
書名 著者・編者 出版社 出版年月

0 10-161 イ
検査でわかること
別冊ＮＨＫきょうの健康　健診診断ガイドブック

池上晴之編 ＮＨＫ出版 07.5.20

0 10-162 エ
検査値早わかりガイド
検査が見えるＣＤ-ＲＯＭ付改訂・増補3版

江口正信執筆代表 医学芸術新社 09.3.30

0 10-165 シ 漢方薬事典医師からもらう全148処方完全ガイド ＮＨＫきょうの健康嶋田豊編 成美堂出版

0 10-166 タ からだのしくみ全書病気編 高橋健一監修・著 東陽出版 95.10.16

0 18-12 カ
くすりの事典 
病院からもらった薬がよくわかる ２０１９年版

片山 志郎 成美堂出版 17.5.2

0 18-13 マ エンターテイメントという薬　光を失う少年にゲームクリエイターが届けたもの松山洋 ＧＺブレイン 17.12.16

0 20-1 ア
NHK今日の健康「認知症」「がん」「心臓病」に
負けない！35の知恵

新井晋編 主婦と生活社 19.7.9

A-① 10-12 ツ
国立がん研究センターのがんの本
がんの予防　科学的根拠にもとづいて

津金昌一郎・祖父江
友孝監修

主婦と生活社 10.8.31

A-① 10-16 ナ
がんはなざ生じるのか
原因と発生のメカニズムを探る

永田親義著 講談社 07.12.20

A-① 12-1 ア エビデンスで知る　がんと死亡リスク 安達洋祐 中外医学社 11.1.11

A-① 12-2 カ がんの予防　ＣａｎｓｅｒＰｅｖｅｎｔｉｏｎ 狩野敦著
東北大学出版
会

11.9.1

A-③ 16-6 シ
脳腫瘍
機能温存のための治療と手術

篠浦伸偵著 主婦の友社 16.7.31

Ａ-② 10-10 ジ がんの世界地図
ジェディアス・マッカイ/
アーメディン・ジュマイ
ルほか著

丸善 09.6.30

Ａ-② 10-135 ワ がんの常識の嘘 渡辺亨著 朝日新聞社 06.2.28

Ａ-② 10-15 ナ ビジュアル版　がんの教科書 中川恵一著 三省堂 06.5.30

Ａ-② 10-17 ナ がんのひみつ 中川恵一著 朝日出版社 07.12.20

Ａ-② 10-18 ナ がんのひみつ 中川恵一著 朝日出版社 07.12.20

Ａ-② 10-19 ナ がんのひみつ 中川恵一著 朝日出版社 07.12.20

Ａ-② 10-20 ナ がんを知る 中川恵一著 朝日出版社 08.3.10

Ａ-② 10-21 ナ がんを知る 中川恵一著 朝日出版社 08.3.10

Ａ-② 10-22 ナ 続　ドクター中川の“がんを知る” 中川恵一著 毎日新聞社 09.4.25

Ａ-② 10-23 ナ がんの正体２人に1人ががんになる 中川恵一著 ＰＨＰ研究所 10.2.3

Ａ-② 10-24 ナ がんのひみつ　最新版 中川恵一著 朝日出版社 13.6.10

Ａ-② 10-25 ノ 絵でわかるがんと遺伝子 野島博著 講談社 09.7.10

Ａ-② 10-3 ツ
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/奥仲哲弥著
エクスナレッ
ジ

12.7.2

Ａ-② 12-3 ヤ 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

学研メディカ
ル秀潤社

12.6.12

Ａ-③ 10-224 ノ 脳腫瘍 寺本明　編 医薬ジャーナル 13.7.20

Ａ-③ 10-72 フ
患者と読む、患者に話す脳腫瘍
Ｑ＆Ａ１３５脳腫瘍と闘うために、すべてわかる

藤巻高光著 メディカ出版 07.10.20

Ａ-③ 11-20 オ
「喉頭癌治療」と「その副作用」との闘病記
-唾液量低下と味覚変調との闘い

小実健一著 東京図書出版社10.7.29

Ａ-③ 12-11 ニ
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

日本内分泌外科学会
日本甲状腺外科学会

金原出版 10.10.20

Ａ-③ 12-12 イ
よくわかる最新医学　甲状腺の病気の最新治療
パセドウ病・橋本病・甲状腺腫瘍ほか

伊藤公一監修 主婦の友社 11.10.20

Ａ-③ 12-13 イ
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/高見博監修 日東書院本社 12.1.20

Ａ-③ 12-22 ヤ
口腔がん、口腔がん検診Ｑ＆Ａ
かかりつけの歯医者さんにみてもらいましょう

山本浩嗣/久山佳代著 医学情報社 12.11.21

Ａ-③ 11-20 オ
「喉頭癌治療」と「その副作用」との闘病記
-唾液量低下と味覚変調との闘い

小実健一著 東京図書出版社10.7.29

Ａ-③ 20-3 キ 下咽頭癌・喉頭癌治療はここまできた 岸本誠司編 全日本病院出版会16.7.15

Ａ-③ 20-4 シ それって本当に口内炎？知っておきたい舌がん 柴原孝彦監修 扶桑社 19.10.31

Ａ-④ 10-221 コ 抗悪性腫瘍薬　肺がん　改訂版 西條長宏 編 医薬ジャーナル 11.11.20

Ａ-④ 10-225 ハ 肺がん　改訂５版 西篠長宏　監修 医薬ジャーナル 17.12.1

Ａ-④ 10-53 セ
国立がん研究センターのがんの本
肺がん　治療・検査・療養

関根郁夫/渡辺俊一ほ
か監修

小学館クリエ
イティブ

11.5.1

☆ きらら図書一覧 ☆

図書記号

検査・薬について

がん全般

頭頚部がん

肺がん
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Ａ-④ 10-56 ナ よくわかる肺がん　Ｑ＆Ａ 中西洋一監修
特定非営利法
人西日本がん
研究機構

12.10.31

Ａ-④ 12-6 セ
国立がん研究センターのがんの本
肺がん　治療・検査・療養

関根郁夫/渡辺俊一ほ
か監修

小学館クリエ
イティブ

11.5.1

Ａ-④ 17-8 ト
患者さんのためのガイドブック
よくわかる肺がん　Ｑ＆Ａ

特定非営利活動法人
西日本がん研究機構
編

金原出版 14.11.1

Ａ-④ 19-1
よくわかる！がん最新治療シリーズ4
「肺がんと診断されました」

ムック 週間朝日 17.11.28

Ａ-⑤-Ｄ 10-229 10 再発・転移　大腸がん　新訂版
山口俊晴 、
水沼信之　編

真興交易(株)
医書出版部

14.4.30

Ａ-⑤-Ｄ 10-61 タ 大腸がん手術後の生活読本 高橋慶一著 主婦と生活社 09.5.7

Ａ-⑤-Ｄ 10-62 フ
国立がん研究センターのがんの本
大腸がん　治療・検査・療養

藤田伸/島田安博ほか
監修

小学館クリエ
イティブ

11.2.27

Ａ-⑤-Ｄ 10-64 モ
おしりの健康
大腸がん・肛門の病域がわかりやすい話

森田博義著 朝日新聞社 10.10.30

Ａ-⑤-Ｄ 13-2 イ
手術日までに患者が知りたい大腸がん　検査から治
療、術後の経過、手術費用まで/腹腔鏡手術につい
て

市原隆夫著 金原出版 13.4.1

Ａ-⑤-Ｄ 15-4 ダ
患者さんのための大腸がん治療ガイドライン
2014年版

大腸癌研究会編 金原出版 06.1.20

Ａ-⑤-Ｄ 18-3 フ
「あなたが選ぶ治療法」シリーズ　最新 大腸がん
治療 “納得して自分で決める”ための完全ガイド

福長洋介 監修 主婦と生活社 17.10.1

Ａ-⑤-Ｄ 19-7 カ
国立がん研究センターの大腸がんの本
（国立がん研究センターのがんの本）

金光幸秀・朴成和　
監修

小学館 18.6.22

Ａ-⑤-Ｉ 10-13 カ
国立がん研究センターのがんの本
胃がん　治療・検査・療養

片井均/島田安博ほか
監修

小学館クリエ
イティブ

11.2.27

Ａ-⑤-Ｉ 10-59 カ
国立がん研究センターのがんの本
胃がん　治療・検査・療養

片井均/島田安博ほか
監修

小学館クリエ
イティブ

11.2.27

Ａ-⑤-Ｉ 12-7 イ
手術日までに患者が知りたい胃がん　検査から治
療、術後の経過、手術費用まで/腹腔鏡手術につい
て

市原隆夫著 金原出版 11.11.10

Ａ-⑤-Ｉ 18-1 ア よくわかるがん最新治療シリーズ３　胃がんと診断されました 朝日新聞出版 17.9.2

Ａ-⑤-Ｉ 18-2 シ よくわかる最新医学　胃がん 比企直樹 主婦の友社 16.11.1

Ａ-⑤-Ｉ 19-6 カ
国立がん研究センターの胃がんの本
（国立がん研究センターのがんの本）

片井均・朴成和　監
修

小学館 18.6.22

Ａ-⑤-Ｋ 12-9 コ
膵臓の病気　専門のお医者さんが語るＱ＆Ａ
改訂新版

小泉勝著 保健同人社 11.9.20

Ａ-⑤-Ｋ 16-5 タ
名医が語る最新版・最良の治療
肝臓がん

高山忠利ほか 法研 14.3.25

Ａ-⑤-Ｋ 17-1 イ
治療が大きく変わった！Ｃ型肝炎・Ｂ型肝炎・脂肪
肝・肝硬変・肝がん　別冊ＮＨＫきょうの健康

泉並木総監修 ＮＨＫ出版 16.1.25

Ａ-⑤-Ｋ 18-4 ツ 患者のための最新医学　肝炎・肝硬変・肝がん 土本寛二 監修 高橋書店 18.1.2

Ａ-⑤-Ｐ 10-168 シ 膵臓の病気がわかる本 白鳥敬子監修 法研 07.8.30

Ａ-⑤-Ｐ 10-222 ス 膵がん　改訂３版 舩越顕博　編 医薬ジャーナル 13.10.10

Ａ-⑤-Ｐ 12-10 セ
膵臓の病気　急性膵炎・慢性膵炎・肝臓がんの治し
方

税所宏光監修 講談社 11.10.13

Ａ-⑤-Ｐ 16-3 ア
お医者様の話がよくわかるから安心できる
「膵がん」と言われた・・・

跡見裕/阿部展次著 保健同人社 15.6.30

Ａ-⑤-Ｐ 17-2 ニ
患者さん・ご家族・一般市民のための膵がん診療ガ
イドブック2016の解説

日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン改訂委員会編

金原出版 17.4.20

Ａ-⑤-Ｐ 20-5 ニ 膵がん診療ガイドブック2019の解説
日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン改訂委員会編

金原出版 20.7.25

Ａ-⑤-Ｓ 10-171 ウ 食道の病気がよくわかる本 幕内博康著 法研 08.5.31

Ａ-⑤-Ｓ 10-60 ホ
食道がん
正しい知識でより良い治療を

細川正夫監修 講談社 12.10.10

Ａ-⑤-Ｓ 12-8 ク
お医者さんの話がよくわかるから安心できる
「食道がん」と言われたら・・・

桑野博行/宮﨑達也著 保健同人社 11.112

Ａ-⑤-Ｔ 10-218 ス 膵・胆道がん外来科学療法の自己管理 古瀬純司　編 医薬ジャーナル 14.5.15

Ａ-⑤-Ｔ 12-21 ガ 胆道がんの治療とケアガイド
がん研究有明病院
国立がん研究センター中
央病院・東びょいうん

金原出版 12.3.6

Ａ-⑤-Ｔ 16-4 ガ 胆道がんの治療とケアガイド
がん研究有明病院
国立がん研究センター中
央病院・東びょいうん

金原出版 12.3.6

Ａ-⑥ 10-226 ボ 膀胱がん 吉田修　監修 医薬ジャーナル 10.6.20

Ａ-⑥ 10-70 ミ
患者と家族のための泌尿器がわかる本
前立腺、膀胱、腎臓、尿管

三浦猛著 湘南未来社 09.4.2

Ａ-⑥ 11-8 ア 名医が語る　最新・最良の治療　前立腺がん
荒井陽一/鳶巣賢一ほ
か

法研 11.7.24

Ａ-⑥ 13-3 ハ
かんじゃさんへの説明にそのまま使える！
泌尿器がんのすべて

羽淵友則監修 メディカ出版 13.6.1

Ａ-⑥ 13-4 エ 前立腺がんを生きる体験者48人が語る
ＮＰＯ法人健康と病の語
りディペックス・ジャパ
ン編著

海鳴者 13.6.28

Ａ-⑥ 14-1 ア
前立腺がん　自分の生活に合った治療を選ぶ
別冊ＮＨＫきょうの健康

安倍美和子編 ＮＨＫ出版 14.10.25

Ａ-⑥ 18-11 ノ
患者さんへの説明にそのまま使える！ 泌尿器科手
術のすべて　泌尿器ケア2014年夏季増刊

野々村祝夫 監修 メディカ出版 14.6.1

Ａ-⑥ 18-5 エ 前立腺がん　より良い選択をするための完全ガイド 穎川晋 監修 講談社 17.8.1

消化器がん

泌尿器がん
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Ａ-⑦-Ｎ 10-223 ニ
乳房温存療法　改訂版　
  乳がん低侵襲医療の新しい動き

小山博記　編 医薬ジャーナル 10.4.20

Ａ-⑦-Ｎ 10-30 オ 乳がんからあなたを守る　食事とライフスタイル 大藪友利子著 パレード 08.9.20

Ａ-⑦-Ｎ 10-32 カ
ただいま乳房再建中
-乳がん治療のもう一つの選択肢

川野すみれ絵・文 学習研究社 09.6.30

Ａ-⑦-Ｎ 10-42 サ
「乳がん検診」よくわかる本
”触ってわかるしこり”にならないうちに！

坂佳奈子著 小学館 06.4.10

Ａ-⑦-Ｎ 11-2 リ 再発・転移性　乳がんを生きるための100の質問
リリー・ジョックニー/ゲ
イリー・シャピロ著 彩流社 11.2.9

Ａ-⑦-Ｎ 11-26 オ
女性のがん心のケア
乳がん・子宮がん・卵巣がん・大腸がん

大西秀樹著 土屋書店 11.2.00

Ａ-⑦-Ｎ 15-1 サ
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

佐伯利昭監修 法研 12.8.24

Ａ-⑦-Ｎ 15-2 ニ
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　編

金原出版 14.9.1

Ａ-⑦-Ｎ 15-3 マ
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

丸田禅編 ＮＨＫ出版 12.10.25

Ａ-⑦-Ｎ 19-2 キ
国立がん研究センターの乳がんの本
（国立がん研究センターのがんの本）

木下貴之・田村研治　
監修

小学館 18.6.22

Ａ-⑦-Ｎ 19-3 ヤ 乳がん（よくわかる最新医学） 山内英子 主婦の友社 16.12.7

Ａ-⑦-Ｎ 20-6 ニ 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2019 日本乳癌学会編 金原出版 20.5.20

Ａ-⑦-Ｓ 10-43 イ 子宮頸がんはみんなで予防できる
今野良監修
知賢敏郎/望月聡子著

日本評論社 09.4.25

Ａ-⑦-Ｓ 10-44 カ もっと知りたい子宮がん・卵巣がん 加藤友康著 保健同人誌 08.4.10

Ａ-⑦-Ｓ 10-46 カ
病後・手術後の過ごし方シリーズ
子宮がん・卵巣がん手術後の生活ガイド

加藤友康監修 保健同人誌 09.5.20

Ａ-⑦-Ｓ 10-47 ミ よくわかる最新医学　子宮がん 宮城悦子監修 主婦の友社 10.7.20

Ａ-⑦-Ｓ 10-5 ジ 卵巣の病気　月経の不順から卵巣がんまで 上坊敏子 講談社 12.10.30

Ａ-⑦-Ｓ 10-8 シ 名医の図解よくわかる子宮がん・卵巣がん 清水敬生著 主婦と生活社 09.12.24

Ａ-⑦-Ｓ 11-4 ニ
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
編

金原出版 10.12.10

Ａ-⑦-Ｓ 17-9 ウ
知って安心婦人科のがんと治療
子宮頸がん・子宮体がん・子宮肉腫・卵巣がん・外
陰がん・膣がん

宇津井久仁子著 イカロス出版 16.1.15

Ａ-⑨ 10-220 ア 悪性リンパ腫　改訂３版 堀田和光監修 医薬ジャーナル 17.10.2

Ａ-⑨ 16-1 オ
お医者様の話がよくわかるから安心できる
「血液のがん」と言われたら・・・

小澤敬也/翁家国著 保健同人社 16.1.31

Ａ-⑨ 18-6 ナ 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 16.7.1

Ａ-⑨ 19-4 ナ 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 16.7.14

Ａ-⑨ 19-5 ト
血液のがん　悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫
（健康ライブラリーイラスト版）

飛内賢正　監修 講談社 15.10.10

Ａ-⑩ 10-217 ス 膵・消化器神経分泌腫瘍薬物治療へのアプローチ 奥坂拓志　編 医薬ジャーナル 15.5.20

Ａ-⑩ 10-227 コ 骨軟部腫瘍
中馬広一、別府保男 
編

メヂカルフレ
ンド社

07.12.10

Ａ-⑩ 12-5 ト 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

永井書店 12.3.5

Ａ-⑪ 10-75 ハ がん化学療法ケアガイド 濵口慶子/本山清美編 中山書店 07.2.23

Ａ-⑪ 10-80 ヤ-3
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

山口建監著/稲野利美
ほか著

女子栄養大学
出版部

07.11.1

Ａ-⑪ 11-9 オ がん化学療法副作用ハンドブック
岡元るみ子/佐々木常
雄編

羊土社 10.10.15

Ａ-⑪ 12-14 イ 基本まるわかり！分子標的薬 石川和宏著 南山堂 11.8.8

Ａ-⑪ 12-16 ハ
がん化学療法ケアガイド改訂版
治療開始前からはじめるアセスメントとセルフケア
支援

濵口慶子/本山清美編 中山書店 12.2.23

Ａ-⑪ 13-5 ナ 抗がん剤治療中の生活ケアＢＯＯＫ 中川靖章監修 実業之日本社 13.12.1

Ａ-⑪ 13-6 ア
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

荒井保明監修 主婦の友社 13.7.20

Ａ-⑪ 20-7 ナ 抗がん剤治療が楽になる生活術 中川靖章監修 日東書院 19.12.10

Ａ-⑫ 10-228 9 放射線治療　改訂第２版
がん研有明病院放射
線治療部 編

真興交易(株)
医書出版部

12.12.10

Ａ-⑫ 10-79 コ ガンマナイフ切らずにガンを治す放射線手術 小林達也著 平凡社 08.5.15

乳がん

子宮・卵巣がん

血液がん

化学療法について

放射線療法について
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Ａ-⑫ 10-81 ヒ
これだけは知っておきたい！放射線療法Ｑ＆Ａ
-基本知識と最前線-

平岡真寛編 綜合医療社 11.2.25

Ａ-⑫ 10-86 ナ 切らずに治すがん治療 中川恵一著 法研 07.6.27

Ａ-⑫ 11-11 ナ 癌放射線治療ハンドブック改訂3版 中川恵一/山下英臣著 中外医学社 11.3.4

Ａ-⑫ 11-12 ニ 放射線のＡＢＣ改訂版
（社）日本アイソ
トープ協会編

日本アイソ
トープ協会

11.3.22

Ａ-⑫ 18-7 ツ ここまできた重粒子線がん治療 辻井博彦 産学者 17.5.2

Ａ-⑫ 20-8 ケ 重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック 研友企画出版編 法研 16.7.27

Ａ-⑭ 19-11 コ
「がん」はなぜできるのか　そのメカニズムからゲ
ノム医療まで

国立がん研究セン
ター研究所

国立がん研究
センター

18.6.20

Ａ-⑭ 20-9 ホ ゲノム時代のがん治療
星野泰三・吉田朋子
著

青月社 19.7.8

Ａ-⑭ 20-10 ミ マンガでわかるゲノム医学 水島-菅野純子 羊土社 19.11.20

Ａ-⑮ 10-119 カ 死をみとる一週間
柏木哲夫/今中孝信監
修

医学書院 03.11.15

Ａ-⑮ 19-12 ヨ がん疼痛緩和の薬がわかる本　第2版 余宮きのみ　著 医学書院 16.6.9

Ａ-⑮ 19-13 モ
緩和ケア　2018年6月増刊号
魔法の言葉2　どう声をかけたらいいかわからない
時の道しるべ2

森田達也　著・編集 青海社 18.6.15

Ａ-⑮ 20-11 ヨ がん疼痛緩和の薬がわかる本　第3版 余宮きのみ 医学書院 19.9.15

Ａ-⑯ 10-114 ダ がん患者は家に帰ろう 大頭信義編著 エピック 98.5.15

Ａ-⑯ 10-82 ス 「がんに効く」民間療法のホント・ウソ 住吉義光/大野智著 中央法規 07.7.20

Ａ-⑯ 10-83 セ 患者中心のがん医療ガイド 瀬戸山修著 日本評論社 08.7.15

Ａ-⑯ 12-15 コ
ガンを切らずに治す
内視鏡治療「ＥＳＤ」がわかる本

講談社編 講談社 11.8.5

Ａ-⑯ 20-12 イ がん遺伝子治療のことがわかる本 石田幸弘著 あさ出版 18.11.27

Ａ-⑯ 20-13 ツ 最高のがん治療
津川友介・勝俣範
之・大須賀覚

ダイヤモンド社20.4.14

Ｂ-① 10-112 カ
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった食
事レシピ

川口美喜子/青山広美
著

医学書院 11.1.11

Ｂ-① 10-115 シ がん患者さんのためのレシピと工夫
食と栄養トータルプ
ロジェクトチーム編

千葉県がんセ
ンター

13.1.20

Ｂ-① 10-123 モ
大腸がん手術後の100日レシピ
退院後の食事プラン

森谷冝皓/桑原節子ほ
か著

女子栄養大学
出版部

10.10.1

Ｂ-① 10-125 ニ
摂食、嚥下障害の患者さんと家族のために第1巻
総合編改訂版第3版

西尾正樹著 インテルナ出版08.1.00

Ｂ-① 10-133 ヤ
絵で見てわかる
かみやすい飲み込みやすい食事のくふう

山田晴子食事指導
女子栄養大学
出版部

10.9.23

Ｂ-① 10-160 ワ 病気と症状がわかる事典改訂版 和田高士総監修 日本文芸社 09.10.25

Ｂ-① 10-219 ミ 味覚障害の自己管理 池田稔 編 医薬ジャーナル 09.6.10

Ｂ-① 10-71 ジ
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　
Robert L Keith著菊
谷武 監訳

医歯薬出版 08.9.10

Ｂ-① 10-77 ヤ
がんよろず相談Ｑ＆Ａ　第3集
抗がん剤・放射線治療と食事編

山口建監修
静岡県立静岡
がんセンター

07.3.00

Ｂ-① 10-80 ヤ-1
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

山口建監著/稲野利美
ほか著

女子栄養大学
出版部

07.11.1

Ｂ-① 10-80 ヤ-2
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

山口建監著/稲野利美
ほか著

女子栄養大学
出版部

07.11.1

Ｂ-① 12-18 ソ
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/松原弘樹著
女子栄養大学
出版部

11.3.10

Ｂ-① 13-7 ア
「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

米国対がん協会著/村
木美紀子訳/坪野吉孝
監訳解説

法研 13.9.26

Ｂ-① 17-10 カ
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった食
事レシピ

川口美喜子/青山広美
著

医学書院 11.12.15

Ｂ-① 17-11 サ 治った人が食べていた！斉陽式抗がん食材帖 斉陽高穂著 講談社 14.5.7

Ｂ-① 18-10 シ
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 (編集)

主婦の友社 12.5.1

Ｂ-① 18-17 サ 今あるがんに勝つジュース 済陽高穂著 新星出版社 10.9.25

Ｂ-① 18-18 サ
告知されたその日から始める私のがんを治した毎日
の献立

済陽高穂著 講談社 10.2.23

Ｂ-① 18-8 オ
国立がん研究センター東病院の医師・管理栄養士と
患者さんがつくったがん患者さんのための国がん東
病院レシピ

著　大江裕一郎他 法研 13.9.1

Ｂ-① 18-9 ク
希望のごはん　夫の闘病を支えたおいしい介護食ス
トーリー

クリコ 日経BP社 17.7.1

Ｂ-① 19-10 ナ
胃を切った人のおいしい回復レシピ300
組み合わせ自由自在（実用№1シリーズ）

鍋谷圭宏　監修
千葉県がんセンター　監
修牧野直子　その他

主婦の友社 15.9.11

Ｂ-① 20-14 ヒ 60歳からの楽々男メシ 弘兼憲史 マガジンハウス17.7.20

緩和ケアについて

食事について
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Ｂ-① 20-15 カ
がん研有明病院の口とのどのがん治療い向き合う食
事

がん研究会有明病院 女子栄養大学出版社17.9.15

Ｂ-① 20-16 ヤ 乳がんの治療をのりきる生活・食事・お金 山内英子監修 主婦と生活社 19.11.10

Ｂ-② 10-132 ヤ ストーマ装具選択のポイント第2版 山本由利子著 メディカ出版 08.2.5

Ｂ-② 10-169 タ 人工肛門人工膀胱の知識第3版
高屋通子/高橋のり子
著

学習研究会 08.12.10

Ｂ-② 19-8 ミ
はじめてでもやさしいストーマ・排泄ケア：基礎知
識とケアの実践

宮嶋正子　監修
藤本かおり　編集

学研メディカ
ル秀潤社

18.2.28

Ｂ-② 19-9 マ 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 12.6.22

Ｂ-③ 10-104 ゼ
ＡＬＷＡＹＳ　ＢＥ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ
がん闘病中の髪・肌・爪のサポートブック

全国福祉理容師養成
協会　赤木勝幸/岩岡
ひとみ著

英治出版 15.3.31

Ｂ-③ 10-124 ム 爪のケア・手足のケア技術
室谷良子監修/日本
フットケア協会編

看護の科学社 10-124

Ｂ-③ 20-17 ワ 女性のがんと外見ケア～治療中でも自分らしく～ 分田貴子 法研 18.9.28

Ｂ-④ 10-122 ヒ 弾性ストッキング・コンダクター改訂版
平井正文著/岩井武尚
/星井俊一

へるす出版 06.7.5

Ｂ-④ 10-126 ヒ
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/佐藤佳代子
監修

主婦の友社 08.9.10

Ｂ-④ 10-128 ヒ 「リンパ浮腫」知って！ 廣田彰男著 芳賀書店 99.1.25

Ｂ-④ 10-134 ヒ リンパ浮腫がわかる本
廣田彰男/重松宏/佐
藤泰彦著

法研 04.8.15

Ｂ-④ 10-209 サ
暮らしの中のリンパ浮腫ケア（上）
腕のケア実践ガイドＤＶＤ付

佐藤佳代子著 青梅者 09.10.5

Ｂ-④ 10-210 サ
暮らしの中のリンパ浮腫ケア（下）
腕のケア実践ガイドＤＶＤ付

佐藤佳代子著 青梅者 09.10.5

Ｂ-④ 11-17 オ
むくみで困ったときに読む本
1からわかるリンパ浮腫の予防とケア

小川佳宏著 保健同人社 10.1.20

Ｂ-⑤ 10-106 イ
家族のがんに直面したら読む本
知っておきたいケアの心得

逸見晴恵/基佐江里著 実務教育出版 09.12.20

Ｂ-⑤ 10-108 ア
がん患者の〈幸せな性〉
あなたとパートナーのために（新装版）

アメリカがん協会編
高橋郁/針間克己訳

春秋社 07.5.30

Ｂ-⑤ 10-127 ハ がん患者のセックス 長谷川まり子著 光文社 10.9.25

Ｂ-⑥ 11-18 イ
がんとお金の本
がんになった私が伝えらたい58のアドバイス

岩瀬拓士監修/黒田尚
子著

ビーケイシー 11.8.25

Ｂ-⑥ 13-1 ア
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

荒井保明監修 主婦の友社 13.7.20

Ｂ-⑥ 18-14 ア 日米がん格差　「医療の質」と「コスト」の経済学 アキよしかわ 講談社 17.6.27

Ｂ-⑥ 20-18 コ 国立がん研究センターのがんとお金の本 国立がん研究センター中央病院小学館 16.11.27

Ｂ-⑥ 20-19 ツ 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 19.3.5

Ｂ-⑦ 10-118 シ
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 10.5.1

Ｂ-⑦ 10-137 シ
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 10.5.1

Ｂ-⑦ 17-3 イ
働く女性のためのがん入院・治療便利帳
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 15.7.16

Ｂ-⑦ 20-20 タ 障害年金の知識と請求手続ハンドブック　5訂版 高橋裕典 日本法令 18.12.10

Ｂ-⑦ 20-21 ツ 定年前後の知らなきゃ損する手続き🉐ガイド　改訂3版土屋信彦 アニモ出版 19.7.15

Ｂ-⑧ 10-110 オ 入院・介護ＳＯＳ不安解消119のツボ おちとよこ著 創元社 08.3.20

Ｂ-⑧ 10-111 ヤ 家族がガンになったときすぐに知りたいＱ＆Ａ
矢沢サイエンスオ
フィス編

学習研究社 06.8.4

Ｂ-⑧ 10-120 ニ 退院後のがん患者と家族の支援ガイド
日本ホスピス・在宅
ケア研究会編著

プリメド社 04.7.10

Ｂ-⑧ 10-121 ホ
大切な人が「余命6ヶ月」と言われたら？
家族がしれあげられる55のこと

ホスピスケア研究会
監修

河出書房新社 08.8.30

Ｂ-⑧ 12-24 イ かぞくのための在宅医療実践ガイドブック
医療法人社団悠翔会
編著佐々木淳監修

幻冬舎 12.11.27

Ｂ-⑧ 13-11 ナ がんの花道患者の「平穏生」を支える家族の力 長尾和弘/藤野邦夫著 小学館 13.8.5

Ｂ-⑧ 20-22 ヒ がんばりすぎない、悲しみすぎない 樋野興夫 講談社 17.8.25

Ｂ-⑧ 20-23 オ 家族ががんになりましたどうしたらいいですか 大西秀樹 法研 18.8.26

Ｂ-⑨ 10-109 オ 外来がん患者の日常生活行動支援ガイド 小野寺綾子編 医学書院

Ｂ-⑨ 10-230 4
よくわかる小児がん経験者のために～より良い生活
の質（ＱＯＬ）を求めて～

加藤俊一 監修
石田也寸志、前田美
穂 編

医薬ジャーナ
ル社

11.8.10

Ｂ-⑨ 12-19 ヤ 抵抗力の低下している人を感染から守る人 矢野邦夫著
ヴァンメディ
カル

12.1.5

ストーマについて

外見のケアについて

リンパ浮腫ケアについて

がんと性について

お金や仕事ついて

家族向け
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Ｂ-⑨ 15-6 ヨ
がん医療における医師決定支援
予後告知と向き合う家族のために

吉田沙蘭著 東京大学出版 14.2.21

Ｂ-⑨ 19-14 コ がんになったら手に取るガイド　患者必携
国立がん研究セン
ター

学研メディカ
ル秀潤社

13.9.1

Ｂ-⑨ 20-24 サ 介護の手続きがまるごとわかる本 沢井竜太 晋遊舎 18.8.1

C-① 10-107 ウ がんの時代心のケア 上野玲著 岩波書店 10.2.9

C-① 10-130 ホ がんの心の悩み処方箋精神科医からあなたに 保坂隆/寺田佐代子著 三省堂 08.12.15

C-① 10-131 ホ
もしも「余命6ヶ月」といわれたら？
今からあなたにできる53のこと

ホスピスケア研究会
監修

河出書房新社 08.5.30

C-① 10-136 コ 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
ンター編著

日経ＢＰ社 13.9.9

C-① 10-147 カ 悲しみのなかにいる、あなたへの処方箋 垣添忠生著 新潮社 11.2.25

C-① 10-179 ガ がん患者さんのこころと体の悩み解決ガイド 日経メディカル 日経ＢＰ社 07.1.29

C-① 10-180 キ こころの痛みへの気づき 吉川眞著 プリメド社 08.5.25

C-① 10-186 ノ 笑いとは、心と脳の処方箋改訂 昇幹夫著 リヨン社 03.10.6

C-① 10-189 ヒ 最近のあなた笑えていますか 樋口強著
日本経済新聞
出版社

09.8.25

C-① 10-190 ヒ 末期がん、その不安とおそれがなくなる日 樋野興夫著 主婦の友社 10.10.10

C-① 10-26 ヒ がんになってもあわてない 平方眞著 朝日出版社 05.11.30

C-① 10-58 ヨ 胃・腸を切った人のおいしい特効メニュー 吉田美香監修 主婦の友社 09.10.10

C-① 11-23 オ がんで不安なあなたに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

11.2.1

C-① 11-24 マ 現代のエスプリがん患者のこころ 松島英介編 ぎょうせい 10.8.1

C-① 16-9 リ リラクゼーション法入門
小坂橋喜久代/荒川唱
子編

日本看護協会 13.8.1

C-① 19-17 タ
がんを告知されたら読む本
専門医が、がん患者にこれだけは言っておきたい”
がん”の話

谷川啓司　著
プレジデント
社

15.9.10

Ｃ-② 10-101 ヤ ここが僕たちのホスピス 山崎章郎著 文藝春秋 97.7.10

Ｃ-② 10-103 ア がんになったとき選ぶ力生きる力 天野敦子/斉藤弘子著 春秋社 06.2.1

Ｃ-② 10-105 キ
いきいき在宅呼吸ケア
-患者さんからのメッセージ-

木田厚瑞監修
メディカルレ
ビュー社

06.6.30

Ｃ-② 10-138 イ ガンに生かされて 飯島夏樹著 新潮社 05.3.20

Ｃ-② 10-143 オ 僕は慢性末期がん
「余命半年」の宣告通りに死にたくない人におくる本

尾関良二著 文藝春秋 09.4.20

Ｃ-② 10-145 カ 東大のがん治療医ががんになって 加藤大基/中川恵一著
ロハスメディ
ア

07.5.00

Ｃ-② 10-151 サ がんを生きる 佐々木常雄著 講談社 09.12.20

Ｃ-② 10-153 ナ 自分を生きる-日本のがん治療と死生観- 中川良一/養老孟司著 小学館 05.8.10

Ｃ-② 10-158 ヤ がけっぷちナースがんとともに生きる 山内梨香著 飛鳥新社 08.4.28

Ｃ-② 10-159 ヤ 新・がん50人の勇気 柳田邦男著 文藝春秋 09.12.10

Ｃ-② 10-177 カ 生き方のコツ死に方の選択 鎌田實/高橋卓志著 集英社 04.5.25

Ｃ-② 10-178 カ 生き方のコツ死に方の選択 鎌田實/高橋卓志著 集英社 04.5.25

Ｃ-② 10-182 セ 生きる智慧死ぬ智慧 瀬戸内寂聴著 新潮社 05.6.5

Ｃ-② 10-183 タ
がんとともに自分らしく生きる希望をもって、がん
と向き合う「ＨＢＭ」のすすめ

高野利実著 きずな出版 16.4.1

Ｃ-② 10-192 ヤ 生きて死ぬ智慧 柳澤桂子/堀文子著 小学館 04.10.10

Ｃ-② 10-193 ウ 最高の医学を受けるための患者学 上野直人著 講談社 06.7.20

Ｃ-② 10-196 カ 病院なんか嫌いだ 鎌田實著 集英社 03.10.22

Ｃ-② 10-206 ヤ 元気が出る患者学 柳田邦男著 新潮社 03.6.20

Ｃ-② 10-213 オ
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

帯津良一監修/グレッグ・
アンダーソン著/藤野邦夫
訳

実業之日本 05.1.15

Ｃ-② 10-54 タ
がんの治療の前と後
納得できる治療を受けて、前向きに過ごすための手
引き

竹中文良監修 法研 10.3.25

Ｃ-② 10-94 ウ 緩和ケア大切な生活・尊厳のある制をつなぐ技と心 梅田惠/射場典子編 南江堂 11.8.10

Ｃ-② 10-96 ス いのちの響ホスピスの春夏秋冬 末永和之著 青梅社 03.11.12

Ｃ-② 10-97 ス いのちの響ホスピスの春夏秋冬 末永和之著 青梅社 03.11.12

Ｃ-② 10-99 ヤ ホスピスの「質」生の声 山崎章郎監修 講談社 01.4.2

Ｃ-② 11-13 イ 後悔しない最期の時の迎え方 井尾和雄著 現代書林 11.1.11

いのちについて
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Ｃ-② 11-14 オ
死と不安を乗り越える「医学」
納得のいく医療との出会い方

大津秀一著 筑摩書房 11.9.10

Ｃ-② 11-16 ニ
音楽で寄り添うということ
ホスピス緩和ケアの音楽療法

新倉晶子著 春秋社 10.8.30

Ｃ-② 12-20 ア 死とどう向き合うか新版
アルフォンス・デー
ケン著

ＮＨＫ出版 11.9.25

Ｃ-② 13-8 ナ
おひとりさまでも最期まで在宅
平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア

中澤まゆみ著 築地書館 13.4.30

Ｃ-② 16-10 タ
がんとともに自分らしく生きる希望をもって、がん
と向き合う「ＨＢＭ」のすすめ

高野利実著 きずな出版 16.4.1

Ｃ-② 19-18 ワ
自分らしい「生き」「死に」を考える
『私の生き方連絡ノート』を活用して

渡辺敏恵　著　その
他

EDITEX 16.8.3

Ｃ-② 20-25 ナ 声をなくして 永沢光雄 晶文社 05.8.10

Ｃ-② 20-26 マ
新しい声と生きる　がんで失った声をしゃんと発声
で取り戻す

増山敬祐・福島啓文編 メヂカルレビュー社 20.2.15

Ｃ-② 20-27 ノ てるてる坊主食堂-末期すい臓がんからの復活ー のりぽきーと 風澪社 19.12.29

Ｃ-② 20-28 ニ ACP入門　人生会議の始め方ガイド 西川満則・大城京子 日経メディカル20.4.27

Ｃ-② 20-29 ウ
まるっと！ACP　アドバンス・ケア・プラインニ
ング

宇井睦人編 南山堂 20.4.20

C-③ 10-2 イ 石谷邦彦のがんが再発・転移した時に読む本 石谷邦彦編著 主婦の友社 09.11.20

C-③ 10-28 モ もしも、がんが再発したら
「患者必携」本人と家族に伝えたいこと

国立がん研究セン
ターがん対策情報セ
ンター編

英治出版 12.3.10

C-③ 10-7 ヤ がんの転移、再発したときすぐに知りたいＱ＆Ａ
矢沢サイエンスオ
フィス編

学習研究社 08.3.31

C-③ 11-1 タ 再発　がんの治療最後の壁 田中秀一著 東京書籍 11.6.8

C-④ 10-175 ア おかあさんが乳がんになったの
アビゲイル＆エイドリア
ン・アッカーマン文・絵/
飼牛万里訳

石風社 07.6.5

C-④ 10-181 ク おかあさんだいじょうぶ？
黒井健絵/乳がんの親とそ
の子供のためのプロジェ
クト

小学館 10.2.13

C-④ 16-8 ク おかあさんだいじょうぶ？
黒井健絵/乳がんの親とそ
の子供のためのプロジェ
クト

小学館 10.2.13

C-④ 17-5 ア ある日。お父さんお母さんががんになってしまったら 阿部まゆみ訳編
ピラールプレ
イス

16.5.26

C-④ 17-6 ア ママ、なんで？びょうきのママにききたいの 阿部円香文/さとみ絵 書肆侃侃房 13.8.7

C-④ 17-7 ア あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二著 偕成社 16.10.00

C-④ 19-15 タ ママのバレッタ たなかさとこ　著 生活の医療 18.11.27

C-④ 19-16 ア
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と伴走
するために）

有賀悦子　著・編集 青海社 17.6.16

C-④ 19-20 オ 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　著 ポプラ社 18.2.9

Ｃ-⑤ 10-113 キ がん電話相談家族が困ったときに 季羽倭文子編著 三輪書店 97.7.15

Ｃ-⑤ 10-116 キ がん告知を受けた家族の本 季羽倭文子著 池田書店 09.3.19

Ｃ-⑤ 10-146 カ
妻を看取る日
国立がんセンター名誉教授の喪失と再生の記録

垣添忠生著 新潮社 09.12.20

Ｃ-⑤ 10-148 エ
告知と心のケアから治療・お金のことまで
大切な人に最期にしてあげられること

ＮＰＯ法人ホスピタ
ルケア研究会

河出書房新社 14.2.28

Ｃ-⑤ 10-211 キ
がん家族はどうしたらよいか
告知・医療・ホスピス・看取り-迷い、悩んだとき

季羽倭文子著 池田書店 08.11.20

Ｃ-⑤ 12-25 セ 「自分の家で死にたい」と言われたら読む本 関屋利治著 中経出版 12.2.2

Ｃ-⑤ 13-9 ナ 家族が「がん」になったら知っておくべきこと 中川恵一監修 池田書店 13.2.26

Ｃ-⑤ 17-4 ヤ 親ががんになったら読む本 山口建著 主婦の友社 16.1.31

Ｃ-⑤ 18-15 ア
今日から第二の患者さん がん患者家族のお役立ち
マニュアル

青鹿 ユウ 小学館 17.5.1

Ｄ 10-103 ナ 医者に遠慮する患者は長生きできない 中原英臣著 河出書房新社 05.3.5

Ｄ 10-139 イ できれば晴れた日に
自らの癌と闘った医師とそれを支えた主治医たちの思い

板橋繁著 へるす出版 09.6.5

Ｄ 10-140 イ 生きる　がんと向き合う7人のストーリー
井上怜奈/鳥越俊太郎
ほか著

幻冬舎 09.8.20

Ｄ 10-141 イ 團十郎復活六十兆の細胞に生かされて 市川團十郎著 文藝春秋 10.3.25

Ｄ 10-142 ウ 身体のいいなり 内澤旬子著 朝日新聞社 10.12.30

Ｄ 10-144 オ 二本の木夫婦がん日記 小沢棗/小沢千緒著 ＮＨＫ出版 10.5.25

Ｄ 10-149 キ できれば機嫌よく生きたい 岸本葉子著 中央公論新社 10.9.10

Ｄ 10-150 サ 余命ゼロを生きる
現役美容師奇跡の物語

佐藤由美著 ＷＥＶＥ出版 09.7.5

子供へがんを伝える

読みもの

家族向け
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Ｄ 10-152 ス ひとひらの死 末永和之著 近代文芸社 97.4.30

Ｄ 10-154 ナ ガン病棟のピーターラビット 中島梓著 ポプラ社 08.8.5

Ｄ 10-155 ヒ 天国に架ける橋 廣澤和夫著 文芸社 15.8.15

Ｄ 10-156 ホ 一発逆転ホームラン放つのはあなた！ ほしいまゆあ 文芸社 06.1.15

Ｄ 10-157 ヤ 笑薬がんと生きる100のことば 山本兼山著 青梅社 04.6.25

Ｄ 10-194 オ 生還へのファーボール 織伊友作著 青月社 09.12.16

Ｄ 10-198 カ 人は一瞬で変われる 鎌田實著 集英社 10.11.22

Ｄ 10-199 カ
鎌田實の「あなたがいたから」
ＮＨＫ「こころの遺伝子」ベストセレクション③

ＮＨＫ「こころの遺
伝子」製

主婦と生活社 11.2.7

Ｄ 10-200 カ 誰にも書けなかった国会議員の話 川田龍平著 ＰＨＰ研究所 10.1.5

Ｄ 10-201 エ 受診する通院する入院する！120の患者術
ＮＰＯ法人ささえあ
い医療人権センター
ＣＯＭＩ監

医学通信社 06.7.25

Ｄ 10-208 ヨ 日本人が知らない日本医療の真実 アキよしかわ
幻冬舎メディ
アコンサル
ティング

10-9.14

Ｄ 10-212 ガ がん患者大集会「全国」患者・家族メッセージ がん患者団体支援機
構編

三省堂 08.1.30

Ｄ 11-19 コ 乳がんを抱きしめて
39歳で乳がん患者だった私の治療記

小堀昌子著
プロモーショ
ンセンター

09.7.7

Ｄ 11-21 フ 若年性乳がんになっちゃた！ペコの闘病日記 藤谷ペコ著 北海道出版社 11.11.9

Ｄ 11-25 テ あなたとともにＷＩＴＨＮＥＳＳ 寺田佐代子詩/小川崇
写真・編

ＮＰＯぴあサ
ポートわかば
会

11.4.20

Ｄ 15-7 タ
がん末期のログブロック
患者になったジャーナリストが書き込んだ500日

高橋ユカリ著 プリメド社 14.11.10

Ｄ ア-1 遥かなる未踏峰（上）　（文庫） ジェフリー・アーチャー 
著　戸田裕之 訳

新潮社 11.1.1

Ｄ ア-2 遥かなる未踏峰（下）　（文庫） ジェフリー・アーチャー 
著　戸田裕之 訳

新潮社 11.1.1

Ｄ イ-1 今日も元気で！ 井手真知子 著 北水 01.9.20

Ｄ イ-2 バースデーの夜に　詩集 伊藤淳一郎 著 03.7月

Ｄ イ-3 ピアノの森　① 一色まこと 著 講談社 05.4.14

Ｄ イ-4 週末のフール 伊坂幸太郎 著 集英社 06.3.30

Ｄ ウ-4 おひとりさまの老後 上野千鶴子 著 法研 07.7.12

Ｄ ウ-5 おはん・風の音　（文庫） 宇野千代 著 中央公論新社 99.4.25

Ｄ ウ-6 ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム　絵と文評論社 88.11.30

Ｄ エ-8 つめたいよるに　（文庫） 江國香織 著 新潮社 96.6.1

Ｄ エ-9 人生の同伴者　（文庫） 遠藤周作 著
聞き手 佐藤泰正

新潮社 95.4.1

Ｄ オ-1 ハポン追跡　（文庫） 逢坂剛 著 講談社 95.10.15

Ｄ オ-2 「自分の木」の下で 大江健三郎
大江ゆかり 著

朝日新聞社 01.7.1

Ｄ オ-3 川柳うきよ大学 小沢昭一 著 新潮社 08.5.20

Ｄ カ-1 求めない 加島祥造 著 小学館 07.7.3

Ｄ カ-10 美智子皇后 河原敏明 著 講談社 90.10.20

Ｄ カ-10 「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 19.2.28

Ｄ カ-11 なぜかうまくいく人の習慣術 樺 旦純 著
かんば わたる

日本文芸社 02.11.30

Ｄ カ-2 てのひら詩集　１ 金子みすず 作
いもとようこ 絵

JURA出版局 03.4.11

Ｄ カ-3 がんばらない　（文庫） 鎌田實 著 集英社 03.6.25

Ｄ カ-4 がんばらない　（文庫） 鎌田實 著 集英社 03.6.25

Ｄ カ-5 それでも やっぱり がんばらない 鎌田實 著 集英社 05.5.31

Ｄ カ-6 それでも やっぱり がんばらない 鎌田實 著 集英社 05.5.31

Ｄ カ-7 雪とパイナップル 鎌田實 著 集英社 04.6.30

Ｄ カ-8 冬子の兵法　愛子の忍法 上坂冬子
佐藤愛子 著

海竜社 01.11.16

Ｄ カ-9 神様 川上弘美 著 中央公論新社 01.10.25

Ｄ グ-1 完訳　グリム童話集　1　（文庫） 金田鬼一 訳 岩波書店 91.1.5

Ｄ グ-2 完訳　グリム童話集　2　（文庫） 金田鬼一 訳 岩波書店 91.12.5

Ｄ グ-3 完訳　グリム童話集　3　（文庫） 金田鬼一 訳 岩波書店 91.12.6
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Ｄ グ-4 完訳　グリム童話集　4　（文庫） 金田鬼一 訳 岩波書店 91.12.7

Ｄ グ-5 完訳　グリム童話集　5　（文庫） 金田鬼一 訳 岩波書店 92.4.6

Ｄ コ-1 検屍官　（文庫） パトリシア・コーンウェ
ル 著/相原真理子 訳

講談社 92.1.15

Ｄ サ-1 シズコさん 佐野洋子 著 新潮社 08.4.25

Ｄ サ-2 「できる人」はどこがちがうか 斉藤孝 著 筑摩書房 01.7.20

Ｄ サ-3 酔田甫の四季 佐鹿英樹　著 精文社 13.2.00

Ｄ シ-1 さよならを言う前に 重兼芳子「生と死」講演録 重兼芳子 著 春秋社 94.10.20

Ｄ シ-2 ゴサインタン－神の座－ （文庫） 篠田節子 著 双葉社 00.6.20

Ｄ シ-3 女たちのジハード　（文庫） 篠田節子 著 集英社 00.1.25

Ｄ シ-4 くじけないで 柴田トヨ 著 飛鳥新社 10.3.25

Ｄ タ-1 もっと知りたい！ 
 知りたがり患者の命を延ばしたがんの新常識

田原節子 著 エビデンス社 04.11.5

Ｄ ダ-1 だいじょうぶだよ、ゾウさん ヴァレリー・ダール　絵文溪堂 5.11

Ｄ デ-1 １ｍウォーキング・ダイエット デユーク更家 著 講談社 03.6.3

Ｄ デ-2 死にたもう母 出久根達郎 角川文庫 04.4.25

Ｄ ト-1 浴室 ジャン＝フィリップ・
トゥーサン 著/野崎歓 訳

集英社 90.1.10

Ｄ ト-2 銀の朝、金の午後　（文庫） 藤堂志津子 著 集英社 99.9.25

Ｄ ト-3 白い屋根の家　（文庫） 藤堂志津子 著 集英社 99..8.15

Ｄ ト-4 プワゾン　（文庫） 藤堂志津子 著 集英社 95.11.15

Ｄ ト-5 空を見る－ぬくもりのターミナルケア 徳永進 著 かもがわ出版 94.5.15

Ｄ ナ-1 あした野原に出てみよう 内藤いづみ 著 オフィス・エム 97.10.10

Ｄ ナ-2 あなたと話がしたくって 内藤いづみ対談集 内藤いづみ 著 オフィス・エム 01.2.1

Ｄ ナ-3 凛として生きる　続  終の棲家から 内藤富士丸 著 オフィス・エム 06.7.7

Ｄ ナ-4 日本史に見る女の生き方　（文庫） 永井路子 著 新潮社 83.3.25
（90.11.15）

Ｄ ニ-1 さくら 西加奈子 著 小学館 05.3.20

Ｄ ノ-1 もう一人の私 野村正満 編著
公的骨髄バン
クを支援する
東京の会

01.6.1

Ｄ ハ-1 水曜の朝、午前３時　（文庫） 蓮見圭一 著 新潮社 05.12.1

Ｄ バ-1 女性の品格 　装いから生き方まで 坂東眞理子 著 PHP研究所 06.10.3

Ｄ ヒ-1 ハッピーエブリデー 廣瀬裕子 著 大和書房 01.11.30

Ｄ ヒ-2 ハッピーライフ 廣瀬裕子 著 大和書房 00.9.30

Ｄ ヒ-3 手術室の独り言 平岩正樹 著 日本文芸社 02.10.27

Ｄ フ がん闘病とコメディカル-医療最前線からの提言 福原麻季著 講談社 07.6.20

Ｄ フ-1 幸せに生きるために 福本陽司 著 10.7.10

Ｄ ブ-1 The Blue Day Book
ブラッドリー・トレ
バーグリーヴ 著/石
田享 訳

竹書房 00.12.7

Ｄ フ-2 蝉しぐれ　（文庫） 藤沢周平 著 文藝春秋 91.7.10
(09.1.30)

Ｄ ブ-2 Dear　Moｍ
ブラッドリー・トレ
バーグリーヴ 著/石
田享 訳

竹書房 01.7.4

Ｄ フ-3 麦屋町昼下がり　（文庫） 藤沢周平 著 文藝春秋 92.3.10
(08.11.20)

Ｄ フ-4 暗殺の年輪　（文庫） 藤沢周平 著 文藝春秋 09.12.10

Ｄ ミ-1 胸の香り　（文庫） 宮本輝 著 文藝春秋 99.7.10

Ｄ ミ-2 花の降る午後　（文庫） 宮本輝 著 講談社 95.4.15

Ｄ ヤ-1 山谷でホスピス始めました。 山本雅基 著 実業之日本社 06.3.27

Ｄ ヤ-2 寿命図鑑 やまぐちかおり いろは出版 16.7.2

Ｄ ユ-1 勇気をくれたこのひとこと ディスカバー編
ディスカ
ヴァー・トゥ
エンティワン

03.12.25

Ｄ ヨ-1 激しく家庭的なフランス人、愛したりない日本人　
（文庫）

吉村葉子 著 講談社 07.12.14

Ｄ ロ-1 もうなかないよ、クリズラ ゼバスティアン・ロート冨山房 13.6.21

Ｄ ワ-1 鈍感力 渡辺淳一 著 集英社 07.2.10
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Ｄ ワ-2 幻覚　上　（文庫） 渡辺淳一 著 中央公論新社 07.10.25

Ｄ ワ-3 幻覚　下　（文庫） 渡辺淳一 著 中央公論新社 07.10.25

Ｄ ワ-4 別れぬ理由 渡辺淳一 著 新潮社 91.2.25

Ｄ ワ-5 幻覚 渡辺淳一

Ｄ ワ-6 のぼうの城 和田竜

Ｄ ワ-7 言葉のお守り わたなべあけみ　作 木星舎 03.3.1

Ｅ 10-170 イ チーム医療を担う医療人共通のテキスト
病気がみえるｖｏｌ7脳・神経

医療情報科学研究所 メディックメ
ディア

11.3.2

Ｅ 10-214 シ Ｃ型肝炎の自己管理　改訂３版 岡上武 編 医薬ジャーナル 11.9.10

Ｅ 10-215 ジ GVHD外来治療の自己管理 谷口修一　編 医薬ジャーナル 11.2.15

Ｅ 10-216 ジ ＧＶＨＤ外来治療の自己管理 谷口修一 編 医薬ジャーナル 11.2.15

Ｅ 11-22 ウ 痛みを残さない帯状疱疹
再発させない単純ヘルペス

漆畑修著 メディカルト
リビューン

11.4.27
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