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2015年度版 医療福祉総合がイドプック 医学書院 NPO法人 日本医療ソーシャルワーク研究会 2015

争さんのための乳がん 夕療力
｀
イドライン 2019年版 金原出版 日本乳癌学会 2019

′`2022の め 金原出版 大腸癌研究会 2022
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 金原出版

日本膵臓字会膵かん診療カイドライン改訂委 員会 2020
患者さんとご家族のための子宮頚がん・子宮体がん `卵巣がんガイドライン 金原出版 日本婦人科腫瘍学会 2016

患 i &A 金原出版 日本放射線腫瘍学会 2020
の 金原出版 日本緩和医療学会 ガイドライン統括委員会 2017

よくわかるがん免疫療法ガイドブック 2020金原出版 日本バイオセラピィ学会

愚 : ざんのための肺がんガイドブック 2021年版 金原出版 日本肺癌学会 編 2021
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2021ン 7 金原出版 日本胃癌学会 2021

ん (よ 学) 主婦の友社 坪井 正博 2018

最先端治療 肺がん 法 研
国立 がん 研究 センター 中央 病 院 呼 吸器 肉科 2016

つて 人 の イカロス出版 宇都木 久仁子 2016

講談社 星野 恵津夫 2015漢方薬でがん治療はもっと楽になる
つ 星の環会

公益財団法人がん研究会憾式会社 ロハスメディア 2016
国立がん研究センターの がんの本 小学館 片井 均、朴 成和 2018

ん のセ ン ―の肝・胆・ 小学館 島田 和明、奥坂 拓志、池田 公史 2018
て の イ 主婦の生活社 坪井 正博 2017

よく, Q&Aか WJOG 中西洋一 監修 2012

よくわかる がんゲノム医療 医科学出版社 田村 研治 2020

もしも、がんが再発したら 英治出版 国立がん研究センターがん対策情 2012

病

気

の

こ
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の正しい国 小学館クリエイティブ 中山 富雄 2019
日 中外医学社 村上 正巳、野村 文夫 2015
検 査 総合医学社 中原 一彦 2017

で受 成美堂出版 祝田 靖 2017
こわいもの知らずの病理学講義 晶文社 仲野 徹 2017

検

査

「がん」はなぜできるのか そのメカニズムからゲノム医療まで 講談社 国立がん研究センター研究所 2018
がん闘病中の髪・肌・爪の悩み サホ

°
―トプック 英治出版 赤木 勝幸  岩岡 ひとみ 2015

ママのバレッタ 生活の医療社 たなか さとこ 2018

外

見

ケ

ア NO HOW丁 0 国立がん研究センター 国立がん研究センター 2020
手術以後のすごし方 子1 保健同人社 加藤 友康 2015
たがん剤治療の生活ケアB00K 実業之日本社 中川 靖章 2013
の ひ ん つ 中央公論新社 桜井 なおみ 2018

一の ここセ ン の 小学館 清水 研、里見 絵里子、若尾 文彦 2018
科学的根拠にもとづく最新がん予防法 祥伝社新書 津金 昌―郎 2015

ヽん 再 発 主婦の友社 鹿島田 忠史 2017

がん患者・家族のためのウェルネスガイド がんと診断されてもあなたらし〈生きるために パレード キム・シボー/ミッチ・ゴラント 2013

ご家族のためのがん患者さんとご家族をうなぐ荏増療養万¬
「

地域におけるがん患者の緩和ケアと療養支援情報プロプエ外 2015
受けたい医療を家族に伝える―私の生き方連 EDITEX 自分らしい生き死にを考える会 2010
がんになったら手にとるガイド 学 研 国立がん研究センター 2013

過

ご

し
方

| 及つ 学研 国立がん研究センター がん対策情報センター 2013
がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レジビ 医学書院 川口 喜美子、青山 広美 2011
がん患者さんのための国がん東病院レジピ 法 研 大江 裕―郎、松丸 礼、落合 由美 2013
がん患者さんのため 東病院レシピ2 法研 千歳はるか 清水亮吾 林賢悟 2020
がん研有明病院の大腸がん治療|三 百ぎ合う食

・
事  ……・

女子栄養大学出版社
比企 直樹、伊沢 由紀子、水口 正彦、小倉 真理子 2015

の 女子栄養大学出版社 比企 直樹、松浦 信子、小西 毅、高木 久美 2014
がん研有明病院め月千臓がん・腫道がん:藤臓がん沿療|ヒ尚き合う食事 女子栄養大学出版社 公益社団法人 がん研究会有明病院 2015
胃を切つた人のおいしい回復レジピ000二組あ確轟力」獣由

~百

在
｀
主婦の友社 鍋谷 圭宏、牧野 直子、千葉がんセンター栄養科 2018

こころとからだを支えるがんサハ・イハ・=のためのかんだんおいしt‐て,ジせ
°

公益財団法人 がん研究振興財団 2017
症状で選ぶ |がん患者さんと家族のための抗がん剤・放射線治療と食事めくふう 女子栄養大学出版部 山口 建 監修/静岡県立静岡がんセンター 編 2018

しい !る &
NPO法 人がんのママをささえ隊ネットヮーク 2021

食

事

がんサバイバ=のたあのかんたんレシピ 公益財団法人 がん研究振興財団 2022
医者が教える人が死ぬときに後悔する34の iヮフ下 アスコム 川嶋 明 2013
いのちと家族の絆 がん家族のこころの風景 明石書店 沼野 尚美 2010

て ス ンい 佼成出版社 沼野 尚美 2002
| き レス ス

.

佼成出版社 沼野 尚美 2004
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18日 生 き 朝日新聞出版 田村 恵子 2010



作家ががんになつて試みたこと 岩波書店 高橋 三千綱 2018

2013わたしも、がんでした。がんと共に生きるための処方箋 日経BPネ土 国立がん研究センターがん対策情報センター

グローハ
・
ルマデー ～子宮頸がんと闘う女性たち～ 静岡新聞社 2012河村 裕美

元気になるシカ ! KADOKAWA 藤河 るり 2016

元気になるシカ!2 KADOKAWA 藤河 るり 2018

ただマイヨロジョーヌのためでなく 講談社 ランス・アームストロング 2000

毎秒が生きるチャンス l 学研 ランス・アームストロング 2004
がんまんが ～私たちは大病している～ ぶんか社 内田 春菊 2018

すとまんが ぶんか社 内田 春菊 2018

自分らしく、を生きていく。 ハーベスト婦人画報社 LAVENDER RING 2021

アシュリー フジテレビ出版 アシュリー・ヘギ 2006

九十歳。何がめでたい 小学館 2016

なんで僕に聞くんだろう。 幻冬舎 2020幡野 広志

体

験

記

末期がんでも元気です 38歳エロ漫画家、大腸がんになる フレックスコミックス ひるなま 2021

お金 国立がん研究センターのがんとお金の本 2016小学館 片井 均、大江 1裕―郎、若尾 文彦

仕事 がん体験者のための就活プックサだイハ
゛
―ス` ハローヮーク NPO法 人HOPにプロシ■外+一般社団法人CSRプ ロシtクト編 2015合同出版

がんになつた親が子どもにしてあげられること ポプラ社 大沢 かおり 2018
子どもを持つ親が病気になつた時に読む本:伝え方・暮らし方・お金のこと 創元社 ポーラ ラウフ 2018

種まく子供たち 小児がンを体験した七人の物語 ポプラ社 佐藤 律子 編 2001

おかえり!めいちゃん ふくろう出版 大見サキエ/森 口清美 2015
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公益財団法人がんの子ども,守 る会AYA 平成27-29年 厚生労働科学研究代表者 堀部敬三 2018
がんで死ぬ県、死なない県 NHK出 版 松田 智大 2017
がん 生と死の謎に挑む 文春文庫 立花 隆 2013
全カウサギ 第4工事 メテ

・
ィアファクトリー イケタ

' 
ケイ 2009

全カウサギ 第3工事 メテ'ィアファクトリー 2008イケタ
‐
 ケイ

全カウサギの今日から全力 ! メテ・ィアファクトリー イケタ
・
 ケイ 2011

夫のちんぱが入らない 扶桑社 こだま 2017
ぼくはレモネードやさん 生活の医療社 えいしま しろう 2019
チヤーリー・ブラウンなぜなんだい?ともだちがおもい病気になつたとき 岩崎書店 チヤールズ・M・ シュルツ 1991

そ

の
他

視の介護とお金が不安です 主婦の友社 上大岡トメ 2021

1佐藤愛子


