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からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1498 からだの地図帳 = The atlas of the human body　新版 佐藤 達夫 講談社 2013

1524 家庭の医学 : オールカラー版　第3版 川名 正敏 成美堂出版 2016

1643 はたらく細胞　01 清水 茜 講談社 2015

1644 はたらく細胞　02 清水 茜 講談社 2015

1645 はたらく細胞　03 清水 茜 講談社 2016

1646 はたらく細胞　04 清水 茜 講談社 2016

1647 はたらく細胞　05 清水 茜 講談社 2017

1672 はたらく細胞　06 清水 茜 講談社 2021

1612 今日の治療指針 : 私はこう治療している　ポケット判
福井 次矢 , 高木 誠 , 小室
一成ほか

医学書院 2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1350 患者中心の意思決定支援 : 納得して決めるためのケア 中山 和弘 , 岩本 貴 中央法規出版 2012

1482
伝え上手な患者になる! : 「医者と何を話してよいかわからない」あなたへ
: 便利な3つの「気持ち伝達シート」つき

平松 類 自由国民社 2012

1494
3分診療時代の長生きできる受診のコツ45 : 現場の医師は知っている-
病院での身の守り方、 善のつくし方

高橋 宏和 世界文化社 2015

1639 医者とはどういう職業か 里見 清一 幻冬舎 2016

1578 医師のマナー患者のマナー : よりよい医療のための提言
Silverman Barry cardiologist , Adler
Saul , 大西 郁子ほか メディカ出版 2016

1655 患者の話は医師にどう聞こえるのか : 診察室のすれちがいを科学する
Ofri Danielle , 原井 宏明 , 勝
田 さよ

みすず書房 2020

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1336
1337

もしも、がんが再発したら : 本人と家族に伝えたいこと : 患者必携　見本
国立がん研究センターがん
対策情報センター

英治出版 2012

1360 がん医療・抗がん剤治療のすべて : 生きる希望を支える
藤野 邦夫 , 国立病院機構北
海道がんセンター

小学館 2012

1401 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 , 奥仲 哲弥 エクスナレッジ 2012

1380 がんになったら手にとるガイド : 患者必携
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

2013

1403 知っておきたいがんの日常診療 : あなたならどう対応しますか?
鳶巣 賢一 , 岡田 定 , 山内
照夫

メジカルビュー
社

2013

1442
国立がん研究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
主婦の友イン
フォス情報社

2013

1443
抗がん剤治療中の生活ケアBOOK : 副作用の症状別に引けるアドバイス
と注意点

中川 靖章 有楽出版社 2013

【　医学・がん全般　】
医学全般・辞典など

医者と患者

【　がん　】
がん



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1444 「がん」になってからの食事と運動 : 米国対がん協会の 新ガイドライン
American Cancer Society , 村木 美
紀子 , 坪野 吉孝 法研 2013

1445 新癌についての質問に答える
「コンセンサス癌治療」編集
委員会 , 小川 道雄

へるす出版 2013

1495 やさしい腫瘍学 : からだのしくみから見る"がん" 小林 正伸 南江堂 2014

1508
期まで自分らしく生きるためにできること : がん治療のことから生活、

家族、遺言、身辺整理まで
ホスピスケア研究会 河出書房新社 2014

1509
大切な人に 期にしてあげられること : 告知と心のケアから治療・お金の
ことまで

ホスピスケア研究会 河出書房新社 2014

1510 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド
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

1511
がん研有明病院の抗がん剤・放射線治療に向きあう食事 : 食べたい気
持ち応援します!

比企 直樹 , 伊沢 由紀子 ,
小口 正彦ほか

女子栄養大学
出版部

2014

1387 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド
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

1503 がん経験者のための就活ブック : サバイバーズ・ハローワーク
HOPEプロジェクト , CSRプロ
ジェクト

合同出版 2015

1505 がん闘病中の髪・肌・爪の悩みサポートブック : always be yourself 赤木 勝幸 , 岩岡 ひとみ 英治出版 2015

1485 やさしいがんの痛みの自己管理　改訂4版 武田 文和 , 的場 元弘
医薬ジャーナ
ル社

2015

1479 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集
阿南 節子 , 櫻井 美由紀 ,
岩本 寿美代ほか

じほう 2016

1493 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
陶山 浩一 , 岡本 泰子 , 岩
瀬 弘敬

日経BP社 2016

1504 がん研が作ったがんが分かる本 : 初歩から 先端、そして代替医療まで ロハスメディア , がん研究会 星の環会 2016

1506
1575

ご家族のためのがん患者さんとご家族をつなぐ在宅療養ガイド
地域におけるがん患者の緩和ケア
と療養支援情報プロジェクト 日本医学出版 2016

1568 がん患者に対するアピアランスケアの手引き
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

1587 がんは人生を二度生きられる 長尾 和宏 青春出版社 2016

1530 やさしいがん患者の代謝と栄養管理 : 病態の変化にそった実践法 東口 高志
医薬ジャーナ
ル社

2017

1531
がんの治療と暮らしのサポート実践ガイド : 通院・在宅治療の継続を支
える

キャンサーリボンズ
エス・エム・エ
ス

2017

1536 がんと向き合う : 安心して暮らせる社会へ 新潟日報報道部
新潟日報事業
社

2017

1577 患者さん目線から考えるがんの栄養・食事ガイドブック
矢野 雅彦 , 飯島 正平 , 松
浦 成昭 ほか

メディカルレ
ビュー社

2017

1595 「がん」になるってどんなこと? : 子どもと一緒に知る 林 和彦
セブン&アイ出
版

2017

1637 ななつのとびらのひみつ : トクベツでトクベツでないもの もりした まゆり , 西野 一三
ジィオデシック・ア
ライズサイド・パブ
リッシング事業部

2017

1538 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド　増補版
日本緩和医療学会ガイドライ
ン統括委員会

金原出版 2017

1651 訪問看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ 川越 博美
日本看護協会
出版会

2017

1573 がんで困ったときに開く本 朝日新聞出版 2018

1603 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

がん（前頁の続き）



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1604
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

Rauch Paula K. , Muriel Anna C.
, 慶應義塾大学医学部心理研究
グループ

創元社 2018

1588
がんになったら知っておきたいお金の話 : 看護師FPが授ける家計、制
度、就労の知恵

黒田 ちはる , 日経メディカル
日経メディカ
ル開発

2019

1593 イラストでよくわかるがん治療とサポーティブケア　第2版
阿南 節子 , 櫻井 美由紀 ,
岩本 寿美代ほか

じほう 2019

1648 がんから始まる生き方
養老 孟司 , 柏木 博 , 中川
恵一

NHK出版 2019

1607 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 日本バイオセラピィ学会 金原出版 2020

1667 がんで不安なあなたに読んでほしい。 : 自分らしく生きるためのQ&A 清水 研 ビジネス社 2020

1616 鹿児島市立病院の 新のがん診療 : がんを知り、がんとともに生きる 鹿児島市立病院 斯文堂 2021

1654 自分らしく、を生きていく。 : がんとともに生きる206人の笑顔と想い Lavender Ring
ハースト婦人
画報社

2021

1669 がんがみえる 医療情報科学研究所
メディックメ
ディア

2022

がん（前頁の続き）



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1357 胃を切った仲間たち : 胃切者が語る後遺症とその克服法
升田 和比古 , 胃切患者会健
胃会

桐書房 2012

1411
イラストでわかる胃がん・大腸がん : 手術後の食事・生活、再発・転移の
防ぎ方

浦山 雅弘 , 川口 清 法研 2012

1413 胃を切った人を元気いっぱいにする食事160 : 再発しないがんレシピ
長 晴彦 , 落合 由美 , 加藤
知子ほか

主婦の友イン
フォス情報社

2012

1547 新胃を切った人の後遺症 : 解説と体験者の知恵 青木 照明 , 吉野 肇一 協和企画 2013

1447
胃がん手術後の生活読本 : 早期回復のための食事ケア退院後の生活と
健康管理

主婦と生活社 , 佐野 武 主婦と生活社 2013

1514 がん研有明病院の胃がん治療に向きあう食事
比企 直樹 , 中濵 孝志 , 望
月 宏美ほか

女子栄養大学
出版部

2015

1480 これだけは知っておきたい胃がん外来化学療法へのアプローチ 寺島 雅典
医薬ジャーナ
ル社

2016

1569 胃がん　改訂3版（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
医薬ジャーナ
ル社

2018

1660
胃を切った人が元気になる献立&レシピ : 退院したらおいしいもの、食べ
よう

主婦の友社 主婦の友社 2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1469 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 , 山田 陽子 医学書院 2012

1354 大腸癌　改訂4版（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
医薬ジャーナ
ル社

2012

1466 腸を切った人を元気いっぱいにする食事170 : 再発しないがんレシピ
斎藤 典男 , 吉野 孝之 , 落
合 由美 ほか

主婦の友イン
フォス情報社

2012

1415
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

1388
患者さんのための大腸癌治療ガイドライン : 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

1464 心配しないでいいですよ再発・転移大腸がん　新訂版 山口 俊晴 , 水沼 信之
真興交易医書
出版部

2014

1527
大腸がん : 治療法と手術後の生活がわかる本（健康ライブラリー : イラス
ト版）

高橋 慶一 講談社 2014

1512
がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 : 術前術後の疑問に答
えます!

高木 久美 , 小西 毅, 松浦
信子ほか

女子栄養大学
出版部

2015

1543 大腸がんを生きるガイド
石黒 めぐみ , 室 圭 , 板橋
道朗ほか

日経BP社 2017

1597 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 , 山田 陽子 医学書院 2019

1661 大腸がんになった料理家のごはん帖 : きょうも、おいしく 重野 佐和子
女子栄養大学
出版部

2021

1668
患者さんのための大腸癌治療ガイドライン : 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　2022年版

大腸癌研究会 金原出版 2022

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1356
肝炎ウイルス-B型・C型（インフォームドコンセントのための図説シリー
ズ）

熊田 博光
医薬ジャーナ
ル社

2012

1378 膵がん　改訂3版（インフォームドコンセントのための図説シリーズ） 船越 顕博
医薬ジャーナ
ル社

2013

腸の病気

肝臓・胆道・膵臓の病気

【　消化器の病気　】
胃がん・胃の病気



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1375
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 ほか 金原出版 2013

1386 やさしい膵・胆道がん外来化学療法の自己管理 古瀬 純司
医薬ジャーナ
ル社

2014

1516
がん研有明病院の肝臓がん・胆道がん・膵臓がん治療に向きあう食事 :
術前術後の不安を解消します!

比企 直樹 , 中濱 孝志 , 高
木 久美 , 井上 陽介

女子栄養大学
出版部

2015

1515 新肝臓・胆のう・すい臓の病気をよくする生活読本 横山 泉 主婦と生活社 2015

1609 患者・市民・医療者をつなぐ膵がん診療ガイドライン2019の解説　第3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 2020

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1486 食道がんのすべてがわかる本（健康ライブラリー : イラスト版） 細川 正夫 講談社 2015

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1513
困ったときの特選レシピ : 噛みづらい・飲み込みにくい : 一生"食"を楽し
むために

井藤 英喜 , 金丸 晶子 , 金
丸 絵里加

法研 2013

1551 クローン病・潰瘍性大腸炎の安心おかず : 絶対おいしい74レシピ
田中 可奈子 , 酒井 英樹 ,
石川 由香

女子栄養大学
出版部

2016

1525 消化器　第5版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 1） 医療情報科学研究所
メディックメ
ディア

2016

1550 食物繊維で腸スッキリ!便秘解消データBOOK 松生 恒夫 朝日新聞出版 2016

1606 消化器　第6版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 1） 医療情報科学研究所
メディックメ
ディア

2020

食道の病気

その他消化器の病気　便秘・クローン病など

肝臓・胆道・膵臓の病気（前頁の続き）



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1439 よくわかる肺がんQ&A : 患者さんのためのガイドブック　第4版 西日本がん研究機構 金原出版 2014

1545 先端治療肺がん
国立がん研究センター中央
病院

法研 2016

1583 肺がん（よくわかる 新医学） 坪井 正博 主婦の友社 2017

1586 肺がん　改訂5版（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 , 大江 裕一郎 ,
鈴木 健司

医薬ジャーナ
ル社

2017

1636 がんサバイバー : ある若手医師のがん闘病記（肺がん闘病記）
Mullan Fitzhugh , 改田 明子 ,
小森 康永

ちとせプレス 2017

1600
患者さんのための肺がんガイドブック : 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む
2019年版

日本肺癌学会 金原出版 2019

1658
患者さんのための肺がんガイドブック : 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む
2021年版

日本肺癌学会編 金原出版 2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1574 呼吸器　第3版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 4） 医療情報科学研究所 Medic Media 2018

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1417 前立腺がんで死なないために : よりよい人生に向けた選択肢　新版 垣添 忠生
読売新聞東京
本社

2012

1379
前立腺がん : Q&Aで理解を深める基礎と臨床　改訂版（インフォームドコ
ンセントのための図説シリーズ）

大園 誠一郎 , 荒井 陽一 ,
吉田 修

医薬ジャーナ
ル社

2013

1448 前立腺がんを生きる : 体験者48人が語る
健康と病いの語りディペック
スジャパン

海鳴社 2013

1467 イラストでわかる前立腺がん : 治療の合併症・後遺症・副作用の対処法 伊藤 晴夫 法研 2014

1670 前立腺がん 赤倉 功一郎 主婦の友社 2019

1664 ボクもたまにはがんになる 三谷 幸喜 , 頴川 晋 幻冬舎 2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1529 透析を予防する!専門医が教える腎臓病の治療法とおいしいレシピ 中尾 俊之 , 金澤 良枝 ナツメ社 2013

1528 一生使える毎日の腎臓病献立 : リングカード式
岩崎 啓子 ,  川村 哲也 , 湯
浅 愛

主婦の友社 2014

1564 標準泌尿器科学　第9版
並木 幹夫 , 堀江 重郎 , 本
間 之夫ほか

医学書院 2014

1553
図解よくわかる女性の尿もれ男性の頻尿をぐんぐん解消する! 新治療と
予防法

奥井 識仁 日東書院本社 2016

1598 腎・泌尿器　第3版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 8） 医療情報科学研究所 Medic Media 2019

【　肺・泌尿器・脳・喉頭の病気　】
肺がん

呼吸器全般・その他呼吸器疾患

【　泌尿器　】
泌尿器のがん　前立腺がん・膀胱がん

泌尿器疾患全般・その他腎臓疾患・透析



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1395 がん疼痛ケアガイド 角田 直枝 , 濵本 千春 中山書店 2012

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1377 脳腫瘍（インフォームドコンセントのための図説シリーズ） 寺本 明
医薬ジャーナ
ル社

2013

1548 脳・神経　第2版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 7） 医療情報科学研究所 Medic Media 2017

1559 標準脳神経外科学　第14版
新井 一 , 冨永 悌二 , 宮本
享ほか

医学書院 2017

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1438 慢性頭痛の診療ガイドライン市民版
日本頭痛学会「慢性頭痛の診療ガ
イドライン市民版」作成小委員会 医学書院 2014

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1460 自宅で治せるめまいリハビリ 五島 史行 金原出版 2013

1642 ろう者のがん闘病体験談
川淵 一江 , 江木 洋子 , 寺
嶋 久枝ほか

星湖舎 2019

1610 耳鼻咽喉科（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 13） 医療情報科学研究所 Medic Media 2020

その他神経系疾患　頭痛・神経痛など

【　脳、神経　】
痛み・しびれ

脳腫瘍・脳梗塞・脳卒中

【　耳鼻咽喉　】
咽喉がん・その他耳鼻咽喉（頭頸部）疾患



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1358
乳がん薬物療法　改訂版（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
医薬ジャーナ
ル社

2012

1423
イラストでわかる乳がん : 再発防止の治療・生活・リンパ浮腫のケア : 副
作用への対処と心を軽くするケア、リハビリ、生活処方

佐伯 俊昭 法研 2012

1424 乳がんの人の心と体に素敵にアロマテラピー 千葉 治子 , 飯田 智子 保健同人社 2012

1453
乳がんの人のためのおいしい療養レシピ : 乳がんになった人も・予防し
たい人も : 毎日安心のとっておき"ごはん"

齊藤 光江 , 金丸 絵里加 法研 2012

1422
乳がん予防・治療・再発防止がよくわかる本 : 専門の名医が教える「乳が
ん治療」 前線

井本 滋
滋慶出版/土
屋書店

2013

1452 乳がん : 納得のいく治療を選ぶために（別冊NHKきょうの健康） 岩田 広治 NHK出版 2013

1475 乳がんと言われたら読む本 : 治療・生活・食事・ケア 土井 卓子 蕗書房 2015

1483 乳がんの人のための日常レシピ : かんたん&からだがよろこぶ60品
キャンサーリボンズ , 三輪教
子 , 村岡奈弥ほか

ブックエンド 2015

1488
1635

“がん”のち、晴れ : 「キャンサーギフト」という生き方 伊勢 みずほ , 五十嵐 紀子
新潟日報事業
社

2015

1522
これからの乳房再建BOOK : 乳房を失ってしまった人へ失ってしまうかも
しれない人へ

岩平 佳子
主婦の友イン
フォス情報社

2015

1592 患者さんのための乳がん診療ガイドライン　第6版 日本乳癌学会 金原出版 2015

1572 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 , 南雲吉則
, 水上治 ほか

食べもの通信
社,合同出版

2018

1663 きっと大丈夫。 : 私の乳がんダイアリー 矢方 美紀 双葉社 2019

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1627 グローバルマザー : 子宮頚がんと闘う女性たち 河村 裕美 静岡新聞社 2012

1468
イラストでわかる子宮がん・卵巣がん : 放射線療法・化学療法の知識と、
合併症・副作用・再発への対処法

藤原 恵一 , 廣田 彰男 法研 2013

1481
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 金原出版 2016

1521 子宮がん・卵巣がんそのあとに… 加藤 友康(産婦人科医) 保健同人社 2015

1590
子宮がん・卵巣がん : より良い選択をするための完全ガイド（健康ライブ
ラリー : イラスト版）

宇津木 久仁子 講談社 2017

1584 子宮がん : 頸がんと体がんの診断・治療・生活（よくわかる 新医学） 小田 瑞恵 , 齊藤 元章 主婦の友社 2018

1601
子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへのドクターズアドバイス :
新こちら「がん研有明相談室」

竹島 信宏 , 的田 眞紀 , 加
藤 一喜 , 馬屋原 健司

新興医学出版
社

2019

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1421 女性のがん心のケア : 乳がん/子宮がん/卵巣がん/大腸がん 大西 秀樹
滋慶出版/土
屋書店

2013

1580
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 DVD2
枚付き

廣田 彰男 , 佐藤 佳代子 主婦の友社 2016

子宮がん・子宮疾患

女性のがんとケア

【　女性の病気　】
乳がん



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1359
ホルモン補充療法　改訂版（インフォームドコンセントのための図説シ
リーズ）

麻生 武志 , 寺内 公一 , 宮
原 富士子

医薬ジャーナ
ル社

2012

1571
婦人科・乳腺外科　第4版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol.
9）

医療情報科学研究所 Medic Media 2018

その他婦人科疾患



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1376
白血病/骨髄異形成症候群（インフォームドコンセントのための図説シ
リーズ）

直江 知樹
医薬ジャーナ
ル社

2013

1436
1437

白血病と言われたら : 発症間もない患者さんとご家族のために　疾患・
治療編　増補改訂版

全国骨髄バンク推進連絡協
議会

全国骨髄バンク
推進連絡協議
会

2014

1634 60%の向こう側、20%のこっち側  御代川 光浩
日本マネジメン
ト総合研究所 2014

1526 血液のがん : 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫 飛内 賢正 講談社 2015

1549 図解でわかる白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 永井 正 法研 2016

1599
もっと知りたい白血病治療 : 患者・家族・ケアにかかわる人のために　第
2版

宮崎 仁 医学書院 2019

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1410
1446

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 : リン
パ浮腫の症状・進行度に合った療法がよくわかる

廣田 彰男 法研 2013

1666
リンパ浮腫に悩んだらすぐに読みたい本 : 専門家と患者がいっしょに
作った : あなたに合う運動・食事・セルフケアがわかる!

辻 哲也 , 広瀬 真奈美
女子栄養大学
出版部

2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1355 やさしい悪性リンパ腫外来治療の自己管理 飛内 賢正
医薬ジャーナ
ル社

2012

1435
GVHD(移植片対宿主病)と造血細胞移植（インフォームドコンセントのた
めの図説シリーズ）

豊嶋 崇徳
医薬ジャーナ
ル社

2014

1533 血液　第2版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 5） 医療情報科学研究所 Medic Media 2017

1546 悪性リンパ腫　改訂3版（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
医薬ジャーナ
ル社

2017

1582 血液・免疫の事典 : ぜんぶわかる 奈良 信雄 成美堂出版 2017

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1425 子どもと家族のための小児がんガイドブック
東京都立小児総合医療セン
ター血液腫瘍科

永井書店 2012

58-2
1565

標準小児科学　第8版
原 寿郎 , 高橋 孝雄 , 細井
創ほか

医学書院 2013

1523 死別を体験した子どもによりそう : 沈黙と「あのね」の間で 西田 正宏 , 高橋 聡美 梨の木舎 2013

1555
こどものがんと治療 : 患者説明にそのまま使える : 不安なパパ・ママにイ
ラストでやさしく解説

細野 亜古 メディカ出版 2017

1561 標準小児外科学　第7版
上野 滋 , 仁尾 正記 , 奥山
宏臣ほか

医学書院 2017

1641 がんの子どもを守る会の50年 がんの子どもを守る会
がんの子ども
を守る会

2018

【　血液・小児の病気　】
白血病

リンパ浮腫

その他血液の病気・闘病、家族手記など

【　小児　】
小児科の病気



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1556 加齢黄斑変性 : これだけは知っておきたいポイント　改訂版
大路 正人 , 高橋 寛二 , 五
味 文

医薬ジャーナ
ル社

2016

1562 標準眼科学　第13版
中澤 満 , 村上 晶 , 澤口 昭
一ほか

医学書院 2016

1585
緑内障・白内障 : 糖尿病網膜症・黄斑変性症・目のアレルギー（よくわか
る 新医学）

主婦の友社 , 杉田 美由紀 主婦の友社 2018

1591 眼科（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 12） 医療情報科学研究所 Medic Media 2019

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1408 抵抗力の低下している人を感染から守る本 矢野 邦夫
ヴァンメディカ
ル

2012

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1570
免疫・膠原病・感染症　第2版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編:
vol. 6）

医療情報科学研究所 Medic Media 2018

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1537 運動器・整形外科（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 11） 医療情報科学研究所 Medic Media 2017

1605 標準整形外科学　第14版
井樋 栄二 , 吉川 秀樹 , 津
村 弘 ほか

医学書院 2020

1640 ワットさんのALS物語 : ALS(筋萎縮性側索硬化症)の夫と歩んだ2200日 ワット 隆子
ヴィゴラス・メ
ド

2014

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1532 循環器　第4版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 2） 医療情報科学研究所
メディックメ
ディア

2017

1613 循環器　第5版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 2） 医療情報科学研究所
メディックメ
ディア

2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1362 内分泌疾患　第3版 相馬 正義
医学教育出版
社

2012

1449
甲状腺の病気パーフェクトアンサー115 : 疑問と悩みを徹底解決　改訂第
2版

浜田 昇 , 岡本 泰之 診断と治療社 2013

1450 糖尿病の人のためのおいしい献立 : ふだんのおかずで作れる 忍田 聡子 , 主婦の友社 主婦の友社 2013

1517
図解甲状腺の病気がよくわかる 新治療と正しい知識 : バセドウ病、橋
本病、甲状腺腫瘍への診断と治療

伊藤 公一 , 高見 博 日東書院本社 2012

1518 糖尿病に克つ生活読本　 新 相磯 嘉孝 主婦と生活社 2015

1519 歯周病専門医が教える糖尿病がよくなるとっておきの方法 金崎 伸幸 現代書林 2015

1596
糖尿病・代謝・内分泌　第5版（病気がみえる / 医療情報科学研究所編:
vol. 3）

医療情報科学研究所 Medic Media 2019

筋骨格系

心臓・血圧

眼科

【　その他の病気　（目、感染症、リウマチ、アレルギー、筋骨格、代謝、外科、メンタルヘルス）　】

感染症

リウマチ・膠原病

糖尿病・代謝・内分泌



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1563 標準外科学　第14版
北野 正剛 , 田邉 稔 , 池田
徳彦 , 畠山 勝義

医学書院 2016

1566 標準皮膚科学　第10版
富田 靖 , 橋本 隆 , 岩月 啓
氏 , 照井 正

医学書院 2013

1611 皮膚科（病気がみえる / 医療情報科学研究所編: vol. 14） 医療情報科学研究所 Medic Media 2020

1662 Stage For〜 : 舌がん「ステージ4」から希望のステージへ 堀 ちえみ 扶桑社 2019

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1474 適応障害のことがよくわかる本（健康ライブラリー : イラスト版） 貝谷 久宣 講談社 2012

1451
10代のための人見知りと社交不安のワークブック : 人付き合いの自信を
つけるための認知行動療法とACTの技法

Shannon Jennifer , Shannon
Doug , 小原 圭司

星和書店 2013

1381 わたしも、がんでした。 : がんと共に生きるための処方箋
国立がん研究センターがん
対策情報センター

日経BP社 2013

1496 いまラクになる「笑顔」の本 山崎 ふら
まむかいブッ
クスギャラリー

2014

1497 あしたがたのしい「笑顔」の本 山崎 ふら
まむかいブッ
クスギャラリー

2014

1507 メモするだけでラクになる「がん手帳」のつけ方 相羽 惠介 WAVE出版 2014

1434
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?子どものこ
と、親のこと（緩和ケア. 第24巻6月増刊号）

緩和ケア編集委員会 , 高宮
有介

青海社 2014

1520
うつ病の毎日ごはん : 国立精神・神経医療研究センターの医師と管理栄
養士が教える

功刀 浩 , 今泉 博文
女子栄養大学
出版部

2015

1576 孤独を克服するがん治療 : 患者と家族のための心の処方箋 押川 勝太郎
サンライズパ
ブリッシング

2016

1554
うつとの上手なつき合い方 : 二度の病気休暇・復職の経験者だからわか
る"うつ病対策"

出口 清一 医学通信社 2017

1544
がんばりすぎない、悲しみすぎない。 : 「がん患者の家族」のための言葉
の処方箋

樋野 興夫 講談社 2017

1560 標準精神医学　第7版
尾崎 紀夫 , 三村 將 , 水野
雅文 , 村井 俊哉

医学書院 2018

1652 がんだけど、素敵な話 保坂 隆 海竜社 2019

1594 がん患者の心を救う : 精神腫瘍医の現場から　増補新版 大西 秀樹 河出書房新社 2019

1653 がんと共存ちょっと癒される話 保坂 隆 さくら舎 2020

外科・皮膚科・口腔外科

メンタルヘルス



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1434
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?子どものこ
と、親のこと（緩和ケア. 第24巻6月増刊号）

緩和ケア編集委員会 , 高宮
有介

青海社 2014

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1398 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
主婦の友インフォス情報社 , 勝俣
範之 , 中山 優子 , 加藤 知子

主婦の友イン
フォス情報社

2012

1413 胃を切った人を元気いっぱいにする食事160 : 再発しないがんレシピ
長 晴彦 , 落合 由美 , 加藤 知子(管
理栄養士) , 主婦の友インフォス情
報社

主婦の友イン
フォス情報社

2012

1466 腸を切った人を元気いっぱいにする食事170 : 再発しないがんレシピ
斎藤 典男 , 吉野 孝之 , 落
合 由美ほか

主婦の友イン
フォス情報社

2012

1374
がん患者さんのためのレシピと工夫 : 千葉県がんセンターにおけるがん
患者さんを支える食と栄養トータルケア

食と栄養トータルケアプロジェク
トチーム , 千葉県がんセンター

千葉県がんセ
ンター

2013

1407 マンガでわかる栄養学 薗田 勝 , こやま けいこ オーム社 2013

1450 糖尿病の人のためのおいしい献立 : ふだんのおかずで作れる 忍田 聡子 , 主婦の友社 主婦の友社 2013

1513
困ったときの特選レシピ : 噛みづらい・飲み込みにくい : 一生"食"を楽し
むために

井藤 英喜 , 金丸 晶子 , 金
丸 絵里加

法研 2013

1483 乳がんの人のための日常レシピ : かんたん&からだがよろこぶ60品
キャンサーリボンズ , 三輪
教子 , 村岡 奈弥ほか

ブックエンド 2015

1512
がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 : 術前術後の疑問に答
えます!

高木 久美 , 小西 毅 , 松浦
信子 , 比企 直樹

女子栄養大学
出版部

2015

1514 がん研有明病院の胃がん治療に向きあう食事
比企 直樹 , 中濵 孝志 , 望
月 宏美 , 熊谷 厚志

女子栄養大学
出版部

2015

1516
がん研有明病院の肝臓がん・胆道がん・膵臓がん治療に向きあう食事 :
術前術後の不安を解消します!

比企 直樹 , 中濱 孝志 , 高
木 久美 , 井上 陽介

女子栄養大学
出版部

2015

1520
うつ病の毎日ごはん : 国立精神・神経医療研究センターの医師と管理栄
養士が教える

功刀 浩 , 今泉 博文
女子栄養大学
出版部

2015

1542 七訂食品成分表 香川 芳子 , 香川 明夫
女子栄養大学
出版部

2016

1551 クローン病・潰瘍性大腸炎の安心おかず : 絶対おいしい74レシピ
田中 可奈子 , 酒井 英樹 ,
石川 由香

女子栄養大学
出版部

2016

1539 こころとからだを支えるがんサバイバーのためのかんたんおいしいレシピ
がん研究振興財団 , 宮内 眞
弓 , 桑原 節子ほか

がん研究振興
財団

2017

1614 命の食事 : 大切な人をがんから守るため今できること 南雲 吉則 主婦の友社 2019

1615
お医者さんが薦める免疫力をあげるレシピ : かんたん美味しくがん&ウイ
ルス対策

大塚 亮 三空出版 2020

1659 家族で作れる簡単＆楽しい！献立処方箋
NPO法人がんのママをささえ
隊ネットワーク

ETERNAL
BRIDGE

2021

1660
胃を切った人が元気になる献立&レシピ : 退院したらおいしいもの、食べ
よう

主婦の友社 主婦の友社 2021

1661 大腸がんになった料理家のごはん帖 : きょうも、おいしく 重野 佐和子
女子栄養大学
出版部

2021

緩和ケア

【　栄養・食事　】
食事療法、栄養、レシピなど

【　緩和ケア　】



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1427 図解でわかる介護保険のしくみ　 新5版 服部 万里子
日本実業出版
社

2012

1428 やさしい患者と家族のための認知症の生活ガイド 遠藤 英俊
医薬ジャーナ
ル社

2012

1429
はじめて学ぶ介護 : 介護の基本テキスト : 介護初学者 家族介護 介護ボ
ランティア向け

内田 千惠子 日本医療企画 2012

1455 介護疲れを軽くする方法 : 家族を介護するすべての人へ
介護者サポートネットワーク
センター・アラジン

河出書房新社 2012

1459 医療編（介護Library. 新しい認知症ケア） 河野 和彦 , 東田 勉 講談社 2012

1456
介護のしくみ : 完全図解　改訂新版（介護Library. あなたの家族が病気
になったときに読む本）

東田 勉 , 三好 春樹 講談社 2013

1457 高齢者と家族のためのはじめての排泄ケア
ユニ・チャーム排泄ケア研究
所 , 後藤 百万

幻冬舎メディアコ
ンサルティング 2013

1458 「老年症候群」の診察室 : 超高齢社会を生きる 大蔵 暢 朝日新聞出版 2013

1470 腰痛のない身体介助術 岡田 慎一郎 医学書院 2013

1432 訪問看護で変わる希望の在宅介護 角田 直枝 小学館 2014

1540 もの忘れ外来の専門医が教える「あきらめるな!」アルツハイマー病 宇野 正威
主婦の友イン
フォス情報社

2015

1541 認知症ケアガイドブック 日本看護協会 照林社 2016

1665 図解介護保険のしくみと使い方がわかる本　 新版 牛越 博文 講談社 2021

【　介護　】
介護、介助、支援



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1392 病院で受ける検査と数値がわかる事典 祝田 靖 成美堂出版 2013

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1391 抗がん剤のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス
学研パブリッ
シング

2013

68-2 医者からもらった薬がわかる本 木村 繁 , 医薬制度研究会
医薬制度研究
会

2014

1441 医療薬日本医薬品集　2015年版
日本医薬情報センター , じほ
う

薬業時報社 2014

1501 今日のジェネリック医薬品　2014-2015
増原 慶壮 , 北村 正樹 , 「今
日の治療薬」編集部

南江堂 2014

1471 今日の治療薬 : 解説と便覧　2015年版 浦部 晶夫 南江堂 2015

1476
抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬　改訂版（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
医薬ジャーナ
ル社

2015

1492
ナチュラルメディシン・データベース : 健康食品・サプリメント「成分」のす
べて : 国際標準機能性食品便覧

日本医師会 , 日本薬剤師会
, 日本歯科医師会ほか

日本健康食品・サ
プリメント情報セン
ター

2015

1499
漢方薬事典 : 医師からもらう全148処方 新完全ガイド　改訂版（NHK
きょうの健康）

「きょうの健康」番組制作班 主婦と生活社 2016

1557 くすりの事典 : 病院からもらったくすり・漢方薬がよくわかる　2018年版 小林 輝明 , 片山 志郎 成美堂出版 2017

1581 医者からもらった薬がわかる本　2018-2019　第31版 木村 繁 , 医薬制度研究会
社会保険法規
研究会

2018

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1420
病院と患者のための放射線治療 : 今、社会から望まれている放射線治
療を始めたい病院が知っておくべきこととは

中川 恵一
エム・イー振
興協会

2012

1465 心配しないでいいですよ放射線治療　改訂第2版
がん研有明病院放射線治療
部

真興交易(株)
医書出版部

2012

1608 患者さんと家族のための放射線治療Q&A　第2版 日本放射線腫瘍学会 金原出版 2020

【　検査・薬・放射線　】
検査

薬

放射線



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1498 からだの地図帳 = The atlas of the human body　新版 佐藤 達夫 講談社 2013

1524 家庭の医学 : オールカラー版　第3版 川名 正敏 成美堂出版 2016

1643 はたらく細胞　01 清水 茜 講談社 2015

1644 はたらく細胞　02 清水 茜 講談社 2015

1645 はたらく細胞　03 清水 茜 講談社 2016

1646 はたらく細胞　04 清水 茜 講談社 2016

1647 はたらく細胞　05 清水 茜 講談社 2017

1672 はたらく細胞　06 清水 茜 講談社 2021

1612 今日の治療指針 : 私はこう治療している　ポケット判
福井 次矢 , 高木 誠 , 小室
一成ほか

医学書院 2021

からだのしくみ・辞典など

【　からだのしくみ・辞典類　】



からだのとしょかんの本

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1627 グローバルマザー : 子宮頚がんと闘う女性たち 河村 裕美 静岡新聞社 2012

1634
60%の向こう側、20%のこっち側 : 折れない心。白血病に勝つ : 可能性が
あるなら立ち向かえ、前例がないなら作ればいい

 御代川 光浩
日本マネジメ
ント総合研究
所

2014

1640 ワットさんのALS物語 : ALS(筋萎縮性側索硬化症)の夫と歩んだ2200日 ワット 隆子
ヴィゴラス・メ
ド

2014

1635 “がん"のち、晴れ : 「キャンサーギフト」という生き方 伊勢 みずほ , 五十嵐 紀子
新潟日報事業
社

2015

1651 訪問看護師ががんになって知った「生」と「死」のゆらぎ 川越 博美
日本看護協会
出版会

2017

1636 がんサバイバー : ある若手医師のがん闘病記
Mullan Fitzhugh , 改田 明子 ,
小森 康永

ちとせプレス 2017

1642 ろう者のがん闘病体験談
川淵 一江 , 江木 洋子 , 寺
嶋 久枝 , 寺嶋 幸司 , 金井
一弘

星湖舎 2019

1663 きっと大丈夫。 : 私の乳がんダイアリー 矢方 美紀 双葉社 2019

1662 Stage For〜 : 舌がん「ステージ4」から希望のステージへ 堀 ちえみ 扶桑社 2019

1654 自分らしく、を生きていく。 : がんとともに生きる206人の笑顔と想い Lavender Ring
ハースト婦人
画報社

2021

1664 ボクもたまにはがんになる 三谷 幸喜 , 頴川 晋 幻冬舎 2021

番号 書　　　名 著者 出版社 出版年

1629 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 産経新聞出版 2012

1407 マンガでわかる栄養学 薗田 勝 , こやま けいこ オーム社 2013

1631 なくしたものとつながる生き方 尾角 光美
サンマーク出
版

2014

1632 大切な人をなくしたあなたへ　増補版 リヴオン リヴオン 2014

1649 このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 2016

1602 なんとめでたいご臨終 小笠原 文雄 小学館 2017

1656
出会えてよかった! : 先進医療技術を選んだ患者さんたちのエッセー集・
第3集

先進医療技術啓発委員会編
米国医療機
器・IVD工業会

2019

1657 黒い雲と白い雲との境目にグレーではない光が見える
26人のがんサバイバーあの
風プロジェクト

左右社 2021

小説、随筆、絵本や漫画

【　読み物　】

闘病記、小説、随筆、医学関連の読み物

闘病記
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