
<各種がんシリーズ>
冊子名 発行元

胃がん 国立がんセンターがん対策情報センター
食道がん 国立がんセンターがん対策情報センター
大腸がん 国立がんセンターがん対策情報センター
肝細胞がん 国立がんセンターがん対策情報センター
膵臓がん 国立がんセンターがん対策情報センター
胆のうがん 国立がんセンターがん対策情報センター
髄膜腫 国立がんセンターがん対策情報センター
聴神経鞘腫 国立がんセンターがん対策情報センター
喉頭がん 国立がんセンターがん対策情報センター
舌がん 国立がんセンターがん対策情報センター
中皮腫 国立がんセンターがん対策情報センター
胸腺腫と胸腺がん 国立がんセンターがん対策情報センター
肺がん 国立がんセンターがん対策情報センター
悪性リンパ腫 国立がんセンターがん対策情報センター
多発性骨髄腫 国立がんセンターがん対策情報センター
慢性骨髄性白血病 国立がんセンターがん対策情報センター
子宮頸がん 国立がんセンターがん対策情報センター
卵巣がん 国立がんセンターがん対策情報センター
腎盂尿管がん 国立がんセンターがん対策情報センター
腎細胞がん 国立がんセンターがん対策情報センター
前立腺がん 国立がんセンターがん対策情報センター
膀胱がん 国立がんセンターがん対策情報センター
悪性黒色腫 国立がんセンターがん対策情報センター
乳房外パジェット病 国立がんセンターがん対策情報センター
悪性繊維性組織球腫 国立がんセンターがん対策情報センター
口腔がん がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 乳がん 予防と診断・治療、社会復帰 がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 胃がん 予防と診断・治療、社会復帰と緩和ケア がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 肝がん 予防と診断・治療、社会復帰と緩和ケア がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 大腸がん 予防と診断・治療、社会復帰と緩和ケア がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 膵臓がん 予防と診断・治療、社会復帰と緩和ケア がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 食道がん 予防と診断・治療、社会復帰と緩和ケア がん研究振興財団
がんとどう付き合うか 卵巣がん 早期発見・早期治療が大切なのです がん研究振興財団
いつものこと、いつものようにオストメイトになられる方へ 鳥取大学医学部附属病院がんセンター
知っておいていただきたいがん骨転移の基礎知識 ノバルティスファーマ

＜小児がんシリーズ＞
冊子名 発行元

小児の悪性リンパ腫について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の横紋筋肉腫について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の肝腫瘍について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の骨肉腫について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の神経芽腫について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の腎腫瘍について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の脳腫瘍について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の胚細胞性腫瘍について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児の白血病について 国立がんセンターがん対策情報センター
小児のユーイング肉腫について 国立がんセンターがん対策情報センター
子どものがん がんとどう向き合うか がん研究振興財団

＜がん予防・検診＞
冊子名 発行元

やさしいがんの知識 がん研究振興財団
簡単なことです がんを防ぐための12ヵ条 がん研究振興財団
がん検診のすすめ －早期発見で早期治療を－ 日本対がん協会
がん検診 あなたの生活の、大切な習慣に 新潟県立がんセンター新潟病院
もっと知りたい乳がん －あなたを守る検診のすすめ－ がん研究振興財団

＜化学療法＞
冊子名 発行元

抗がん剤治療を安心して受けるために ～患者さんとそのご家族の方へのて
びき～

がん研究振興財団

患者さんとご家族の方へ 抗がん剤治療ハンドブック 静岡県立静岡がんセンター
外来の化学療法を受ける患者さまへ－快適に治療を受けられるために－ ファイザー株式会社
抗がん剤治療をうける患者さんの口腔ケア 静岡県立静岡がんセンター
がん化学療法後の消化器症状 千葉県がんセンター
抗がん剤治療と脱毛 静岡県立静岡がんセンター
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＜放射線治療＞
冊子名 発行元

知っておきたい放射線治療 がん研究振興財団
放射線治療を受けるあなたのために 北海道がんセンター
お口のまわりに放射線治療をうける患者さんの口腔ケア 静岡県立静岡がんセンター
放射線治療と脱毛 静岡県立静岡がんセンター

＜痛み・不快な症状・緩和ケア＞
冊子名 発行元

「がんの痛み」をコントロールする JPAP
がんの痛みと治療Q＆A 患者さんと家族の不安・疑問にお答えして① JPAP
がんの痛みと治療Q＆A 患者さんと家族の不安・疑問にお答えして② JPAP
治療のために痛みをとる JPAP
痛みのない人生を送るために JPAP
隠された痛みの声を聴く JPAP
「痛み止めの薬」のやさしい知識 ～あなたの痛みを上手に取り除くために～ がん研究振興財団
「学びの広場」シリーズ⑥ 緩和ケアとは？ 「がんの社会学」に関する合同研究班
「学びの広場」シリーズ⑨ 痛みをやわらげる方法 おくすりのお話 「がんの社会学」に関する合同研究班
緩和ケアを知っていますか がんとつらくなく向き合っていくために がん研究振興財団
「緩和ケア」を知ってください。 鳥取県立中央病院緩和ケアチーム
がんの痛みにお悩みの方へ 「聴かせてください」あなたの痛み ヤンセンファーマ株式会社
がんの「息苦しさ」とうまくつきあっていくために 協和企画
がん治療と口内炎 国立がんセンターがん対策情報センター
がん治療による口腔粘膜炎 静岡県立静岡がんセンター
リンパ浮腫 浮腫を予防するために 徳島県がん診療連携協議会

＜食事・胃瘻＞
冊子名 発行元

食事に困った時のヒント （がん治療中の患者さんとご家族のために）「苦しい
時の症状別Ｑ＆Ａ」

がん研究振興財団

がんとどう付き合うか がんと食事 予防と診断・治療、社会復帰と緩和ケア がん研究振興財団
胃瘻の説明を受けられる患者さんおよびご家族の方へ 大塚株式会社
胃瘻を造られた患者さん及びご家族の方へ 大塚株式会社
胃瘻トラブル対応マニュアル 大塚株式会社

＜気持ち、こころ、家族＞
冊子名 発行元

家族ががんになったとき 国立がんセンターがん対策情報センター
がんと心 国立がんセンターがん対策情報センター
がんと向き合う“こころのケア” 国立がんセンターがん対策情報センター
家族ががんになったとき 患者さんを支える6か条 国立がんセンターがん対策情報センター
がんと向き合うあなたへ ～ご存じですか 心のケア～ 埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科
「学びの広場」シリーズ⑦ がんと上手につきあう方法 ストレス解消法や心
の健康法

「がんの社会学」に関する合同研究班

「学びの広場」シリーズ⑧ 患者・家族のコミュニケーション 上手な気持ちの
伝え方

「がんの社会学」に関する合同研究班

コミュニケーションの道しるべ アストラゼネカ株式会社
お母さんどうしたの？ アストラゼネカ株式会社
乳がん患者さんとパートナーへの幸せな性へのアドバイス アストラゼネカ株式会社

＜医療費・療養生活＞
冊子名 発行元

｢学びの広場」シリーズ② 在宅で受けられる医療・生活支援サービス 訪問
診療や訪問看護、生活支援サービスの紹介

「がんの社会学」に関する合同研究班

「学びの広場」シリーズ③ 自宅での療養生活の工夫 福祉用具の調達方法
や生活支援サービスの内容紹介

「がんの社会学」に関する合同研究班

「学びの広場」シリーズ④ 医療費控除のしくみ 申告できる項目や計算方法
などの解説

「がんの社会学」に関する合同研究班

「学びの広場」シリーズ⑤ 医療費のしくみ 保険診療の話、高額療養費制度
の紹介

「がんの社会学」に関する合同研究班

あなたの家にかえろう 「おかえりなさい」プロジェクト事務局
がんとともに家で暮らそう 野の花診療所在宅支援 野の花診療所

＜かつら・ウイッグ関係＞
冊子名 発行元

フォンテーヌコレクション アデランス
BRILLIANCE HAIR WIG COLLECTION ウィッグ・オカダ
男性用 医療用ウィッグ（かつら）紹介 Medical Wig スヴェンソン
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Medical Wig 医療用かつら ハイネット
NATURAL QUEEN COLLECTION ハイネット

＜相談・情報・セカンドオピニオン＞
冊子名 発行元

「学びの広場」シリーズ① 医療情報をもっと知りたいとき 「がんの社会学」に関する合同研究班
全国のがん診療連携拠点病院と相談支援センター 国立がんセンターがん対策情報センター
相談支援センターにご相談ください 国立がんセンターがん対策情報センター
がん相談支援室のご案内 鳥取県立中央病院
「セカンドオピニオン」をご存じですか？ セカンドオピニオンネットワーク

＜補完代替医療(健康食品・免疫療法など）＞
冊子名 発行元

自分の力でがんと闘う 免疫細胞療法 共同通信社 医療情報センター
がんの補完代替医療ガイドブック 第２版 厚生労働省研究班
がんの補完代替医療－民間療法を利用する前に－ 四国がんセンター
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