
書籍名 著書 出版社

1 がんになったら 手に取るガイド 国立がん研究センター 学研

2 患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版 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

3 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 英治出版

4 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

5 がんノートBOOK NPO法人がんノート NPO法人がんノート

6 がんの小冊子～幡多版～ 幡多けんみん病院がん診療委員会 西部印刷

7 新 癌についての質問に答える 小川 道雄 へるす出版

8 がんになっても心配ありません 公益財団法人 がん研究会 国書刊行会

9 がん質問箱:がんのこと、わかりやすくお答えします 栃木県立がんセンター 下野新聞社

10 がん患者100の質問Q&A 安達 洋祐 メディカルレビュー社

11 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 青儀 健二郎 じほう

12 がんの予防  国立がん研究センター 津金 昌一郎 小学館クリエイティブ

13 科学的根拠にもとづく最新がん予防法 津金 昌一郎 祥伝社

14 生活習慣の改善でがんを予防する5つの法則 津金 昌一郎 日東書院本社

15 がん「予防」と「早期発見」の最前線 (文春MOOK 文春クリニック) ムック 文藝春秋

16 「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 講談社

17 がんで死なない: まんがでわかる 賢い患者入門 北見 けんいち、 藤野 邦夫 小学館

18 がんはどこまで防げるのか 浅香 正博 創英社/三省堂書店

19 がんに克つ がんにならない正しい知識と効果的な予防法 安田 洋 アントレックス

20 がんで死なないために知っておくべきこと 菊地 仁 幻冬舎

21 がんが再発・転移した時、あなたは?: 「末期がん」と共に生きる知恵 岩崎 瑞枝 中央法規出版

22 がんでは死なない 再発をのりきる 納得できる対処のために 松江 寛人 保健同人社

23 再発後を生きる イデアフォー 三省堂

24 がんで困ったときに開く本 2019 週刊朝日ムック 朝日新聞出版
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書籍名 著書 出版社

25 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

26 がん治療 迷いのススメ セカンドオピニオン活用術 渡辺 亨 朝日新聞出版

27 マンガで分かる賢いがん検診の受け方、使い方 近藤 慎太郎 日経BP社

28 検診・手術・抗がん剤の前に読む「癌」の本 松本 光正 あっぷる出版

29 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 プレジデント社 

30 いまさら訊けない!がん支持療法Q&A 加藤 明彦 中外医学社 

31 家族ががんになりました 大西 秀樹 法研

32 家族が「がん」になったら知っておくべきこと 中川 恵一 池田書店

33 がん患者の家族を救う55のQ&A 酒井 たえこ アイエス・エヌ

34 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

35 がんの親をもつ子どもたちをサポートする本 有賀 悦子 青海社

36 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

37 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 創元社

38 「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

39 最新版 がんのひみつ 中川 恵一 朝日出版社

40 知れば怖くない本当のがんの話 中川 恵一 中央公論新社

41 最強最高のがん知識 中川 恵一 海竜社

42 がんの時代 中川恵一 海竜社

43 まるごとわかる! がん 元雄 良治 南山堂

44 初めの一歩は絵で学ぶ 腫瘍学 知っておきたいがんの知識とケア 元雄 良治 じほう

45 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

46 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 「総合的な思春期・若年成人(AYA)世代のがん対策のあり方に関する研究」班 金原出版

47 妊娠期がん診療ガイドブック 北野 敦子 南山堂

48 オンコロジックエマージェンシー―病棟・外来での早期発見と帰宅後の電話サポート 日本がん看護学会 医学書院

49 腫瘍崩壊症候群(TLS)診療ガイダンス 日本臨床腫瘍学会 金原出版

50 がん患者の心臓を守る! 腫瘍循環器学Q&A 伊藤 浩 文光堂

51 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 メディカルビュー社

52 医療現場の行動経済学: すれ違う医者と患者 大竹 文雄 東洋経済新報社

53 患者のための医療法律相談―よりよい医療を実現するために 石川 順子 法学書院

54 がんのPET検査がわかる本 安田 聖栄 法研

55 がん（図説カラダ大辞典） 金沢医科大学 金沢医科大学出版局



書籍名 著書 出版社

56 がんのしおり ２０１３ 社会保険出版社編集部 社会保険出版社

57 がんで死ぬ県、死なない県 なぜ格差が生まれるのか(NHK出版新書) 松田 智大 NHK出版

58 幸せながん患者 幸福と不幸の分かれ道を、あなたはどう選びますか? 森山 紀之 講談社

59 がん検診を信じるな ∼「早期発見・早期治療」のウソ 鳥集 徹 宝島社

60 第9回高知県がんフォーラム（DVD) 高知県

61 第10回高知県がんフォーラム（DVD) 高知県

62 第11回高知県がんフォーラム（DVD) 高知県

1 胃癌治療ガイドライン 医師用 2018年1月 日本胃癌学会 金原出版

2 国立がん研究センターの胃がんの本 片井 均 小学館クリエイティブ

3 手術日までに患者が知りたい胃癌 市原 隆夫 金原出版

4 胃がんでいのちを落とさないために 浅香 正博 中央公論新社

5 胃がん手術後の生活読本 佐野 武 主婦と生活社

6 最新胃を切った人の後遺症―解説と体験者の知恵 吉野 肇一 協和企画

7 胃を切った人の後遺症の克服 松尾 裕 協和BOOKS

8 胃を切った人の体験記 松尾 裕 協和BOOKS

9 胃を切った仲間たち 健胃会 桐書房

10 H.pylori感染の診断と治療のガイドライン2016改訂版 日本ヘリコバクター学会ガイドライン作成委員会 先端医学社

11 胃がんの原因はピロリ菌です 内藤 裕二 大垣書店

12 ピロリ菌やばい 堀江 貴文 ゴマブックス

13 胃がんは「ピロリ菌除菌」でなくせる 堀江 貴文 潮出版社

14 胃炎をどうする? 血清ABC検診で 内視鏡で X線で 三木 一正 日本医事新報社

15 胃がん薬物治療Q&A 佐藤 温 ヴァンメディカル

16 余命半年、僕はこうして乗り越えた! 西村 元一 ブックマン社

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

18 よくわかる! がん最新治療シリーズ2 「胃がんと診断されました」 朝日新聞出版

1 患者さんのための大腸癌診療ガイドライン2014年版 大腸癌研究会 金原出版

  胃がん

  大腸がん



書籍名 著書 出版社

2 大腸がん検診マニュアル 日本消化器がん検診学会大腸がん検診精度管理委員会 医学書院

3 国立がん研究センターの大腸がんの本 金光 幸秀 小学館クリエイティブ

4 最先端治療 大腸がん 国立がん研究センター中央病院 法研

5 ゼロからわかる大腸がん 聖路加国際病院の健康講座 聖路加国際病院 (監修) 世界文化社 

6 よくわかる! がん最新治療シリーズ2 「大腸がんと診断されました」 朝日新聞出版

7 手術日までに患者が知りたい大腸癌 市原 隆夫 金原出版

8 大腸がん 手術後の生活読本 高橋 慶一 主婦と生活社

9 大腸がんを生きるガイド 石黒めぐみ 日経BP社

10 大腸がんでは死なせない―早期発見・治療で大腸がんは完治する! 工藤 進英 滋慶出版/土屋書店

11 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 真興交易医書出版

12 もしかして、遺伝性の大腸がん?―リンチ症候群―  国立がん研究センター中央病院 シービーアール

13 がん六回、人生全快 関原 健夫 ブックマン社

14 泣いて笑って食べた! —大腸がんステージ4を乗り越えて 髙野久美子 ゆいぽおと

15 医者が妻を看取る - 夫婦でがんと闘った3年10ヵ月の記録 小野寺 久 中央公論新社

16 がんと闘った科学者の記録（文庫本） 戸塚 洋二 文芸春秋

17 がん患者 鳥越 俊太郎 講談社

18 がんまんが 私たちは大病している 内田春菊 ぶんか社

19 Ｑ＆Ａで綴る大腸癌診療のレジデントノート 石黒 めぐみ メディカルビュー社

1 国立がん研究センターの肺がんの本 渡辺 俊一 小学館クリエイティブ

2 最先端治療 肺がん 国立がん研究センター中央病院呼吸器内科 法研

3 よくわかる肺がんQ&A 西日本がん研究機構編集 金原出版

4 肺がん: 名医が語る最新・最良の治療 光冨 徹哉 法研

5 肺がんの最新治療 (よくわかる最新医学) 坪井 正博 主婦の友社

6 図解 肺がんの最新治療と予防&生活対策 坪井 正博 日東書院本社

7 第一の肺癌治療 桜の花出版取材班(編) 桜の花出版

8 肺がん (インフォームドコンセントのための図解シリーズ) 西條 長宏 医薬ジャーナル社

9 「肺がんと診断されました」 週刊朝日ムック 朝日新聞出版

10 高齢者肺がん治療の実際 大江 裕一郎 医薬ジャーナル社

  肺がん



書籍名 著書 出版社

11 74歳 肺がん2回目の手術を乗り越えて 高橋 邦雄 幻冬舎

12 嫁さんのがん闘病記―妻は余命1年の宣告から10年生きた 加藤 政行 風詠社

1 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 (編集) 金原出版

2 最先端治療 乳がん 国立がん研究センター中央病院 乳腺外科 法研 

3 乳がん患者ケアパーフェクトブック 阿部 恭子 学研プラス

4 乳がんから自分をまもるために、知っておきたいこと 島田 菜穂子 日本医療企画

5 乳癌は予防できるか 野村 雍夫 東京図書出版 

6 乳がん 納得のいく治療を選ぶために 岩田 広治 ＮＨＫ出版

7 治療を始める前に読む 乳がんの本 イカロス出版

8 乳がんと診断されたらすぐに読みたい本 ～私たち100人の乳がん体験記 豊増さくらと乳がん患者会bambi組 健康ジャーナル社

9 セカンドオピニオンから学ぶ乳がん診療 岩田 広治 中外医学社

10 乳がん: 名医が語る最新・最良の治療 中村 清吾 法研

11 よくわかる! がん最新治療シリーズ1 「乳がんと診断されました」 朝日新聞出版

12 乳がんの早期発見と治療 これで安心 乳房健康研究会 小学館

13 これからの乳癌診療 2015-2016 園尾 博司 金原出版

14 1時間でわかる 乳がん 元気になるまでの治療・お金・家族の話 山田 圭子 秋田書店

15 寿命を10年延ばす-「乳がん専門医」の教え 竹原 めぐみ 中央公論新社

16 ピンクリボンと乳がん まなびBOOK 福田 護 主婦の友社

17 改訂版 ピンクリボンと乳がん まなび 福田 護 主婦の友社

18 乳がんの処方箋 後悔しないためのリスクと対策 小林 俊三 幻冬舎

19 乳癌診療アプリケーションノート 国立がん研究センター 中央病院乳腺グループ 南山堂

20 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 日本医事新報社

21 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 主婦の友社

22 遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)診療の手引き 2017年版 金原出版

23 実践! 遺伝性乳がん・卵巣がん診療ハンドブック:HBOC管理とがん予防のためのネクストステップ 山内 英子 メディカ出版

24 がんになる前に乳房を切除する 遺伝性乳がん治療の最前線 小倉 孝保 文藝春秋

25 遺伝するがん・しないがん: がんと遺伝の疑問に答える 仲田 洋美 法研

26 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 特定非営利活動法人 日本がん・生殖医療学会 金原出版

  乳がん



書籍名 著書 出版社

27 乳がんのゼロの日を目指して 富永 健 星の環会

28 女性のがんの本当の話 - がん専門女医と先輩患者からの本音のアドバイス 仲田 洋美 ワニブックス

29 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 小学館

30 コミックエッセイ ちびといつまでも -ママの乳がんとパパのお弁当と桜の季節 柏原 昇店 ジービー

1 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 日本婦人科腫瘍学会 金原出版

2 こちら「がん研有明相談室」子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへ 竹島 信宏 新興医学出版社

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

4 子宮体がん治療ガイドライン 2018年版 日本婦人科腫瘍学会 (編集) 金原出版

5 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 宇津木 久仁子 講談社

6 お医者さんの話がよくわかるから安心できる「子宮がん」と言われたら … 瀧澤 憲 保健同人社

7 よくわかる最新医学 子宮頸がん 小田 瑞恵 主婦の友社

8 女性のがんの治療 杉山 徹 ヴァンメディカル

9 子宮がん・卵巣がん手術後の生活ガイド 加藤 友康 保健同人社

10 子宮がん・卵巣がん そのあとに… 加藤 友康 保健同人社

11 イラストでわかる子宮がん・卵巣がん 副作用・後遺症への対処と、退院後を支援する 藤原 恵一 法研

12 グローバルマザー 河村 裕美 静岡新聞社

13 元気になるシカ! アラフォーひとり暮らし、告知されました 藤河 るり KADOKAWA

14 10万個の子宮:あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応なのか 村中 璃子 平凡社

1 Q&Aでスッキリわかる 前立腺癌 鈴木 啓悦 メジカルビュー社

2 前立腺がん検診ガイドライン 2018年版 日本泌尿器科学会 メディカルレビュー社

3 前立腺がん: 名医が語る最新・最良の治療 荒井 陽一 法研

4 前立腺がんの最新治療 赤倉 功一郎 主婦の友社

5 前立腺がん より良い選択をするための完全ガイド 頴川 晋 講談社

6 ドクター赤座の泌尿器がん最新情報 前立腺・膀胱・腎臓 赤座 英之 春秋社

7 イラストでわかる前立腺がん 治療の合併症・後遺症・副作用対処法 伊東 晴夫 法研

8 これで安心!前立腺がん・前立腺肥大症 市川 智彦 高橋書店

  子宮がん・卵巣がん

  前立腺がん



書籍名 著書 出版社

9 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・ジャパン編著 海鳴社

10 癌を追って ある貴重な闘病体験 石 弘光 中央公論新社

1 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 日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン改訂委員会 金原出版

2 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

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

4 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 保健同人社

5 図解決定版 すい臓の病気と最新治療&予防法 伊佐地 秀司 日東書院本社

6 膵癌早期診断実践ガイド 花田 敬士 文光堂

7 インフォームドコンセントのための図説シリーズ 膵がん 舩越 顕博 医薬ジャーナル社

8 すい臓がんから奇跡の生還―手術後7年の記録 星田 一郎 ハップ

9 すい臓がんステージⅣから還ってきた男 川嶋 勝美 タッケンホールディングス

10 末期がんでも元気に生きる 石 弘光 ブックマン社

1 こどものがんと治療 細野 亜古 メディカ出版

2 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

3 小児緩和ケアガイド 大阪府立母子保健総合医療センター 医学書院

4 子どもたちの笑顔を支える小児緩和ケア 多田羅 竜平 金芳堂

5 がんでも生き残る。: 余命宣告を覆した奇跡の実話 満尾圭介 カクワークス社

6 なんくるないさぁ。―小児ガンに打ち克った少女の愛の物語 吉野 やよい 主婦と生活社

1 血液のがん」と言われたら…（お医者さんの話がよく わかるから安心できる） 小澤 敬也 保健同人社

2 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

3 すぐよくわかる リンパ腫のやさしい講義 新津 望 メジカルビュー社

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

  膵臓がん

  小児がん

  血液がん



書籍名 著書 出版社

1 肝癌診療ガイドライン 2017年版 日本肝臓学会 (編集) 金原出版

2 肝臓がん: 名医が語る最新・最良の治療 高山 忠利 法研

3 生きる者の記録 佐藤 健 毎日新聞社

1 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 がん研有明病院編集 金原出版

1 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 保健同人社

2 食道がん 正しい知識でより良い治療を 細川 正夫 講談社

3 食道がんのすべてがわかる本 細川 正夫 講談社

1 生きてるだけで150点! 小西 博之 毎日新聞出版

2 わたしのガン子ちゃん! 出木谷 潤子 鳥影社

1 さよならタマちゃん 武田 一義 講談社

1 やさしく解説甲状腺疾患の診断と治療: 甲状腺を専門としない医師のために 窪田 純久 南江堂

1 脳腫瘍 機能温存のための治療と手術 篠浦 伸禎 主婦の友社

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

3 にぃにのことを忘れないで ―脳腫瘍と闘った8年間 川上 ますみ 文芸社

  肝臓がん

  胆道がん

  食道がん

  腎臓がん

  精巣がん

  甲状腺がん

  脳腫瘍



書籍名 著書 出版社

1 世界初の人工舌で「夢の会話」に生き甲斐－舌がんで言葉を失った「がん学者」 小崎 武 東京図書出版

1 患者と家族にもよくわかるGIST（消化管間質腫瘍）ガイドブック 西田 俊朗 メディカルビュー社

1 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

1 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 小学館

2 抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤 隆佑 緑書房

3 抗がん薬おさらい帳 倉橋 基尚 じほう

4 国立がん研究センターに学ぶがん薬物療法看護スキルアップ 国立がん研究センター看護部 南江堂

5 静岡がんセンターから学ぶ最新化学療法&有害事象マネジメント 安井 博史 日本医事新報社

6 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 きずな出版

7 抗がん剤治療中の生活ケアBOOK 中川 靖章 実業之日本社

8 ドクターが教える抗がん治療がラクになる生活術の本 中川 靖章 日東書院本社

9 がん治療の疑問をメーリングリストで解決した件。: 薬剤師が知りたいがんの疑問52件をバッチリ解説! 日本臨床腫瘍薬学会 南江堂

10 抗がん剤 10の「やめどき」～あなたの治療、延命ですか? 縮命ですか? 長尾 和宏 ブックマン社

11 抗がん剤が効く人、効かない人（PHP新書） 長尾 和宏 PHP研究所

12 がんを薬で治す 2013年版 畠 清彦 朝日新聞出版

13 がんエマージェンシー: 化学療法の有害反応と緊急症への対応 中根 実 医学書院

14 がん薬物療法に伴う末梢神経障害マネジメントの手引き 2017年版 日本がんサポーティブケア学会 金原出版

15 がん薬物療法に伴う皮膚障害アトラス&マネジメント 日本がんサポーティブケア学会 金原出版

16 発熱性好中球減少症(FN)診療ガイドライン(改訂第2版) 日本臨床腫瘍学会 南江堂

17 がん薬物療法時の腎障害診療ガイドライン2016 日本腎臓学会 (編集) ライフ・サイエンス出版

18 顎骨壊死を知っていますか?―骨粗鬆症やがん治療中の患者さんが歯科治療にかかる前 澤瀬 隆 医歯薬出版

19 見てわかるがん薬物療法における曝露対策 日本がん看護学会 (監修) 医学書院

  舌がん

  ＧＩＳＴ

  原発不明がん

  化学療法



書籍名 著書 出版社

20 がん薬物療法における曝露対策実践ハンドブック―組織を動かしガイドラインを実践する 古澤 恭子 医学と看護社

21 抗がん薬曝露対策ファイル―NHOネットワーク共同研究参加32施設からの提言― NHO「HDの安全な取り扱い」の概念構築研究班 じほう

22 分子標的薬を中心とした皮膚障害 四国がんセンター化学療法委員会 メディカルビュー社

23 やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 瀧内 比呂也 医薬ジャーナル社

24 やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 朴 成和 医薬ジャーナル社

25 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

26 もっと知りたい! がんの治験・臨床試験 畠 清彦 医歯薬出版株式会社

27 患者のためのがん臨床試験ハンドブック 日本癌医療翻訳アソシエイツ

28 中心静脈ポートの使い方―安全挿入・留置・管理のために 荒井 保明 南江堂

1 がんと正しく戦うための 遺伝子検査と精密医療 西原 広史 羊土社

2 ここが知りたい 遺伝子診療 はてな？BOOK 野村 文夫 中外医学社

3 がん治療革命の衝撃―プレシジョン・メディシンとは何か NHKスペシャル取材班 NHK出版 

4 3大治療とゲノム医療 朝日新聞出版

5 ゲノム解析は「私」の世界をどう変えるのか? 生命科学のテクノロジーによって生まれうる未来 高橋 祥子 ディスカヴァー・トゥエンティワン

6 ゲノム編集の衝撃 「神の領域」に迫るテクノロジー NHK「ゲノム編集」取材班 NHK出版

7 実験医学増刊 Vol.36 No.15  動き始めた がんゲノム医療 中釜 斉 羊土社

8 マンガでわかるゲノム医学 ゲノムって何?を知って健康と医療に役立てる! 水島-菅野 純子 羊土社 

1 患者さんと家族のための放射線治療Q&A 2015年版 日本放射線腫瘍学会 金原出版

2 やさしくわかる放射線治療学 公益社団法人日本放射線腫瘍学会 学研メディカル秀潤社

3 がん放射線療法ケアガイド 久米 恵江 中山書店

4 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 真興交易医書出版

5 がん重粒子線治療のナゾ 川口 恭 大和出版

6 ここまできた重粒子線がん治療 辻井 博彦 産学社

7 がんは陽子線で治す 菱川 良夫 PHP研究所

8 重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック 研友企画出版企画部 法研

9 放射線治療 基礎知識図解ノート 榮 武二 金原出版

  ゲノム医療

  放射線治療



書籍名 著書 出版社

10 イラストでよくわかる放射線治療・放射線化学療法とサポーティブケア 阿南 節子 じほう

11 体にやさしく腫瘍を狙い撃ち 切らずに治すがん治療 渡邉 一夫 主婦の友社

12 医療被ばく相談Q&A 日本診療放射線技師会医療被ばく安全管理委員会 医療科学社

1 がん免疫療法ガイドライン 日本臨床腫瘍学会 金原出版

2 やさしく学べる がん免疫療法のしくみ 玉田 耕治 羊土社

3 マンガでわかる免疫学 河本 宏 オーム社

4 がん免疫療法ハンドブック 上田 龍三 (監修) メディカルレビュー社

5 読んで見てわかる免疫腫瘍学 岡 三喜男 中外医学社

6 がん光免疫療法の登場──手術や抗がん剤、放射線ではない画期的治療 永山 悦子 青灯社

7 今こそ知りたい! がん治療薬オプジーボ 佐々木 治一郎 廣済堂出版

8 免疫チェックポイント阻害薬の治療・副作用管理 佐藤 隆美 南山堂

9 免疫革命 がんが消える日 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社

10 見えてきたがんを治す免疫 谷口 克 技術評論社

11 がんを生きよう―あなたのT細胞が治療の主役です 伊東 恭悟 医学と看護社

12 がんワクチン治療革命 中村 祐輔 講談社

13 がんペプチドワクチン療法 中村 祐輔 旬報者

1 新版 がん緩和ケアガイドブック 小川 朝生 青海社

2 緩和ケア白書2018 志真 泰夫 青海社

3 緩和医療のすすめ 中川 恵一、青木 幸男 最新医学社

4 よい質問から広がる緩和ケア 余宮きのみ 南江堂

5 国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水 研 小学館

6 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

7 がん疼痛緩和の薬がわかる本 第2版 余宮  きのみ 医学書院

8 どう診る!? がん性疼痛: 二刀流の緩和ケア医が教える、病院でも在宅でも使える緩和医療薬処方のコツ 廣橋 猛 メディカ出版

9 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

10 がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き 2018年版  日本緩和医療学会ガイドライン統括委員会 金原出版

  免疫療法

  緩和医療



書籍名 著書 出版社

11 症例を時間で切って深く知る!がん緩和医療 有賀 悦子 日本医事新報社

12 スキルアップ がん症状緩和 有賀 悦子 南江堂

13 がん患者の症状緩和とマネジメント 池垣 淳一 日総研出版

14 緩和ケア 2016年06月増刊号雑誌 青海社

15 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標 森田 達也 青海社

16 緩和ケア患者説明ガイド がんナーシング メディカル出版

17 小澤竹俊の緩和ケア読本―苦しむ人と向き合うすべての人へ 小澤 竹俊 日本医事新報社

18 エビデンスからわかる 患者と家族に届く緩和ケア 森田 達也 医学書院

19 生きるための緩和医療 伊藤 真美 医学書院

20 心に寄り添う緩和ケア 赤穂 理恵 新曜社

21 がんと心のケア 明智 龍男 ＮＨＫ出版ブックス

22 死にゆく患者（ひと）と、どう話すか 明智 龍男(監修)、國頭 英夫(著) 医学書院

23 がん患者の心を救う―精神腫瘍医の現場から 大西 秀樹 河出書房新社

24 女性のがん 心のケア 大西 秀樹 滋慶出版/土屋書店

25 遺族外来: 大切な人を失っても 大西 秀樹 河出書房新社

26 サイコオンコロジーを学びたいあなたへ 内富 庸介、大西 秀樹 文光堂

27 ポケット精神腫瘍学 医療者が知っておきたいがん患者さんの心のケア 日本サイコオンコロジー学会 創造出版

28 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 KADOKAWA

29 患者の心を誰がみるのか―がん患者に寄り添いつづけた精神科医丸田俊彦の言葉 岡山 慶子 岩崎学術出版社

30 がんに負けない心理学 臨床心理士が教える心の応急手当てとケアの方法 和田 のりあき PHP研究所

31 マンガで学ぶ生命倫理 児玉 聡 化学同人

32 絵でわかる 口述スピリチュアルケア 岡本 拓也 中外医学社

33 看護に活かす スピリチュアルケアの手引き 第2版 田村 恵子 青海社

34 残された時間」を告げるとき 余命の告知 Ver.3.1  西 智弘 青海社 

35 「がん」からもう一度人生が始まる 絶望や不安を希望に変える心の持ち方 保坂 隆 ＰＨＰ研究所

36 緩和ケアのコミュニケーション: 希望のナラティヴを求めて サンドラ・レイガン 新曜社

37 終末期医療の緩和ケア ジェイムス・F・ハンラティ 朝日出版社

38 がん医療における意思決定支援 予後告知と向き合う家族のために 吉田 沙蘭 東京大学出版会

39 看護者が行う意思決定支援の技法30-患者の真のニーズ・価値観を引き出すかかわり 川崎 優子 医学書院

40 いのちの終わりにどうかかわるか 木澤義之 医学書院

41 もしも「余命６ヵ月」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



書籍名 著書 出版社

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

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

44 旅立ちのデザイン帖―あなたらしい“終活"のガイドブック NPO法人ライフデザインセンター 亜紀書房

45 死亡直前と看取りのエビデンス 森田 達也 医学書院

46 末期がん患者の家族のための「看取り」の教科書 吉澤 明孝 主婦の友社

47 看取りケア プラクティス×エビデンス: 今日から活かせる72のエッセンス 宮下 光令 南江堂

48 死を迎える日のための心得と作法17カ条 藤腹 明子 青海社

49 死すべき定め――死にゆく人に何ができるか アトゥール・ガワンデ みすず書房

50 患者と家族にもっと届く緩和ケア ひととおりのことをやっても苦痛が緩和しない時に開く本 森田 達也 医学書院

51 終末期の苦痛がなくならない時,何が選択できるのか?: 苦痛緩和のための鎮静 森田 達也 医学書院

52 その鎮静、ほんとうに必要ですか―がん終末期の緩和ケアを考える 大岩 孝司 中外医学社

53 せん妄予防のコツ -静岡がんセンターの実践 松本 晃明 星和書店

54 リラクセーション法入門 セルフケアから臨床実践へとつなげるホリスティックナーシング 小板橋 喜久代 日本看護協会出版社

55 教えて在宅緩和ケア 前野 宏 北海道新聞社

56 在宅ホスピス」という仕組み 山崎 章郎  新潮社

57 ナラティブホームの物語: 終末期医療をささえる地域包括ケアのしかけ 佐藤 伸彦 医学書院

58 いま、希望を語ろう 末期がんの若き医師が家族と見つけた「生きる意味」 ポール カラニシ 早川書房

59 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 ちとせプレス

60 ひとまずがんの治療を終えたあなた へフランシス・グッドハート 国書刊行会

61 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 医学書院

62 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 青海社

63 がん看護の日常にある倫理―看護師が見逃さなかった13事例 日本がん看護学会 医学書院

64 「燃えつきない」がん看護 安達 富美子 医学書院

65 専門家をめざす人のための緩和医療学 日本緩和医療学会 南江堂

66 緩和医療薬学 日本緩和医療薬学会 南江堂

67 サルコペニア診療ガイドライン2017年版 サルコペニア診療ガイドライン作成委員会 ライフサイエンス出版

68 やさしいがんの痛みの自己管理 改訂4版 武田 文和 医薬ジャーナル社

1 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 金原出版

  がんのリハビリテーション



書籍名 著書 出版社

2 がんのリハビリテーションベストプラクティス 日本がんリハビリテーション研究会 金原出版

3 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

4 がんのリハビリテーションQ&A 辻 哲也 中外医学社

5 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 島崎ら 中山書店

6 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

1 リンパ浮腫診療ガイドライン 2018年版 日本リンパ浮腫学会 金原出版

2 正しいリンパ浮腫の診断・治療 廣田 彰男 日本医事新報社

3 絵でみるリンパ浮腫ケアのテクニック 赤澤 千春 Kinpodo

4 上肢リンパ浮腫のリハビリテーション 安保ら 三輪書店

5 あらたな一歩！ リンパ浮腫の退院時セルフケア指導 近藤 敬子 日本看護協会出版社

6 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

7 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 改訂新版 廣田 彰男 主婦の友社

8 リンパ浮腫 保存療法から外科治療まで 廣田 彰男 主婦の友社

9 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 保健同人社

1 多職種で取り組む食支援: 急性期から看取りまで 古屋 聡 南山堂

2 抗がん剤・放射線治療と食事の治療 女子栄養大学出版部

3 がん患者さんのための国がん東病院レシピ 大江 裕一郎 法研

4 「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  法研

5 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

6 胃を切った人を元気いっぱいにする食事１６０ 長ら 主婦の友社

7 毎日おいしく食べる! 胃を切った人のための食事 比企 直樹 ナツメ社

8 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

9 大腸癌手術後の１００日レシピ 退院後の食事プラン 桑原ら 女子栄養大学出版部

10 きょうもおいしく 大腸がん術後体験談＆レシピ Ｒico 女子栄養大学出版部

11 子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ―退院後の食事プラン 岩崎 啓子 女子栄養大学出版部

12 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 がん研究会有明病院 女子栄養大学出版部

  リンパ浮腫

  栄養・食事療法



書籍名 著書 出版社

13 がん研有明病院の口とのどのがん治療に向きあう食事 ー頭頚部がんー がん研究会有明病院 女子栄養大学出版部

14 おうちでできるえんげ食 ニュートリ株式会社編集 エス・エム・エス

15 NST・緩和ケアチームのためのがん栄養管理完全ガイド  比企 直樹 文光堂

16 「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 髙志 光文社

1 治療を支える がん患者の口腔ケア 日本口腔ケア学会学術委員会(編) 医学書院

2 徹底ガイド 口腔ケアQ&A すべての医療従事者・介護者のために 第２版 吉田 和市 総合医学社

3 口腔の緩和医療・緩和ケア 杉原ら 永末書店

4 がん患者の口腔マネージメントテキスト―看護師がお口のことで困ったら 上野 尚雄  文光堂

5 看護の現場ですぐに役立つ 口腔ケアのキホン 中澤真弥 秀和システム

1 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蹟 星野 惠津夫 海竜社

2 症例から学ぶがんの漢方サポート 星野 惠津夫  南山堂

3 抗がん剤の辛さが消える 速効! 漢方力 井齋 偉矢 青春出版社

1 骨転移診療ガイドライン 日本臨床腫瘍学会 南江堂

2 がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス2016年版 日本緩和医療学会

3 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 2017年版 日本癌治療学会 金原出版

4 がん患者に対するアピアランスケアの手引き 2016年版 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

5 臨床で活かす がん患者のアピアランスケア 野澤 桂子 南山堂

6 がん闘病中の髪・肌・爪の悩み サポートブック 赤木 勝幸 英治出版

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

8 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 エス・エム・エス

9 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 じほう

10 ストーマケアのコツとワザ201(消化器外科ナーシング2014年秋季増刊) 熊谷 英子 メディカ出版

11 快適！ストーマ生活：日常のお手入れから旅行まで 松浦ら 医学書院

12 人工肛門の仲間たち 築地新生会 桐書房

  口腔ケア

  漢方療法

  そのほかの治療



書籍名 著書 出版社

13 スキンケアガイドブック 日本創傷オストミー失禁管理学会 照林社

17 がんに効く最強の統合医療 星野 惠津夫 マキノ出版

18 ハイパーサーミア 患者からがん温熱療法を希望されたら 古倉 聡 診断と治療社

19 ガンになってもあきらめないで!―注目されるハイパーサーミア(温熱療法)の効果 近藤 元治 毎日健康サロン

20 やせる! 若返る! 病気を防ぐ! 腸内フローラ10の真実 NHKスペシャル取材班 主婦と生活社

21 サイモントン療法――治癒に導くがんのイメージ療法 川畑 伸子 同文館出版

22 名医に聞く あきらめないがん治療 田口 淳一 ブックマン社

23 最新型ウイルスでがんを滅ぼす 藤堂 具紀 文藝春秋

24 慢性便秘症診療ガイドライン2017 慢性便秘の診断治療研究会 南江堂

1 家で生きることの意味  柳田 邦男、川越 厚 青海社

2 自分の家で死にたいと言われたら読む本 関屋 利治 中経出版

3 家で看取るということ 川越 厚 講談社

4 病院で死ぬのはもったいない: 〈いのち〉を受けとめる新しい町へ 山崎 章郎 春秋社

5 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 たんぽぽ企画

6 上野千鶴子が聞く 小笠原先生、ひとりで家で死ねますか? 上野 千鶴子 朝日新聞出版

7 事例で学ぶ在宅医療のコツとピットフォール 矢吹 拓 南江堂

8 超・開業力 在宅医療・クリニック経営の新常識と新城式 新城 拓也 金原出版

9 訪問看護が支えるがんの在宅ターミナルケア 全国訪問看護事業協会 日本看護協会出版会

10 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 

11 家族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 幻冬舎

12 ご家族のための在宅療養ガイド 地域におけるがん患者の緩和ケアと療養支援

13 家で死ぬこと、考えたことありますか? 秋山 正子 保健同人社

14 つながる・ささえる・つくりだす 在宅現場の地域包括ケア 秋山 正子 医学書院

15 私らしく死にたい 病後の医療・暮らし・旅立ち 国際長寿センター日本(ILCーJapan) 水曜社

16 不安解消！親の入院・介護のしくみと手続きがすぐわかる本 城島 明彦 秀和システム

17 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

18 これからの医療と介護のカタチ～超高齢社会を明るい未来にする10の提言 佐々木 淳 日本医療企画

19 ケーススタディで学ぶ がん患者ロジカル・トータルサポート 髙瀬 久光 じほう

  在宅・介護



書籍名 著書 出版社

20 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 医学書院

21 在宅医療×感染症 遠藤 光洋 大曲 貴夫 南山堂

1 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 合同出版 

2 がん経験者のための就活ブック ＮＰＯ法人ＨＯＰＥプロジェクト 合同出版 

3 働く女性のための がん入院・治療生活便利帳 岩井 ますみ 講談社

4 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 冨美恵 日本看護協会出版会

5 企業のためのがん就労支援マニュアル 高橋 都 労働調査会

6 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

7 がんから社会復帰 その軌跡とは!: がんを克服し、社会復帰するまでに自分がした行動と考え方 前田 誠二 デザインエッグ社

1 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のがんの本) 片山 均 小学館クリエイティブ

2 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 主婦の友社

3 知らないと損をする!国の制度をトコトン使う本 清水 京武 KADOKAWA 

4 がん保険に加入する前に読む本 菊地 勉 セルバ出版

5 先生、別の医者を紹介してください！ 納得の医療を受けるための医師との賢いつき合い方 嵯峨崎 素子 日本文芸社

6 「かあさんの家」のつくり方 -ひとり暮らしから、とも暮しへ 市原 美穂 木星舎

7 医療現場で役立つ イラストカット&写真素材集3500 林 泰史 ナツメ社

1 がんを生きる 文芸春秋

2 新・がん５０人の勇気 柳田 邦男 文芸春秋

3 がん 生と死の謎に挑む 立花 隆 文芸春秋

4 がん患者学 柳原 和子 晶文社

5 がん生還者たち 柳原 和子 中央公論社

6 がん患者力 日本のがん医療のこれが真実！患者が身を守る２９の知恵 NHK「がんプロジェクト」取材班 主婦の友社

7 がんから始まる 岸本 葉子 晶文社

8 がんと心 岸本 葉子、内富 康介 晶文社

  就労

  お金の話・その他

  がん関連図書



書籍名 著書 出版社

9 がん哲学外来の話～殺到した患者と家族が笑顔を取り戻す 樋野 興夫 小学館

10 がん哲学外来コーディネーター 樋野 興夫 みみずく舎

11 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

12 苦しみを癒す「無頓着」のすすめ 樋野 興夫 ブックマン社

13 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

14 いい人生は、最期の5年で決まる (SB新書) 樋野 興夫 SBクリエイティブ

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

16 人の心に贈り物を残していく 樋野 興夫、 柳田 邦男 悟空出版

17 がんで死なない生き方 中川 恵一 光文社

18 死を忘れた日本人 中川 恵一 朝日出版社

19 自分を生ききる 中川 恵一、養老 孟司 小学館

20 がんになった外科医元ちゃんが伝えたかったこと 西村元一 照林社

21 校長先生、がんになる 小林 豊茂 第三文明社

22 学校におけるがん教育の考え方・進め方 植田 誠治 大修館書店

23 がんの幸せな受け入れ方 朝日 俊彦 幸福の科学出版

24 笑って死ぬために スピリチュアルケアとは 朝日 俊彦 新曜社

25 いのちの落語 樋口 強 文芸春秋

26 生きてるだけで金メダル 樋口 強 春陽堂

27 6歳のお嫁さん 亡き娘から託された「いのちの授業」 鈴木 中人 実業之日本社

28 大人のための「いのちの授業」 (小児がんで娘を亡くした私が伝えたいこと) 鈴木 中人 致知出版社

29 いのちの授業 がんと闘った大瀬校長の六年間 神奈川新聞報道部 新潮社

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

31 いのちの苦しみは消える: 医師で僧侶で末期がんの私 田中 雅博 小学館

32 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

33 がんでも長生き 心のメソッド 今渕 恵子 マガジンハウス

34 がんは人生を二度生きられる 長尾 和宏 青春出版社

35 がんを「味方」にする生き方 （日経プレミアシリーズ） 小林 博 日本経済新聞出版社

36 がんになってもあわてない 平方 眞 朝日新聞社

37 がんにならない、負けない生き方 平方 眞 サンマーク出版

38 がんになって生きるということ、死ぬということ 常蔭 純一 潮出版社

39 私はがんで死にたい 小野寺 時夫 メディカルトリビューン



書籍名 著書 出版社

40 ラスト・ソング 佐藤 由美子 ポプラ社

41 死に逝く人は何を想うのか 遺される家族にできること 佐藤 由美子 ポプラ社

42 患者から「早く死なせてほしい」と言われたらどうしますか？ 新城 拓也 金原出版

43 がんと命の道しるべ 余命宣告の向こう側 新城 拓也 日本評論社

44 看取り先生の遺言 奥野 修司 文芸春秋

45 がんにならないのはどっち？ 秋津 壽男 あさ出版

46 長生きするのはどっち? 秋津 壽男 あさ出版

47 いのちのスタートライン 大久保 淳一 講談社

48 がんの時代、心のケア 上野 玲 岩波書店

49 一流患者と三流患者 医者から最高の医療を引き出す心得 上野 直人 朝日新聞出版

50 日米がん格差 アキ よしかわ 講談社

51 村尾医師のがんよろず相談承ります 村尾 眞一 神戸新聞総合出版センター

52 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

53 難しいことはわかりませんが、「がん」にならない方法を教えてください! 水上 治 文響社

54 あなたのがんは「これ」で9割防げる がんはステージ0で見つけ、未病で治す 佐藤 俊彦 幻冬舎

55 大場先生、がん治療の本当の話を教えてください 大場 大 扶桑社

56 がんに克つ 医師ではなく、患者が主役のがん治療 内藤 康弘 幻冬舎

57 がんになって、止めたこと、やったこと 野中 秀訓 主婦の友社

58 治るという前提でがんになった 情報戦でがんに克つ 高山 知朗 幻冬舎

59 振り回されない「がん」医療 - 病理医だけが知っている“本当"の診断最前線 福嶋 敬宜 ワニブックス

60 患者の目線 医療関係者が患者・家族になってわかったこと 村上 美紀子 医学書院

61 親ががんだとわかったら はにわ きみこ 文芸春秋

62 はじめよう！がんの家族教室 小森 康永 日本評論社

63 家族のケアでがんは消える 患者を生還に導く48の智恵 野本 篤志 遊タイム出版

64 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

65 医者は自分や家族ががんになったとき、どんな治療をするのか 川嶋 朗 アスコム

66 北海道でがんとともに生きる 大島 寿美子 寿郎社

67 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

68 がんと生きる わたし流 松尾 倶子 せせらぎ出版

69 ありがとうって言えたなら 瀧波 ユカリ 文藝春秋

70 「ありがとう」100万回の奇跡 工藤 房美 風雲舎



書籍名 著書 出版社

71 心に残る医療 日本医師会 医学書院

72 あなたが名医と出会うための5つのヒント 村田 幸生 大空出版

73 がん診療のUNCOMMON対応マニュアル 内藤 陽一(編) メジカルビュー社

74 がんとわたしノート 黒田 尚子 ビーケイシー

75 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

76 65歳からは検診・薬をやめるに限る! ―高血圧・糖尿病・がんはこわくない 名郷 直樹 さくら舎

77 がんと診断された私が生きるためにやったこと 広浜 千絵 角川新書

78 がんが自然に治る生き方 ケリー・ターナー プレジデント社

79 がんで助かる人、助からない人 専門医がどうしても伝えたかった「分かれ目」 近藤 慎太郎 旬報社

80 がんにならない人の50の習慣 平島 徹朗 幻冬舎

81 がんを再発させない生活術―きょうから始められる５つの習慣 鹿島田 忠史 主婦の友社

82 がんは引き分けに持ち込め 三好 立 セブン&アイ出版

83 このまま死んでる場合じゃない! がん生存率0%から「治ったわけ」「治せるわけ」 岡田 直美 講談社

84 がん治療に苦痛と絶望はいらない 余命2ヵ月を完治に導くがん活性消滅療法 前田 華郎 講談社

85 がんについて知っておきたいもう一つの選択 Ty M. Bollinger 晶文社

86 健康を食い物にするメディアたち ネット時代の医療情報との付き合い方 朽木 誠一郎 ディスカヴァー・トゥエンティワン

1 あきらめない 鎌田 實 集英社

2 がんばらない 鎌田 實 集英社

3 それでもやっぱりがんばらない 鎌田 實 集英社

4 幸せさがし 鎌田 實 朝日新聞社

5 がまんしなくていい 鎌田 實 集英社

6 なげださない 鎌田 實 集英社

7 雪とパイナップル 鎌田 實 集英社

8 よくばらない 鎌田 實 ＰＨＰ研究所

9 死を受けとめる練習 鎌田 實 小学館

10 「わがまま」のつながり方 鎌田 實 中央法規出版

11 がんに負けない、あきらめないコツ 鎌田 實 朝日文庫

12 未来を生きる きみたちへ: 『二分の一成人式』で伝えたい いのちの話 鎌田 實 小学館

  関連図書



書籍名 著書 出版社

13 生きる力を磨く 吉川 敏一、鎌田 實 ＰＨＰ研究所

14 野の花の入院案内 徳永 進 講談社

15 野の花あったか話 徳永 進 岩波書店

16 わたしだって看取れる 徳永 進 ベストセラーズ

17 死の文化を豊かに 徳永 進 筑摩書房

18 どちらであっても――臨床は反対言葉の群生地 徳永 進 岩波書店

19 野の花診療所まえ 徳永 進 講談社

20 野の花診療所の一日 徳永 進 共同通信社

21 死ぬのは、こわい? (よりみちパン!セ) 徳永 進 イースト・プレス

22 こんなときどうする？ 徳永 進 岩波書店

23 野の道往診 徳永 進 NHK出版

24 野の花ホスピスだより 徳永 進 新潮社

25 老いと死がやってくる 徳永 進 雲母書房

26 団塊69(ロック)―臨床医のつぶやき 徳永 進 佼成出版社

27 臨床という海 徳永 進 看護の科学社

28 臨床に吹く風 徳永 進 新興医学出版社

29 死を越えて 「生きかた上手」の言葉150 日野原重明 いきいき

30 いのちの言葉 日野原重明 春秋社

31 いのちのおはなし 日野原重明 講談社

32 いのちのバトン―97歳のぼくから君たちへ 日野原 重明, いわさき ちひろ ダイヤモンド社

33 癒されて旅立ちたい―ホスピスチャプレン物語 沼野 尚美 佼成出版社

34 生と死を抱きしめて-ホスピスのがん患者さんが教えてくれた生きる意味 沼野 尚美 明石書店

35 満足して死に逝く為に-ホスピスチャプレンが見た「老い」の叫び 沼野 尚美 佼成出版社

36 いのちってなんだろう (子どもだって哲学) 中村 桂子など (著) 佼成出版社

37 灯をともす言葉 花森 安治 河出書房新社

38 花森安治のデザイン 花森 安治 暮しの手帖社

39 美しいものを (花森安治のちいさな絵と言葉集) 暮しの手帖編集部 暮しの手帖社

40 花森安治「暮しの手帖」初代編集長 暮しの手帖社

41 すてきなあなたに 大橋 鎮子 暮しの手帖社

42 すてきなあなたによりぬき集 大橋 鎮子 暮しの手帖社

43 暮しの手帖」とわたし 大橋 鎭子 暮しの手帖社



書籍名 著書 出版社

44 再発! それでもわたしは山に登る 田部井 淳子 文藝春秋

45 それでもわたしは山に登る 田部井 淳子 文藝春秋

46 てっぺん 我が妻・田部井淳子の生き方 田部井 政伸 宝島社

47 淳子のてっぺん 唯川 恵 幻冬舎

48 なんとめでたいご臨終 小笠原 文雄 小学館

49 くじけないで  柴田 トヨ 飛鳥新社

50 求めない 加島 祥造 小学館

51 ひとり 加島 祥造 淡交社

52 癒しのユーモア  柏木 哲夫 三輪書店

53 「死にざま」こそ人生 柏木 哲夫 朝日新書

54 奇蹟は自分で起こす  鈴木 秀子 海竜社

55 Good Luck アレックス・ロビラ ポプラ社

56 また会えるから  一条 真也 現代書林

57 いつでも会える 菊田 まりこ 学習研究社

58 ありがとうの本 竹本 聖 ぶんか社

59 ようこそ感動指定席へ! 言えなかった「ありがとう」 志賀内 泰弘 ごま書房新社

60 心にジーンと響く108の名言 竹内 政明 大和書房

61 One World 喜多川 泰 サンマーク出版

62 あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと 副島 賢和 学研教育みらい

63 わたしが死について語るなら 山折 哲雄 ポプラ社

64 魂は、あるか? ∼「死ぬこと」についての考察∼ 渡部 昇一 扶桑社 

65 生と死の意味を求めて 生と死を考える会 一橋出版

66 死とどう向き合うか 新版  アルフォンス・デ－ケン ＮＨＫ出版

67 死はこわくない 立花 隆 文藝春秋

68 死と生 佐伯 啓思 新潮社

69 喜びから人生を生きる! ― 臨死体験が教えてくれたこと アニータ・ムアジャーニ ナチュラルスピリット

70 もしここが天国だったら? アニータ・ムアジャーニ ナチュラルスピリット

71 さよならのあとで ヘンリー・スコット・ホランド 夏葉社

72 切に生きる 瀬戸内 寂聴 扶桑社

73 老いも病も受け入れよう 瀬戸内 寂聴 新潮社

74 100歳の精神科医が見つけた――こころの匙加減 高橋 幸枝 飛鳥新社



書籍名 著書 出版社

75 人は死なない 矢作 直樹 バジリコ

76 あした死ぬかもよ？ ひすい こたろう ディスカヴァー・トゥエンティワン

77 今日が人生最後の日だと思って生きなさい 小澤 竹俊 アスコム

78 2800人を看取った医師が教える人生の意味が見つかるノート 小澤 竹俊 アスコム

79 死を前にした人に あなたは何ができますか?   小澤 竹俊 医学書院

80 九十歳。何がめでたい 佐藤 愛子 小学館

81 対訳 ２１世紀に生きる君たちへ 司馬 遼太郎 朝日出版社

82 聞く力 阿川 佐和子 文芸春秋

83 静思のすすめ 大谷 徹奘 文芸春秋

84 忘れられない、あのひと言 「いい人に会う」編集部 岩波書店

85 置かれた場所で咲きなさい 渡辺 和子 幻冬舎

86 幸せの絵本－大人もこどももハッピーにしてくれる絵本100選 金柿 秀幸 ソフトバンククリエイティブ

87 ともだちは海のにおい (きみとぼくの本)  工藤 直子 理論社

88 サラとソロモン―少女サラが賢いふくろうソロモンから学んだ幸せの秘訣 エスター ヒックス ナチュラルスピリット

89 シルバー川柳 誕生日ローソク吹いて立ちくらみ 社団法人全国有料老人ホーム協会 ポプラ社

90 シルバー川柳 5 確かめるむかし愛情いま寝息 社団法人全国有料老人ホーム協会 ポプラ社

91 ますます健康川柳 210の教え 近藤 勝重 幻冬舎 

92 還暦川柳 60歳からの川柳 ∼遺言を 酒の肴に 毎夜変え 全国老人福祉施設協議会 宝島社

93 きみまろ「夫婦川柳」傑作選 綾小路 きみまろ 小学館

94 シルバー川柳特別編 ババァ川柳 毒蝮 三太夫 河出書房新社

95 サラリーマン川柳 なっとく傑作選 30回記念版 やく みつる NHK出版

96 古今亭志ん生 文藝別冊 河出書房新社

97 神様のカルテ 夏川 草介 小学館

98 庭説法 永 六輔 本願寺出版社

99 永六輔のお話し供養 永 六輔 小学館

100 老い方、六輔の。 永 六輔 飛鳥新社

101 地下鉄(メトロ)に乗って 浅田 次郎 徳間書店

102 白いページ 開高 健 潮出版社

103 とんび 重松 清 角川グループパブリッシング 

104 流星ワゴン 重松 清 講談社

105 火花 又吉 直樹 文芸春秋



書籍名 著書 出版社

106 劇場 又吉 直樹 新潮社

107 君の膵臓をたべたい 住野 よる 双葉社

108 素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野 圭吾 光文社

109 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 緑 慎也 講談社

110 ミライの授業 瀧本 哲史 講談社

111 トトロの住む家 増補改訂版 宮崎 駿 岩波書店

112 ジブリの仲間たち (新潮新書) 鈴木 敏夫 新潮社

113 新海 誠Walker ウォーカームック 新海 誠 KADOKAWA

114 新海誠監督作品 君の名は。美術画集 東宝 (監修) 一迅社

115 世界でもっとも貧しい大統領ホセ・ムヒカ 日本人へ贈る言葉 佐藤 美由紀 双葉社

116 春夏秋冬を楽しむ くらし歳時記 生活たのしみ隊 成美堂出版

117 つなみ―被災地の子どもたちの作文集 完全版 森 健 文藝春秋

118 ボールのようなことば 糸井 重里 東京糸井重里事務所

119 人生はワンチャンス! ―「仕事」も「遊び」も楽しくなる65の方法 水野 敬也 文響社

120 人生はニャンとかなる！-明日に幸福をまねく68の方法 人生は∼シリーズ 水野 敬也 文響社

121 心と体が軽くなる 万華鏡 DVDブック 山見 浩司 学研プラス

122 漫画 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス

123 全４７都道府県幸福度ランキング２０１８年版 寺島 実郎 東洋経済新報社

124 毎日読みたい365日の広告コピー WRITES PUBLISHING ライツ社

125 おもしろい!進化のふしぎ ざんねんないきもの事典 今泉 忠明 高橋書店

126 持続可能な医療 広井 良典 筑摩書房

127 こんなにも面白い医学の世界 からだのトリビア教えます 中尾 篤典 羊土社

128 まんが 人体の不思議 (ちくま新書1256) 茨木 保 筑摩書房

129 まんが医学の歴史 茨木 保 医学書院

130 新・名医の最新治療 2016 (週刊朝日ムック) 朝日新聞出版

1 わたしをみつけて 中脇 初枝 ホプラ社

2 ちゃあちゃんのむかしばなし 中脇 初枝 福音館書店

3 世界の果てのこどもたち 中脇 初枝 講談社

  郷土関連図書



書籍名 著書 出版社

4 四万十川燦燦 本田 祐造 日本写真企画

5 四季物語 本田祐造 日本写真企画

6 なんちゃぁない話 安倍 夜郎 実業之日本社

7 四万十食堂 安倍 夜郎 双葉社

8 四万十食堂 おかわり! 安倍 夜郎 双葉社

9 四万十怪奇譚 井上 淳哉 双葉社

10 想憶のシンフォニー 川島 宏知 文芸社

11 この空のかなた 須藤 靖 亜紀書房

12 ニッポンの風景をつくりなおせ―一次産業×デザイン=風景 梅原 真 羽鳥書店

13 いのちばんざい 小笠原 望 高知新聞社

14 診療所の窓辺から―いのちを抱きしめる、四万十川のほとりにて 小笠原 望 ナカニシヤ出版

15 もーもの歌たね 堀内 佳 南の風社

16 うたいつづけて 高知県児童詩研究会 高知新聞社

17 こどもが紡ぐ365日―高知県こども詩集やまもも35年 高知県児童詩研究会 高知新聞総合印刷

18 はだかのにんじゃ 植田 かおる 南の風社

19 幡多の昭和 樹林舎 高知県教科書株式会社

20 四万十川赤鉄橋の町 金井 明 高知新聞社

21 四万十川Ⅰ 永澤 正好 法政大学出版部

22 清流四万十川 澤田 佳長 NHK出版

23 四万十川 笹山 久三 河出書房新社

24 四万十有情 多田 信 高知新聞社

25 清流四万十を探る 澤良木 庄一 高知新聞社

26 四万十川秀歌百選 大滝 貞一 高知新聞社

27 高知あるある ビーグル38 能勢ヒロシ TOブックス

28 高知「地理・地名・地図」の謎 宅間 一之 実業之日本社

29 有川浩の高知案内 有川 浩 ダ・ヴィンチ編集部

30 高知県謎解き散歩 谷 是 新人物往来社

31 こじゃんと笑うた土佐民話落語Ⅳ 市原麟一郎 高知新聞社

32 伝えたい土佐の100人その言葉 高知新聞社 高知新聞社

33 土佐の民話 第1集 (日本の民話) 未来社

34 かわるに、かあらん 高知県地方創生プロジェクトにかけた男たち 東京ウォーカー編集部 KADOKAWA



書籍名 著書 出版社

35 土佐カツオ漁哀史 植杉 康英 飛鳥

36 美術屋百兵衛(43) 2017年 11 月号 盆栽世界 増刊 エスプレス・メディア出版

37 マチボン 高知vol.1 エス・ピー・シー

38 高知居酒屋辞典 ほっとこうち

39 高知34(見て知って)MAP第2版 高知新聞社 高知新聞社

40 高知県 四国旅マガジンGajA(ガジャ) MOOK エス・ピー・シー

41 四国旅マガジンGajA 四国新麺 うどん・蕎麦・中華そば エス・ピー・シー

1 いのちいっぱい 相田 みつお ダイヤモンド社

2 生きていてよかった 相田 みつを ダイヤモンド社

3 にんげんだもの 相田 みつを 文化出版社

4 雨の日には… 相田 みつを 文化出版社

5 一生感動 一生青春 相田 みつを 文化出版局

6 しあわせはいつも 相田 みつを 文化出版局

7 あなたの手のひら 星野 富弘 偕成社

8 花の詩画集 鈴の鳴る道 星野 富弘 偕成社

9 星野富弘詩画集 ありがとう私のいのち 星野 富弘 学研パブリッシング

10 いのちより大切なもの 星野 富弘 いのちのことば社

11 かぎりなくやさしい花々 星野 富弘 偕成社

12 星野富弘・相田みつを―いま出逢うふたつのいのち 星野 富弘、相田 みつを 星野富弘・相田みつを展実行委員会

13 自分の番を生きるということ: 人生のおさらい 佐々木 正美 小学館

14 まどみちお文芸別冊 まど みちお 文芸春秋

15 まど・みちお画集 とおい ところ まど みちお 新潮社

16 まどさんからの手紙 こどもたちへ まど みちお 講談社

17 まど・みちお詩集 (ハルキ文庫) まど みちお 角川春樹事務所

18 詩集 ありがとう サトウ ハチロー 日本図書センター

19 詩集 おかあさん―セレクト版 サトウ ハチロー 日本図書センター

20 サトウハチロー・いわさきちひろ詩画集 おかあさん サトウ ハチロー・いわさき ちひろ 講談社

21 あさ/朝 谷川 俊太郎 アリス館

  絵本・詩画・写真集



書籍名 著書 出版社

22 ゆう/夕 谷川 俊太郎 アリス館

23 いわさきちひろ全集11巻 いわさきちひろ ほるぷ出版

24 あ・い・た・く・て (小さい詩集)  工藤 直子 佐野洋 子 大日本図書

25 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子 講談社

26 ヨーコさんの“言葉” ふっふっふ 佐野 洋子 講談社

27 モタさんの“言葉” 斎藤 茂太 講談社

28 モタさんの“言葉”2 斎藤 茂太 講談社

29 今日も明日も上機嫌。モタさんの“言葉” 斎藤 茂太 講談社

30 [新装版]絵本版 象の背中 -旅立つ日- 城井 文絵、 秋元 康作 光文社

31 絵本版 象の背中 -バトンタッチ- 城井 文絵、 秋元 康作 光文社

32 続・象の背中 -バトンタッチ-[DVD] 秋元 康 ポニーキャニオン

33 12の贈り物 シャーリーン・コスタンゾ ポプラ社

34 Life(ライフ) くすのき しげのり 瑞雲舎

35 おばあさんの しんぶん 松本 春野 講談社

36 みんな,絵本から 柳田 邦男 講談社

37 絵本 小さいことにくよくよするな！―しょせん、すべては小さなこと リチャード・カールソン サンマーク出版

38 世界がもし100人の村だったら 4 子ども編 池田 香代子  マガジンハウス 

39 ハチドリのひとしずく いま、私にできること 辻 信一 光文社

40 こころの救急車４ 大切な人が死んじゃった トレボー・ロメイン 大月書店

41 夕焼けエッセー2017 おかげさまで15年 産経新聞社 産経新聞出版

42 より道やっちゃん 昭和の子どもブック ロコ・まえだ 辰巳出版

43 われら腕白小僧―昭和のこどもたち 石井 美千子 小学館

44 昭和サーティーズ―あの頃、まわりはすべて遊び場だった 福岡 俊道 文芸社

45 三丁目写真館～昭和30年代の人・物・暮らし～ 齋藤 利江 小学館

46 TraveLife クリエイティブに生きるために旅から学んだ35の大切なこと 本田 直之 マガジンハウス

47 奇跡の絶景 心を整える100の言葉 いろは出版

48 悠久の時を旅する 星野 道夫 Crevis

49 アークティック・オデッセイ―遥かなる極北の記憶 星野 道夫 新潮社

50 新装版 Alaska 風のような物語 星野 道夫 小学館

51 ナヌークの贈りもの 星野 道夫 小学館

52 Coyote No.59 星野道夫の遥かなる旅 星野 道夫 (その他) スイッチパブリッシング



書籍名 著書 出版社

53 新版 愛、深き淵より 星野 富弘 立風書房

54 星野道夫 風の行方を追って 湯川 豊 新潮社 

55 すてきな地球の果て 田邊 優貴子 ポプラ社

56 富士日記―山下茂樹富士山写真集 山下 茂樹 求龍堂

57 星月夜への招待 ＫＡＧＡＹＡ 河出書房新社

58 グリニッジ天文台が選んだ 絶景天体写真 寺門 和夫（監修、翻訳） パイインターナショナル

59 Moments on Earth―吉村和敏 初のベストショットアルバム1988-2015 吉村 和敏 日本カメラ社

60 光と風のコンツェルトII (風景写真BOOKS Artist Selection) 松井 秀雄 風景写真出版

61 BLUE［S］ 高橋 宣之 高知新聞総合印刷

62 地球 美の幻風景―桐野伴秋の世界 桐野 伴秋 高知新聞社

63 藤城清治  光と影の世界 藤城 清治 平凡社

64 Tokyo Sketch リアル色鉛筆画家・林亮太の世界 林 亮太 文芸社

65 アルプス星夜 菊池哲男写真集 菊池 哲男 山と渓谷社

66 大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」 NHKラジオセンター SBクリエイティブ

67 ちびゴリラのちびちび ルース・ボーンスタイン ほるぷ出版

68 ルラルさんのにわ いとう ひろし ポプラ社

69 ゆきみち 梅田 俊作、佳子 ほるぷ出版

70 チロヌップのきつね たかはし ひろゆき 金の星社

71 なく虫ずかん 松岡 達英 福音館書店

72 いたずらきかんしゃちゅうちゅう バージニア・リー・バートン 福音館書店

73 しろいうさぎとくろいうさぎ ガース・ウィリアムス、まつおか きょうこ 福音館書店

74 ろくべえまってろよ 灰谷 健次郎、長 新太 文研出版

75 フレデリック レオ・レオ二 好学社

76 スイミー レオ・レオ二 好学社

77 ちいさなヒッポ マーシャ・ブラウン 偕成社

78 たべられるしょくぶつ 森谷 憲、寺島 龍一 福音館書店

79 ざっそう 甲斐 信枝 福音館書店

80 ざりがに 吉崎 正巳、須甲 鉄也 福音館書店

81 せとうちたいこさん デパートいきタイ 長野 ヒデ子 童心社

82 あしたのねこ きむら ゆういち 金の星社

83 きつねにょうぼう 片山 健、長谷川 摂子 福音館書店



書籍名 著書 出版社

84 おじさんのかさ 佐野 洋子 講談社

85 はなをくんくん ルース・クラウス、マーク・サイモント 福音館書店

86 さるとかに 神沢 利子、赤羽 末吉 銀河社

87 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ くさば よしみ 汐文社

88 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 くもん出版

89 もうすぐママは星になる がんの母親とジェイミー スー・ローソン  汐文社 

90 さんねん峠―朝鮮のむかしばなし 李 錦玉 岩崎書店

91 お父さん・お母さんががんになってしまったら  Ann Couldrick ピラールプレス

92 かないくん (ほぼにちの絵本) 糸井 重里 東京糸井重里事務所

93 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 あすなろ書房

94 ムースの大だいこ 秋野 和子、秋野 亥左牟 福音館書店

95 いのちのまつり 草場 一寿 サンマーク出版

96 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 小学館

97 新装 ぼくを探しに シェル・シルヴァスタイン 講談社

98 セロひきのゴーシュ 宮沢 賢治、茂田井 武 福音館書店

99 新装版 ともだち (講談社の創作絵本) 太田 大八 講談社

100 かぜのでんわ いもと ようこ 金の星社

101 たいせつなきみ マルクス・ルケード いのちのことば社

102 ともだちからともだちへ アンソニー・フランス 理論社

103 じごくのそうべえ たじま ゆきひこ 童心社

104 100万回生きたねこ 佐野 洋子 講談社

105 わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社

106 6さいのおよめさん 鈴木 中人 サンクチュアリ出版

107 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治(著)、藤城 清治 (イラスト) 講談社

108 すばらしい みんな ボブ ・シール 岩崎書店

109 はじまりの日 ボブ・ディラン 岩崎書店

110 きょうはみんなでクマがりだ マイケル・ローゼン、ヘレン・オクセンバリー 評論社

111 木を植えた男 ジャン ジオノ あすなろ書房

112  レッドタートル ある島の物語 マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット 岩波書店

113 ともだちや 内田 麟太郎 偕成社

114 ヒョウのハチ: ぴっかぴかえほん 門田 隆将 小学館



書籍名 著書 出版社

115 虹の橋―Rainbow Bridge 葉 祥明 佼成出版社

1 がんサポート（月刊誌）2013年10月号より 創英社/三省堂書店

2 ライフライン21（季刊誌） がんの先進医療 2015年秋号より 蕗書房

3 「がん治療」新時代（年３回） メディネット

4 Cancer Board Square 2015年10月より 医学書院

5 日経メディカルCancer Review 季刊  Vol1 No1 2017より定期購読

1 ほっとこうち(月刊誌）2016年1月号 より

2 季刊高知（季刊誌）2013年Sprinng より

3 はたも～ら（季刊誌）2016年Sprinng より

  がん情報誌

  情報誌


