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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

3/16



患者家族総合支援センター３階　図書情報スペース　書籍一覧 2020/6/3

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

11/16



患者家族総合支援センター３階　図書情報スペース　書籍一覧 2020/6/3

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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