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がんを知るブックリスト
がんについての基礎的な情報から、治療法や緩和ケア、がんと仕事について、また、各部位のがんや
闘病記など、最近受け入れた資料を中心にご紹介します。
※ここで紹介する資料が、すべてではありません。
※病気に関する情報は、日々変化しています。信頼できる情報源から、最新の情報にあたり、判断することを心がけてくだ
さい。

タイトル

著者名

出版社

出版年

請求記号

① がんの基礎知識
がんの統計 2016年版
がん研が作ったがんが分かる本

2017.3
ロハスメディア／編集 星の環会
2016.8
内閣府大臣官房政府広報室 [2016]
がん対策に関する世論調査 平成28年11月調査
がんで困ったときに開く本 2016
朝日新聞出版 2015.9
向山 雄人／監修 主婦と生活社 2016.9
「がん」の医学百科
国立がん研究センターのがんとお金の本 片井 均／監修 小学館クリエイティブ 2016.11
佐藤 隆美／編集 南山堂
What's New in Oncology
2015.11
まるごとわかる!がん
元雄 良治／著 南山堂
2017.2
がんのPET検査がわかる本
安田 聖栄／著 法研
2015.11
がんの統計編集委員会／編集

がん研究振興財団

R494.5-43-16
494.5-ガン-2016
R494.5-ガン-2016
494.5-ガン16-2015
494.5-ガン-2016
494.5-コク-2016
494.5-ホワ-2015
494.5-モヨ-2017
494.5-ヤセ-2015

② がんの治療法
がん看護ビジュアルナーシング

榮木 実枝／監修 学研メディカル秀潤社 2015.6

492.92-ガン-2015

がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス
2016年版

日本緩和医療学会緩和医療ガ
イドライン委員会／編集

金原出版

494.5-ガン16-2016

がん免疫療法ガイドライン

日本臨床腫瘍学会／編

がんの治療と暮らしのサポート実践ガイド

キャンサーリボンズ／編集

金原出版
2016.12
エス・エム・エス 2017.2
新興医学出版社 2017.4
金原出版
2016.10
南山堂
2016.11
緑書房
2015.6
ライフサイエンス出版 2016.6
金原出版
2015.7
医薬ジャーナル社 2015.11
日経BP社
2016.8
金原出版
2015.10
金原出版
2015.11
学研メディカル秀潤社 2016.10
法研
2016.7
金原出版
2016.9

フローチャートがん漢方薬
新見 正則／著
分子腫瘍マーカー診療ガイドライン 日本分子腫瘍マーカー研究会／編
絵でまるわかり分子標的抗がん薬
石川 和宏／著
抗がん剤治療を受けるときに読む本 加藤 隆佑／著
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
がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン 2015年版 日本がん看護学会／編集

抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬
抗がん剤治療と上手につきあう本
制吐薬適正使用ガイドライン

西條 長宏／編
岩瀬 弘敬／監修
日本癌治療学会／編

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／編

がん放射線治療パーフェクトブック

唐澤 久美子／編集

重粒子線治療・陽子線治療完全ガイドブック

研友企画出版出版企画部／編著

放射線治療計画ガイドライン 2016年版

日本放射線腫瘍学会／編

2016.6

494.5-ガン-2016
494.5-ガン-2017
494.5-ニマ-2017
494.5-ブン-2016
494.53-イカ-2016
494.53-カリ-2015
494.53-ガン16-2016
494.53-ガン15-2015

494.53-コウ-2015
494.53-コウ-2016
494.53-セイ-2015
494.54-カン15-2015

494.54-ガン-2016
494.54-ジユ-2016
494.54-ホウ16-2016

③ 痛みのケア、心のケア、緩和ケア
はじめてのタクティールケア

川越 厚／著

主婦と生活社

2016.11
2017.2
2015.9

患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガ
イド 増補版
がん患者に対するアピアランスケアの手引き
2016年版

日本緩和医療学会ガイドライン
統括委員会／編集

金原出版

2017.6

494.5-カン-2017

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／編

金原出版

2016.8

494.5-ガン16-2016

がん緩和ケアガイドブック
がんという病と生きる
死にゆく患者(ひと)と、どう話すか
ひとまずがんの治療を終えたあなたへ
やさしいがんの痛みの自己管理
フローチャートがん漢方薬
看取りの技術

青海社
北西 憲二／著 白揚社
國頭 英夫／著 医学書院
フランシス・グッドハート／著 国書刊行会
武田 文和／著 医薬ジャーナル社
新見 正則／著 新興医学出版社
平方 眞／著
日経BP社

2017.7
2016.7
2016.10
2015.7
2015.8
2017.4
2015.7

494.5-ガン-2017
494.5-キケ-2016
494.5-クヒ-2016
494.5-グフ-2015
494.5-タフ-2015
494.5-ニマ-2017
494.5-ヒマ-2015

木本 明恵／総監修 日本看護協会出版会

そのまま使える緩和ケア患者説明ガイド 大坂 巌／編著 メディカ出版

ひとり、家で穏やかに死ぬ方法

日本医師会／監修
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④ 食事のくふう
松浦 成昭／監修 メディカルレビュー社 2017.3
がん患者さんのための国がん東病院レシピ 大江 裕一郎／著 法研
2013.9
がん研有明病院の抗がん剤・放射線治療に向きあう食事 比企 直樹／監修 女子栄養大学出版部 2014.12
患者さん目線から考えるがんの栄養・食事ガイドブック

494.5-カン-2017
494.5-ガン-2013
494.5-ガン-2014

⑤ がんと仕事
企業のためのがん就労支援マニュアル 高橋 都／編著 労働調査会
がんは働きながら治す
中川 恵一／著 労働調査会
HOPEプロジェクト／編 合同出版
がん経験者のための就活ブック
がん体験者との対話から始まる就労支援 小迫 冨美恵／編 日本看護協会出版会
働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳 岩井 ますみ／著 講談社

2016.3
2017.1
2015.8
2017.2
2015.7

336.48-キギ-2016
336.48-ナケ-2017
366.3-ガン-2015
492.92-ガン-2017
494.5-イマ-2015

2016.1
2017.6

494.5-オヒ-2016
494.5-ガン-2017

⑥ 家族の立場から
家族ががんになりました

大西 秀樹／著 法研
がんの親をもつ子どもたちをサポートする本 有賀 悦子／編集 青海社
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／編著

日本医学出版 2016.5

494.5-ゴカ-2016

「がん」になるってどんなこと?
はじめよう!がんの家族教室

林 和彦／編著 セブン&アイ出版 2017.2
小森 康永／編 日本評論社
2015.8

494.5-ハカ-2017
494.5-ハジ-2015

主婦の友社／編 主婦の友社

493.45-イオ-2015
493.45-イガ-2013
493.45-イガ-2013

⑦ 主な部位のがん
ア 胃がん
胃を切った人のおいしい回復レシピ300
胃がん手術後の生活読本
胃がんのすべてがわかる本
胃癌治療ガイドライン 2014年5月改訂
胃がん(よくわかる最新医学)
イ 肺がん

2015.10
佐野 武／監修 主婦と生活社 2013.12
矢沢サイエンスオフィス／編 学研パブリッシング 2013.6
日本胃癌学会／編 金原出版
2014.8
比企 直樹／著 主婦の友社
2016.11

493.45-イガ14-2014

493.45-ヒナ-2016

金原出版

2014.11

493.38-イビ14-2014

法研

2016.1

493.38-サイ-2016

2017.7
2014.11

493.38-ツマ-2017
493.38-ヨク-2014

2016.11
2016.11
2016.10
2015.3

493.46-イデ16-2016
493.46-ダイ16-2016

比企 直樹／監修
名医が語る最新・最良の治療 肝臓がん 高山 忠利／ほか著 法研

2013.10
2015.11
2012.12

493.47-カガ13-2013

女子栄養大学出版部

オ 膵臓がん
「膵がん」と言われたら…

跡見 裕／著

保健同人社

2014.6

493.47-アユ-2014

日本膵臓学会膵癌診療ガイドラ
イン改訂委員会／編集

金原出版

2017.4

493.47-カン-2017

EBMの手法による肺癌診療ガイドライン 2014年版 日本肺癌学会／編

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／編著

肺がん(よくわかる最新医学)
よくわかる肺がんQ&A 第4版
ウ 大腸がん

西日本がん研究機構／編集

坪井 正博／著 主婦の友社
金原出版

遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2016年版 大腸癌研究会／編 金原出版

大腸癌治療ガイドライン 2016年版
大腸がん(よくわかる最新医学)

金原出版
福長 洋介／著 主婦の友社

大腸癌研究会／編

がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 比企 直樹／監修 女子栄養大学出版部

493.46-フヨ-2016
494.65-ガン-2015

エ 肝臓がん
科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 2013年版 日本肝臓学会／編
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

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

金原出版

493.47-ガン-2015
493.47-メイ-2012

膵がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ)

舩越 顕博／編 医薬ジャーナル社 2013.10

493.47-スイ-2013

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／編

493.47-スイ16-2016

カ 前立腺がん
前立腺がん(よくわかる最新医学)
イラストでわかる前立腺がん

金原出版

2016.10

前立腺がん(インフォームドコンセントのための図説シリーズ)

赤倉 功一郎／著 主婦の友社
2015.2
伊藤 晴夫／監修 法研
2014.4
吉田 修／監修 医薬ジャーナル社 2013.12

494.96-アコ-2015
494.96-イラ-2014
494.96-ゼン-2013

前立腺癌診療ガイドライン 2016年版

日本泌尿器科学会／編 メディカルレビュー社

2016.10

494.96-ゼン16-2016
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キ 乳がん
これからの乳房再建BOOK
ウルトラ図解乳がん

岩平 佳子／著

主婦の友インフォス情報社

齊藤 光江／監修 法研

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 1 日本乳癌学会／編 金原出版
科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 2 日本乳癌学会／編 金原出版
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 金原出版

2015.5
2017.3
2015.7
2015.7
2016.6

495.46-イヨ-2015
495.46-ウル-2017
495.46-カガ1-2015
495.46-カガ2-2015
495.46-カン16-2016

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／[ほか]編著

法研

2017.1

495.46-サイ-2017

最新乳がん治療

福田 護／監修

主婦と生活社

2017.7

495.46-サイ-2017

乳がんと言われたら読む本
乳がんと生きる
乳がん(よくわかる最新医学)
ク 子宮がん・卵巣がん

土井 卓子／著 蕗書房
2015.11
毎日新聞出版 2016.10
山内 英子／著 主婦の友社
2017.1

毎日新聞生活報道部／著

日本婦人科腫瘍学会／編集 金原出版
加藤 友康／監修 保健同人社
子宮がん・卵巣がん そのあとに…
子宮がん・卵巣がん(健康ライブラリー) 宇津木 久仁子／監修 講談社
ケ 小児がん

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

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／編

永井書店

小児がん診療ガイドライン 2016年版
金原出版
細野 亜古／編著 メディカ出版
こどものがんと治療
小児がん病棟と学生ボランティア
李 永淑／著
晃洋書房
日本小児血液・がん学会／編

495.46-ドタ-2015
495.46-ニユ-2016
495.46-ヤヒ-2017

2016.4
2015.6
2017.2

495.43-カン-2016
495.43-シキ-2015
495.43-シキ-2017

2012.3

493.94-コド-2012

2016.8
2017.1
2015.10

493.94-シヨ16-2016

2017.1
2016.9
2015.9
2015.12
2016.12
2017.6
2016.8
2015.2
2015.8
2016.11
2016.4
2015.3
2016.2
2016.1
2017.7
2016.2
2016.9
2017.6
2016.3
2015.4
2016.3
2015.12
2017.3
2016.4
2016.2
2015.2
2016.5
2016.11
2015.1
2017.5

289.1-スタ-2017
494.5-タノ-2016
767.8-ツン-2015
772.1-カナ-2015
786.1-タジ-2016
788.3-タシ-2017
799.3-ヨユ-2016
916-イミ-2015
916-オジ-2015
916-カオ-2016
916-カス-2016
916-クナ-2015
916-シケ-2016
916-セタ-2016
916-タク-2017
916-ナレ-2016
916-ニゲ-2016
916-ノコ-2017
916-ハサ-2016
916-ホタ-2015
916-ママ-2016
916-マヤ-2015
916-ミチ-2017
916-モキ-2016
916-モト-2016
916-ヤヒ-2015
916-ヤヒ-2016
936-カポ-2016
936-キガ-2015
936-モフ-2017

493.94-ホア-2017
493.94-リヨ-2015

⑧ がんの闘病記
杉村太郎、愛とその死
治るという前提でがんになった
だから、生きる。
カーテンコール
再発!それでもわたしは山に登る
見落とされた癌
三六〇〇日の奇跡
わたしでよかった
いのちのスタートライン
転移以後

杉村 貴子／著 茉莉花社
高山 知朗／著 幻冬舎
つんく♂／著 新潮社
川島 なお美／著 新潮社
田部井 淳子／著 文藝春秋
竹原 慎二／著 双葉社
吉野 ゆりえ／著 星槎大学出版会
今井 美沙子／著 東方出版
大久保 淳一／著 講談社
河畠 修／著
生活思想社
不仲の母を介護し看取って気づいた人生でいちばん大切なこと 川上 澄江／著 マキノ出版
未来のことは未来の私にまかせよう 黒木 奈々／著 文芸春秋
112日間のママ
清水 健／著
小学館
がん六回、人生全快
関原 健夫／著 ブックマン社
高野 久美子／著 ゆいぽおと
泣いて笑って食べた!
なかにし 礼／著 講談社
闘う力
余命半年、僕はこうして乗り越えた! 西村 元一／著 ブックマン社
青山 文平／[ほか] 著 文藝春秋
遺すことば
仄かな希望
橋本 貞章／著 かもがわ出版
緩和ケア医が見つめた「いのち」の物語 堀 泰祐／著
飛鳥新社
楽天的闘病論
前田 益尚／著 晃洋書房
エンドレス!悪性リンパ腫と共生
前田 康治／著 東洋出版
三砂 ちづる／著 幻冬舎
死にゆく人のかたわらで
すい臓がん・悪性黒色腫を乗り越えて 桃田 清友／著 文芸社
娘はまだ6歳、妻が乳がんになった
桃山 透／著
プレジデント社
人生の目覚まし時計が鳴ったとき
山下 弘子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ある臨床心理学者の自己治癒的がん体験記 山中 寛／著
金剛出版
ポール・カラニシ／著
いま、希望を語ろう
早川書房
ガース・キャラハン／著 辰巳出版
ナプキン・ノート
フィッツヒュー・モラン／著 ちとせプレス
がんサバイバー
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