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がんを知るブックリスト2020
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

出版年月

請求記号

１ がんの基礎知識
「がん」はなぜできるのか
遺伝性腫瘍ハンドブック
がんの統計 2018年版

2018.6
2019.6
がんの統計編集委員会／編集 がん研究振興財団 2019.3
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
2019.7
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
田村 和夫／編著 照林社
がん患者の症状まるわかりBOOK
2018.7
がん研究会／監修 国書刊行会
がんになっても心配ありません
2018.8
国立がん研究センターの正しいがん検診 中山 富雄／監修 小学館クリエイティブ 2019.11
国立がん研究センター研究所／編

日本家族性腫瘍学会／編集

講談社
金原出版

担当医としてこのように答えたいがん患者・
家族からの質問

山口 俊晴／監修 へるす出版

まるごとわかる!がん
遺伝するがん・しないがん
がん専門病院からのメッセージ

408-17-2062
３階公開
491.69-イデ-2019
R494.5-43-18
494.5-イラ-2019
R494.5-ガン-2016
494.5-ガン-2016
R494.5-ガン18-2018

494.5-ガン-2018
494.5-ガン-2018
494.5-コク-2019

2019.4

494.5-タン-2019

元雄 良治／著 南山堂
仲田 洋美／著 法研

494.5-モヨ-2017
495.4-ナヒ-2018

四国がんセンター/編著

2017.2
2018.7
バリューメディカル 2019.1

K498.16-ガン-2019

２ がんの治療法
がん免疫療法とは何か（ 岩波新書） 本庶 佑／著
岩波書店
祖父江 由紀子／編集 中山書店
がん放射線療法ケアガイド
濱口 恵子／編集 中山書店
がん化学療法ケアガイド
佐々木
常雄／監修 照林社
がん薬物療法看護ベスト・プラクティス
看護の現場ですぐに役立つがん薬物療法ケア 中別府 多美得／著 秀和システム
ナースのためのやさしくわかるがん化学療法のケア 坪井 正博／監修 ナツメ社

2019.4
2019.9
2020.2
2020.3
2020.5
2018.12

081-130D-1768 ３階公開
492.92-ガン-2019
492.92-ガン-2020
492.92-ガン-2020
492.92-ナタ-2020
492.92-ナス-2018

がんの補完代替療法クリニカル・エビデ
ンス 2016年版
がんの治療と暮らしのサポート実践ガイド

2016.6

494.5-ガン16-2016

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

キャンサーリボンズ／編集

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

494.5-ガン-2018

がんのリハビリテーション診療ガイドライン

日本リハビリテーション
医学会／編

金原出版

2019.6

494.5-ガン-2019

2019.3
2017.4
2016.10
2016.11
2019.11
2016.8
2019.7
2016.10
2016.7
2016.9

494.5-ガン-2019
494.5-ニマ-2017
494.5-ブン-2016
494.53-イカ-2016
494.53-ガン-2019
494.53-コウ-2016
494.53-コウ-2019
494.54-ガン-2016
494.54-ジユ-2016
494.54-ホウ16-2016

492-ハジ-2016
492.91-ハエ-2018
492.92-オイ-2017
492.92-ガン-2019
493.29-ヒア-2020
493.29-リン-2019
493.29-リン-2018
494.5-カン-2017

がん免疫療法ガイドライン 第2版
金原出版
フローチャートがん漢方薬
新見 正則／著 新興医学出版社
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 金原出版
絵でまるわかり分子標的抗がん薬 石川 和宏／著 南山堂
がん化学療法副作用対策ハンドブック 岡元 るみ子／編集 羊土社
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
高齢者のがん薬物療法ガイドライン 日本臨床腫瘍学会／編集 南江堂
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
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
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
日本臨床腫瘍学会／編

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
緩和ケアはじめの一歩

近藤 まゆみ／編著
がんサバイバーシップ
リンパ浮腫病後のセルフケアと運動 廣田 彰男／監修・著
宇津木 久仁子／監修
リンパ浮腫のことがよくわかる本
廣田 彰男／監修
リンパ浮腫（よくわかる最新医学）

医歯薬出版
法研
講談社
主婦の友社

2016.11
2018.12
2017.2
2019.2
2020.7
2019.2
2018.6

患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガ
イド 増補版

金原出版

2017.6

木本 明恵／総監修 日本看護協会出版会

林 ゑり子／編著 照林社

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

日本緩和医療学会ガイドライン
統括委員会／編集
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タイトル

著者名

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

出版社
金原出版

出版年月

2016.8

請求記号
494.5-ガン16-2016

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
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／編集

金原出版

2017.12 494.5-ガン17-2017

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

2018.9

494.5-ガン18-2018

金原出版

2019.2

494.5-ガン19-2019

2016.7
2016.10
2018.2
2018.3
2018.9

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

2017.3

494.5-カン-2017

2017.9

494.5-ガン-2017

日本サイコオンコロ
がん患者におけるせん妄ガイドライン 2019年版
ジー学会／編集

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
女性のがんと外見ケア
分田 貴子／著 法研

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
比企 直樹／監修 女子栄養大学出版部
きあう食事

がん患者の栄養療法と食事サポート 鷲澤 尚宏／編集 メディカ出版
2018.12 494.5-ガン-2018
法研
2020.5 494.5-ガン2-2020
女子栄養大学出版部
抗がん剤・放射線治療と食事のくふう 山口 建／監修
2018.1 494.5-コウ-2018

がん患者さんのための国がん東病院レシピ 2

抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっ
勝俣 範之／監修
ぱいにする食事116

主婦の友社

2019.10 494.5-コウ-2019

５ がんと仕事、お金
遠藤 源樹／著
遠藤 源樹／著
企業のためのがん就労支援マニュアル 高橋 都／編著
がんは働きながら治す!
中川 恵一／著
HOPEプロジェクト／編
がん経験者のための就活ブック

企業ができるがん治療と就労の両立支援実務ガイド

治療と就労の両立支援ガイダンス

がん体験者との対話から始まる就労支援 小迫 冨美恵／編
がんになったら知っておきたいお金の話 黒田 ちはる／著
国立がん研究センターのがんとお金の本 片井 均／監修

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本 由香／著

日本法令
労務行政
労働調査会
労働調査会
合同出版

2017.9
2020.3
2016.3
2017.1
2015.8
日本看護協会出版会 2017.2
日経メディカル開発 2019.1
小学館クリエイティブ 2016.11
河出書房新社 2019.3

336.48-エモ-2017
336.48-エモ-2020
336.48-キギ-2016
336.48-ナケ-2017
366.3-ガン-2015
492.92-ガン-2017
494.5-クチ-2019
494.5-コク-2016
494.5-ツユ-2019

３階公開
３階公開
３階公開
３階公開
３階公開

2018.2
2016.1
2017.6

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

３階子育

日本医学出版 2016.5

494.5-ゴカ-2016

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

３階子育

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

「がん」になるってどんなこと?
親ががんになったら読む本

林 和彦／編著 セブン&アイ出版 2017.2 494.5-ハカ-2017 ３階子育
山口 建／著
主婦の友社
2019.10 494.5-ヤケ-2019

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
2013.6
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
胃がん・食道がん病後のケアと食事 山田 和彦／監修 法研
2019.12
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
胃がん手術後の安心ごはん
青木 照明／著 女子栄養大学出版部 2020.8
胃がんのすべてがわかる本

矢沢サイエンスオフィス／編

学研パブリッシング
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493.45-イオ-2015
493.45-イガ-2013
493.45-イガ-2018
493.45-イガ18-2018

493.45-イガ-2019
493.45-コク-2018
493.45-ヒナ-2016
494.65-アテ-2020
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タイトル
イ 肺がん
国立がん研究センターの肺がんの本

著者名

出版社

2018.6 493.38-コク-2018
2019.12 493.38-カン19-2019

法研

2016.1

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(よくわかるがん治療)

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 2018年版
ウ 大腸がん

請求記号

金原出版

渡辺 俊一／ほか監修 小学館クリエイティブ

患者さんのための肺がんガイドブック 2019年版 日本肺癌学会／編

出版年月

2017.8
2020.5
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
2018.12
坪井 正博／著 主婦の友社

遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2020年版 大腸癌研究会／編 金原出版

493.38-サイ-2016
493.38-サイ-2017
493.38-ツマ-2020
493.38-ハイ-2017
493.38-ハイ18-2018

最新大腸がん治療

福長 洋介／監修 主婦と生活社

2020.7 493.46-イデ20-2020
2018.6 493.46-コク-2018
2017.10 493.46-サイ-2017

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／編著

2018.2

大腸がんを生きるガイド
大腸癌治療ガイドライン 2019年版
大腸がん(よくわかる最新医学)

大腸癌研究会／編

国立がん研究センターの大腸がんの本

金光 幸秀／ほか監修 小学館クリエイティブ

法研

杉原 健一／監修 日経BP社

金原出版
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

2017.9
2019.1
2016.10
2015.3

493.46-サイ-2018
493.46-ダイ-2017
493.46-ダイ19-2019

493.46-フヨ-2016
494.65-ガン-2015

エ 肝臓がん
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年版補訂版

日本肝臓学会／編 金原出版

2020.2

493.47-カン17-2-2020

肝炎・肝硬変・肝がん

土本 寛二／監修 高橋書店

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

2018.1
2018.6

493.47-カン-2018
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・市民・医療者をつなぐ膵がん診療ガイ
ドライン2019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

2020.7

493.47-カン-2020

最先端治療胆道がん・膵臓がん

国立がん研究センター中央
病院肝胆膵内科／編著

法研

2019.2

493.47-サイ-2019

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 2019年版

日本膵臓学会膵癌診療ガイド
ライン改訂委員会／編

金原出版

膵臓がん・胆道がん(よくわかるがん治療) 神澤 輝実／監修 主婦の友社

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

2019.7

493.47-スイ19-2019

2020.4

493.47-スイ-2020

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
2019.1
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
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

日本泌尿器科学会／編 メディカルレビュー社

メディカルレビュー社

前立腺がん治療をのりきる生活・食事・お金 赤倉 功一郎／監修 主婦の友社

キ 乳がん
乳がん患者ケアパーフェクトブック
女性のがんと外見ケア
ウルトラ図解乳がん

2016.10 494.96-ゼン16-2016
2018.2 494.96-ゼン18-2018
2019.12 494.96-ゼン-2019

患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2019年版

阿部 恭子／編 学研メディカル秀潤社
分田 貴子／著 法研
齊藤 光江／監修 法研
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

2017.8
2018.9
2017.3
2019.7
2018.6

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／編著

2017.1

最新乳がん治療

福田 護／監修 主婦と生活社

法研

494.96-アコ-2019
494.96-イラ-2014
494.96-ゼン-2013

492.92-ニユ-2017
494.5-ワタ-2018
495.46-ウル-2017
495.46-カン19-2019

495.46-コク-2018
495.46-サイ-2017

乳癌診療ガイドライン 2018年版<追補2019> 日本乳癌学会／編 金原出版
乳がん治療をのりきる生活・食事・お金 山内 英子／監修 主婦の友社
佐伯 俊昭／監修 法研
乳がん病後のケアと食事

2017.7
2019.10
2019.11
2020.3

乳がんを前向きに乗り越えるごはん 本田 祥子／著 主婦と生活社

2017.10 495.46-ホシ-2017

乳がん(よくわかる最新医学)

2017.1

山内 英子／著 主婦の友社
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495.46-サイ-2017
495.46-ニユ18-2019

495.46-ニユ-2019
495.46-ニユ-2020
495.46-ヤヒ-2017

2020.11.8
“がん”を学ぼう！2020
愛媛県立図書館作成

タイトル
ク 子宮がん・卵巣がん
Q&Aでよくわかる「子宮体がん」
子宮がん（よくわかる最新医学）

著者名

出版社

出版年月

請求記号

市川 喜仁／著 講談社
2018.11 495.43-イヨ-2018
小田 瑞恵／著 主婦の友社
2018.4 495.43-オミ-2018
がん研有明病院婦人科最新治療ガイド 金尾 祐之／著 新興医学出版社 2020.7
495.43-カヒ-2020
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

2016.4

495.43-カン-2016

加藤 友康／監修 主婦と生活社
最新子宮がん・卵巣がん治療
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
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 金原出版

2018.3
2015.6
2017.2
2018.9

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

子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さん
竹島 信宏／監修 新興医学出版社
へのドクターズアドバイス

2019.11 495.43-シキ-2019

ケ 小児がん
小児がん診療ガイドライン 2016年版
小児・AYA世代の腫瘍に対する陽子線治療
診療ガイドライン 2019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

金原出版

495.43-シキ18-2018

日本小児血液・がん学会／編

金原出版

2016.8

493.94-シヨ16-2016 ３階子育

日本放射線腫瘍学会／編

金原出版

2019.4

493.94-シヨ19-2019 ３階子育

細野 亜古／編著 メディカ出版

李 永淑／著

晃洋書房

2017.1 493.94-ホア-2017 ３階子育
2015.10 493.94-リヨ-2015 ３階子育

荒井 里奈
高橋 三千綱
なかにし 礼
前田 朋己
山本 勇
野上 祐
四元 康祐
宮本 英司
宮野 真生子
川村 湊
篠田 節子
鈴木 美穂
小林 豊茂／著

中日新聞社
岩波書店
小学館
幻冬舎
柏艪舎
朝日新聞出版
講談社
サンマーク出版
晶文社
田畑書店
集英社
ダイヤモンド社
第三文明社
ちとせプレス
ポプラ社
徳間書店
徳間書店
生活書院
まりん書房
世界文化社

2019.11
2018.6
2018.12
2018.10
2019.4
2019.2
2018.11
2018.7
2019.9
2018.11
2019.10
2019.2
2018.3
2018.3
2019.5
2020.7
2019.10
2019.6
2019.3
2018.7

494.5-アリ-2019
916-タミ-2018
916-ナレ-2018
916-マト-2018
493.44-ヤイ-2019
916-ノユ-2019
916-ヨヤ-2018
L916-ミエ-2018
114.2-ミマ-2019
916-カミ-2018
916-シセ-2019
916-スミ-2019
916-コト-2018
936-フブ-2018
916-ハヒ-2019
916-ヤユ-2020
783.47-ハフ-2019
916-タマ-2019
916-ムム-2019
916-ヨヤ-2018

2018.3

375.49-ウセ-2018 ３階公開

８ がんの闘病記
舌はないけど
作家がガンになって試みたこと
がんに生きる
最後の「愛してる」
食道がん診断専門の医者が食道がんになった。

書かずに死ねるか
前立腺歌日記
妻が願った最期の「七日間」
急に具合が悪くなる
ホスピス病棟の夏
介護のうしろから「がん」が来た!
もしすべてのことに意味があるなら
校長先生、がんになる
母のがん
ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。

「がんになって良かった」と言いたい
そして歩き出す
ここにいる
がんと生き、母になる
涙の向こうに花は咲く

ブライアン・フィース

幡野
山口
早川
玉井
村上
吉野

広志
雄也
史哉
真理子
睦美
やよい

がん
がん
がん
肝臓がん
食道がん
膵臓がん
前立腺がん
腸がん
乳がん
乳がん
乳がん
乳がん
肺がん
肺がん
骨髄腫
腫瘍
白血病
白血病
リンパ腫
ユーイング肉腫

９ 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

10 雑誌の特集記事
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
子宮頸がん予防ワクチンを考える
がんのプレシジョン・メディシン

25号
26号
27号
28号
29号
30号
31号
32号
婦人科系のがん―標準治療と先進医療 33号
第１回 希少がん患者サミット
34号
重粒子線によるがん治療
35号
陽子線によるがん治療
36号
がん治療「最前線」
37号
長期生存を果たした〝がんサバイバー〟の手記 38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
2018年10月
2019年1月
2019年4月
2019年7月
2019年10月
2020年1月
2020年4月
2020年7月
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