
書籍No 書名 著者 出版社

1 メイド・イン・シンガポールのおっぱい 内田 絵子 北 水

2 おっぱいが二つほしい 内田 絵子 北 水

3 今日も元気で！ 井手眞知子 北 水

4 ハンドブック よくわかる肺がん 加藤 治文
特定非営利活動法人西日
本胸部腫瘍臨床研究機構

5 野の花診療所まえ 徳永進 講談社

6 人はなぜ生まれいかに生きるのか 江原啓之 ハート出版

7 天国で君に逢えたら 飯島夏樹 新潮社

8 ガンに生かされて 飯島夏樹 新潮社

9 がんと患者と家族
安達勇 監修 国立がんセ
ンターがん医療サポート
チーム編

医事出版社

10 Good Luck
アレックス・ロビラ、フェル
ナンド・トリアス・デ・ベス、
田内志文 訳

ポプラ社

11 形のない家族 徳永進 思想の科学者

12 100万回生きたねこ 佐野洋子 講談社

13 いのちの落語 樋口強 文藝春秋刊

14 ただマイヨ・ジョーヌのためでなく
ランス・アームストロング
著、安次嶺佳子訳

講談社

15 がんに負けないあきらめないコツ 鎌田實 朝日新聞社

16 防ぐ、治す肺がんの最新治療 加藤治文
講談社健康ライブラリーイラ
スト版

17 がんを生きるガイド「がん難民にならないために」 日経メディカル 日経BP社

18 看護 ベッドサイドの光景 増田れい子 岩波新書

19 がん患者を生きる 朝日新聞医療グループ編 朝日新聞社

20 心配しないでいいですよ放射線治療 山下孝、隅田伊織 真興交易（株）医書出版部

21 あなたを守る最新がん治療全ガイド
高橋利忠、加藤知行、愛
知がんセンター中央病院

22 認められぬ病 現代医療への根源的問い 柳澤桂子 中公文庫

23 いのち、生きなおす 玉地任子 集英社

24 がんの最新医療 垣添忠生 岩波書店

25 ほんのり入院記 鳥海昭子 本の泉社

26 乳がんなんかで泣かないで リボンの会 扶桑社

27 モリ‐先生との火曜日
ミッチ・アルボム著、別宮
貞徳訳

NHK出版

28 緩和ケアネットワークミーティング 有賀悦子 真興交易（株）医書出版部

29 シシリー・ソンダース シャーリー・ドゥブレイ 日本看護協会出版会

30 病気じゃないよ、フツーだよ 藤臣柊子 二見書房

31 見知らぬ妻へ 浅田次郎 光文社

32 Healing Art クミコ・クリストフ 文藝春秋

33 明日の記憶 萩原浩 光文社

34 「死の医学」への序章 柳田邦男 新潮社

35 そのときそばにいて 死の看護をめぐる論考集 寺本 松野 日本看護協会出版

36 大腸がん治療ガイドライン 大腸がん研究会 編 金原出版株式会社

37 岩合光昭デジカメ日記 岩合光昭 平凡社

38 卵巣がん治療ガイドライン2007年度版 日本婦人科腫瘍学会 金原出版株式会社
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39 あなたの手のひら 星野富弘 偕成社

40 眉山 さだまさし 幻冬舎

41 苦しみの中でも幸せは見つかる 小澤竹俊 扶桑社

42 家で看取るということ 川越厚 川越博美 講談社

43 自分生ききる 日本のがん治療と死生観 中川恵一 養老猛司 小学館

44 がんに打ち勝つ患者学
帯津良一 グレッグ・アン
ダーソン

実業之日本社

45 心の治癒力をうまく引きだす 黒丸尊治 築地書房

46 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 宮崎仁 医学書院

47 新版前立腺肥大・前立腺がん 澤村良勝 主婦の友社

48 だいじょうぶだいじょうぶ いとうひろし 講談社

49 医者の私ががんに罹ったら 平岩正樹 小学館文庫

50 13歳からの「いのちの授業」 小澤竹俊 大和出版

51 妻の余命 仁科滋夫 幻冬舎

52 死と向き合う瞬間 高木慶子 学習研究社

53 みんなの役立つ悪性リンパ腫の基礎と臨床 押味和夫 編 医薬ジャーナル社

54 Alaslan Dream 愛の物語 星野道夫 阪急コミュニケーションズ

55 美しい国 ジョニー・ハイマス 求龍堂

56 白山・ブナ物語 母なる森 曽我隆行 橋本確文堂

57 おいしく食べて治す胃を切った人の食事 羽生富士夫 主婦の友社

58 ガン全種類別最新治療法 矢沢サイエンスオフィス

59 「がん」になってからの食事療法 坪野吉孝 法研

60 ガンにならない食事：これだけは心得ておきたい！！ 小柳達男 潮文社

61 ＮＨＫためしてガッテン こうすればがんは防げる NHK科学・環境番組部 小学館

62 医者に聞けない抗癌剤の話 平岩正樹 海竜社

63 検査の受け方と結果の見方がよくわかる本 青木誠孝 青木芳和 主婦の友社

64 野菜がクスリになる５０の食べ方 池田弘志 小学館

65 患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Ｑ＆Ａ 渡辺亨 飯野京子 医学書院

66 がん 家族はどうしたらよいか 季羽倭文子 池田書店

67 がん患者大集会 [全国}患者・家族のメッセージ 三省堂

68 がん！ 患者会と相談窓口 全ガイド いいなステーション編 三省堂

69 がんの時代を生き抜く１０の戦術！ 絵門ゆう子ほか 三省堂

70 あなたのがん治療 本当に大丈夫？ セカンドオピニオンQ＆A
キャンサーネット・ジャパン
編

三省堂

71 がん 生きたい患者と救いたい医者 鎌田實 中川恵一 三省堂

72 がんのひみつ 中川恵一 朝日出版社

73 ちょっとだけ凹んでいるあなたへ
岸本葉子Wｉｔｈ ＨＯＰＥプ
ロジェクト編著

清流出版

74 子どものがん －病気の知識と療養の手引－
財団法人がんの子供を守
る会

財団法人がんの子供を守る
会

75 がんばらない 鎌田 實 集英社文庫
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76 あきらめない 鎌田 實 集英社文庫

77 余命1ヶ月の花嫁
ＴＢＳ「イブニング・ファイ
ブ」/編

マガジンハウス

78 小さなちいさな花絵展 ＶＯＬ．３ 大山 幸家 画
幸せの家の暮らしホーム
ページ

79 東京タワーがピンクに染まった日 アグネス・チャン （株）現代人文社

80 ホスピス さよならのスマイル 写真・五味宏基 弦書房

81 リンパ浮腫を自分でケアする 廣田彰男 佐藤佳代子 主婦の友社

82 家族を看とるとき 日野原 重明 春秋社

83 がんの教科書 中川恵一 三省堂

84 一発逆転ホームラン 放つのはあなた ほししま ゆあ 文芸社

85 がん患者学 柳原 和子 晶文社

86 消化器がん化学療法 市倉 隆 日本メディカルセンター

87 がん患者学Ⅰ 柳原 和子 中央文庫

88 がん患者学Ⅱ 柳原 和子 中央文庫

89 がん患者学Ⅲ 柳原 和子 中央文庫

90 歎異抄をひらく 高森 顕徹 １万年堂出版

91 おひとりさまの老後 上野 千鶴子 法研

92 がんと心 岸本葉子・内富庸介 晶文社

93 なぜ生きる 明橋 大二 １万年堂出版

94 がんからの出発 ワット隆子 医学書院

95 免疫細胞治療 がん専門医が語るがん治療の新戦略 武藤徹一郎 幻冬舎

96 リンパ浮腫を自分でケアする(DVD2枚付) 廣田彰男・佐藤佳代子 主婦の友社

97 胃がん治療 ガイドラインの解説 日本胃癌学会 金原出版株式会社

98 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 日本乳癌学会 金原出版株式会社

99 がんを狙い撃つ「樹状細胞療法」 高橋豊，岡本正人 講談社+α新書

100 膵臓がんの概観－患者のための膵臓がんハンドブック－ 澤井仁，古谷佐和子 NPOパンキャンジャパン

101 ポップアップ ヒトのからだ 立体・人体構造図
ジョナサン・ミラー/デビッ
ド・ペラム

株式会社ほるぷ出版

102 月のかがやく夜に－がんと向き合うあなたのために－ リサ サックス ヤッファ 先端医学社

103 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

104 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

石風社

105 おかあさん だいじょうぶ？×２
乳がんの親ととの子どもの
ためのプロジェクト

小学館

106 検証!がんと健康食品 坪野 吉孝 河出書房新社

107
がんの代替療法―有効性と安全性がわかる本
ハーバード大学の研究グループによる最新報告

ウェンディ ウェイガー 法研

108
抗がん剤・放射線治療と食事のくふう―症状で選ぶ! がん患者さんと家族のための
(がんよろず相談Q&Aシリーズ) ×2

静岡県立静岡がんセン
ター

女子栄養大学出版部

109 胃・腸を切った人のおいしい特効メニュー (セレクトBOOKS) (単行本) ×２
主婦の友社 (編集), 吉田
美香

主婦の友社

110 がんで「困った」ときに開く本 2010 完全保存版―Q&Aで358の「困った」に即回答! 朝日新聞出版
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111 もしも「余命6カ月」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 河出書房新社

112 大切な人が「余命6ヵ月」といわれたら? ホスピスケア研究会 河出書房新社

113 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 学習研究社

114 がんの在宅ホスピスケアガイド―ただいま おかえりなさい 吉田 利康 日本評論社

115
自宅で迎える幸せな最期

押川 真喜子 文藝春秋

116 野の花の入院案内×2 徳永 進 講談社

117 野の花診療所の一日 徳永 進 株式会社共同通信社

118 チャレンジ在宅緩和ケア 平原佐斗司 南山堂

119 改訂増補 ケアの思想と対人関係 村田久行 川島書店

120 緩和ケアチームのための精神腫瘍学入門 小川朝生・内富康介 医療ジャーナル

121 家族看護学入門‐理論と実践‐ 第3版 鈴木和子・渡辺裕子 日本看護協会出版会

122 ベナーの看護ケアの臨床知 ﾊパトリシア・ベナー 医学書院

123 おかあさんががんになっちゃった 藤原すず メディアﾌｧｸﾄﾘｰ

124 原子雲の下に生きて 永井隆 アルバ文庫

125 変えていく勇気 土川あや 岩波新書

126 看護における危機理論・看護介入‐ﾌｨﾝｸ/ｺｰﾝ/アグィレラ/ムースの危機モデルから学ぶ 小島操子 金芳堂

127 がん患者の呼吸マネジメント 田中桂子 照林社

128 リンパ浮腫（適切なケアの知識と技術） 季羽倭文子 中央法規出版

129 凹んだって、だいじょうぶ 岸本葉子 清流出版
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