 2015.5 495 ｲ

おっぱいの科学 フローレンス・ウィリア
ムズ 東洋書林 2013.8 491 ｳ

患者さんのための乳がん診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2019年
版 日本乳癌学会 金原出版 2019.7 495 ｶ

癌取扱い規約 消化器癌･乳癌 金原出版編集部 金原出版 2018.3 494.5 ｶ゙

国立がん研究ｾﾝﾀーの乳がんの本 木下　貴之 小学館クリエイ
ティブ 2018.6 495 ｺ

最新乳がん治療 福田　護 主婦と生活社 2017.7 495 ｻ

最先端治療乳がん 国立がん研究センター
中央病院乳腺外科 法研 2017.1 495 ｻ

ﾏﾝｶ゙でわかるｵﾄﾅ女子のための乳がん新常識 佐藤　俊彦 幻冬舎 2019.1 495 ｻ

おっぱい体操で乳がん予防はじめます! 神藤　多喜子 リベラル社 2017.12 495 ｼ

聖路加国際病院乳がん術後の心と体を守るﾀ゙ｲ
ｴｯﾄ 山内　英子 女子栄養大学出

版部 2020.4 495 ｾ

おっぱいをつくる! 田中　ひろみ マガジンハウス 2012.6 495 ﾀ

明るく前向きになれる乳がんのお話100南雲　吉則 主婦の友社 2016.10 495 ﾅ

乳がん県民公開ｾﾐﾅー講演集 茨城県がん診療
連携協議会 2011 495 ﾆ

乳癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 1 日本乳癌学会 金原出版 2018.5 495 ﾆ

乳癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2 日本乳癌学会 金原出版 2018.5 495 ﾆ

乳癌診療ｶ゙ｲﾄ゙ﾗｲﾝ 2018年版<追補2019> 日本乳癌学会 金原出版 2019.10 495 ﾆ

乳癌診療ﾎ゚ｹｯﾄｶ゙ｲﾄ゙ 中村　清吾 医学書院 2014.7 495 ﾆ

乳がん治療をのりきる生活･食事･お金 山内　英子 主婦の友社 2019.11 495 ﾆ

乳がんと生きる 毎日新聞生活報道部 毎日新聞出版 2016.10 495 ﾆ

乳がんに負けない!あなたの命を守る食事 家庭栄養研究会 食べもの通信社 2018.10 495 ﾆ

乳がんのことがよくわかる本 山内　英子 講談社 2018.11 495 ﾆ

乳がん病後のｹｱと食事 佐伯　俊昭 法研 2020.3 495 ﾆ

乳腺．乳房
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乳がん薬物療法ﾊﾝﾄ゙ﾌ゙ｯｸ 佐治　重衡 南江堂 2019.1 495 ﾆ

乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田　祥子 主婦と生活社 2017.10 495 ﾎ

乳がんって遺伝するの? 山内　英子 主婦の友社 2013.10 495 ﾔ

乳腺．乳房

桜へんろ 小川　和子
角川学芸出版角
川出版企画センタ
ー

2009.2 916 ｵ

生と死の対話 竹田　一三 はるかぜ書房 2019.1 914.6 ﾀｹ

子宮がん

わたしの｢不幸｣がひとつ欠けたとして 高橋　メアリージュン ベストセラーズ 2018.2 778 ﾀ

がんと命とｾｯｸｽと医者 舩越　園子 幻冬舎ルネッサ
ンス 2010.1 916 ﾌ

癌で妊婦で45歳です 森田　美佐子 文芸社 2019.1 916 ﾓ

和田ｱｷ子 ＮＨＫ「わたしはあきら
めない」制作班 ＫＴＣ中央出版 2003.4 767 ﾜ

子宮頸がん

私をがんから救った8つの知恵 増田　昭子 日東書院本社 2019.1 916 ﾏ 子宮体がん

死ぬという大仕事 上坂　冬子 小学館 2009.6 916 ｶ

元気になるｼｶ! [1] 藤河　るり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.9 916 ﾌ

元気になるｼｶ! 2 藤河　るり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.6 916 ﾌ

卵巣がん

“がん"のち､晴れ 伊勢　みずほ 幻冬舎 2019.2 B 916 ｲ

いつも心に樹木希林 キネマ旬報社 2019.3 778 ｲ

いつもおまえが傍にいた 今井　絵美子 祥伝社 2016.7 910.2 ｲ

Nの日常 Ｎ・ブルック 文芸社 2020.3 916 ｴ

がんでも私は不思議に元気 絵門　ゆう子 新潮社 2005.12 916 ｴ

がんと一緒にゆっくりと 絵門　ゆう子 新潮社 2003.5 916 ｴ

大空真弓､｢多重がん｣撃退中! 大空　真弓 宝島社 2005.9 772 ｵ

写真で伝える私の乳がん 角田　真子 文芸社 2019.6 916 ｶ

ちびといつまでも 柏原昇店 Ｇ．Ｂ． 2018.5 916 ｶ

たとへば君 河野　裕子 文藝春秋 2011.7 911.1 ｶ

ﾎｽﾋ゚ｽ病棟の夏 川村　湊 田畑書店 2018.11 916 ｶ

老いの重荷は神の賜物 樹木　希林 集英社 2019.9 778 ｷ

霊能者ですがｶ゙ﾝになりました 小林　薫 ぶんか社 2019.2 726 ｺ

猫女房 小宮　孝泰 秀和システム 2018.9 778 ｺ

乳がん
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｢閉経後乳がん｣を生きる 佐藤　万作子 中央公論新社 2010.12 916 ｻ

介護のうしろから｢がん｣が来た! 篠田　節子 集英社 2019.10 916 ｼ

笑顔のﾏﾏと僕と息子の973日間 清水　健 小学館 2017.10 916 ｼ

112日間のﾏﾏ 清水　健 小学館 2016.2 916 ｼ

乳がんｽﾃーｼ゙4だった私が､それでも合ｺﾝに行き
まくって救われた話 白戸　ミフル キノブックス 2018.6 916 ｼ

もしすべてのことに意味があるなら 鈴木　美穂 ダイヤモンド社 2019.2 916 ｽ

私のおっぱい戦争 リリ・ソン 花伝社 2019.10 956 ｿ

やがて愉しき日々となり 田中　眞知子 ウインかもがわ 2020.7 914.6 ﾀﾅ

遺書 田原　節子 集英社 2004.10 916 ﾀ

がんだから上手に生きる 田原　節子 海竜社 2004.2 916 ﾀ

与癌共舞(ﾕーｱｲｺ゙ﾝｳ) 陳　桂英 文芸社 2018.8 916 ﾁ

SUPER MOON 津秋　武稔 シンラ　象の森
書房 2018.12 916 ﾂ

乳がんをｸﾘｱする方法 土子　君枝 日本文学館 2020.6 916 ﾂ

はなちゃんのみそ汁 安武　信吾 文藝春秋 2012.3 916 ﾊ

若年性乳がんになっちゃった! 藤谷　ペコ 北海道新聞社 2011.1 916 ﾌ

乳房再建 三島　英子 小学館 1995.10 916 ﾐ

乳がんなんてやっつけろ!! 三好　綾 新風舎 2003.12 916 ﾐ

きっと大丈夫｡ 矢方　美紀 双葉社 2019.4 916 ﾔ

ﾏﾏが遺したいのちのﾚｼﾋ゚ 安武　千恵 角川書店 2012.4 916 ﾔ

乳癌日記 夢野　かつき 廣済堂出版 2020.9 495 ﾕ

乳がん

41　闘病記．体験談
41

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

｢がん｣をのりこえた人が気づく7つのこと 小原田　泰久 サンマーク出版 2018.3 916 ｵ

｢Dr.ｶｷｿ゙ｴ黄門｣漫遊記 垣添　忠生 朝日新聞出版 2019.2 494.5 ｶ

がんになって見つけたこと 木村　恭子 辰巳出版 2019.12 494.5 ｷ

遺すことば 青山　文平 文藝春秋 2017.6 916 ﾉ

新･がん50人の勇気 柳田　邦男 文藝春秋 2009.12 494.5 ﾔ

体験談
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41　闘病記．体験談
41

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

がんから始まる生き方 養老　孟司 ＮＨＫ出版 2019.7 494.5 ﾖ

ろう者のがん闘病体験談 川淵　一江 星湖舎 2019.2 494.5 ﾛ

わたしも､がんでした｡ 国立がん研究センター
がん対策情報センター 日経ＢＰ社 2013.9 494.5 ﾜ

体験談

42　闘病記．体験談
42

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

今日から第二の患者さん 青鹿　ユウ 小学館 2017.5 726 ｱ

ほの暗い永久から出でて 上橋　菜穂子 文藝春秋 2017.10 914.6 ｳｴ

心が楽になる介護のﾋﾝﾄ 読売新聞生活部 中央公論新社 2013.7 916 ｺ

死の宣告 斎藤　信義 自由国民社 1996.4 916 ｻ

そうか､もう君はいないのか 城山　三郎 新潮社 2008.1 914.6 ｼﾛ

患者に寄り添う介護とは 福島　さく 郁朋社 2019.2 916 ﾌ

おかあさんががんになっちゃった 藤原　すず メディアファクト
リー 2008.6 916 ﾌ

患者家族等

43　詩歌
43

タイトル 責任表示 出版者 出版年 請求記号 備考

恵みのとき 晴佐久　昌英 サンマーク出版 2005.3 911.5 ﾊ 詩歌
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