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予防

元ハーバード大学准教授が教えるガンになら
ない体

荒木 裕／著 三笠書房 2018.12 491.658/ｱﾗ18/ 0014801203

がんの正体がわかった!　「がん」は予知・予防
できる

小林 常雄／著 創藝社 2019.1 491.658/ｺﾊ19/ 0014809925

がんにならないシンプルな習慣　手術件数1000
件超の名医が教える

佐藤 典宏／著 青春出版社 2020.7 491.658/ｻﾄ20/ 0015530090

がんを防ぐライフスタイル 中泉 明彦／著 第三文明社 2018.9 491.658/ﾅｶ18/ 0014516447

命の食事　大切な人をがんから守るため今で
きること

南雲 吉則／著 主婦の友社 2019.10 491.658/ﾅｸ19/ 0014648836

もっと!Brush Upできるがん対策ゲノム医療から
予防まで　がん最新情報を徹底解説します!

小林 直哉／著 現代書林 2020.2 494.5/ｺﾊ20/ 0015122708

医者が教える「がん」にならない30の習慣 近藤 誠／著 宝島社 2019.7 494.5/ｺﾝ19/ 0014981492

その症状、がんのサインかもしれません　後悔
しないためには早期発見が大切です!

佐藤 典宏／著 PHP研究所 2019.12 494.5/ｻﾄ19/ 0015103385

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

2019.11 494.5/ﾅｶ19/ 0015060999

血管をよみがえらせる!　毛細血管をきたえて、
認知症、がん、高血圧…を防ぐ

高倉 伸幸／監修 宝島社 2020.3 L498.3/ﾀｶ20/ 0015256571

がんの基礎知識

親子で考える「がん」予習ノート 一石 英一郎／[著] KADOKAWA 2020.2 491.65/ｲﾁ20/ 0015169840

人はなぜがんになるのか 大谷 肇／著 風詠社 2020.10 491.65/ｵｵ20/ 0015628019

検診で見つかるがんの8割は良性がんである
過剰診断時代の予防がん学

渡辺 泱／著 晶文社 2019.6 491.658/ﾜﾀ19/ 0014628903

「がん」も「うつ」も体温が低い　低体温と病気の
思いもよらない関係

川嶋 朗／著 河出書房新社 2020.4 493.14/ｶﾜ20/ 0015366800

がんと共に生きていくときに、知っておいてほし
いこと　人生を丸ごと抱きしめて生きるヒント

秋山 正子／著 山と溪谷社 2020.11 494.5/ｱｷ20/ 0015627987

やってはいけないがん治療　医者は絶対書け
ないがん医療の真実

岩澤 倫彦／著 世界文化社 2020.4 494.5/ｲﾜ20/ 0014687404

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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やさしいがんの知識2020　肺がん 胃がん 大腸
がん 乳がん 子宮頸がん

がん研究振興財団／
[編]

がん研究振
興財団

2020.7
494.5/ｶﾝ
19/2020

0015593833

もう、がんでは死なない　二人に一人ががんに
なる時代の最高の治療法

近藤 誠／著 マガジンハウス 2020.11 494.5/ｺﾝ20/ 0015648660

がんを疑われたら最初に読む本 プライマリ・ケ
ア医の立場から

高橋 基文／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2020.2 494.5/ﾀｶ20/ 0014672596

がんと認知機能障害　気づく,評価する,支援す
る

谷向 仁／編著 中外医学社 2020.10 494.5/ﾀﾆ20/ 0015529118

医者にがんと言われたら最初に読む本 中川 恵一／著 エクスナレッジ 2020.8 494.5/ﾅｶ20/ 0015567498

腫瘍内科医が教えるがんになったらすべき対
策大全2021年最新版　Q&A形式で解説

渡邊 清高／監修 扶桑社 2021.5
494.5/ﾜﾀ
21/2021

0015805765

コロナとがん　リスクが見えない日本人 中川 恵一／著 海竜社 2020.10 498.6/ﾅｶ20/ 0015632367

知っておきたいがんのこと　強く生きるためのガ
イドブック

国立がん研究セン
ターがん対策情報
センター／監修

住友生命保険 [2021] L494.5/ｺｸ21/ 0015824014

がんと闘う

がんと共に生き、考え、働く 石川 邦子／著 方丈社 2019.7 366.3/ｲｼ19/ 0014981203

がん治療の「免疫革命」　がんと水素と「悪玉キ
ラーT細胞」

赤木 純児／著 ワニ・プラス 2021.4 494.5/ｱｶ21/ 0015758840

再発・転移・手術不能ガンも根治をめざす　食
事療法から最先端治療まで

伊丹 仁朗／著 海鳥社 2021.3 494.5/ｲﾀ21/ 0015692791

がんが逃げ出すエッセンシャル統合医療　イギ
リス人医師がたどりついた

アンドリュー・
ウォン／著

ワニブックス 2020.4 494.5/ｳｵ20/ 0015247752

がんでも歩こう! キャンサージャーニーを豊かに
する運動のすすめ

大島 和也／編著
日経メディカル
開発

2020.3 494.5/ｵｵ20/ 0015247869

がんになって見つけたこと つらいことばかり
じゃない!“キャンサーギフト”を生きる人たち

木村 恭子／編著 辰巳出版 2019.12 494.5/ｷﾑ19/ 0015105273

がんでもママになるのをあきらめない　卵巣組
織凍結という選択肢

京野 廣一／著 サンルクス 2021.2 494.5/ｷﾖ21/ 0015694375

最新がん・部位別治療事典　「延命効果」「生活
の質」で選ぶ。

近藤 誠／著 講談社 2020.4 494.5/ｺﾝ20/ 0015211816

ガン患者とともに命をつなぐ　「こうして治した」
実証例、すべてを開示!

鶴見 隆史／著 グスコー出版 2019.5 494.5/ﾂﾙ19/ 0014930937

がん治療の現在　光免疫療法の衝撃 永山 悦子／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2020.12 494.5/ﾅｶ21/ 0015425416

がん治療のフロンティア
名古屋市立大学
／編

中日新聞社 2020.12 494.5/ﾅｺ21/ 0015424005

高齢者がん医療Q&A臓器別編
日本がんサポー
ティブケア学会／
編

金原出版 2020.10 494.5/ﾆﾎ21/ 0015691249

親ががんになったら読む本 心に寄り添い回復
を助ける

山口 建／著 主婦の友社 2019.10 494.5/ﾔﾏ19/ 0014648851

がんのリハビリテーション診療ベストプラクティ
ス

日本がんリハビリ
テーション研究会
／編集

金原出版 2020.11 L494.5/ﾆﾎ21/ 0015591308
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抗がん剤

抗がん剤・放射線治療を乗り切り、元気いっぱ
いにする食事116

勝俣 範之／監修 主婦の友社 2019.10 494.5/ｶﾂ19/ 0014643068

がん患者が真に求める抗がん剤の復権に向け
て

東風 斡子／著 たま出版 2020.2 494.5/ｺﾁ20/ 0015169642

国がん東病院発 抗がん剤・放射線治療をしている
人のための食事　悩みの原因と対策をわかりやすく
図解

後藤 功一／監修 ナツメ社 2020.2 494.5/ｺﾄ20/ 0015145097

抗癌剤の副作用で苦しまないために 横内 正典／著 たま出版 2018.7 494.5/ﾖｺ18/ 0014447924

がん化学療法副作用対策ハンドブック　副作用の予防・治
療から、抗がん剤の減量・休薬の基準、外来での注意点
まで

岡元 るみ子／編集 羊土社 2019.11 494.53/ｵｶ19/ 0015140502

抗がん剤をいつやめるか?どうやめるか?　最期
まで患者さんの人生を支える医療の実践

勝俣 範之／編 日本医事新報社 2020.4 494.53/ｶﾂ20/ 0015307168

やさしくわかる抗がん剤の副作用とその対処法
いつもと同じ日常を過ごすために

酒井 リカ／監修 法研 2021.2 494.53/ｻｶ21/ 0015742844

少量抗がん剤治療 “がんを生きる”ための、も
う一つの抗がん剤治療

三好 立／著 東京図書出版 2019.12 494.53/ﾐﾖ20/ 0014653604

食事

免疫パワーでがんと戦う　ホンモノ健康食品β
-グルカンとは?

石渡 一夫／著
ジェフコーポ
レーション

2019.6 494.5/ｲｼ19/ 0014943807

がん食事療法の都市伝説　骨格筋があなたを
救う

大村 健二／著 法研 2020.4 494.5/ｵｵ20/ 0015211758

がんに打ち勝つ「命の野菜スープ」 高橋 弘／著 アスコム 2018.11 494.5/ﾀｶ18/ 0014775027

がんが食事で消えた! 代替療法否定論者の私
を変えたがん患者への取材記録

中 大輔／著 ユサブル 2018.12 494.5/ﾅｶ18/ 0014801153

がん再発予防の食事&生活術 野口 節子／監修 食べもの通信社 2019.7 494.5/ﾉｸ19/ 0014981500

ガンは食事で治す 森下 敬一／著 ベストセラーズ 2018.12 494.5/ﾓﾘ18/ 0014774913

がんを生き抜く最強ごはん 和田 洋巳／著 毎日新聞出版 2019.3 494.5/ﾜﾀ19/ 0014896369

がんに負けない体をつくる済陽式野菜スープ 済陽 高穂／監修 成美堂出版 2019.3 494.5/ﾜﾀ19/ 0014598643

ガンが消えていく最強のレシピ　成功率60%超
の食事療法の極意

済陽 高穂／著 マキノ出版 2020.7 494.5/ﾜﾀ20/ 0015339625

がんに勝つ食事 免疫力を高めてがんを予防す
る治す最上の食べ方

済陽 高穂／著 河出書房新社 2020.4 494.5/ﾜﾀ20/ 0015267511

健康になる食べ物と栄養素の教科書　抗がん 抗酸
化 免疫力アップ 腸内環境改善 認知症&ロコモ予防

藤原 大美／著 現代書林 2019.12 498.5/ﾌｼ19/ 0015111750

がんがイヤなら、これは食べるな　危険な添加
物!

渡辺 雄二／著 ビジネス社 2021.4 498.54/ﾜﾀ21/ 0015787252

がんを自力で消し去る最強食 今あるがん細胞
が消えていく食事療法の切り札

主婦の友社／編 主婦の友社 2020.4 L494.5/ｼﾕ20/ 0014684351

3 ページ



書名 著者名 出版者 発行年 請求記号 資料番号

治療

ステージ4のがんを治す! 赤木 純児／著 さくら舎 2020.3 494.5/ｱｶ20/ 0015205198

がん治療の「免疫革命」　がんと水素と「悪玉キ
ラーT細胞」

赤木 純児／著 ワニ・プラス 2021.4 494.5/ｱｶ21/ 0015758840

ガン治癒力を高める心理療法　精神腫瘍学的
治療法

伊丹 仁朗／著 星和書店 2020.2 494.5/ｲﾀ20/ 0015219371

がんが逃げ出すエッセンシャル統合医療 イギ
リス人医師がたどりついた

アンドリュー・
ウォン／著

ワニブックス 2020.4 494.5/ｳｵ20/ 0015247752

あなたにとって最適な「がん治療」がわかる本
各分野の専門医が教える

がん情報サイト
「オンコロ」／著

日本実業出版社 2021.3 494.5/ｶﾝ21/ 0015760283

がん免疫療法の突破口(ブレイクスルー)
チャールズ・グ
レーバー／著

早川書房 2020.3 494.5/ｸﾚ20/ 0015205156

ガン治療革命 最先端医療はここまで来た!予防
&寛解のための最高の選択をする!

小林 平大央／編
著

河出書房新社 2020.5 494.5/ｺﾊ20/ 0015295090

がんを瞬時に破壊する光免疫療法　身体にや
さしい新治療が医療を変える

小林 久隆／著 光文社 2021.1 494.5/ｺﾊ21/ 0015726292

最新がん・部位別治療事典 「延命効果」「生活
の質」で選ぶ。

近藤 誠／著 講談社 2020.4 494.5/ｺﾝ20/ 0015211816

がんの逆襲 近藤 誠／著 エクスナレッジ 2021.7 494.5/ｺﾝ21/ 0015869589

がん手術を成功にみちびくプレハビリテーション　専
門医が語るがんとわかってから始められる7つのこと

佐藤 典宏／著 大月書店 2020.12 494.5/ｻﾄ21/ 0015704026

最先端のがん免疫療法　心身に優しく笑顔もよ
みがえる

佐野 正行／著 ワニブックス 2019.12 494.5/ｻﾉ19/ 0015103393

末期がんバイブル　ステージ4からのサバイバ
ル・ガイド

白川 太郎／著 四海書房 2021.3 494.5/ｼﾗ21/ 0015787260

世界中の医学研究を徹底的に比較してわかっ
た最高のがん治療

津川 友介／著 ダイヤモンド社 2020.4 494.5/ﾂｶ20/ 0015252844

ゲノム時代のがん治療 再発・転移・治療抵抗
性の戦略

星野 泰三／著 青月社 2019.7 494.5/ﾎｼ19/ 0014885867

がん治療新時代の指針　ネオアンチゲン、ゲノ
ム解析、免疫チェックポイント

星野 泰三／著 CVA出版企画 2020.3 494.5/ﾎｼ20/ 0015202492

がん免疫療法とは何か 本庶 佑／著 岩波書店 2019.4 494.5/ﾎﾝ19/ 0014879829

日本人に合ったがん医療を求めて　医師､患
者､家族の方々に一番伝えたいこと

水上 治／著 ケイオス出版 2019.11 494.5/ﾐｽ20/ 0015129703

各種がん治療でのオリジナル遺伝子治療　驚く
べき最新成果

吉田 治／著 ロングセラーズ 2019.12 494.5/ﾖｼ19/ 0015103419

希望のがん治療　大病院が教えてくれない最
新治療の効果と受け方

萬 憲彰／著 ワニ・プラス 2021.6 494.5/ﾖﾛ21/ 0015821358

世界初からだに優しい高精度がん治療　ピンポ
イント照射25年間の軌跡

植松 稔／著 方丈社 2020.2 494.54/ｳｴ20/ 0015166754
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闘病記

食道がん診断専門の医者が食道がんになっ
た。

山本 勇／著 柏艪舎 2019.4 493.445/ﾔﾏ19/ 0014910434

<いのち>とがん 患者となって考えたこと 坂井 律子／著 岩波書店 2019.2 493.475/ｻｶ19/ 0014825186

舌はないけど　がんと生きる 荒井 里奈／著 中日新聞社 2019.11 494.5/ｱﾗ20/ 0014653596

がんを生きる緩和ケア医が答える命の質問58 大橋 洋平／著 双葉社 2020.9 494.5/ｵｵ20/ 0015581796

がん専門医が、がんになって分かった大切なこ
と

中川 恵一／著 海竜社 2019.10 494.5/ﾅｶ19/ 0015057532

がんが消えていく生き方　外科医ががん発症
から13年たって初めて書ける克服法

船戸 崇史／著 ユサブル 2020.10 494.5/ﾌﾅ20/ 0015604390

一歩先へススメ　本当に知っていますか!乳が
んを早く見つけるための知識

中京テレビ放送恩田
千佐子と「ススメ」プロ
ジェクト／編著

丸善出版 2020.7 495.46/ﾁﾕ20/ 0015534449

落語家、医者に頼らずがんと生きる 柳家 三壽／著 祥伝社 2019.6 779.13/ﾔﾅ19/ 0014940704

書かずに死ねるか 難治がんの記者がそれでも
伝えたいこと

野上 祐／著 朝日新聞出版 2019.2 916/ﾉｶ19/ 0014846851

きっと大丈夫。 私の乳がんダイアリー 矢方 美紀／著 双葉社 2019.4 916/ﾔｶ19/ 0014915573

「がんになって良かった」と言いたい 山口 雄也／著 徳間書店 2020.7 916/ﾔﾏ20/ 0015370034

その他

がんと癌は違います　知っているようで知らな
い医学の言葉55

山本 健人／著 幻冬舎 2021.3 490.4/ﾔﾏ21/ 0015437726

「がん」は止められる　指令物質をコントロール
する医療革命

落谷 孝広／著 河出書房新社 2020.8 491.65/ｵﾁ20/ 0015378102

がん哲学のレッスン 教室で<いのち>と向きあう 樋野 興夫／著 かもがわ出版 2020.2 491.65/ﾋﾉ20/ 0015195704

がんと外科医 阪本 良弘／著 岩波書店 2020.11 493.475/ｻｶ20/ 0015347032

「がん患者本位のエンゲージメント」を目指して　がん患者
が社会で自分らしく生きるための3つのビジョン

「がん患者本位の
エンゲージメント」を
考える会／著

日経BP 2021.1 494.5/ｶﾝ21/ 0015717150

がんとたたかう最高のヨガ大全　がん研病院副院
長・医大教授など名医7人が推奨!

文響社 2021.4 494.5/ｶﾝ21/ 0015795453

がんと心理療法のこころみ　夢・語り・絵を通して 岸本 寛史／著 誠信書房 2020.8 494.5/ｷｼ20/ 0015582885

がんの原因は汚血の爆発にある 蔡 篤俊／著 幻冬舎 2020.3 494.5/ｻｲ20/ 0015247356

死の恐怖を乗り越える　2000人以上を看取った
がん専門医が考えてきたこと

佐々木 常雄／
著

河出書房新社 2021.3 494.5/ｻｻ21/ 0015760317

がんで不安なあなたに読んでほしい。　自分ら
しく生きるためのQ&A

清水 研／著 ビジネス社 2020.5 494.5/ｼﾐ20/ 0015356314

末期がんバイブル　ステージ4からのサバイバ
ル・ガイド

白川 太郎／著 四海書房 2021.3 494.5/ｼﾗ21/ 0015787260
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やはり死ぬのは、がんでよかった 中村 仁一／著 幻冬舎 2021.3 494.5/ﾅｶ21/ 0015693443

がんサポーティブケアのための漢方活用ガイド
日本がんサポー
ティブケア学会／
監修

南山堂 2020.11 494.5/ﾆﾎ21/ 0015690647

がんと共存ちょっと癒される話 保坂 隆／著 さくら舎 2020.2 494.5/ﾎｻ20/ 0015169808

がんを克服した糖尿病医が考案!弱った体を修
復する内臓リセット健康法

青木 厚／著 アスコム 2020.10 498.3/ｱｵ20/ 0015632474

緩和ケア医から、ひとりで死ぬのだって大丈夫 奥野 滋子／著 朝日新聞出版 2021.2 B494.5/ｵｸ21/ 0015436330

がんの統計2019年版
がんの統計編集
委員会／編集

がん研究振
興財団

2020.3
L494.5/ｶﾝ
11/2019

0015560790

血液のがん

ウルトラ図解血液がん 白血病・悪性リンパ腫・
多発性骨髄腫の正しい理解と適切な最新治療

神田 善伸／監修 法研 2020.2 493.173/ｶﾝ20/ 0015195597

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／著 医学書院 2019.11 493.173/ﾐﾔ19/ 0014841324

血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨
髄腫

木崎 昌弘／監修 主婦の友社 2020.3 493.29/ｷｻ20/ 0014674675

悪性リンパ腫 堀田 知光／編 医薬ジャーナル社 2017.10 L493.29/ﾎﾂ18/ 0014231286

肺がん

肺がん　最先端治療と再発・転移を防ぐ日常生
活の工夫

坪井 正博／著 主婦の友社 2020.5 493.385/ﾂﾎ20/ 0014687388

患者さんのための肺がんガイドブック　2019年
版 悪性胸膜中皮腫・胸腺腫瘍含む

日本肺癌学会／編 金原出版 2019.12
493.385/ﾆﾎ
19/2019

0014841373

肺癌診療ガイドライン2020年版　　悪性胸膜中
皮腫・胸腺腫瘍含む

日本肺癌学会／編 金原出版 2021.1
493.385/ﾆﾎ
19/2020

0015693674

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

2018.6 493.385/ﾜﾀ18/ 0014465124

肺がん 西條 長宏／監修 医薬ジャーナル社 2017.8
L493.385/ｻｲ
17/

0014149371

胃がん・大腸がん

胃がんでいのちを落とさないために　日本の胃
がん死亡者数がついに減少に転じた!

浅香 正博／著 中央公論新社 2019.6 493.455/ｱｻ19/ 0014943823

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

2018.6 493.455/ｶﾀ18/ 0014465140

胃がん・大腸がんを治す、防ぐ!　最先端医療が
命を守る

近藤 慎太郎／著 さくら舎 2019.7 493.455/ｺﾝ19/ 0014984033

胃がん・大腸がん一緒に考えましょう,あなたの
治療

佐藤 温／著 ヴァンメディカル 2019.3 493.455/ｻﾄ19/ 0014623490

胃がん・食道がん病後のケアと食事 山田 和彦／監修 法研 2019.12 493.455/ﾔﾏ19/ 0015116031

大腸がんで死にたくなければ腸のむくみをとり
なさい!　日本人のがん第1位

大久保 政雄／著 すばる舎 2020.1 493.46/ｵｵ20/ 0015164171
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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

2018.6 493.465/ｶﾈ18/ 0014465132

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 2018.2 493.465/ｺｸ18/ 0014253264

大腸がん　最新の治療と治療後の暮らし方が
よくわかる

福長 洋介／著 主婦の友社 2021.2 493.465/ﾌｸ21/ 0015431224

胃を切った人を元気いっぱいにする食事160
土田 知史／監
修

主婦の友社 2020.1 494.655/ﾂﾁ20/ 0015183015

大腸がん病後のケアと食事
上野 秀樹／監
修

法研 2019.9 494.656/ｳｴ19/ 0015041098

腸を切った人を元気いっぱいにする食事170
齋藤 典男／監
修

主婦の友社 2019.9 494.656/ｻｲ19/ 0014642805

肝臓がん・胆道がん・膵臓がん

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／[ほか]編著

法研 2019.2 493.47/ｺｸ19/ 0014843791

肝炎・肝硬変・肝がん
土本 寛二／監
修

高橋書店 2018.1 493.47/ﾂﾁ18/ 0014309181

膵臓がん・胆道がん　よくわかるがん治療 知る
治す共に生きるがん

神澤 輝実／監
修

主婦の友社 2020.4 493.475/ｶﾐ20/ 0014680508

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

2018.6 493.475/ｼﾏ18/ 0014465116

がんから肝臓を守るために　ウイルス?お酒?肝
炎・脂肪肝を指摘されたら

名越 澄子／著
ライフサイエ
ンス出版

2020.3 493.475/ﾅｺ20/ 0014680284

腎臓がん・膀胱がん・前立腺がん

腎癌診療ガイドライン2017年版
日本泌尿器科
学会／編

メディカルレ
ビュー社

2017.7
494.93/ﾆﾎ
18/2017

0014211189

膀胱癌診療最前線 堀江 重郎／編集
メジカル
ビュー社

2017.12 494.95/ﾎﾘ18/ 0014294839

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 2019.12 494.96/ｱｶ20/ 0014653612

前立腺癌のすべて　基礎から最新治療まで 市川 智彦／編集
メジカル
ビュー社

2019.4 494.96/ｲﾁ19/ 0015072531

体験者が語る前立腺がんは怖くない 中川 恵一／監修
日本地域社
会研究所

2020.3 494.96/ﾅｶ20/ 0015247729

後悔のない前立腺がん治療 藤野 邦夫／著 潮出版社 2019.7 494.96/ﾌｼ19/ 0014984041

女性のがん

女性のがん心のケア がん患者さんと家族のた
めの診療室

大西 秀樹／著 つちや書店 2019.11 494.5/ｵｵ19/ 0015061005

ロボット手術と子宮がん 井坂 惠一／[著] 祥伝社 2020.6 495.43/ｲｻ20/ 0015360811

最新子宮がん・卵巣がん治療　“納得して自分
で決める”ための完全ガイド

加藤 友康／監修 主婦と生活社 2018.3 495.43/ｶﾄ18/ 0014347447

がん研有明病院婦人科最新治療ガイド　子宮頸が
ん・子宮体がん・卵巣がんと診断されたあなたへ

金尾 祐之／著 新興医学出版社 2020.7 495.43/ｶﾅ20/ 0015376098
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子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がん患者さんへ
のドクターズアドバイス

竹島 信宏／監修 新興医学出版社 2019.11 495.43/ﾀｹ19/ 0015098387

乳がんがよくわかる本　安心して納得の治療を
受けるために

井本 滋／著 つちや書店 2020.3 495.46/ｲﾓ20/ 0015199334

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

2018.6 495.46/ｷﾉ18/ 0014465108

乳がん病後のケアと食事 佐伯 俊昭／監修 法研 2020.3 495.46/ｻｴ20/ 0015247877

患者さんのための乳がん診療ガイドライン
2019年版

日本乳癌学会／編 金原出版 2019.7
495.46/ﾆﾎ
09/2019

0014840961

乳がん薬物療法副作用マネジメント 増田 慎三／編集
メジカル
ビュー社

2017.9 495.46/ﾏｽ18/ 0014211619

聖路加国際病院乳がん術後の心と体を守るダ
イエット

山内 英子／監修
女子栄養大
学出版部

2020.4 495.46/ﾔﾏ20/ 0015280084

乳がん　自分に合った治療を選ぶために 山内 英子／著 主婦の友社 2020.11 495.46/ﾔﾏ21/ 0015677867

親子で考える「子宮頸がん」と「女性のカラダ」
ドクターが教える!

太田 寛／著 日東書院本社 2020.9 495/ｵｵ20/ 0015582000

その他のがん

小児がん病棟の子どもたち　フィールドワーク 田代 順／著 遠見書房 2021.3 493.94/ﾀｼ21/ 0015758915

脳の「がん」に挑む3つの新技術　悪性脳腫瘍
治療のための光線力学療法

金子 貞男／著
ポリッシュ・
ワーク

2015.3 494.627/ｶﾈ15/ 0012874301

皮膚の病気　湿疹・皮膚炎・じんま疹・ヘルペ
ス・帯状疱疹・いぼ・水虫・あざ・皮膚がんほか

清 佳浩／監修 主婦の友社 2018.8 494.8/ｾｲ18/ 0014555361

それって本当に口内炎?知っておきたい舌がん 柴原 孝彦／監修 扶桑社 2019.10 496.8/ｼﾊ20/ 0014653653

口・のどのがん　舌がん、咽頭がん、喉頭がん
の治し方

三谷 浩樹／監修 講談社 2020.10 496.8/ﾐﾀ20/ 0015636616

口腔がんについて患者さんに説明するときに
使える本

柴原 孝彦／編著 医歯薬出版 2020.2 L496.8/ｼﾊ20/ 0015145295

病院探し

知っておきたい最新医療　2020　注目される最
新医療の実力を名医がわかりやすく解説!

医療新聞社 2020.1 492/ｼﾂ20/2020 0015184575

明日の医療を支える信頼のドクター2021年版
信頼の主治医

ぎょうけい新聞
社／編著

ぎょうけい新聞社 2021.5
498.16/ｷﾖ
16/2021

0015821408

手術数でわかるいい病院2021 朝日新聞出版 2021.3
498.16/ｼﾕ
08/2021

0015771645

中国・四国病院情報2019年版　岡山・広島・鳥
取・島根・山口 徳島・香川・愛媛・高知

医事日報 2019.3
498.16/ﾁﾕ
02/2019

0014925705

病院最前線2021　　独自調査4103データ掲載 毎日新聞出版 2020.12
L498.16/ﾏｲ
12/2021

0015754922

病院の実力　2020総合編
読売新聞医療
部／編

読売新聞東京本社 2020.2
L498.16/ﾖﾐ
10/2020

0014674048
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