2018.10.28「図書館で“がん”を学ぼう」
愛媛県立図書館

がんを知るブックリスト2018
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や、各部位のがんなど、
最近受け入れた資料を中心にご紹介します。
※ここに紹介した資料が、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 2017年版
がん研が作ったがんが分かる本

2018.3
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
向山 雄人／監修 主婦と生活社 2016.9
「がん」の医学百科
社会保険出版社 2018.3
がんのしおり 2018
小学館クリエイティブ
国立がん研究センターのがんとお金の本 片井 均／監修
2016.11
まるごとわかる!がん
元雄 良治／著 南山堂
2017.2
がんの統計編集委員会／編集

がん研究振興財団

ロハスメディア／編集

星の環会

R494.5-43-17
494.5-ガン-2016
R494.5-ガン-2016
494.5-ガン-2016
R494.5-ガン18-2018

494.5-コク-2016
494.5-モヨ-2017

２ がんの治療法
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

金原出版

2016.6

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
2016.12 494.5-ガン-2016
エス・エム・エス 2017.2 494.5-ガン-2017

がんリハビリテーション

マイクル D.スタブフィール
ド／原著責任監修

ガイアブックス 2018.1

フローチャートがん漢方薬
分子腫瘍マーカー診療ガイドライン
絵でまるわかり分子標的抗がん薬

日本分子腫瘍マーカー研究会／編

新見 正則／著 新興医学出版社 2017.4
金原出版
2016.10
石川 和宏／著 南山堂
2016.11
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 2016.6
岩瀬 弘敬／監修 日経BP社
抗がん剤治療と上手につきあう本
2016.8
がん放射線治療パーフェクトブック 唐澤 久美子／編集 学研メディカル秀潤社 2016.10
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 法研
2016.7
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 金原出版
2016.9

494.5-ガン-2018
494.5-ニマ-2017
494.5-ブン-2016
494.53-イカ-2016
494.53-ガン16-2016

494.53-コウ-2016
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
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

はじめてのタクティールケア

2016.11 492-ハジ-2016
2017.2 492.92-オイ-2017

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／編集

金原出版

2017.6

494.5-カン-2017

がん患者に対するアピアランスケアの手引き
2016年版

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

木本 明恵／総監修 日本看護協会出版会

日本医師会／監修 青海社
2017.7 494.5-ガン-2017
がんが再発・転移した時、あなたは? 岩崎 瑞枝／編著 中央法規出版 2017.12 494.5-ガン-2017

がん緩和ケアガイドブック

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

日本緩和医療学会ガイドラ
イン統括委員会／編集

金原出版

がんという病と生きる
死にゆく患者(ひと)と、どう話すか

北西 憲二／著 白揚社
國頭 英夫／著 医学書院
国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水 研／監修 小学館クリエイティブ
桜井 なおみ／著 中央公論新社
あのひとががんになったら

2017.12 494.5-ガン17-2017
2016.7
2016.10
2018.2
2018.3

494.5-キケ-2016
494.5-クヒ-2016
494.5-コク-2018
494.5-サナ-2018

2017.3

494.5-カン-2017

比企 直樹／監修 女子栄養大学出版部 2017.9

2018.1

494.5-ガン-2017
494.5-コウ-2018

2017.9
2016.3
2017.1
2015.8
2017.2

336.48-エモ-2017
336.48-キギ-2016
336.48-ナケ-2017
366.3-ガン-2015
492.92-ガン-2017

４ 食事のくふう
患者さん目線から考えるがんの栄養・食事ガ
松浦 成昭／監修 メディカルレビュー社
イドブック
がん研有明病院の口とのどのがん治療に向きあう食事

抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 山口 建／監修

女子栄養大学出版部

５ がんと仕事
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／著 日本法令

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!
がん経験者のための就活ブック

中川 恵一／著 労働調査会
合同出版

HOPEプロジェクト／編

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

３階公開
３階公開
３階公開
３階公開
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タイトル

著者名

出版社

出版年

請求記号

６ 家族の立場から
ポプラ社
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
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

家族ががんになりました

2018.2
2016.1
2017.6

494.5-オカ-2018
494.5-オヒ-2016
494.5-ガン-2017

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?

林 和彦／編著 セブン&アイ出版 2017.2

494.5-ハカ-2017

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 主婦の友社／編 主婦の友社

2015.10
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
胃がん（インフォームドコンセントのための図説シリーズ） 笹子 三津留／編 医薬ジャーナル社 2018.6
胃癌治療ガイドライン 2018年1月改訂 日本胃癌学会／編 金原出版
2018.1
国立がん研究センターの胃がんの本 片井 均／ほか監修 小学館クリエイティブ 2018.6
胃がん(よくわかる最新医学)
比企 直樹／著 主婦の友社
2016.11
イ 肺がん
国立がん研究センターの肺がんの本 渡辺 俊一／ほか監修 小学館クリエイティブ 2018.6
胃がん手術後の生活読本
胃がんのすべてがわかる本

佐野 武／監修 主婦と生活社

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

最新肺がん治療
肺がん(よくわかる最新医学)

坪井 正博／監修 主婦と生活社

肺がん（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

肺癌診療ガイドライン 2017年版
ウ 大腸がん

法研

2017.8
2017.7
西條 長宏／監修 医薬ジャーナル社 2017.8
日本肺癌学会／編 金原出版
2017.12
坪井 正博／著 主婦の友社

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

国立がん研究センターの大腸がんの本

2016.1

金光 幸秀／ほか監修 小学館クリエイティブ

493.45-イオ-2015
493.45-イガ-2013
493.45-イガ-2013
493.45-イガ-2018
493.45-イガ18-2018

493.45-コク-2018
493.45-ヒナ-2016
493.38-コク-2018
493.38-サイ-2016
493.38-サイ-2017
493.38-ツマ-2017
493.38-ハイ-2017
493.38-ハイ17-2017

2016.11 493.46-イデ16-2016
2018.6 493.46-コク-2018
2017.10 493.46-サイ-2017

最新大腸がん治療

福長 洋介／監修 主婦と生活社

最先端治療大腸がん

国立がん研究センター中
央病院消化管内科／[ほ
か]編著

法研

2018.2

493.46-サイ-2018

大腸癌研究会／編

金原出版

2016.11
2017.9
2016.10
2015.3

493.46-ダイ16-2016

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

比企 直樹／監修 女子栄養大学出版部 2015.11

493.47-ガン-2015

肝癌診療ガイドライン 2017年版
肝炎・肝硬変・肝がん

日本肝臓学会／編

大腸癌治療ガイドライン 2016年版
大腸がんを生きるガイド
大腸がん(よくわかる最新医学)

杉原 健一／監修 日経BP社

福長 洋介／著 主婦の友社

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-ダイ-2017
493.46-フヨ-2016
494.65-ガン-2015

エ 肝臓がん

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

2017.10 493.47-カン17-2017
2018.1 493.47-カン-2018
2018.6 493.47-コク-2018

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

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／編
集

金原出版

2017.4

493.47-カン-2017

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

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

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
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)

金原出版

土本 寛二／監修 高橋書店

金原出版

最先端治療乳がん

2016.10 493.47-スイ16-2016

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

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
前立腺がん検診ガイドライン 2018年版 日本泌尿器科学会／編集 メディカルレビュー社
キ 乳がん
乳がん患者ケアパーフェクトブック
阿部 恭子／編 学研メディカル秀潤社
齊藤 光江／監修 法研
ウルトラ図解乳がん
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
国立がん研究センターの乳がんの本 木下 貴之／ほか監修 小学館クリエイティブ
国立がん研究センター中
央病院乳腺外科／[ほか]
編著

法研

493.47-スイ-2013

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

2016.10 494.96-ゼン16-2016
2018.2 494.96-ゼン18-2018
2017.8
2017.3
2016.6
2018.6
2017.1

492.92-ニユ-2017
495.46-ウル-2017
495.46-カン16-2016

495.46-コク-2018
495.46-サイ-2017

３階子育
３階子育

３階子育
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タイトル
著者名
最新乳がん治療
福田 護／監修
日本乳癌学会／編
乳癌診療ガイドライン 1 治療編
乳癌診療ガイドライン 2 疫学・診断編日本乳癌学会／編
乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田 祥子／著
乳がん(よくわかる最新医学)
山内 英子／著
ク 子宮がん・卵巣がん
子宮がん（よくわかる最新医学）
小田 瑞恵／著

出版社
主婦と生活社
金原出版
金原出版
主婦と生活社
主婦の友社

出版年
2017.7
2018.5
2018.5
2017.10
2017.1

請求記号
495.46-サイ-2017
495.46-ニユ1-2018
495.46-ニユ2-2018
495.46-ホシ-2017
495.46-ヤヒ-2017

主婦の友社

2018.4

495.43-オミ-2018

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

金原出版

2016.4

495.43-カン-2016

2018.3
2015.6
2017.2

495.43-サイ-2018
495.43-シキ-2015
495.43-シキ-2017

最新子宮がん・卵巣がん治療
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)
ケ 小児がん
小児がん診療ガイドライン 2016年版
こどものがんと治療
小児がん病棟と学生ボランティア

日本婦人科腫瘍学会／編集

加藤 友康／監修 主婦と生活社
加藤 友康／監修 保健同人社
宇津木 久仁子／監修

講談社

日本小児血液・がん学会／編

金原出版

細野 亜古／編著 メディカ出版

李 永淑／著

晃洋書房

2016.8 493.94-シヨ16-2016 ３階子育
2017.1 493.94-ホア-2017 ３階子育
2015.10 493.94-リヨ-2015 ３階子育

８ その他
学校におけるがん教育の考え方・進め方 植田 誠治／編著 大修館書店

2018.3

375.49-ウセ-2018 ３階公開

９ 雑誌の特集記事
ア ライフライン21がんの先進医療
乳がん・婦人科系のがんの先進医療
胃がんの先進医療
肺がんの先進医療
がんの免疫療法
ここまで進んだ「がんの検査と診断」
がん治療前・治療中の食事と栄養
イ その他

25号
26号
27号
28号
29号
30号

2017年4月
2017年7月
2017年10月
2018年1月
2018年4月
2018年7月

働き盛りのためのがん読本 がんとお金 週刊東洋経済

がんと生きる

週刊ダイヤモンド

2016年6月4日号
2017年5月13日号

p40-89
p26-71

