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あっこと僕らが生きた夏 有村 千裕著 講談社 2011

がんからの出発 ワット隆子（闘病者本人） 著 医学書院 1992

親ががんだとわかったら はにわ きみこ著 文藝春秋 2010

闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと 星野 史雄著 産経新聞出版　日本工業新聞社(発売) 2012

病気になった時に読むがん闘病記読書案内 闘病記専門古書店パラメディカ編，闘病記サイトライフパレット編 三省堂 2010

いのちのリレー 川久保 美紀著 ポプラ社 2005

飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ 井村和清 祥伝社 2005

生きのびるためのがん患者術　伝わる「ことば」の使い方 青木 晴海著 岩波書店 2012

ある末期がん患者のつぶやき 高地哲夫(闘病者本人) 著 メディカル・サイエンス・インターナショナル 2000

死の海を泳いで デイヴィッド・リーフ著、上岡 伸雄訳 岩波書店 2009

生きたい!!　僕の履歴書 池田 真一著 リーブル出版 2008

病院を出よう！ 平 美樹著 星湖舎 2004

生きる者の記録佐藤健 佐藤健と取材班著 毎日新聞社 2003

百万回の永訣 柳原 和子著 中央公論新社 2005

おれ、ガンだよ 川上宗薫（闘病者本人） 著 海田書房 1985

がんフーフー日記 川崎フーフ著 小学館 2011

癌との「対話と挑戦」：ある技術者の葛藤の日々 西垣邦秋（闘病者本人） 著 近代文芸社 1995

下町の赤ひげ先生　いま、癌を生きる 木下繁太朗 著 桐書房 1993

オレは陽気ながん患者 山中恒 著 風媒社 2000

妻を看取る日　国立がんセンター名誉総長の喪失と再生の記録 垣添 忠生著 新潮社 2009

天国のママから届いた最後の贈り物 マリー・ロール・ピカ著 講談社 2012

ガンとともに生きる ゲール・エルトン・メーヨー（闘病者本人） 著 作品社 2003

からだに寄りそう 波多江 伸子著 春秋社 2003

がんについて

闘病記
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はなちゃんのみそ汁 安武 信吾著、安武 千恵著、安武 はな著 文藝春秋 2012

わたしが口紅をつけた理由 ジェラリン・ルーカス著，サイマル・アカデミー翻訳ワークショップ訳 文園社 2006

新しいことばの命を得て　私の喉頭がん日記 池上 登著 池上登　静岡新聞社(発売) 2005

「電池が切れるまで」の仲間たち 宮本 雅史著 角川書店 2003

電池が切れるまで すずらんの会編 角川書店 2002

自らがん患者となって 杉村 隆著 哲学書房 2005

「天気草」日録：肺腺癌で逝った妻への挽歌 加藤幸一 著 のべる出版企画 2003

未来への伝言 藤森誠一（闘病者本人） 著 文芸社 2003

癌ノート 米長 邦雄著、秋元 哲夫監修 ワニ・プラス　ワニブックス(発売) 2009

癌を追って 石 弘光著 中央公論新社 2010

妻の大往生 永六輔（闘病者の夫） 著 中央公論新社 2002

末期ガンになったIT社長からの手紙 藤田 憲一著 幻冬舎 2006

がん六回人生全快 関原 健夫著 講談社 2009

ガンに生かされて　(新潮文庫） 飯島夏樹 新潮社 2007

ガン病棟のピーターラビット (ポプラ文庫　な1-1) 中島梓著 ポプラ社 2008

片目を失って見えてきたもの　（文春文庫PLUS） ピーコ（闘病者本人） 著 文藝春秋 2002

16週 あなたといた幸せな時間　（扶桑社文庫） 向井亜紀（闘病者本人） 著 扶桑社 2002

がんから始まる 岸本 葉子著 文藝春秋 2006

子宮会議 洞口 依子著 小学館 2007

アマゾネスのように（ポプラ文庫） 中島梓著 ポプラ社 2008

がんと向き合って 上野創（闘病者本人） 著 朝日新聞出版 2007

ガン再発す 逸見政孝（闘病者本人）、逸見晴恵（闘病者の妻） 著 廣済堂出版 1994

患者の力　がんに向き合う、生に向き合う 佐藤泰子 晃洋書房 2012

がんになって　花になって　風になって 早坂由美 コスモヒルズ 2007

「がん」でも笑って死ぬ方法　乳がんとともに生きる女子の記録 石見雅美 経済界 2013
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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

人生は廻る輪のように エリザベス・キューブラー・ロス　上野圭一訳 角川書店 2013

眠れ！兄弟がん　がんになった一外科医の告白 篠田徳三 文芸社 2004

ソフィー9つのウィッグを持つ女の子 ソフィー・ファン・デア・スタップ　　柴田さとみ訳 草思社 2010

乳がんでもなんとかなるさ：独女マンガ家闘病記 佐々木彩乃 ぶんか社 2014

闘う力　再発がんに克つ なかにし礼 講談社 2016

楽天的闘病論　がんとアルコール依存症、転んでもタダでは起きぬ社会学 前田益尚 晃洋書房 2016

だから、生きる つんく 新潮社 2016

112日間のママ 清水健 小学館 2016

娘はまだ6歳、妻が乳がんになった 桃山透 プレジデント社 2016

いのちのスタートライン 大久保淳一 講談社 2015

仄かな希望　アスベストの冒された中皮腫患者の闘病記 橋本貞章 かもがわ出版 2016

がんサバイバー　ある若手医師のがん闘病記 フィッツヒュー・モラン著、改田明子訳 ちとせプレス 2017

緩和ケア医ががんになって 大橋洋平 双葉社 2019

急に具合が悪くなる 宮野真生子　磯野真穂　著 晶文社 2019

なんで僕に聞くんだろう 幡野広志　著 幻冬舎 2020

がん一般

いのちの恩返し がんと向き合った「いのちの授業」の日々 山田泉 高文研 2008

いのち輝かそう　1 亀井 眞樹編著、川口 恭編著 ロハスメディア 2007

いのち輝かそう　2 亀井 眞樹編著、川口 恭編著 ロハスメディア 2008

いのち輝かそう　3 亀井 眞樹編著、川口 恭編著 ロハスメディア 2009

エビデンスで知るがんと死亡のリスク 安達洋祐 中外医学社 2004

がんサバイバーシップ 近藤 まゆみ編著、嶺岸 秀子編著 医歯薬出版 2006

がんで「困った」ときに開く本　2013 　　― 朝日新聞出版 2004

がんで不安なあなたへ  心のケアの道しるべ 岡村 仁著 メディカルトリビューン 2011
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がんとどう向き合うか 額田 勲著 岩波書店 2010

がんと心 岸本 葉子著、内富 庸介著 文藝春秋 2009

がんの心の悩み処方箋 　精神科医からあなたに 保坂 隆著、寺田 佐代子著 三省堂 2008

がんの予防　科学的根拠にもとづいて 国立がん研究センターがん予防・検診研究センター監修 小学館クリエイティブ 2010

がんを生きる(講談社現代新書 2030) 佐々木 常雄著 講談社 2012

がん家族はどうしたらよいか 季羽 倭文子著 池田書店 2007

がん患者、お金との闘い 札幌テレビ放送取材班 岩波書店 2012

がん患者さんの心と体の悩み解決ガイド 日経メディカル編
日経BP社　日経BP出版センター(発売)
(日経メディカル・ブックス)

2007

がん患者学　1 　長期生存患者たちに学ぶ　（中公文庫） 柳原 和子著 中央公論新社 2002

がん患者学　2 　専門家との対話・闘病の記録　（中公文庫） 柳原 和子著 中央公論新社 2004

がん患者学　3 　がん生還者たち　（中公文庫） 柳原 和子著 中央公論新社 2010

がん研が作ったがんが分かる本 星の環会 ロハスメディア 2016

がん治療の前と後 竹中 文良監修 法研 2010

どんなガンでもあきらめない　帯津三敬病院に生きる 村尾国士著 晶文社 2004

ルポがんの時代、心のケア 上野 玲著 岩波書店 2010

患者必携　もしも、がんが再発したら 国立がん研究センター　がん対策情報センター 英治出版 2007

決定版　がんのすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス編 学研パブリッシング 2009

再発　がん治療最後の壁 田中 秀一著 東京書籍 2011

最新「がん」の医学百科　最新版 主婦と生活社編 主婦と生活社 2016

新・がん50人の勇気 柳田 邦男著 文藝春秋 2009

図解　がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと 土屋 了介著、奥仲 哲弥著 エクスナレッジ 2007

日本のがん対策 今井博久編著 サンライフ企画 2010

がん患者と家族のためのサポートグループ デイヴィッド・スピーゲル/キャサリン・クラッセン 医学書院 2003

がん患者と家族のサポートプログラム 監修：季羽倭文子・丸口ミサエ　編集：ホスピスケア研究会 青海社 2005

タバコとわたしたち  （岩波ジュニア新書） 大野 竜三著 岩波書店 2011
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家族にがんの人はいませんか　女性のための「家族性がん」の本 市川 喜仁著 日本評論社 2007

赤星たみこのがん安心講座 ちょっぴり専門的 赤星 たみこ著 エビデンス社 2012

患者必携　がんになったら手にとるガイド 国立がん研究センター　がん対策情報センター 学研メディカル秀潤社 2012

がんを生きるガイド「がん難民」にならないために 日経メディカル 日経ＢＰ社 2006

がんとお金の本 黒田　尚子 ビーケイシー 2011

がん医療の今　第1集 市民のためのがん治療の会 市民のためのがん治療の会 2010

がん医療の今　第2集 市民のためのがん治療の会 市民のためのがん治療の会 2011

がん医療の今　第3集 市民のためのがん治療の会　編 旬報社 2013

がんサポート　がんとマネー特集 深見礼子 （株）エビデンス社 2013

多重がんを克服して　体験的治療学 黒川宣之 金曜日 2006

最新版　私ががんなら　この医者に行く 海老原　敏 小学館 2009

がん患者の＜幸せな性＞　あなたとパートナーのために アメリカがん協会　高橋都、針間克己訳 春秋社 2007

わたしもがんでした　がんと共に生きるための処方箋 国立がんセンターがん対策情報センター 日経ＢＰ社 2013

「いのちの授業」をもう一度　がんと向き合い、いのちを語り続けて 山田泉 高文研 2007

患者さんに顔の見える病理医からのメッセージ　あなたの「がん」の治し方は病理診断が決める 堤寛 三恵社 2012

がんのひみつ
田川滋（漫画）、橘悠紀（構成）、国立がん研究センター研究開発費「ソーシャ
ルマーケティングを活用したがん予防行動およびがん検診受診行動の普及
に関する研究」溝田友里、山本精一郎、澤田典絵、福吉潤担当

学研 2013

実践がんサバイバーシップ　患者の人生を共に考えるがん医療をめざして 日野原重明　監修　山内英子、松岡順治　編 医学書院 2014

患者の目線　医療関係者が患者になってわかったこと 村上紀美子　編 医学書院 2014

とても大切な人ががんになったときに開く本　知っていますか？　子供のこと　親のこと 緩和ケア編集委員会 青梅社 2014

今からできるがんに克つ体の鍛え方　余命宣言も取り消すことができる３つのステップ 星野泰三、松島修司 青月社 2014

ガンになった人が知っておきたいこと ウエンディ・ハーサム著　永井明訳
発行所
飛鳥新社

1992

がんが自然と消えていく10の習慣 田村周 現代書林 2011

ひとまずがんの治療を終えたあなたへ　その後の気持ちに対処する方法
フランシス・グッドハート、ルーシー・アトキンス　著
中村哲也　監修　釜野さおり、千年よしみ、西村周三　訳

国書刊行会 2015

診療や相談に役立つがん患者100の質問 安達洋祐　編 メディカルレビュー社 2015
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がん患者の「知りたい」がわかる本　日常生活の安心を支援するQ&A 青儀健二郎、飯野京子監修　阿南節子、櫻井美由紀、岩本寿美代編著 じほう 2016

身近な人ががんになったときに役立つ知識　76 内野三菜子 ダイヤモンド社 2016

がんを告知されたら読む本 谷川啓司 プレジデント社 2016

幸せながん患者 森山紀之 講談社 2016

がんでも、なぜか長生きする人の「心」の共通点 保坂隆 朝日新聞出版 2016

がんでも長生き　心のメソッド 保坂隆、今渕恵子 マガジンハウス 2016

家族ががんになりました 大西秀樹 法研 2016

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

がんの親をもつ子どもたちをサポートする本（親のがん、家族の一大事を経験する子どもたち
と伴走するために

有賀悦子、編著 青海社 2017

Ｃｌａｖｉｓ Ａｒｃｕｓ（ クラヴィス　アルクス） 雑誌創刊号 ＮＰＯ法人クラヴィスアルクス 2016

国立がん研究センターのがんとお金の本 片井 均監修、大江裕一郎　ほか監修 小学館 2016

あのひとががんになったら　「通院治療」時代のつながり 櫻井なおみ 中央公論新社 2018

国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水研、里見絵理子、若尾文彦監修 小学館 2018

医療従事者が知っておきたいＡＹＡ世代がんサポートガイド
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）「総合手金亜思春期・若年精神（ＡＹＡ）世代のがん対策のあり方に関する
研究」班　編

金原出版 2018

がん専門病院からのメッセージ　～がんと闘い、共に生きる人を支えたい 四国がんセンター バリュウ-メディカル 2018

子どもを持つ親が病気になった時に読む本　伝え方・暮らし方・お金のこと ポーラ・ラウフ、アンナ・ミュリエル著　慶應義塾大学医学部心理研究グループ訳 創元社 2018

「Dr.カキゾエ黄門」漫遊記　がんと向き合って50年 垣添忠生 朝日新聞社 2019

がん医療におけるこころのケアガイドラインシリーズ1　がん患者におけるせん妄ガイドライン
2019年版

（社）日本サイコオンコロジー学会
（社）日本がんサポーティブケア学会

金原出版 2019

がん哲学
がん哲学外来へようこそ 樋野興夫 新潮新書 2016

がんに効く心の処方箋一問一答　悩みがスッキリ軽くなる 樋野興夫 廣済堂出版 2017

病気は人生の夏休み　がん患者を勇気づける80の言葉 樋野興夫 幻冬舎 2016

苦しみを癒す「無頓着」のすすめ 樋野興夫 ブックマン社 2017

がん哲学外来コーディネーター　医療の「隙間」をうめる 樋野興夫 みみずく舎 2013

いい人生は最期の5年で決まる 樋野興夫 SBクリエイティブ 2017
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食道

「食道がん」と言われたら… 桑野 博行著、宮崎 達也著 保健同人社 2011

食道がん　正しい知識でより良い治療を　イラスト版 細川 正夫監修 講談社 2012

食道の病気がわかる本 幕内 博康著 法研 2008

がんが消えた生活：食道がん、そして　転移からの帰還 高木達雄 幻冬舎ルネッサンス 2014

胃

イラストでわかる胃がん・大腸がん 手術後の…(手術後・退院後の安心シリーズ) 浦山 雅弘監修、川口 清監修 法研 2012

やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 瀧内 比呂也編 医薬ジャーナル社 2009

胃がん 治療・検査・療養(国立がん研究センターのがんの本) 片井 均監修、島田 安博監修 小学館クリエイティブ 2011

胃がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 笹子 三津留編 医薬ジャーナル社 2012

胃がんの最新治療　(よくわかる最新医学) 比企 直樹著 主婦の友社 2011

手術日までに患者が知りたい胃癌 市原 隆夫著 金原出版 2011

胃の病気とピロリ菌　胃がんを防ぐために（中公新書） 浅香 正博著 中央公論新社 2010

胃を切った仲間たち～胃切者が語る後遺症とその克服法 健胃会監修、升田 和比古編 桐書房 2012

最新　胃を切った人の後遺症　解説と体験者の知恵 青木照明 協和企画 2013

腸

やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 朴 成和／編 医薬ジャーナル 2010

抗悪性腫瘍薬大腸癌(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 杉原 健一編 医薬ジャーナル社 2009

大腸がん 治療・検査・療養(国立がん研究センターのがんの本) 藤田 伸監修、島田 安博監修 小学館クリエイティブ 2011

大腸がんの最新治療　(よくわかる最新医学) 福長 洋介著 主婦の友社 2011

大腸がん手術後の生活読本 高橋 慶一 主婦と生活社 2009

大腸癌(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 杉原 健一編 医薬ジャーナル社 2012

名医が語る最新・最良の治療 大腸がん 山口 茂樹ほか著 法研 2012

快適!ストーマ生活　日常のお手入れから旅行まで 松浦 信子著、山田 陽子著 医学書院 2012

ストーマとともに　人工肛門・人工膀胱をもつ人へ 中里博昭、前川厚子、田村泰三、野原清水 金原出版 1999

臓器別
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患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2014年版大腸癌について知りたい人のために大腸
癌の治療を受ける人のために（第3版）

大腸癌研究会 金原出版 2014

手術日までに患者が知りたい大腸癌　検査から治療、術後経過、手術費用まで/腹腔鏡下手術 市原隆夫 金原出版 2013

大腸がんに対するレゴラフェニブ　チームレゴラフェニブ国立がん研究センター東病院のチーム医療 設楽紘平、山崎直也　監修 メディカルレビュー社 2013

心配しないでいいですよ　再発・転移大腸がん 山口俊晴、水沼信之 真興交易医書出版部 2014

もしかして、遺伝性の大腸がん？－リンチ症候群 中島健　編著 シービーアール 2017

大腸癌診療における遺伝子関連検査のガイダンス第3版2016年11月 日本臨床腫瘍学会 金原出版 2016

肝・胆・膵

「肝がん」と言われたら… 矢永 勝彦著、脇山 茂樹著 保健同人社 2010

やさしいC型肝炎の自己管理 岡上 武著 医薬ジャーナル社 2011

名医が語る最新・最良の治療 肝臓がん 高山 忠利ほか著 法研 2012

肝臓病の最新治療　(よくわかる最新医学) 泉 並木著 主婦の友社 2012

胆のうの病気 糸井 隆夫著 保健同人社 2009

膵臓・胆のう・胆管の病気の最新治療　(よくわかる最新医学) 白鳥 敬子監修、主婦の友社編 主婦の友社 2012

膵臓の病気 小泉 勝著 保健同人社 2011

膵臓の病気　イラスト版　急性膵炎・慢性膵炎・膵臓ガンの治し方 税所 宏光監修 講談社 2011

胆道がんの治療とケアガイド　胆道がんの患者さん、ご家族とがん診療に携わるすべての人々へ
がん研究会有明病院、国立がん研究センター中央病院、国立がん研究セン
ター東病院

金原出版 2013

お医者さんの話がよくわかるから安心できる　「膵がん」と言われたら 跡見裕、阿部展次 保健同人社 2014

膵がん・胆道がん薬物療法ハンドブック 古瀬純司、他 南江堂 2014

患者さん・ご家族・一般市民のための膵がん診療ガイドライン2016の解説 日本膵臓学会膵臓診療ガイドライン改定委員会編 金原出版 2017

子宮

卵巣がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 宇田川 康博監修、八重樫 伸生編、片渕 秀隆編 医薬ジャーナル社 2010

最新子宮頸がん予防　ワクチンと検診の正しい受け方 高橋 真理子著 朝日新聞出版 2011

子宮がん　(よくわかる最新医学) 宮城 悦子監修、主婦の友社編 主婦の友社 2010

病後・手術後のすごし方シリーズ　子宮がん・卵巣がん手術後の生活ガイド 加藤 友康監修 保健同人社 2009

専門医と534人の体験者が伝える子宮がん・卵巣がんの治療法と術後の暮らし方 宇津木久仁子 イカロス出版 2008
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患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドラインの解説 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2010

よくわかる最新医学　子宮頸がん 小田瑞恵 主婦の友社 2014

患者さんとご家族のための子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん治療ガイドライン　第2版 日本婦人科腫瘍学会編 金原出版 2016

乳房

「乳がん」といわれたら　2012〜2013 日経ヘルスプルミエ編 日経BP社 2012

いのちの乳房 荒木経惟写真 赤々舎 2010

イラストでわかる乳がん 再発防止の治療…(手術後・退院後の安心シリーズ) 佐伯 俊昭監修 法研 2012

最新の知見から　乳がんインフォームドコンセントガイド 森本 忠興／編 日本医事新報社 2011

乳がん(よくわかる最新医学) 山内 英子著 主婦の友社 2012

乳がん低侵襲医療の新しい動き(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 小山 博記編 医薬ジャーナル社 2010

乳がん薬物療法(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 戸井 雅和編 医薬ジャーナル社 2012

再建手術、承ります 寺尾 保信著 毎日新聞社 2011

乳がんにかかったら読む本　治療法とQOL 　― イカロス出版 2009

ただいま乳房再建中　乳がん治療のもう一つの選択肢 川野すみれ　土井卓子 学研 2009

患者さんのための乳がん診療ガイドライン2019年版 日本乳癌学会 金原出版 2019

患者さんのための乳がん診療ガイドライン 日本乳癌学会 金原出版 2016

乳がんの患者の心を救う新たな医療：病理外来とがん患者カウンセリング 谷山清己、中西貴子 日本評論社 2013

乳がんと診断されたあなたへ　泣いてもいいよ。　すべてはそこから・・・ スギピンクリボン基金 海苑社 2013

乳がんって遺伝するの？　遺伝性乳がん・卵巣がんのすべて 山内英子、吉野美紀子 主婦の友社 2013

乳がん最新治療法（ムック） 　― イカロス出版 2012

患者さんのための乳房温存療法ガイドライン　正しい理解を持って治療を受けていただくために
厚生労働科学研究費補助金「がん臨床研究事業」標準的な乳房温存療法の
実施要項の研究班

金原出版 2005

乳がんとじょうずにつきあうためのマンマヨガ 乳がんと心について考えるパース 保健同人社 2013

身近な病気だから正しく知りたい　ピンクリボンと乳がん　まなびBOOK
　＜ピンクリボンアドバイザー認定試験公式テキスト＞

福田譲、認定NPO法人　乳房健康研究会編著 主婦の友社 2014

BREAST　CANCER　LEGACY　家族歴　～未来を知る鍵～
日本乳癌学会（字幕制作）「わが国における遺伝性乳癌・卵巣癌（BRCA陽性
患者）及び未発症陽性患者への対策に関する研究」班

Principle　Picture 2011
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遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン、レベッカ・サトフェン、キャシー・ステリゴ 彩流社 2017

女性ヘルスケアpractice 2　実践！遺伝性乳癌　・卵巣がん　診療ハンドブックーHBOC管理と
がん予防のためのネクストステップ

山内英子編 メディカ出版 2017

乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引き　2017年版 日本がん・生殖医療学会 金原出版 2017

遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる スー・フリードマン、レベッカ・サトフェン、キャシー・ステリゴ 彩流社 2017

肺

肺がん 治療・検査・療養(国立がん研究センターのがんの本) 関根 郁夫監修、渡辺 俊一監修 小学館クリエイティブ 2011

肺がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 西條 長宏編、加藤 治文編 医薬ジャーナル社 2011

肺がん抗悪性腫瘍薬(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 西條 長宏編 医薬ジャーナル社 2011

名医が語る最新・最良の治療 肺がん 光冨 徹哉ほか著 法研 2012

よくわかる肺がん　Q&A 第4版 中西洋一　監修、千場博、山本英彦、江口研二、澤祥幸編集 西日本がん研究機構 2014

よく分かる最新医学　肺がんの最新治療 坪井正博 主婦の友社 2013

国がん中央病院　がん攻略シリーズ　最先端治療　肺がん 国立研究開発法人　国立がん研究センター中央病院　呼吸器内科 法研 2016

泌尿器

患者と家族のための泌尿器科のがんがわかる本 三浦 猛著 湘南未来社　四海書房(発売) 2009

泌尿器科のがん化学療法・薬物療法 （『泌尿器ケア』2009年冬季増刊） 篠原 信雄監修 メディカ出版 2009

腎がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 吉田 修監修、大園 誠一郎編 医薬ジャーナル社 2011

膀胱がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 吉田 修監修、大園 誠一郎編、赤座 英之編 医薬ジャーナル社 2010

「前立腺がん」と言われたら… 福井 巖著、米瀬 淳二著 保健同人社 2010

前立腺がんの最新治療　(よくわかる最新医学) 赤倉 功一郎著 主婦の友社 2011

名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん 荒井 陽一ほか著 法研 2011

前立腺がん治療法あれこれ　密封小線源治療法とは 東京慈恵会医科大学　三木健太　青木学 日本メジフィジックス 2009

前立腺ガン治療革命 藤野邦夫 小学館 2010

前立腺ガン　これだけ知れば怖くない ピーターグリム　編、青木学　藤野郁夫　訳 実業之日本社 2010

前立腺がんを生きる　体験者48人が語る NPO法人　健康と病いの語りディペックス・ジャパン 海鳴社 2013
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血液・リンパ

貧血と血液の病気 浦部 晶夫著 インターメディカ 2011

白血病・リンパ腫・骨髄腫 木崎 昌弘編著 中外医学社 2011

みんなに役立つ悪性リンパ腫の基礎と臨床 押味 和夫編 医薬ジャーナル社 2011

やさしい悪性リンパ腫外来治療の自己管理 飛内 賢正編 医薬ジャーナル社 2012

悪性リンパ腫(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 堀田 知光編 医薬ジャーナル社 2009

その他のがん

がん骨転移のバイオロジーとマネージメント 米田 俊之編 医薬ジャーナル社 2012

骨・軟部腫瘍　臨床・画像・病理 大塚 隆信ほか編集 診断と治療社 2011

がんを見逃さない  頭頸部癌診療の最前線 岸本 誠司専門編集 中山書店 2013

甲状腺の病気の最新治療　(よくわかる最新医学) 伊藤 公一監修、主婦の友社編 主婦の友社 2011

1冊でわかる皮膚がん 斎田 俊明ゲスト編集 文光堂 2011

癌と骨 松本俊夫 メディカルレビュー社 2013

骨転移の診療とリハビリテーション 大森まいこ 医歯薬出版 2014

頭頸部癌薬物療法ガイダンス第２版 （社）日本臨床腫瘍学会 金原出版 2018

整形外科医が今日から始めるがんロコモ　がん患者が「動けること」がいま求められている ロコモチャレンジ　推進協議会　がんロコモワーキンググループ 総合医学社 2019

リンパ浮腫

むくみで困ったときに読む本 小川 佳宏著 保健同人社 2010

リンパ浮腫診療実践ガイド 「リンパ浮腫診療実践ガイド」編集委員会編集 医学書院 2011

乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を自分でケアする 廣田 彰男監修、佐藤 佳代子監修 主婦の友社 2008

「血管の病気」と言われたら… 重松 宏編著 保健同人社 2012

リンパ浮腫治療のセルフケア 加藤逸夫　佐藤佳代子 文光堂 2012

暮らしのなかのリンパ浮腫ケア　上巻　腕のケア　実践ガイド　DVD 佐藤佳代子 青海社 2009

暮らしのなかのリンパ浮腫ケア　下巻　脚のケア　実践ガイド　DVD 佐藤佳代子 青海社 2009

イラストでわかるリンパ浮腫　術後の予防と日常生活、セルフケア 廣田彰男 法研 2013
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リンパ浮腫がわかる本　予防と治療の実践ガイド 廣田彰男、重松宏、佐藤泰彦 法研 2012

リンパ浮腫マネジメント　理論・評価・治療・症例 ヨアヒム E.ツター、スティーブ ノートン著、加藤逸夫、佐藤佳代子監修監訳 ガイヤブックス 2015

リンパ浮腫保存療法から外科治療まで 廣田彰男　三原誠　原尚子監修 主婦の友社 2018

健康ライブラリーイラスト版　リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木久仁子 講談社 2019

リンパ浮腫診療ガイドライン 日本リンパ浮腫学会 金原出版 2018
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化学療法

エビデンスに基づいた癌化学療法ハンドブック　2012 有吉 寛総監修 メディカルレビュー社 2012

イラストでよくわかるがん治療とサポーティブケア 田口哲也監修、阿南節子、櫻井美由紀、徳島裕子、河野えみ子編 じほう 2012

国立がんセンターあなたが受けられる抗がん剤治療　気になる副作用とかかるお金 荒井保明監修 主婦の友インフォス情報社 2013

「胃がん・大腸がんを薬で抑えましょう」と言われた時　これから薬物療法を受ける患者さん、
患者さんに説明する全ての医療スタッフのために

小松嘉人 ヴアンメディカル 2012

四国がんセンター　分子標的薬を中心とした皮膚障害　診断と治療の手引き 四国がんセンター化学療法委員会 メディカルレビュー社 2014

チャートでわかる！　がん外来化学療法のリアル　チームで解決する10の副作用 聖マリアンナ医科大学病院腫瘍センター 南江堂 2014

抗がん剤治療と上手につきあう本　安心して治療を受けるために 岩瀬弘敬 日経ＢＰ社 2016

抗がん剤治療の正体 梅澤充 ＫＫベストセラーズ 2016

放射線療法

心配しないでいいですよ放射線治療 がん研有明病院放射線治療部編著 真興交易(株)医書出版部 2012

イラストでみる放射線って大丈夫？ 日本放射線公衆安全学会 文光堂 2011

医療被ばく説明マニュアル 笹川 泰弘ほか編集 PILAR PRESS 2010

増補改訂版　放射線治療医の本音　がん患者2万人と向き合って 西尾正道 市民のためのがん治療の会 2010

がんは放射線でここまで治る　第1集 市民のためのがん治療の会 市民のためのがん治療の会 2007

今、本当に受けたいがん治療 西尾　正道 エムイー振興協会 2010

がんセンター院長が語る放射線健康障害の真実 西尾正道 旬報社 2012

見えない恐怖　放射線内部被爆 松井英介 旬報社 2011

内部被爆からいのちを守る　なぜ今内部被爆問題研究会を結成したのか 市民と科学者の内部被爆問題研究会ACSIR 旬報社 2012

放射線医療CTから緩和ケアまで 大西雅夫 中央公論新社 2009

患者さんと家族の為の放射線治療Q&A　2015年版 日本放射線腫瘍学会編 金原出版 2015

重粒子線治療・陽子線治療　完全ガイドブック 研友企画出版　出版企画部編　辻比呂志、櫻井英幸 法研 2016

サイバーナイフによる定位放射線治療　がん治療の120症例にみる症状緩和の実際 渡邉一夫、堀智勝監修　宮崎紳一郎、福山孝徳著 近代セールス社 2016

治療
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緩和ケア

オピオイドによるがん疼痛緩和 国立がんセンター中央病院薬剤部編著 エルゼビア・ジャパン 2012

がんの痛みよ、さようなら！ 武田 文和編著、高橋 美賀子編著、石田 有紀編著 金原出版 2008

ナーシングケアQ&A　32 　一般病棟でできる緩和ケアQ&A 堀 夏樹編集、小澤 桂子編集 総合医学社 2010

やさしいがんの痛みの自己管理 武田 文和著 医薬ジャーナル社 2007

患者・家族のためのがん緩和マニュアル 米国国立癌研究所発行のPDQの日本語版のがん情報サイト 日経メディカル開発 2009

トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント
Robert Twycross著、Andrew Wilcock著、Claire Stark Toller著、武田 文和監
訳、浅井 真理子ほか訳

医学書院 2010

上手に“痛い”が言える本 田中 祐次 小学館 2010

こころに寄り添う緩和ケア 赤穂 理絵編、奥村 茉莉子編、井西 庸子著、太田 直子著、佐々木 常雄著 新曜社 2008

最新訪問看護研修テキスト　ステップ2　【1】緩和ケア 角田直枝 日本看護協会出版会 2005

苦しみと緩和の臨床人間学 佐藤泰子 晃洋書房 2011

対話・コミュニケーションから学ぶスピリチュアルケア　ことばと物語からの実践 谷田憲俊、　大下大圓、伊藤高章 診断と治療社 2011

始めてみようよタクティールケア 鈴木みずえ クオリティケア 2012

タクテールケア入門　第3版　スウェーデン生まれの究極の癒し術 タクテールケア普及を考える会 日経BP社 2014

患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド（第1版） 日本緩和医療学会 金原出版 2014

がん疼痛治療の薬　非オピオイド鎮痛薬・鎮痛補助薬　早しらべノート 森田達也　編 メディカ出版 2014

痛みのScience＆Practice 3　病態・疾患別がん疼痛の治療 井関雅子 文光堂 2014

緩和ケア鍼灸マニュアル 糸井啓純、篠原昭二　編 医歯薬出版 2014

痛みゼロのがん治療 向山達人 文芸春秋 2014

がんサバイバーを支える緩和デイケア・サロン 阿部まゆみ、安藤詳子　編著 青梅社 2015

よくわかるＷＨＯ方式がん疼痛治療　すべてのがん患者さんが痛みのない日々を過ごすため
に、その後の新情報を含めて

竹田文和、的場元弘、鈴木勉 金原出版 2016

がん患者の泌尿器症状の緩和に関するガイドライン　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

がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン 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

がんの補完代替療法　クリニカル・エビデンス　2016年半 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
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ホスピス緩和ケア白書2016　緩和デイケア・がん患者サロン・デイホスピス 志真泰夫､恒藤暁、細川豊史、宮下光令、山崎章郎 青海社 2016

ホスピス緩和ケアの歩み　患者の声に耳を傾けて 日本財団ホスピス研究会活動報告 笹川医学医療研究財団 2008

がんを抱えて、自分らしく生きたい　がんとともに生きた人が緩和ケア医に伝えた10の言葉 西智弘 PHP 2019

その他の治療

抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬(インフォームドコンセントのための図説シリーズ) 西條 長宏編 医薬ジャーナル社 2010

先端医療をひらく  iPS細胞,がん治療,創薬,医工連携 中西 真人編 日経サイエンス 2011

病院にかかるときに知っておきたい先端医療講座 藤元 登四郎監修 中央法規出版 2012

がん漢方 北島 政樹監修、今津 嘉宏編 南山堂 2012

やさしい造血細胞移植後のQOLの向上 室井一男編 医薬ジャーナル社 2009

がん研有明病院で今起きている　漢方によるがん治療の奇跡 星野志津夫 海竜社 2013

余命６カ月からスタートするがん治療代謝復活とペプチドワクチン搭載の分子標的樹状細胞を
メインとした特異的免疫細胞治療

星野泰三　監修　松島修司　著 東邦出版 2013

がん治療に苦痛と絶望はいらない　余命2カ月を完治に導く活性消滅療法 前田華郎 講談社 2014

がんワクチン治療革命 中村祐輔 講談社 2016

がんリハビリテーション　原則と実践　完全ガイド マイクル D.スタブフィールト、マイクル W.オデール著監修、高倉保幸監修訳 ガイヤブックス 2018

がん免疫療法　Cancer Immunotherapy　座談会　がん免疫療法の今後 雑誌　1巻1号 メディカルレビュー社 2017
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医学一般

プロメテウス解剖学コアアトラス Anne M.Gilroy／ほか著 医学書院 2002

トートラ人体解剖生理学 Gerard J.Tortora／ほか著 丸善出版 2011

改訂版　症状からみる病態生理の基本 齋藤 宣彦 照林社 2009

骨・筋肉・皮膚イラストレイテッド 窪田 誠監修、安部 正敏監修 学研メディカル秀潤社 2011

正しいステロイドの使い方 1 内用剤編 宮坂 信之編 医薬ジャーナル社 2012

正しいステロイドの使い方 2 外用剤編 宮坂 信之編 医薬ジャーナル社 2012

覚えておこう応急手当 加藤 啓一 少年写真新聞社 2008

よくわかる輸血学 大久保 光夫著 羊土社 2010

進化する現代漢方　臨床と日常の現代漢方入門 大田黒 義郎 看護の科学社 2011

救急蘇生法の指針〈2010〉市民用・解説編 日本救急医療財団心肺蘇生法委員会／監 へるす出版 2011

技師&ナースのための消化器内視鏡ガイド 田村 君英編集
学研メディカル秀潤社　学研マーケティング
(発売)

2010

読んで上達！病気がわかる検査値ガイド 斉藤 嘉禎 ほか著 金原出版 2012

ミッフィーのよくわかる病院の検査と数値のみかた 奈良信雄　監修 X-Knowledge 2012

検査のしくみと進め方 大塚 喜人、速水 昭雄、 亀田 信介 総合医学社 2011

思いもしなかった健康食品と薬の相互作用 藤村　昭夫 永井書店 2011

抵抗力の低下している人を感染から守る本 矢野 邦夫著 ヴァンメディカル 2012

医者からもらった薬がわかる本 木村 繁／共著 法研 2012

医学書院　医学大辞典 伊藤正男ほか／総編集 医学書院 1999

六訂版　家庭医学大全科 高久史麿、猿田享男、北村総一郎、福井次矢 法研 2010

細胞診のベーシックサイエンスと臨床病理 坂本穆彦 医学書院 1995

今日の治療指針　2018年版 山口徹、北原光夫、福井次矢 医学書院 2018

看護学大辞典　第6版 　― メヂカルフレンド社 2013

ドラえもんからだシリーズ　食べ物の消化 坂井建雄 小学館 2012

がん以外の病気について
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ドラえもんからだシリーズ　血液の流れ 坂井建雄 小学館 2013

ドラえもんからだシリーズ　からだのしくみ 坂井建雄 小学館 2012

ドラえもんからだシリーズ　脳のはたらき 坂井建雄 小学館 2012

ドラえもんからだシリーズ　成長とたん生 坂井建雄 小学館 2009

ドラえもんからだシリーズ　栄養と健康 坂井建雄 小学館 2011

ドラえもんからだシリーズ　からだなんでも相談室 坂井建雄 小学館 2012

ドラえもんからだシリーズ　からだなんでもクイズ 坂井建雄 小学館 2010

わたしの病気はなんですか？　病理診断科への招待 近藤武史、榎木英介 岩波書店 2010

子どもは素晴らしい　お母さんとお父さんの子育てのために 牛尾信也　監修 金原出版 2006

そうなんだ！　遺伝子検査と病気の疑問　モヤモヤを解決する33 櫻井晃洋 メディカルトリビューン 2013

世界で一番美しい人体図鑑 奈良信雄　監訳　三村晶子　訳 エクスナレッジ 2017

病気と心理  ←２０２０年４月より追加

医療者が語る答えなく世界ー「いのちの守り人」の人類学 磯野真穂　著 筑摩書房 2017

人生でほんとうに大切なこと　がん専門の精神科医・清水研と患者たちの対話 稲垣麻由美　著 KADAKAWA 2019

先に亡くなる親といい関係を築くためのアドラー心理学 岸見一郎　著 文響社 2019

ケアをすることの意味　病む人とともに在ることの心理学と医療人類学 皆藤章　編監訳 誠信書房 2018

ケアの本質　生きることの意味 田村真、向野宜之　訳 ゆみる出版 2017

医療現場の行動経済学　すれ違う医者と患者 大竹文雄、平井啓　編 東洋経済新報社 2018

生活習慣病

やさしいメタボリックシンドロームの自己管理 船橋 徹編、中村 正編 医薬ジャーナル社 2006

やさしい早朝高血圧の自己管理 苅尾 七臣著 医薬ジャーナル社 2011

脂質&コレステロール　脂肪ランキング 奥田 恵子監修 エクスナレッジ 2011

脂質異常の最新治療 石川 俊次著 主婦の友社 2012

肥満とメタボリックシンドローム・生活習慣病 井上 修二ほか監修 大修館書店 2011

心臓病の予防・治療とリハビリ 伊東 春樹著 主婦と生活社 2012
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高血圧の最新治療 宗像 正徳監修、主婦の友社編 主婦の友社 2012

糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2010

糖尿病の患者さんによく聞かれる質問120 金子美恵ほか／監修 日本看護協会出版会 2009

糖尿病治療の手びき 日本糖尿病学会編 南江堂 2011

NHKためしてガッテン脱・糖尿病の「超」常識 NHK科学・環境番組部編 主婦と生活社 2012

脳梗塞の治し方・防ぎ方 岡田 芳和著 法研 2011

骨粗鬆症をらくらく予防・改善する100のコツ 主婦の友社編 主婦の友社 2009

ひざ・腰・肩の痛みの最新治療 三井 弘監修、主婦の友社編 主婦の友社 2011

いろいろな病気や症状

おしりの健康　大腸がん・肛門の病気のわかりやすい話 森田 博義著 朝日新聞出版 2010

やさしい高齢者肝疾患の自己管理 八橋 弘編著 医薬ジャーナル社 2012

手術日までに患者が知りたい胆石症　ナース・ポリクリ学生・研修医にも知っていてほしい 市原隆夫 金原出版 2009

女性の尿トラブル 加藤 久美子総監修 ＮＨＫ出版 2010

咳の気になる人が読む本　（ブルーバックス） 加藤 治文著、福島 茂著 講談社 2012

「排尿トラブル」処方せん 菊地 栄次著、福島 茂著 本の泉社 2010

すぐにわかる!使える!自己導尿指導BOOK 田中 純子編著、萩原 綾子編著 メディカ出版 2012

病態生理ビジュアルマップ１　呼吸器疾患　循環器疾患 佐藤 千史、 井上 智子 医学書院 2010

病態生理ビジュアルマップ２　消化器疾患 佐藤 千史、 井上 智子 医学書院 2010

病態生理ビジュアルマップ３　代謝疾患・内分泌疾患・血液・造血器疾患　腎・泌尿器疾患 佐藤 千史、 井上 智子 医学書院 2011

病態生理ビジュアルマップ４　膠原病・自己免疫疾患　感染症　神経・筋疾患　精神疾患 佐藤 千史、 井上 智子 医学書院 2010

病態生理ビジュアルマップ５　運動器疾患　皮膚疾患女性生殖器疾患　眼疾患　耳鼻咽疾患 佐藤 千史、 井上 智子 医学書院 2010

呼吸器疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2011

循環器疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2010

消化器疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2009

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2010
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脳神経疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2009

皮膚科疾患ビジュアルブック 落合 慈之／監修 学研メディカル秀潤社 2012

心臓と血管の病気 図説カラダ大辞典編集委員会編集 金沢医科大学出版局 2012

これだけは知っておきたい患者さんと家族のための気管支喘息の知識 東田 有智編 医薬ジャーナル社 2011

「COPD<慢性閉塞性肺疾患>」と言われたら… 木田 厚瑞著 保健同人社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（１）インフルエンザウィルスのフルくん おかだはるえ/文、　西川智英美/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（２）はしかウィルスのはっしー おかだはるえ/文、あおきひろえ/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（３）ノロウィルスのノウちゃん おかだはるえ/文、すがわらえいこ/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（４）みずぼうそうウィルスのみず丸 おかだはるえ/文、塚本やすし/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（５）腸管出血大腸菌O157のベロ おかだはるえ/文、きしらまゆこ/絵 ポプラ社 2012

めまいの待合室 北原糺 金原出版 2008

耳鳴の診察室 形原正章 金原出版 2008

リウマチ・膠原病 竹内 勤監修 PHP研究所 2011

あきらめない!アレルギー治療　食物アレルギー・花粉症・アトピー性皮膚炎 渡辺 隆文著、夫馬 直実著 NHK出版 2012

“知りたい”めまい“知っておきたい”めまい薬物治療 肥塚 泉編集 全日本病院出版会 2012

図解・決定版　目のトラブルを解消する!正しい治療と最新知識 戸張 幾生著 日東書院本社 2012

きずのきれいな治し方 百束 比古編集、小川 令編集 全日本病院出版会 2012

やさしい睡眠障害の自己管理 大熊 輝雄著 医薬ジャーナル社 2009

睡眠の病気　不眠症・睡眠時無呼吸・むずむず脚 内山 真総監修 NHK出版 2011

更年期障害 水沼 英樹著 保健同人社 2009

やさしい慢性腎臓病の自己管理 今井 圓裕編 医薬ジャーナル社 2012

歯の「四大不安」解消読本 川畑 著洋著、川畑 輝子著 講談社 2010

どこからが病気なの？ 市原真 筑摩書房 2020

健康づくり

健康・運動の科学　介護と生活習慣病予防のための運動処方 小野寺 孝一ほか編 講談社 2012

今すぐ使えるメディカルアロマセラピーTextbook 川端 一永ほか編著 メディカ出版 2011
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病気知らずの運動法 山本 ケイイチ著 PHP研究所 2010

歩けば歩くほど人は若返る 三浦 雄一郎著 小学館 2012

免疫力をしっかり高めるコツがわかる本 星野 泰三監修 学研パブリッシング 2012

口腔機能向上のためのレクリエーション&トレーニング 江崎 久美子ほか監修 ナツメ社 2012

メディカルヨガ　ヨガの処方箋 ティモシー・マッコール　著、岡部朋子監修、中原尚美監訳 パベルプレス 2011

下を向いて生きよう 安田佳生 サンマーク出版 2007

禁煙あなたのお口と全身の健康 沼部 幸博著 クインテッセンス出版 2012

いますぐできるロコモ体操 渡會 公治著 家の光協会 2010

更年期を快適に過ごす本（ムック） 日経ヘルスプルミエ編 日経BP社 2010

いつか罹る病気に備える本 100の病気への不安…(ブルーバックス B-1794) 塚崎 朝子著 講談社 2012

笑いヨガのスピリット　笑いの達人が教える5つの極意 マダン　カタリア　著、高田佳子　訳 日本笑いヨガ協会 2013

笑いヨガ　笑うのに理由はいらない マダン　カタリア　著、高田佳子　訳 日本笑いヨガ協会 2012

カラダと気持ち　ミドル・シニア版 日本性科学学会セクシュアリティ研究会　　代表　荒木乳根子 三五館 2002

バーマン姉妹のＷＯＭＥＮ　ＯＮＬＹ ジェニファー＆ローラ・バーマン著/大川玲子監修、平野久美子訳 小学館 3004

呼吸による癒し　実践ヴィパッサナー瞑想 ラリー・ローゼンバーク　著、井上ウィラマ　訳 春秋社 2001

マインドフルネスストレス低減法 J・カパットジン　著　春木豊　訳 北大路書房 2007

最新　免疫力を高めて病気を防ぎ治す知恵とコツ 主婦の友社 主婦の友社 2013

ガン患者と家族のための笑いヨガ　ＤＶＤ Ｇ＆Ｇ Ｇ＆Ｇ 2013

いつでも・どこでも・だれでも　座ってできる椅子ヨガ 冨田あかり ギャラクシーブックス 2015

脳疲労が消える最高の休息法{CDブック}　脳科学×瞑想　聞くだけマインドフルネス入門 久賀谷亮　著 ダイヤモンド社 2017
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食べる

食道がん術前・術後の100日レシピ 回復までの食事プラン(100日レシピシリーズ) 外村 修一医療解説ほか 女子栄養大学出版部 2011

胃手術後の100日レシピ 退院後の食事プラン(100日レシピシリーズ) 青木 照明監修 女子栄養大学出版部 2010

大腸がん手術後の100日レシピ 退院後の食事プラン(100日レシピシリーズ) 森谷 冝皓医療解説ほか 女子栄養大学出版部 2010

子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ 退院後の食事プラン(100日レシピシリーズ) 加藤 友康医療解説ほか 女子栄養大学出版部 2010

症状で選ぶ！がん患者さんと家族のための　抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 静岡県立静岡がんセンター 女子栄養大学出版部 2007

がん治療中の食事
ジョゼ・ヴァン・ミル著　クリスティーヌ・アーチャー・マッケンジー著
加野敬子訳

産調出版 2012

がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ 川口美貴子、青山広美 医学書院 2011

乳がんの人のためのおいしい療養レシピ 齊藤 光江監修 法研 2012

きょうも、おいしく ―大腸がん術後の体験談＆レシピ Rico 女子栄養大学出版部 2005

子どもたちにつなぐみんなの食べ方じてん 富山 洋子著 ジャパンマシニスト社 2012

口から食べる  　嚥下障害Q&A 藤島 一郎著、清水 一男絵 中央法規出版 2011

喉頭がん舌がんの人たちの言語と摂食・嚥下ガイドブック Jack E.Thomas著、Robert L.Keith著 医歯薬出版 2008

新しい介護食・嚥下食レシピ集 西尾 正輝／監修 インテルナ出版 2010

介護食ハンドブック 手嶋 登志子／編 医歯薬出版 2010

なにをどれだけ食べたらいいの? 香川 芳子監修 女子栄養大学出版部 2012

高血圧に効くおいしいレシピ200 猿田 享男医学監修 法研 2011

高血糖に効くおいしいレシピ200 平野 勉医学監修 法研 2011

痛風に効くおいしいレシピ200 藤森 新医学監修 法研 2011

高コレステロールに効くおいしいレシピ200 山田 信博医学監修 法研 2011

コレステロール・中性脂肪がみるみる下がる大百科 主婦の友社編 主婦の友社 2012

内臓脂肪がぐぐっと減る知恵とコツ 主婦の友社編 主婦の友社 2012

決定版　おいしいマクロビオテックごはん 石澤清美　野口節子 主婦の友社 2009

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　中山優子　監修、　加藤知子　献立プラン・レシピ作成 主婦の友インフォス情報社 2012

暮らしについて
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胃を切った人を元気いっぱいにする食事 長晴彦、落合由美、加藤知子 主婦の友インフォス情報社 2013

腸を切った人を元気いっぱいにする食事 斉藤典男、吉野孝之、落合由美、加藤知子 主婦の友インフォス情報社 2012

乳がんの人のためのレシピ　おいしく食べて、元気に生きよう 福田譲、岡山慶子、加藤奈弥 法研 2012

がん患者さんのための国がん東病院レシピ　症状・体調別に選んだ２１５品 大江裕一郎、落合由美、松丸礼 法研 2013

噛みづらい・飲み込みにくい　困ったときの特選レシピ 井藤秀喜、金丸晶子　監修 法研 2013

「がん」になってからの食事と運動　米国対がん協会の最新ガイドライン 坪野吉孝 法研 2013

「がん」では死なない「がん患者」　栄養障害が寿命を縮める 東口高志 光文社 2016

働く

がんと一緒に働こう！～必携ＣＳＲハンドブック～ CSRプロジェクト／編 合同出版 2002

企業（上司・同僚、人事労務、事業主）「がん就労者」支援マニュアル
厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業（H22-がん臨床・一般-008）
「働くがん患者と家族に向けた包括的就業支援システムの構築に関する研
究」班　主任研究者　高橋都

2013

「治療と就労の両立に関するアンケート調査」結果報告書
厚生労働省がん臨床研究事業「働くがん患者と家族に向けた包括的就業支
援システムの構築に関する研究」班

2012

がん経験者のための就活ブック　ｻﾊﾞｲﾊﾞ^ｽﾞ・ﾊﾛｰﾜｰｸ NPO法人HOPEプロジェクト、一般社会法人CSRプロジェクト編 合同出版 2015

働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳　40代、働き盛りでがんになった私が言えること 岩井ますみ 講談社 2015

がんは働きながら治す！　一億総活躍社会のための教育 中川恵一、関谷徳泰 労働調査会 2017

がん体験者との対話から始まる就労支援　看護師とがん相談支援センターの事例から 小迫富美江、清水奈緒美 日本看護協会出版会 2017

企業のためのがん就労支援マニュアル　病気になってっも働き続ける事ができる職場づくり 髙橋都、森晃爾、錦戸典子 労働調査会 2016

がん治療と就労の両立支援　制度設計・運用・対応の実務 近藤明美、藤田久子、石田周平、著 日本法令 2017

企業ができるがん治療と就労の両立支援　実務ガイド 遠藤源樹 日本法令 2017

がんに罹患した労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康安全機構 独立法人労働者健康安全機構 2017

糖尿病に罹患した労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康安全機構 独立法人労働者健康安全機構 2017

脳卒中に罹患した労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康安全機構 独立法人労働者県健康安全機構 2017

メンタルヘルス不調をかかえた労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康ア安全機構 独立法人労働者健康安全機構 2017

事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン 厚生労働省 厚生労働省 2018

企業・医療機関連携マニュアル　事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン
（参考資料）　平成31年3月改訂版

厚生労働省 厚生両同省 2019
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メイクセラピーガイド 村澤 博人編著 フレグランスジャーナル社 2008

今さら聞けないメイクの正解 渡辺真由美 主婦の友社 2010

今さら聞けないスキンケアの正解 吉本伸子 主婦の友社 2010

スキンケア大事典 友利 新監修 毎日コミュニケーションズ 2010

がん闘病中の髪・肌・爪のなやみ　サポートブック　ＡＬＷＡＹＳ　ＢＥ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ 赤木勝幸、岩岡ひとみ 英治出版株式会 2015

アピアランス＜外見＞の心理学 リコラ・ラムゼイ、ダイアナ・ハーコート　著　原田輝一、真覚健　訳 福村出版 2017

美容室でできるアピアランスサポートマニュアル 全国福祉理美容師養成協会（ふくりび）著 女性モード社 2018

医療・福祉サービス

医療福祉総合ガイドブック 日本医療ソーシャルワーク研究会編集 医学書院 2012

患者さんにそのまま見せる!診療科別医療福祉相談の本 黒木 信之編集・執筆、向山 憲男医学監修 日総研 2012

知ってほしい障害年金のはなし 佐々木久美子著 日本法令 2012

そのまま使える！図解説明　社会保障制度指さしガイド いとう総研編、伊東利洋 日総研 2012

鈴木さんちの障害年金物語：病気やケガで働けなくなったときに読む本 宇代謙治 日本法令 2014

在宅ケア

がん患者の在宅療養サポートブック 濱口 恵子編集、小迫 冨美恵編集、坂下 智珠子編集、渡邉 眞理編集 日本看護協会出版会 2007

在宅死のすすめ:生と死について考える14章 （幻冬舎ルネッサンス新書） 網野皓之 著 幻冬舎ルネッサンス 2010

あした野原に出てみよう　在宅ホスピス医のノートから 内藤いづみ 著 オフィス･エム 1997

がんの在宅ホスピスケアガイド 吉田 利康著 日本評論社 2007

スキルアップのための在宅看護マニュアル（Nursing　mook30） 角田直枝 学研 2005

家族のための在宅医療実践ガイドブック 悠翔会編著、佐々木 淳監修 幻冬舎メディアコンサルティング 2012

在宅ターミナルケアのすすめ 川越博美 日本看護協会出版会 2002

在宅ホスピス・緩和ケア-演習形式で学ぶケアの指針 川越厚 メヂカルフレンド社 2004

在宅ホスピス物語 二ノ坂 保喜著 青海社 2008

生きた現場の在宅看護入門-ライブ感覚で学べる臨床のスキル＆マインド 吉田美由紀 ライフサポート社 2009

装う

23/35



患者家族総合支援センター2階　学びのひろば 図書コーナー　書籍一覧 2020/6/2

訪問看護のための事例と解説から学ぶ在宅終末期ケア 角田直枝 中央法規出版 2008

家で死ぬための医療とケア 新田 國夫著 医歯薬出版 2007

在宅栄養管理　経口から胃瘻・経静脈栄養まで 小野沢 滋編著 南山堂 2010

家で生きることの意味　在宅ホスピスを選択した人・支えた人 柳田 邦男共編，川越 厚共編 青海社 2005

病院で死なないという選択 中山 あゆみ著 集英社 2005

こころを看取る　訪問看護師が出会った1000人の最期 押川 真喜子著 文藝春秋 2012

在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 日本褥瘡学会編集 照林社 2012

続・笑って楽しくうれしい介護リハビリ　がんと折り合いをつけるための５章 阿部能成、阿部まゆみ こすもす 2011

「在宅療養」をささえるすべての人へ　わが家がいちばん 財団法人　在宅医療助成勇美記念財団「在宅療養」編集委員会 健康と良い友だち社 2009

なんとめでたいご臨終 小笠原文雄 小学館 2018

命を見つめる

ホスピスが美術館になる日 ケアの時代とアートの未来 横川 善正著 ミネルヴァ書房 2010

もしも「余命6カ月」といわれたら? ホスピスケア研究会監修 河出書房新社 2008

大切な人が「余命6カ月」といわれたら? ホスピスケア研究会監修 河出書房新社 2008

癒されて旅立ちたい　ホスピスチャプレン物語 沼野尚美 著 佼成出版社 2002

透析患者のターミナルケア  　生と死のはざまにある医療と看護 大平 整爾著 メディカ出版 2011

死学 大津 秀一著 小学館 2007

癒しのエンゼルケア-家族と創る幸せな看取りと死後のケア 角田直枝 中央法規出版 2010

大切な人をどう看取るの 信濃毎日新聞社文化部著 岩波書店 2010

いのちを育む 日野原 重明著 中央法規出版 2011

子どもたちの遺言 谷川俊太郎　詩　田淵章三　写真 佼成出版 2013

お母さんは命がけであなたを産みました　16歳のための、いのちの教科書 内田美智子 青春出版社 2011

あなたらしい最期を生きる本-絵で見るはじめての終末医療マニュアル 奥井識仁 ハート出版 2009

家族を看とるとき 日野原 重明著 春秋社 2005

手話の学校　いのちの授業 日野原 重明著 笹川記念保健協力財団 2012
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折れない心を育てるいのちの授業 小沢竹俊　著 KADOKAWA 2019

生きる稽古　死ぬ稽古 藤田一照、伊藤昌美　著 日貿出版社 2017

あした死ぬかもよ？　人生最後の日に笑って死ねる27の質問 ひすいこうたろう ディスカバートゥエンティワン 2019

あした死んでも後悔しないためのノート ひすいこうたろう ディスカバートゥエンティワン 2019

悲しみを癒す

あなたの知らない｢家族｣　遺された者の口からこぼれ落ちる13の物語 柳原清子 著 医学書院 2001

いのち織りなす家族:がん死と高齢死の現場から 額田勲 著 岩波書店 2002

患者さんの遺した言葉 寺本松野 著 臼井恵之輔 画 日本看護協会出版会 2002

癒える力 竹内敏晴著 晶文社 1999

「遺されたつらさ」の受け入れ方(講談社+α文庫 A111-2) 下園 壮太著 講談社 2010

愛する人を亡くした時 アール・A.グロルマン編 春秋社 2011

死別の悲しみに向き合う（講談社現代新書） 坂口 幸弘著 講談社 2012

死とむきあうための12章 日本死の臨床研究会編 人間と歴史社 1999

千の風になって　ちひろの空 新井 満日本語詩、いわさき ちひろ絵 講談社 2006

子どもの喪失と悲しみを癒すガイド　生きること・失うこと リンダ・ゴールドマン 創元社 2005

ディグニティセラピーのすすめ  大切な人に手紙を書こう 小森 康永著、H.M.チョチノフ著 金剛出版 2011

悲嘆学入門　死別の悲しみを学ぶ 坂口幸弘 昭和堂 2010

＜大切なもの＞を失ったあなたに　喪失をのりこえるガイド ロバート・A・ニーメヤー 春秋社 2012

悲嘆カウンセリング　臨床実践ハンドブック J・W・ウオーデン　山本力監訳 誠信書房 2012

悲嘆とグリーフケア 広瀬寛子 医学書院 2013

永遠の別れ　悲しみをいやす知恵の書 エリザベル・キューブラー・ロス、デーヴィット・ケルラー　上野圭一訳 日本教文社 2013

人生のリ・メンバリングー死にゆく人と遺される人との会話 ロレイン・ヘツキ、ジョン・ウィンスレット著、小森康永、石井千賀子、奥野光訳 金剛出版 2005

タギーへの手紙　詩と孤独、小児ガンに立ち向かった子どもへ E・キューブラー・ロス　アグネス・チャン訳 佼成出版社 2013

死別を体験した子供によりそう　沈黙と「あのね」の間で 西田正弘　高橋聡美 梨の木舎 2013

グリーフケア　死別による悲嘆の援助 高橋聡美 メヂカルフレンド社 2013
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なみだ 細谷亮太文　永井康子絵 ドン・ボスコ社 2011

子どものグリーフの理解とサポート　尾やが重篤な（慢性の）病気、または親を亡くした子ども
たちの言動変化に関する研究

大曲陸恵 明石書店 2017

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

子どもにがんを伝える

チャーリー・ブラウンなぜなんだい？ チャールズ・M・シュルツ作、細谷 亮太訳 岩崎書店 1991

おかあさんが乳がんになったの アビゲイル・アッカーマン文・絵、エイドリエン・アッカーマン文・絵、飼牛 万里訳 石風社 2007

おかあさんだいじょうぶ？ 乳がんの親とその子どものためのプロジェクト作、黒井 健絵 小学館 2010

お父さん・お母さんががんになってしまったら
Ann Couldrick原作、阿部 まゆみ訳・編集、田中 しほ訳・編集
わたなべ じゅんこイラスト

Pilar Press 2005

レアの星 パトリック・ジルソン文、クロード・K.デュボア絵、野坂 悦子訳 くもん出版 2003

キャシーのぼうし　きぼうのものがたり トルディー・クリシャー、ナディーン・バーナード・ウエストコット 評論社 2007

ママのバレッタ たなかさとこ　文・絵 生活の医療社 2018

子どもといのちを学ぶ

きみがしらないひみつの三人 ヘルメ・ハイネ作・絵、天沼 春樹訳 徳間書店 2004

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン文・え、いしい ももこやく 岩波書店 1964

くまのこうちょうせんせい こんの ひとみ作、いもと ようこ絵 金の星社 2004

「死」って、なに？ ローリー・クラスニー・ブラウン作、マーク・ブラウン作、高峰 あづさ訳 文溪堂 1998

いきてるってどんなこと？
キャスリーン ウェドナー ゾイフェルドさく
ネイディーン バーナード ウェストコットえ、なかざわ ひろこやく

福音館書店 2008

いつだってともだち エリック・バトゥー絵、モニカ・バイツェ文、那須田 淳訳 講談社 2000

いつもだれかが… ユッタ・バウアー作・絵、上田 真而子訳 徳間書店 2002

いのちのおはなし 日野原 重明文、村上 康成絵 講談社 2007

いのちのつながり 中村 運ぶん、佐藤 直行え 福音館書店 1991

うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん ディック・ブルーナぶん/え、まつおか きょうこやく 福音館書店 2010

エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー文、ロベルト・インノチェンティ絵、柳田 邦男訳 講談社 2004

おじいちゃんがおばけになったわけ キム・フォップス・オーカソン文、エヴァ・エリクソン絵、菱木 晃子訳 あすなろ書房 2005

おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん 長谷川 義史作 BL出版 2000
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おじいちゃんのごくらくごくらく 西本 鶏介作、長谷川 義史絵 鈴木出版 2006

おじいちゃんわすれないよ ベッテ・ウェステラ作、ハルメン・ファン・ストラーテン絵、野坂 悦子訳 金の星社 2002

かみさまからの おくりもの ひぐち みちこ著 こぐま社 1984

ずーっとずっとだいすきだよ ハンス・ウィルヘルムえとぶん、久山 太市やく 評論社 1988

ぞうのさんすう ヘルメ・ハイネさく、いとう ひろしやく あすなろ書房 2000

だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし作・絵 講談社 1995

ちいさいタネ エリック=カールさく、ゆあさ ふみえやく 偕成社 1990

ちいさなあなたへ アリスン・マギーぶん、ピーター・レイノルズえ、なかがわ ちひろやく 主婦の友社 2008

でもすきだよ、おばあちゃん スー・ローソン文、キャロライン・マガール絵、柳田 邦男訳 講談社 2006

ビロードのうさぎ マージェリィ・W.ビアンコ原作、酒井 駒子絵・抄訳 ブロンズ新社 2007

ぶたばあちゃん マーガレット・ワイルド文、ロン・ブルックス絵、今村 葦子訳 あすなろ書房 1995

ぼくのいのち 細谷 亮太作、永井 泰子絵 岩崎書店 1999

ラヴ・ユー・フォーエバー ロバート・マンチ作、乃木 りか訳、梅田 俊作絵 岩崎書店 1997

永い夜 ミシェル・レミュー作、森 絵都訳 講談社 1999

海のいのち 立松 和平作、伊勢 英子絵 ポプラ社 1992

貝の子プチキュー 茨木 のり子作、山内 ふじ江絵 福音館書店 2006

岸辺のふたり マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作、うちだ ややこ訳 くもん出版 2003

死 谷川 俊太郎文、かるべ めぐみ絵 大月書店 2009

死神さんとアヒルさん ヴォルフ・エァルブルッフ作・絵、三浦 美紀子訳 草土文化 2008

生きとし生けるもの M.B.ゴフスタイン作、谷川 俊太郎訳 ジー・シー 1990

赤いおおかみ フリードリッヒ カール ヴェヒター作、小沢 俊夫訳 古今社 2001

葉っぱのフレディ レオ・バスカーリア作、みらい なな訳、島田 光雄画 童話屋 1998.

あなたがうまれたひ デブラ・フレイジャーさく、井上 荒野やく 福音館書店 1999

おかあさんがおかあさんになった日 長野 ヒデ子さく 童心社 1993

おとうさんがおとうさんになった日 長野 ヒデ子さく 童心社 2002
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わたしの病院、犬がくるの 大塚 敦子写真・文、細谷 亮太監修 岩崎書店 2009

いのちの時間 ブライアン・メロニー 新教出版社 1998

あの路 山本 けんぞう 文、いせ ひでこ 絵 平凡社 2009

ポケットのなかのプレゼント 柳澤恵美 文、久保田明子 絵 ラ・テール出版局 1998

赤ちゃんが生まれる　いのちの冒険旅行 ニルス　ダヴェルニエ　作、中島さおり　訳、杉本充弘　監修 ブロンズ新社 2011

あなたが生まれるまで ジェニファー　デイビス 作、ローラ　コーネル　絵、槇　朝子　訳 小学館 2013

おめでとう　たいせつなあなたへ いとう　えみこ　文、伊藤康寛　写真 ポプラ社 2012

小さな生命の詩　Life Before Life ジャック　ペラン　ナレーション、杉本充弘　監修 マクザム 2007

いきてる 中山千夏　文、ささめやゆき　絵 自由国民社 2004

ちいさな死神くん キティ・クリーザー作　ときありえ訳 講談社 2011

幼年版　赤ちゃんが生まれる ニルス・ダヴェルニエ作　中島さおり訳 ブロンズ新社 2019

死のほん ベニラ・スタールフェルト作　川上麻衣子訳 小学館 2010

きんぎょのきんちゃん おおの さとみぶん、オオノ ヨシヒロえ 長崎出版 2009

いつでも会える 菊田 まりこ著 学習研究社 1998

エヴァはおねえちゃんのいない国で ティエリー・ロブレヒト文、フィリップ・ホーセンス絵、野坂 悦子訳 くもん出版 2006

おおきなかわのむこうへ アルミン・ボイシャー文、コルネリア・ハース絵、いとう みゆき訳 ひくまの出版 2005

おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク作、アンナ・ヘグルンド絵、菱木 晃子訳 ほるぷ出版 1995

おとうさん つちだ よしはるさく 小峰書店 2003

おばあちゃんがいるといいのにな 松田 素子作、石倉 欣二絵 ポプラ社 1994

かっくん　どうしてボクだけしかくいの? クリスチャン・メルベイユ文、ジョス・ゴフィン絵、乙武 洋匡訳 講談社 2001

きずついたつばさをなおすには ボブ・グラハムさく、まつかわ まゆみやく 評論社 2008

さよならエルマおばあさん 大塚 敦子写真・文 小学館 2000

ぞうのせなか あきもと やすしさく、あみなか いづるえ 講談社 2007

だいじょうぶだよ、ゾウさん ローレンス・ブルギニョン作、ヴァレリー・ダール絵、柳田 邦男訳 文溪堂 2005

子どもの悲しみを癒す

28/35



患者家族総合支援センター2階　学びのひろば 図書コーナー　書籍一覧 2020/6/2

てんごくのおとうちゃん 長谷川 義史作 講談社 2008

なきすぎてはいけない 内田 麟太郎作、たかす かずみ絵 岩崎書店 2009

ぼくはねこのバーニーがだいすきだった ジュディス・ボーストさく、エリック・ブレグバッドえ、なかむら たえこやく 偕成社 1979

むらさきふうせん クリス・ラシュカ作、谷川 俊太郎訳 BL出版 2008

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイさく え、小川 仁央やく 評論社 1986

光となり風となって… 高木 たかし作、小泉 るみ子絵 文研出版 2005

水平線の向こうから 堂園 晴彦文、葉 祥明絵 明月堂書店(発売) 2009

絵本版　象の背中　旅立つ日 秋元康作 光文社 2007

万華鏡とサクラ あべやすし　文、髙野美奈　絵 最新医学社 2014

万華鏡とサクラ あべやすし　文、髙野美奈　絵 最新医学社 2014

1000の風1000のチェロ いせ ひでこ作 偕成社 2000

100まんびきのねこ ワンダ・ガアグぶん え、いしい ももこやく 福音館書店 1961

100万回生きたねこ 佐野 洋子作・絵 講談社 1977

あいしているから マージョリー・ニューマンぶん、パトリック・ベンソンえ、久山 太市やく 評論社 2003

アンジュール　ある犬の物語 ガブリエル・バンサン作 BL出版 2000

いのちのまつり　ヌチヌグスージ 草場 一壽作、平安座 資尚絵 サンマーク出版 2004

おおきな木 シェル・シルヴァスタイン作、村上 春樹訳 あすなろ書房 2010

おじいちゃん ジョン・バーニンガムさく、たにかわ しゅんたろうやく ほるぷ出版 1985

おぼえていろよおおきな木 佐野 洋子作・絵 講談社 1992

かえるくんととりのうた マックス・ベルジュイス文と絵、清水 奈緒子訳 セーラー出版 1991

きみにあえてよかった エリザベス・デールぶん、フレデリック・ジュースえ、小川 仁央やく 評論社 1997

クイールはもうどう犬になった こわせ たまみ文、秋元 良平写真 ひさかたチャイルド 1992

くまとやまねこ 湯本 香樹実ぶん、酒井 駒子え 河出書房新社 2008

こいぬがうまれるよ ジョアンナ・コール文、ジェローム・ウェクスラー写真、つぼい いくみ訳 福音館書店 1982

子どもの読みもの
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こいぬのうんち クォン ジョンセン文、チョン スンガク絵、ピョン キジャ訳 平凡社 2000

スーホの白い馬 大塚 勇三再話、赤羽 末吉画 福音館書店 1967

だいすき。 アンドレ・ダーハン作、角田 光代訳 学習研究社 2007

たいせつなこと マーガレット・ワイズ・ブラウンさく、レナード・ワイスガードえ、うちだ ややこやく フレーベル館 2001

だんろのまえで 鈴木 まもる作・絵 教育画劇 2008

ちいさなくれよん 篠塚 かをり作、安井 淡絵 金の星社 2003

つみきのいえ 加藤 久仁生絵、平田 研也文 白泉社 2008

ともだち 谷川 俊太郎文、和田 誠絵 玉川大学出版部 2002

ともだちからともだちへ アンソニー・フランスさく、ティファニー・ビークえ、木坂 涼やく 理論社 2003

トンちゃんってそういうネコ Maya Maxx作 角川書店 1999

ナヌークの贈りもの 星野 道夫著 小学館 1995

はくちょう 内田 麟太郎文、いせ ひでこ絵 講談社 2003

ハルばあちゃんの手 山中 恒文、木下 晋絵 福音館書店 2005

ぼくを探しに シルヴァスタイン作、倉橋 由美子訳 講談社 1979

ぼんさいじいさま 木葉井 悦子文・絵 ビリケン出版 2004

またもりへ マリー・ホール・エッツぶん/え、まさき るりこやく 福音館書店 1992

もりのなか マリー・ホール・エッツぶん/え、まさき るりこやく 福音館書店 1974

よだかの星 宮沢 賢治作、伊勢 英子絵 講談社 1986

星の王子さま サン=テグジュペリ作、内藤 濯訳 岩波書店 2000

木のうた イエラ・マリさく ほるぷ出版 1977

雷の落ちない村 三橋 節子作、鈴木 靖将補作 小学館 2008

あの夏 ガブリエル・バンサン作　もりひさし訳 BL出版 1995

君のためにできるコト 菊田まりこ 学研出版 1998

あの空を 菊田まりこ 学研出版 2004
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キミに会いにきたよ 田村みえ 学研出版 2000

With　てるてる天使　希望をはこぶ魔法のことば 田村みえ 学研出版 2007

どんなかんじかな 中山千夏　文、和田誠　絵 自由国民社 2005

おかあちゃんがつくったる 長谷川義史 講談社 2012

チェロの木 いせひでこ 偕成社 2013

ふまんがあります ヨシタケシンスケ ＰＨＰ 2015

めっきらもっきら　どおんどん 長谷川摂子作、ふりやなな画 福音館書店 2017

おまえうまそうだな 宮西達也　作絵 ポプラ社 2016

ありがとうのえほん フランソワーズ著、なかがわちひろ訳 偕成社 2016

すてき三人ぐみ トミー・アングラー著、いまえよしとも訳 偕成社 2017

ちいさいおうち バージニア・リー・バートン著、いしいももこ訳 岩波書店 2016

ぼくはきみで　きみはごく ルース・クラウス著、江國香織訳 偕成社 2015

あかいふうせん イエラ・マリ著 ほるぶ出版 2017

はんなちゃんがめをさましたら 酒井駒子著 偕成社 2012

ラチとらいおん マレーク・ベロニカ　文・絵、とくながやすとも 訳 福音館書店 2016

ぼく　おかあさんのこと… 酒井駒子 文渓堂 2015

はっぴいさん 荒井良二 偕成社 2014

おこだでませんように くすのきしげのり作　石井聖岳絵 小学館 2018

シニガミさん 宮西達也　作・絵 えほんの杜 2018

からだといのちに出会うブックガイド 健康情報棚プロジェクト編、からだとこころの発見塾編 読書工房 2008

シリーズいのちの授業　1　いのちがはじまるとき 種村 エイ子監修 ポプラ社 2002

シリーズいのちの授業　2　いのちがおわるとき 種村 エイ子監修 ポプラ社 2002

シリーズいのちの授業　3　いのちのおもみ 種村 エイ子監修 ポプラ社 2002

シリーズいのちの授業　5　いのちの図書館 種村 エイ子監修 ポプラ社 2002

子ども(他）
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心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師 今西 乃子著、浜田 一男写真 金の星社 2011

子どもへのまなざし 佐々木 正美著 福音館書店 1998

子どもへのまなざし　続 佐々木 正美著 福音館書店 2001

子どもへのまなざし　完 佐々木 正美著 福音館書店 2011

親子をつなぐサポートブック サポートブック作成プロジェクトチーム ＰＨＰ 2009

子どもとつむぐものがたり　プレイセラピーの現場から 小嶋リベカ 日本キリスト教団出版局 2018

親と子どものためのマインドフルネス　１日３分！　「くらべない子育て」でクリエイティブな脳と
心を育てる

エリーン・スネル著、出村佳子訳 サンガ 2018

マインドフル・ゲーム　60のゲームで子どもと学ぶマインドフルネス スーザン・カイザー・グリーンランド著、浅田仁子訳 金剛出版 2018

気持ちの本 森田ゆり　作、たくさんの子どもたち　絵 童話館出版 2017

子どものこころ・発達を支える親子面接の8ステップ　安全感に根差した関係づくりのコツ 井上祐紀　著 岩崎学術出版社 2019

物語を読む

十二番目の天使 オグ・マンディーノ著、坂本 貢一訳 求龍堂 2001

神様のカルテ 夏川 草介著 小学館 2009

神様のカルテ　2 夏川 草介著 小学館 2010

神様のカルテ　3 夏川 草介著 小学館 2012

西の魔女が死んだ 梨木 香歩著 新潮社 2001

悼む人 天童 荒太著　（L） 文藝春秋 2008

納棺夫日記 増補改訂版(文春文庫) 青木 新門著 文藝春秋 1996

僕と妻の1778話（集英社文庫） 眉村 卓著 集英社 2010

詩ふたつ 長田 弘著、グスタフ・クリムト画 クレヨンハウス 2010

生きる　第2章 谷川俊太郎with friends著 角川SSコミュニケーションズ 2009

ココロの止まり木 河合 隼雄著 朝日新聞社 2004

いのちの言葉 対談集 柳田 邦男著 三輪書店 2005

スワンソング 日本看護協会出版会雑誌編集部編 日本看護協会出版会 1999

やすらかな死を迎えるためにしておくべきこと 大野 竜三著 PHP研究所 2011
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犠牲(サクリファイス)  　文春文庫 柳田 邦男著 文藝春秋 1995

救いとは何か 森岡 正博著、山折 哲雄著 筑摩書房 2012

死の文化を豊かに  (ちくま文庫 と23-1) 徳永進著 筑摩書房 2010

人生の四季に生きる  （岩波現代文庫　社会） 日野原 重明著 岩波書店 2008

はじめて学ぶ生命倫理　（ちくまプリマー新書） 小林 亜津子著 筑摩書房 2011

ベッドサイドのユーモア学 柏木哲夫 著 メディカ出版 2005

傷ついた物語の語り手:身体･病い･倫理 アーサー･W・フランク 著 ゆるみ出版 2002

病院で死ぬということ 山崎 章郎著 文藝春秋 1996

続　病院で死ぬということ　 　そして今、僕はホスピスに 山崎 章郎著 文藝春秋 1996

音のない花火　小説 砂田 麻美著 ポプラ社 2011

蟹と彼と私 荻野 アンナ著 集英社 2007

癌だましい 山内 令南著 文藝春秋 2011

新編中城ふみ子歌集 中城ふみ子著 平凡社 2004

蟬声　河野裕子歌集 河野裕子著 青磁社 2011

カシオペアの丘で 上 重松 清著 講談社 2007

カシオペアの丘で　下 重松清 講談社 2007

紅梅 津村 節子著 文藝春秋 2011

パリ・キュリイ病院 野見山 暁治著 弦書房 2004

雪とパイナップル 鎌田 実著 集英社 2004

世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一著　（L） 小学館 2001

テラビシアにかける橋 キャサリン・パターソン 偕成社 2007

ケアすること愛すること The Joy of Caring講演の記録 パッチ・アダムス著 晩成書房 2007

山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた 山中伸弥 著、緑慎也 聞き手 講談社 2012

露の身ながら  　いのちへの対話　往復書簡 多田 富雄 著、柳沢 桂子 著 集英社 2008
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カルテの余白 院長室から見た医療の風景 近藤 俊文著　（L） 岩波書店 2007

がんばらない　（集英社文庫） 鎌田 實著 集英社 2003

希望という名の絶望 里見 清一著 新潮社 2011

生きる力を磨く66の処方箋 鎌田 實ほか著 PHP研究所 2012

りぼん 小川糸 ポプラ社 2013

俳句、はじめました 岸本葉子 角川学芸出版 2010

またね 大谷美和子、岡田まりゑ（画） くもん出版 1995

カントリーパラダイス サキヒトミ 集英社 20000

言葉のお守り　第１章 わたなべあけみ　詩・絵 木星舎 2010

ヨーコさんの”言葉” 佐野洋子文　北村裕花 講談社 2018

空の色 HABU ピエ・ブックス 2010

生きる力、癒し　　←２０２０年４月より追加

写真集　幡野広志 幡野広志 ほぼ日 2019

FACTFULNESS　10の思い込みを乗り越え。データをもとに世界を正しく見る習慣 ハンス・ロリングス、オーラ・ロリングス、アンナ・ロリングス・ロンランド 日経BP社 2020

倚りかからず 茨木のり子 筑摩書房 2019

心が元気になる美しい絶景と勇気のことば 林美穂、高橋かおる　編　バイ インターナショナル編著 バイ　インターナショナル 2019

そうだ　魔法使いになろう！望む豊かさを手に入れる 吉本ばなな　大野百合子 徳間書店 2019

ヒマラヤの大聖者の心を癒すことば ヨグマタ相川圭子　著　野本有莉 文響社 2019

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam　著　名護市康文監修 サンクチュアリ出版 2019

あなたの人生がつまらないと思うんなら、それはあなた自身がつまらなくしているんだぜ。 ひすいこうたろう　著 ディスカバートゥエンティワン 2015

ねこさま名鑑100 パイ　インターナショナル　編著　筒井由佳　編 パイインターナショナル 2020

そのままでいい　100万いいね！を集めた176の言葉 田口久人 ディスカバートゥエンティワン 2019

別置ＤＶＤなど

乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を自分でケアする 廣田 彰男監修、佐藤 佳代子監修 主婦の友社 2008

暮らしのなかのリンパ浮腫ケア　上巻　腕のケア　実践ガイド　DVD 佐藤佳代子 青海社 2009
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暮らしのなかのリンパ浮腫ケア　下巻　脚のケア　実践ガイド　DVD 佐藤佳代子 青海社 2009

前立腺がん治療法あれこれ　密封小線源治療法とは 東京慈恵会医科大学　三木健太　青木学 日本メジフィジックス 2009

小さな生命の詩　Life Before Life ジャック　ペラン　ナレーション、杉本充弘　監修 マクザム 2007

BREAST　CANCER　LEGACY　家族歴　～未来を知る鍵～
日本乳癌学会（字幕制作）「わが国における遺伝性乳癌・卵巣癌（BRCA陽性
患者）及び未発症陽性患者への対策に関する研究」班

Principle　Picture 2011

ガン患者と家族のための笑いヨガ　「毎日30分」が克服のカギ 　― 株式会社G&G 2013

ホスピス緩和ケアの歩み　患者の声に耳を傾けて 日本財団ホスピス研究会活動報告 笹川医学医療研究財団 2008

手話の学校　いのちの授業 日野原 重明著 笹川記念保健協力財団 2012
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EBMの手法による肺癌診療ガイドライン2016年版　悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む 日本肺癌学会 金原出版 2016

GIST診療ガイドライン　2014年4月改訂　構造化抄録CD-ROM付（第3版） 日本癌治療学会ほか 金原出版 2014

胃癌治療ガイドライン医師用　2010年10月改訂-付 胃悪性リンパ腫診療の手引き-（第3版） 日本胃癌学会 金原出版 2010

食道癌診療ガイドライン2017年版 日本食道学会 金原出版 2017

大腸癌治療ガイドライン　医師用2016年版 大腸研究会 金原出版 2017

遺伝性大腸癌診療ガイドライン2016年版 大腸研究会 金原出版 2016

患者さんのための大腸癌治療ガイドライン　2014年版　大腸癌について知りたい人のために
大腸癌の治療を受ける人のために

大腸癌研究会 金原出版 2014

胃癌治療ガイドライン医師用2018年1月改訂【第5版】 日本胃癌学会 金原出版 2018

大腸がん診療における遺伝子関連検査のガイダンス第3版2016年11月 日本臨床腫瘍学会 金原出版 2016

膵癌診療ガイドライン2016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 2017

肝癌診療ガイドライン2017年版 日本肝臓学会 金原出版 2017

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン　1.治療編　2018年版 日本乳癌学会 金原出版 2018

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン　2.疫学・診断編　2018年版 日本乳癌学会 金原出版 2018

患者さんのための乳がん診療ガイドライン　2016年版 日本乳癌学会 金原出版 2016

患者さんのための乳房温存療法ガイドライン 正しい理解をもって治療をうけていただくために
（1版）

標準的な乳房温存療法の実施要項
の研究班

金原出版 2005

乳房温存療法ガイドライン　医療者向け　「標準的な乳房温存療法の実施要項の研究」班に基
づく治療指針（1版）

標準的な乳房温存療法の実施要項
の研究班

金原出版 2005

ガイドライン

呼吸器がん

消化器がん

肝・胆・すい臓がん

乳がん
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乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療の手引き　2014年版

「乳癌患者における妊孕性保持支援の
ための治療選択および患者支援プログ
ラム・関係ガイドラインの開発」班
日本がん・生殖医療研究会編

金原出版 2014

乳がん患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療の手引き　2017年版 日本がん・生殖医療学会 金原出版 2017

患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドラインの解説　（第1版） 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2010

患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん治療ガイドラインの解説  （第2版） 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2016

子宮頸癌治療ガイドライン　2017年版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2017

子宮体がん治療ガイドライン　2013年版 日本婦人科腫瘍学会編 金原出版 2013

卵巣がん治療ガイドライン　2015年版（第3版） 日本婦人科腫瘍学会 金原出版 2015

外陰がん・膣がん治療ガイドライン　2015年版 日本婦人科腫瘍学会編 金原出版 2015

小児がん診療ガイドライン　2016年版 日本小児血液・がん学会 金原出版 2016

小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン　2016年版 日本小児血液学会 金原出版 2016

腎癌診療ガイドライン　2011年版（第2版） 日本泌尿器科学会 金原出版 2011

精巣腫瘍診療ガイドライン　2015年版　構造化抄録CD-ROM付（第1版） 日本泌尿器科学会 金原出版 2015

前立腺がん検診ガイドライン　2018年版 日本泌尿器科学会 金原出版 2018

前立腺癌診療ガイドライン　2016年版 日本泌尿器科学会 金原出版 2016

膀胱癌診療ガイドライン　2015年版 日本泌尿器科学会 医学図書出版 2015

構造化抄録CD-ROM付　腎盂・尿管癌診療ガイドライン　2014年版 日本泌尿器科学会 メディカルレビュー社 2014

泌尿器がん

小児がん

子宮がん
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科学的根拠に基づく口腔癌診療ガイドライン2013年版　構造化抄録　ＣＤ－ＲＯＭ付

日本口腔腫瘍学会口腔癌治療ガイ
ドライン改定委員会　日本口腔外科
学会口腔癌診療ガイドライン策定委
員会合同委員会

金原出版 2013

甲状腺腫瘍診療ガイドライン2010年版　構造化抄録・検索式CD-ROM付（第1版） 日本内分泌外科学会 金原出版 2010

頭頸部癌診療ガイドライン　2014年版 日本頭頸部癌学会 金原出版 2018

科学的根拠に基づく皮膚悪性腫瘍診療ガイドラインⅡ　皮膚リンパ腫（1版）
日本皮膚科学会/日本皮膚悪性腫
瘍学会

金原出版 2010

軟部腫瘍診療ガイドライン2012　文献アブストラクトCD-ROM付 日本整形外科学会 南江堂 2012

造血器腫瘍診療ガイドライン 日本血液学会 金原出版 2018

科学的根拠に基づく皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第2版
日本皮膚科学会/日本皮膚悪性腫
瘍学会編

金原出版 2015

膵・消化管神経内分泌腫瘍（NET)診療ガイドライン　2015年第1版
日本神経内分泌腫瘍研究会
（JNETS)　膵・消化管神経内分泌腫
瘍診療ガイドライン作成委員会

金原出版 2015

胃癌・乳癌HER2病理診断ガイドライン第1版 日本病理学会編 金原出版 2015

脳腫瘍診療ガイドライン1　成人膠芽腫・成人転移性脳腫瘍・中枢神経系原発悪性リンパ腫
2016年版

日本脳腫瘍学会編　日本脳神経外
科学会監修

金原出版 2017

がん免疫療法ガイドライン 日本臨床腫瘍学会 金原出版 2016

原発不明がん　診療ガイドライン　改訂第2版 日本臨床腫瘍学会 南江堂 2018

小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン 日本癌治療学会 金原出版 2017

頭頸部がん

その他のがん
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創傷・熱傷ガイドライン
日本皮膚科学会　創傷・熱傷ガイド
ライン策定委員会

金原出版 2018

画像診断ガイドライン　2016年版 日本以外放射線学会 金原出版 2016

内視鏡外科診療ガイドライン2008年版（第1版） 日本内視鏡外科学会 金原出版 2008

尿路感染症臨床試験ガイドライン（第1版）
日本泌尿器科学会尿路感染症臨床
試験ガイドライン作成委員会

金原出版 1998

嚥下障害診療ガイドライン　2012年版　耳鼻咽喉科外来における対応（第2版） 日本耳鼻咽喉科学会 金原出版 2012

急性膵炎診療ガイドライン2010　ダイジェスト版（第3版）
急性膵炎診療ガイドライン2010改訂
出版委員会

金原出版 2010

臨床試験実施ガイドライン　第Ⅲ相試験を中心として　2013年10月（第3版） 日本癌治療学会臨床試験委員会 金原出版 2013

障害者の体力評価ガイドライン　脳血管障害・脊髄損傷
日本リハビリテーション医学会　障害者
の体力評価ガイドライン策定委員会

金原出版 2013

急性膵炎診療ガイドライン2015（第4版）
急性膵炎診療ガイドライン2015改訂
出版委員会

金原出版 2015

尿路結石症診療ガイドライン
日本泌尿器科学会　日本泌尿器内
視鏡学会　日本尿路結石症学会

金原出版 2013

細胞診ガイドライン1　婦人科・泌尿器科2015年版　外陰/膣/子宮頚部/卵巣/泌尿器 日本臨床細胞学会 金原出版 2015

細胞診ガイドライン2　乳腺・皮膚・軟部骨　縫う腺/皮膚/軟部骨 日本臨床細胞学会編 金原出版 2015

細胞診ガイドライン4　呼吸器・胸腺・体腔液・リンパ節　上気道/呼吸器/胸腺/体腔液/リンパ節/血液 日本臨床細胞学会編 金原出版 2015

細胞診ガイドライン5　消化器　口腔/唾液腺/消化管/肝胆道系/膵臓 日本臨床細胞学会編 金原出版 2015

分子腫瘍マーカー診療ガイドライン 日本分子腫瘍マーカー研究会 金原出版 2016

遺伝性婦人科癌 青木大輔 医学書院 2011

遺伝性乳がん・卵巣がんの基礎と臨床 中村清吾 篠原出版新社 2012

がん以外のガイドライン

家族性腫瘍
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家族にがんの人はいませんか-女性のための「家族性」がんの本 市川喜仁 日本評論社 2007

乳がんって遺伝するの？遺伝性乳がん・卵巣がんのすべて 山内英子、吉野美紀子 主婦の友社 2013

もしかして、遺伝性の大腸がん？－リンチ症候群 中島健　編著 シービーアール 2017

Ｃｌａｖｉｓ Ａｒｃｕｓ（ クラヴィス　アルクス） 雑誌創刊号
ＮＰＯ法人クラヴィス
アルクス

2016

リンパ浮腫がわかる本　予防と治療の実践ガイド 廣田彰男、重松宏、佐藤泰彦 法研 2009

リンパ浮腫診療ガイドライン　2018年版 日本リンパ浮腫研究会 金原出版 2018

今日の治療指針　2013年版 山口徹、北原光夫、福井次矢 医学書院 2013

ＥＲマガジン　Vol.7No.4　ＥＲのプロセス＆プラクティス 本多英喜　他 シービーアール 2010

脳・神経・脊髄イラストレイテッド 松谷雅生、藤巻高光／監修 学研メディカル秀潤社 2010

呼吸・循環イラストレイテッド 稲田 英一／監修 学研メディカル秀潤社 2010

消化・吸収・排泄イラストレイテッド 安田 是和監修 学研メディカル秀潤社 2010

異常値の出るメカニズム 河合忠、尾形稔、伊藤喜久、山田俊幸 医学書院 2013

臨床検査データブック　2013-2014 高久史麿 医学書院 2013

パッと引けてしっかり使える　検査値の読み方ポケット事典　第2版 栗原毅 成美堂出版 2012

よくわかる服薬指導の基本と要点（図解入門メディカルシリーズ） 畝崎榮　他 秀和システム 2012

新・薬剤師のための輸液・栄養療法 東京都病院薬剤師会 薬事日報 2012

調剤指針　第13改訂 日本薬剤師会 薬事日報 2011

実践　核医学検査（診療画像検査法） 金森勇雄　他 医療科学社 2009

細胞診を学ぶ人のために 坂本穆彦 医学書院 2011

アトラス　細胞診と病理診断 亀井敏昭、谷山清巳 医学書院 2010

医学一般

浮腫
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中心静脈ポートの使い方　安全挿入・留置・管理のために
新井保明、森田荘二郎、竹内義人、
稲葉吉隆、新槇剛

南江堂 2008

入門腫瘍内科学
日本臨床腫瘍学会監修、入門腫瘍
内科学編集委員会

篠原出版 2011

新臨床腫瘍学　改訂第３版　がん薬物療法専門医のために 日本臨床腫瘍学会 南江堂 2012

がん診療レジデントマニュアル 国立がん研究センター内科レジデント編 医学書院 2013

苦しみと緩和の臨床人間学 佐藤泰子著 晃洋書房 2011

Evidence-Based　Medicineに則ったがん疼痛治療ガイドライン 日本緩和医療学会 真興交易医書出版部 2000

がん疼痛の薬物療法にかんするガイドライン2014年版　（第2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 2014

苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン（第1版） 日本緩和医療学会 金原出版 2010

がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン2016年版 日本緩和医療学会 金原出版 2016

がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン2017年版 日本緩和医療学会 金原出版 2017

終末期がん患者の輸液療法に関するガイドライン2013年版（第1版） 日本緩和医療学会 金原出版 2013

がん患者と対症療法　特集　がん病変の治療とともに歩む緩和ケア 「がん患者と対症療法」編集委員会 メディカルレビュー社 2011

がん治療レクチャーVol.2No.3　やさしく学べる最新緩和医療Ｑ＆Ａ 江口研二 総合医学社 2011

ハローキティの早引き　がんの痛みケアハンドブック 長瀬泰 ナツメ社 2011

がん緩和ケア最前線 坂井かをり 岩波書店 2007

あなたはどこですごしたいですか？我が家に帰ろう！あなたらしいがんの療養(DVD/VHS)
厚生労働科学研究がん対策のため
の戦略研究　「緩和ケア普及のため
の地域プロジェクト」

― ―

緩和医療-痛みの理解から心のケアまで 小川節郎　他 東京大学出版会 2010

トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント 武田文和監訳 医学書院 2012

腫瘍学

緩和医療
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がんの「苦痛」をとる治療 石井典子　山内リカ 朝日新聞出版 2012

誰でもどこでも安心できる緩和医療をめざして　ステップ緩和ケアムービー2009

平成21年度厚生労働科学研究補助
金　第3次対がん総合戦略研究事業
「緩和ケアプログラムによる地域介
入研究」緩和ケア普及のための地域
プロジェクト

― 2009

がんサバイバーを支える緩和デイケア・サロン 阿部まゆみ、安藤詳子　編著 青梅社 2015

花田先生の緩和ケア　患者に学ぶケアの実践 原寛　監修 医学と看護社 2014

がん治療認定医・がん薬物療法専門医試験対策　再現/予想問題　第5版 井上大輔 医学評論社 2012

抗悪性腫瘍剤の院内取扱い指針　抗がん薬調製マニュアル　第2版
日本病院薬剤師会監修、北田光
一、加藤裕久、濱敏弘、中山季昭、
杉浦伸一編

じほう 2012

がん化学療法ケアガイド　改訂版 濱口恵子　本山清美 中山書店 2012

がんチーム医療スタッフのための　がん治療と化学療法　第3版 有森和彦監修　奥村学、岩切智美編 じほう 2013

絵でまるわかり分子標的抗がん薬 石川和宏 南山堂 2016

エビデンスに基づいたがん薬物療法エキスパートマニュアル 石岡千加史、井上忠夫 総合医学社 2012

改訂第3版　がん化学療法レジメンハンドブック　治療現場で活かせる知識・注意点から服薬指
導・副作用まで

日本腫瘍薬学会監修、遠藤一司、
加藤裕芳、松井礼子編

羊土社 2013

がん薬物療法の支持療法マニュアル　症状の見分け方から治療まで
遠藤一司監修、鈴木賢一、中垣繁、
米村雅人編

南江堂 2013

がん化学療法　副作用対策ハンドブック　副作用の予防・治療から、抗がん剤の原料・旧約の
基準、外来での注意点まで

岡元るみ子　佐々木常雄 羊土社 2013

外来がん化学療法看護ガイドライン　2014年版　抗がん剤の血管外漏出およびデバイス合併
症の予防・早期発見・対処（第2版）

日本がん看護学会 金原出版 2014

制吐薬適正使用ガイドライン　2015年10月（第2版） 日本癌治療学会 金原出版 2015

G-CSF適正使用ガイドライン　2015年版Ver.2 日本癌治療学会 金原出版 2015

化学療法
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看護婦のための消化器がん化学療法マニュアル　レジメン別の患者観察・指導方法 辻晃仁、森田荘二郎 日総研出版 2012

がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン2015年版
日本がん看護学会、日本臨床腫瘍
学会、日本臨床腫瘍薬学会

金原出版 2015

がん放射線療法ケアガイド　新訂版
久米恵江、祖父江由紀子、土器屋
卓志、濱口恵子　編

中山書店 2013

がん看護セレクション　がん放射線治療 唐沢久美子/藤本美生 学研メディカル秀潤社 2012

知りたい！医療放射線 早渕尚文/井上浩義 慧文社 2008

放射線治療計画ガイドライン　2016年版 日本放射線腫瘍学会 金原出版 2016

がんのリハビリテーションガイドライン
日本リハビリテーション医学会、がん
のリハビリテーションガイドライン策定
委員会

金原出版 2013

緩和ケアが主体となる時期のがんのリハビリテーション
島崎寛将、倉都滋之、山崎圭一、
江藤美和子

中山書店 2013

がん患者のリハビリテーション　リスク管理とゴール設定 宮越浩一 メジカルビュー社 2013

実践！　がんのリハビリテーション 辻哲也 メヂカルフレンド社 2007

がんのリハビリテーションマニュアル　周術期から緩和ケアまで 辻哲也 医学書院 2011

続・笑って楽しくうれしい介護リハビリ　がんと折り合いをつけるための5章 安部能成、阿部まゆみ こすもす 2011

食道がん　術前・術後の100日レシピ　回復までの食事プラン 外村修一 女子栄養大学出版部 2011

100日レシピシリーズ　胃手術後の100日レシピ　退院後の食事プラン 青木照明 女子栄養大学出版部 2010

100日レシピシリーズ　大腸がん手術後の101日レシピ　退院後の食事プラン 森谷冝皓 女子栄養大学出版部 2010

100日レシピシリーズ　子宮・卵巣がん手術後の101日レシピ　退院後の食事プラン 加藤友康 女子栄養大学出版部 2010

がん患者さんと家族のための抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 山口建 女子栄養大学出版部 2007

食事

放射線療法

リハビリテーション
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緩和ケア病棟ティーサービス　石川さんのお菓子レシピ 石川宇子、菅奈奈美
四国がんセンター病院ボラ
ンティアグループふれ愛 2013

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

がん患者の幸せな性　あなたとパートナーのために アメリカがん協会 春秋社 2007

がんと一緒に働こう！ ＣＳＲプロジェクト/編 合同出版 2002

企業（上司・同僚、人事労務、事業主）「がん就労者」支援マニュアル

厚生労働科学研究費補助金がん臨床
研究事業（H22-がん臨床・一般-008）
「働くがん患者と家族に向けた包括的就
業支援システムの構築に関する研究」
班　主任研究者　高橋都

― 2013

「治療と就労の両立に関するアンケート調査」結果報告書
厚生労働省がん臨床研究事業「働くが
ん患者と家族に向けた包括的就業支援
システムの構築に関する研究」班

― 2012

厚生労働科学研究費補助金　がん対策推進総合研究事業（がん政策研究事業）　働くがん患
者の職場復帰支援に関する研究　-病院における離職予防プログラム開発評価と企業文化づく
りの両面から-　平成26年度総括・分担研究報告書

高橋都　研究代表者 ― 2015

メンタルヘルス不調をかかえた労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康ア安全機構
独立行政法人労働者
健康安全機構

2017

脳卒中に罹患した労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康安全機構
独立行政法人労働者
県健康安全機構

2017

糖尿病に罹患した労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康安全機構
独立行政法人労働者
健康安全機構

2017

がんに罹患した労働者に対する治療と就労の両立支援マニュアル 労働者健康安全機構
独立行政法人労働者
健康安全機構

2017

勤労者医療研究8　がんの治療と就労両立支援 労働者健康安全機構
独立行政法人労働者
健康安全機構

2017

セクシャリティー

就労
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笑いヨガ　笑うのに理由はいらない マダン　カタリア　著、高田佳子訳 日本笑いヨガ協会 2012

笑いヨガのスピリット　笑いの達人が教える5つの極意 マダン　カタリア　著、高田佳子訳 日本笑いヨガ協会 2013

ユーモアは老いと死の妙薬 アルフォンス・デーケン 講談社 1995

がんとお金の本 黒田尚子 ビーケーシ 2011

メディカルヨガ　ヨガの処方箋
ティモシー・マッコール著、岡部朋子
監修、中原尚美監訳

バベルプレス 2011

臨床で活かすがん患者のアピアランスケア 野澤桂子　藤間勝子 南山堂 2017

子どもを持つ親が病気になった時に読む本　伝え方・暮らし方・お金のこと
ポーラ・ラウフ、アンナ・ミュリエル著
慶應義塾大学医学部心理研究グ
ループ訳

創元社 2018

DVD　ガン患者と家族のための笑いヨガ　「毎日30分」が克服のカギ ― 株式会社G&G 2013

わがやのお医者さんシリーズ09　よくわかるがん-お医者の行く前にまず読む本 ガレスリー 一灯舎 2008

がんのひみつ-がんも、そんなに、わるくない 中川恵一 朝日出版社 2008

最新　胃を切った人の後遺症　解説と体験者の知恵 青木照明 協和企画 2013

ガンに打ち勝つ患者学-末期ガンから生還した1万5000人の経験に学ぶ グレッグ・アンダーソン 実業之日本社 2005

がん　家族はどうしたらよいか 季羽倭文子 池田書店 2002

がんを生きる 佐々木常雄 講談社 2009

がんと闘った科学者の記録 戸塚洋二 文春文庫 2009

眠れ！兄弟がん　がんになった一外科医の告白 篠田徳三 文芸社 2004

がんから始まる 岸本葉子 晶文社 2006

前立腺がんを生きる　体験者48人が語る 健康と病の語りディペックス・ジャパン編 海鳴社 2013

またね 大谷美和子、　岡田まりゑ（画） くもん出版 1995

生活

がん一般
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はなちゃんのみそ汁 安武信吾 文芸春秋 2012

人生は廻る輪のように
エリザベス・キューブラー・ロス
上野圭一訳

角川書店 2013

自然死への道 米沢慧 朝日新聞出版 2011

患者の力　がんに向き合う、生に向き合う 佐藤泰子 晃洋書房 2012

「いのちの授業」をもう一度　がんと向き合い、いのちを語り続けて 山田　泉 高文研 2007

お母さんは命がけであなたを産みました　16歳のための、いのちの教科書 内田美智子 青春出版 2011

よく生きよく笑いよき死と出会う アルフォンス・デーケン 新潮社 2003

ソフィー9つのウィッグを持つ女の子 ソフィー・ファン・デア・スタップ、柴田さとみ 草思社 2010

よくわかる肺がん　Q&A
中西洋一　監修、千場博、山本英
彦、江口研二、澤祥幸編集

西日本がん研究機構 2012

レベルアップのためのリンパ腫セミナー 日本リンパ網内系学会教育委員会　編 南江堂 2014

ひとまずがんの治療を終えたあなたへ　その後の気持ちに対処する方法
フランシス・グッドハート、ルーシー・アト
キンス　著、中村哲也　監修　釜野さお
り、千年よしみ、西村周三　訳

国書刊行会 2015

診療や相談に役立つがん患者100の質問 安達洋祐　編 メディカルレビュー社 2015

がん専門病院からのメッセージ　～がんと闘い、共に生きる人を支えたい 四国がんセンター バリューメディカル 2019

看護学大辞典　第6版 ― メヂカルフレンド社 2013

がん化学療法・バイトセラピー看護実践ガイドライン
Ｍａｒｔｈａ　Ｐｏｌｏｖｉｃｈ，Ｊｕｌｉｅ　Ｍ．Ｗｈｉｔｅ，
Ｌｉｎｄａ　Ｏ．Ｋｅｌｌｅｈｅｒ　佐藤礼子監訳

医学書院 2011

家族看護学-理論と実践 鈴木和子、渡辺裕子 日本看護協会出版会 2012

看護の原理-ケアすることの本質と魅力 菱沼典子、井上智子、武田利明　他 ライフサポート社 2009

説明できるエンゼルケア：40の声かけ・説明例（看護ワンテーマBOOK） 小林光恵 医学書院 2011

もっと知りたいエンゼルケアＱ＆Ａ【ＤＶＤ付】（看護ワンテーマBOOK） 小林光恵 医学書院 2012

看護
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エンゼルケアのエビデンス！？死に立ち会うとき、できること（エンゼルメイクアカデミアブック） 上野宗則 ＳＯＫＥＩパブリッシング 2011

系統看護学講座　専門分野ＩＩ　成人看護学1 小松浩子 医学書院 2013

簡単・まるわかり輸液Nursing　Note-輸液＆観察看護手帳
日本赤十字社和歌山医療センター
看護部

メディカ出版 2012

ストーマ術後ケア　まるっとわかるＱ＆Ａ95病棟での困りごとがこれで解決 菅井亜由美　編著 メディカ出版 2013

がん終末期患者のストーマケアQ&A 祖父江正代、松浦信子 日本看護協会出版 2012

ストーマケア実践ガイド　術前から始める継続看護 松原康美 学研メディカル秀潤社 2013

始めてみようよタクティールケア
鈴木みずえ、木本明恵、原智代、
千葉京子

クオリティケア 2012

タクティールケア入門 タクティールケア普及を考える会 日経ＢＰコンサルティング 2010

感情と看護　人とのかかわりを職業とすることの意味 武井麻子 医学書院 2001

対象喪失の看護　実践の科学と心の癒し 寺崎明美　編 中央法規 2010

ＤＶＤ　面接への招待-核心をはずさない相談援助面接の技法 奥川幸子　他 中央法規出版 2007

対人援助のための相談面接技術-逐語で学ぶ21の技法 岩間伸之 中央法規出版 2008

MINERVA福祉専門職セミナー14　ソーシャルワーカーのスーパービジョン-人の理解の探究 福山和女 ミネルヴァ書房 2005

支援者が成長するための50の原則-あなたの心と力を築く物語 川村隆彦 中央法規出版 2006

実践に活かすソーシャルワーク技術-利用者が主役になる支援 寺本紀子　他 中央法規出版 2012

ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ 川村隆彦 中央法規出版 2011

対人援助のスーパービジョン-よりよい援助関係を築くために 植田寿之 中央法規出版 2005

親子をつなぐサポートブック サポートブック作成プロジェクトチーム ＰＨＰ 2009

利用者の思いを映すケアプラン事例集 福富　昌城 中央法規出版 2011

ストレングスモデルのケアマネジメント-いかに本人の意欲・能力・抱負を高めていくか 白澤政和 ミネルヴァ書房 2009

援助方法
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高齢者・ストレングスモデルケアマネジメント-ケアマネジャーのための研修マニュアル ベッキー・ファースト　他 筒井書房 2005

ストレングスモデルによる介護予防ケアマネジメント-理論と実際 介護予防研究会 中央法規出版 2007

がん患者と家族のサポートプログラム　「がんを知って歩む会」の基本と実践
監修：季羽倭文子・丸口ミサエ
編集：ホスピスケア研究会

青海社 2005

セルフヘルプ・グループと　サポート・グループ実施ガイド 高松里 金剛出版 2012

サポート・グループの実践と展開 高松里 金剛出版 2009

いとしのタンバリン　1<ビッグコミックス> くじらいいく子 小学館 2011

いとしのタンバリン　2＜ビッグコミックス＞ くじらいいく子 小学館 2012

がん患者と家族のためのサポートグループ
デイヴィッド・スピーゲル/キャサリ
ン・クラッセン

医学書院 2003

「治らない」時代の医療者心得帳　カスガ先生の答えのない悩み相談室 春日武彦 医学書院 2007

「在宅療養」をささえるすべての人へ　わが家がいちばん
財団法人　在宅医療助成勇美記念
財団「在宅療養」編集委員会

健康と良い友だち社 2009

新　福祉制度要覧 社会資源研究会 川島出版 2008

医師アタマ　医師と患者はなぜすれ違うのか 尾藤誠司 医学書院 2007

がんの治療と暮らしのサポート実践ガイド NPO法人キャンサーリボンズ エムエムエス 2017

医療従事者が知っておきたいＡＹＡ世代がんサポートガイド

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）「総合手金亜思春期・若年精
神（ＡＹＡ）世代のがん対策のあり方
に関する研究」班　編

金原出版 2018

この熱「様子見」で大丈夫？在宅で出会う「なんとなく変」への対応法 家研也　編 医学書院 2018

在宅医療カレッジ　地域共生社会を支える多職種の学び21講 佐々木淳　編 医学書院 2018

対人援助の現場で使える質問する技術　便利帖 大谷佳子 翔泳社 2020

がん専門相談員のための小児がん就学相談対応の手引き
国立がん研究センターがん対策
情報センター

国立がん研究センター 2014

家で看取ると云うこと　人生の旅立ちは家族の声に包まれて
ゆうの森「看取りのパンフレット」
政策委員会編

医療法人ゆうの森 2012
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女性のがん　心のケア-がん患者さんの「心の悩み」治療法 大西秀樹 土屋書店 2013

がんで不安なあなたへ-心のケアの道しるべ 岡村仁 メディカルトリビューン 2011

災害時のこころのケア
アメリカ国立子どもトラウマティックス
トレスネットワーク、アメリカ国立
PTSDセンター

医学書院 2011

ＮＨＫブックスNo.975　がんとこころのケア 明智龍男 ＮＨＫ出版 2003

心を癒す言葉の花束 アルフォンス・デーケン 集英社新書 2012

「死にたい」気持ちをほぐしてくれる シネマセラピー上映中 高橋祥友著 晶文社 2012

対話・コミュニケーションから学ぶスピリチュアルケア　ことばと物語からの実践 谷田憲俊、大下大圓、伊藤髙章 診断と治療社 2011

カラー版徹底図解シリーズ　徹底図解　臨床心理学-フロイトの理論から現代の臨床事例まで 青木紀久代 新星出版社 2009

境界性パーソナリティー障害 岡田尊司 幻冬舎 2009

パーソナリティー障害　いかに接し、どう克服するか 岡田尊司 PHP出版 2004

援助者必携　初めての精神科 春日武彦 医学書院 2011

物語としてのケア　ナラティヴ・アプローチの世界へ 野口裕二 医学書院 2002

がん患者心理療法ハンドブック 内富庸介、大西秀樹、藤澤大介監訳 医学書院 2013

マインドフルネスストレス低減法 J・カパットジン著、春木豊訳 北大路書房 2007

呼吸による癒し　実践ヴィパッサナー瞑想
ラリー・ローゼンバーク著
井上ウィラマ訳

春秋社 2001

ナラティブ実践地図
マイケル・ホワイト著
小森康永、奥野光訳

金剛出版 2009

アピアランス＜外見＞問題と包括ケア構築の試み　医療福祉連携と心理学領域とのコラボレー
ション

原田輝一　真覚健　編 福村出版 2018

子どもとつむぐものがたり　プレイセラピーの現場から 小嶋リベカ 福村出版 2018

心理療法・精神療法
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がん患者の認知行動療法　メンタルケアと生活支援のための実践ガイド
S.ムーリー、S.グリア　著
鈴木伸一　監修

北大路書房 2016

精神疾患をもつ人を病院でないところで支援するときにまず読む本　”横綱級”困難ケースにし
ないための技と型

小瀬古伸幸 医学書院 2019

開かれた対話と未来　今この瞬間に他者を思いやる
ヤーコ・セイックラ、トム・アーンキル著
斎藤環　監訳

医学書院 2019

からだの病気の心のケア　チーム医療に活かす心理職の専門性 鈴木伸一　編著 北大路書房 2016

病は物語である　文化精神医学という問い 江口重幸 金剛出版 2019

永遠の別れ　悲しみをいやす知恵の書
エリザベス・キューブラー・ロス、デーヴィッ
ト・ケスラー　　上野圭一訳 日本教文社 2012

＜大切なもの＞を失ったあなたに　喪失をのりこえるガイド ロバート・A・ニーメアー 春秋社 2012

悲嘆とグリーフケア 広瀬寛子 医学書院 2013

悲嘆カウンセリング　臨床実践ハンドブック J・W・ウオーデン　山本力監訳 誠信書房 2012

タギーへの手紙　死と孤独、小児ガンに立ち向かった子どもへ E・キュブラー・ロス　アグネス・チャン訳 佼成出版社 2013

悲嘆学入門　死別の悲しみを学ぶ 坂口幸弘 昭和堂 2010

死別を体験した子供によりそう　沈黙と「あのね」の間で 西田正弘　高橋聡美 梨の木舎 2013

グリーフケア　死別による悲嘆の援助 高橋聡美 メヂカルフレンド社 2013

なみだ 細谷亮太文　永井康子絵 ドン・ボスコ 2011

子どものグリーフを支えるワークブック　場づくりにむけて
高橋聡美監修、ＮＰＯ子どもグリーフ
サポートステーション編

梨の木舎 2013

いのちの終わりにどうかかわるか 木澤義之　山本亮、浜野淳　編 医学書院 2018

ぶたばあちゃん
マーガレット・ワイルド文
ロン・ブルックス絵

あすなろ書房 1995

水平線の向こうから 堂園晴彦文　葉祥明絵 明月堂書店 2009

グリーフケア

絵本
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岸辺のふたり マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作 くもん出版 2003

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイさくえ 評論社 1986

くまとやまねこ 湯本香樹実ぶん　酒井駒子え 河出書房新社 2008

おかあさんだいじょうぶ？
乳がんの親とその子どものための
プロジェクト作、黒井 健絵

小学館 2010

おじいちゃんの口笛 ウルフ・スタルク作　アンナ・ヘグルンド ほるぶ出版 1995

キャシーのぼうし　きぼうのものがたり
トルディー・クリシャー、ナディーン・
バーナード・ウエストコット

評論社 2007

チャーリーブラウン　なぜなんだい チャールズMシュルツ 岩崎書店 1991

うつる病気のひみつがわかる絵本（1）インフルエンザウィルスのフルくん おかだはるえ/文、西川智英美/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（2）はしかウィルスのはっしー おかだはるえ/文、あおきひろえ/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（3）ノロウィルスのノウちゃん おかだはるえ/文、すがわらえいこ/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（4）みずぼうそうウィルスのみず丸 おかだはるえ/文、塚本やすし/絵 ポプラ社 2012

うつる病気のひみつがわかる絵本（5）腸管出血大腸菌O157のベロ おかだはるえ/文、きしらまゆこ/絵 ポプラ社 2012

がんのひみつ　学研まんが出よく分かるシリーズ89 田川滋（漫画）、橘悠紀（構成） 学研メディカル秀潤社 2013

万華鏡とサクラ あべやすし　文、　髙野美奈　絵 最新医学社 2014
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