
がん関連書籍リスト

書名 巻次 副書名 著者名 分類 出版年 出版者

明日もまた生きていこう 十八歳でがん宣告を受けた私 横山 友美佳∥著 916 2008.5 マガジンハウス

あなたの癌は、がんもどき 近藤 誠∥著 494.5 2010.12 梧桐書院

胃を切った人を元気いっぱいにする食事160 長 晴彦∥監修 493.45 2012.4 主婦の友インフォス情報社

「いい人」はなぜガンになりやすいのか 最上 悠∥著 493.09 2010.5 青春出版社

胃がん大腸がん 赤須 孝之∥編 493.455 2008.2 誠文堂新光社

生きる力 心でがんに克つ なかにし 礼∥著 916 2012.12 講談社

いのちの一句 がんと向き合う言葉 いのちの歳時記編集委員会∥著 911.36 2010.1 毎日新聞社

今あるガンが消えていく食事 超実践編 済陽 高穂∥著 494.5 2009.11 マキノ出版

今あるガンが消えていく食事 進行ガンでも有効率66.3%の奇跡 済陽 高穂∥著 494.5 2008.1 マキノ出版

今あるガンが消えていく食事<実践レシピ集> 消化器外科の名医が考案!1000通り以上の献立が作れる! 済陽 高穂∥監修 494.5 2009.7 マキノ出版

今あるがんに勝つジュース 図解がんを予防し、がん体質から脱却する栄養・代謝療法とその理論 済陽 高穂∥監修 494.5 2010.2 新星出版社

イラストでわかる胃がん・大腸がん 手術後の食事・生活、再発・転移の防ぎ方 浦山 雅弘∥監修 493.455 2012.1 法研

医療鎖国 なぜ日本ではがん新薬が使えないのか 中田 敏博∥著 498.021 2011.3 文藝春秋

医療保険で損をしたくないならこの1冊 三田村 京∥著 339.47 2010.2 自由国民社

ウォルシュ博士の前立腺がんガイド 予防・治療・予後 パトリック C.ウォルシュ∥著 494.96 2012.4 築地書館

うまく使って、うまくかわす!怖くない抗がん剤 小倉 恒子∥著 495.46 2009.12 主婦の友社

絵でわかるがんと遺伝子 野島 博∥著 491.65 2009.7 講談社

家族が「がん」になったら知っておくべきこと 中川 恵一∥監修 494.5 2013.2 池田書店

体のしくみと病気 慢性疲労から最新がん治療まで 492 2012.5 ニュートンプレス

患者・家族のためのがん緩和マニュアル 米国国立がん研究所(NCI)PDQ・支持療法と緩和ケア版 先端医療振興財団・臨床研究情報センター∥監修 494.5 2009.6 日経メディカル開発

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の解説 日本婦人科腫瘍学会∥編集 495.43 2010.12 金原出版

患者さんの疑問に答える「胃がん」「肺がん」「乳がん」「大腸がん」 「きょうの健康」番組制作班∥編 494.5 2008.8 アスコム

患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2012年版 日本乳癌学会∥編 495.46 2012.6 金原出版

がん 図説カラダ大辞典編集委員会∥編集 494.5 2010.6 金沢医科大学出版局

がんを生きる 佐々木 常雄∥著 494.5 2009.12 講談社

がんを生きる子 ある家族と小児がんの終わりなき闘い 松永 正訓∥著 493.94 2011.11 講談社

ガンを恐れず ガン難民にならない患者学 藤野 邦夫∥著 494.5 2009.8 角川書店

癌を追って ある貴重な闘病体験 石 弘光∥著 494.96 2010.6 中央公論新社
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がんを薬で治す 2013年版 抗がん剤・分子標的薬・ホルモン剤 畠 清彦∥責任編集 494.53 2012.11 朝日新聞出版

ガンを消す食材別レシピ 完全版 済陽 高穂∥監修 494.5 2009.12 主婦と生活社

がんを治すチカラ 大阪府立成人病センター∥編 494.5 2009.9 毎日新聞社

がん化学療法 長場 直子∥編集 492.926 2012.1 学研メディカル秀潤社

がんが転移・再発したときすぐに知りたいQ&A 矢沢サイエンスオフィス∥編 494.5 2008.3 学研

ガンがゆっくり消えていく 再発・転移を防ぐ17の戦略 中山 武∥著 494.5 2009.8 草思社

がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ 川口 美喜子∥著 494.5 2011.11 医学書院

がん対策マニュアル がんにならない、がんでは絶対に死なない 大川 智彦∥著 494.5 2012.3 中央公論新社

がん治療中の食事 がん専門医とシェフが届ける心躍る100のグルメなレシピ ジョゼ・ヴァン・ミル∥著 494.5 2012.4 ガイアブックス

がんで「困った」ときに開く本 2013 494.5 2012.1 朝日新聞出版

がんで「困った」ときに開く本 2010 494.5 2009.1 朝日新聞出版

がんと一緒に働こう! 必携CSRハンドブック CSRプロジェクト∥編 366.3 2010.5 合同出版

がんと人生 国立がんセンター元総長、半生を語る 垣添 忠生∥著 289.1 2011.12 中央公論新社

がんと闘った科学者の記録 戸塚 洋二∥著 916 2009.5 文藝春秋

がん疼痛マネジメント 林 章敏∥編著 492.926 2012.1 学研メディカル秀潤社

がんに効く生活 克服した医師の自分でできる「統合医療」 ダヴィド・S.シュレベール∥著 494.5 2009.2 日本放送出版協会

がんになったら手にとるガイド 患者必携 国立がん研究センターがん対策情報センター∥編著 494.5 2011.3 学研メディカル秀潤社

「がん」になったら真っ先に読む本 森津 純子∥著 494.5 2008.2 ベストセラーズ

ガンになったら読む10冊の本 本えらびで決まる、あなたの命 船瀬 俊介∥著 494.5 2009.7 花伝社

がんにならない生き方 漢方治療の現場から 丁 宗鐵∥著 494.5 2011.5 新潮社

がんの痛みをとる5つの選択肢 向山 雄人∥著 494.5 2012.2 洋泉社

がんの「苦痛」をとる治療 石井 典子∥著 494.5 2012.2 朝日新聞出版

がんの最後は痛くない 大岩 孝司∥著 494.5 2010.8 文藝春秋

がんの手術をする前に 患者にはこんなにできることがある 春名 伸司∥著 494.5 2012.3 創元社

がんの正体 2人に1人ががんになる! 中川 恵一∥著 494.5 2010.2 PHP研究所

がんのすべてがわかる本 決定版 矢沢サイエンスオフィス∥編 491.65 2012.6 学研パブリッシング

がん放射線治療 唐澤 久美子∥編集 492.926 2012.1 学研メディカル秀潤社

がん放置療法のすすめ 患者150人の証言 近藤 誠∥著 494.5 2012.4 文藝春秋

がん「余命半年」からの生還 患者と家族のための実践マニュアル 平塚 厚子∥著 494.5 2009.9 梧桐書院
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「がん」は患者に聞け! 有名人16人の全闘病記録 吉田 健城∥編 916 2009.2 徳間書店

ガンは治って当たり前 癌は寄生虫が原因だった!? 笹川 英資∥[著] 491.65 2013.2 明窓出版

ガンはなぜ自然退縮するのか ガンは治る!驚異のメカニズム「アポトーシス」 奥山 隆三∥著 494.5 2011.1 花伝社

がん患者 鳥越 俊太郎∥著 916 2011.6 講談社

がん患者、お金との闘い 札幌テレビ放送取材班∥著 498.13 2010.1 岩波書店

がん研が作ったがんが分かる本 初歩から最先端、そして代替医療まで ロハスメディア∥編集 494.5 2012.6 ロハスメディア

がん検診の大罪 岡田 正彦∥著 498 2008.7 新潮社

ガン検診は受けてはいけない!? 船瀬 俊介∥著 494.5 2010.1 徳間書店

がん検診は誤解だらけ 何を選んでどう受ける 斎藤 博∥著 494.5 2009.11 日本放送出版協会

がん治療の前と後 納得できる治療を受けて、前向きに過ごすための手引き 竹中 文良∥監修 494.5 2010.3 法研

がん保険を疑え! 保険会社が教えてくれない「あなたの損得」 後田 亨∥著 339.47 2011.8 ダイヤモンド社

がん保険のカラクリ 岩瀬 大輔∥著 339.47 2012.12 文藝春秋

抗がん剤は効かない 近藤 誠∥著 494.53 2011.5 文藝春秋

50歳を超えてもガンにならない生き方 土橋 重隆∥[著] 494.5 2012.11 講談社

最新!がん治療 予防から緩和ケアまですべてがわかる 弘前大学大学院医学研究科∥著 494.5 2011.6 朝日新聞出版

最新検査のすべて 定期健診 病院での検査 がん検診 人間ドック 精密検査などの詳しい内容がよくわかる 小橋 隆一郎∥著 492.1 2009.4 主婦の友社

再発 がん治療最後の壁 田中 秀一∥著 494.5 2011.6 東京書籍

再発・転移性乳がんを生きるための100の質問 リリー・ショックニー∥著 495.46 2011.2 彩流社

子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ 退院後の食事プラン 加藤 友康∥医療解説 495.43 2010.12 女子栄養大学出版部

子宮がん 「子宮頸がん」と「子宮体がん」の検査・診断・治療 知りたい最新情報のすべてがわかる 宮城 悦子∥監修 495.43 2010.7 主婦の友社

手術数でわかるいい病院 2012 全国ランキング 498.16 2012.3 朝日新聞出版

手術は、しません 父と娘の「ガン闘病」450日 団 鬼六∥著 916 2011.8 新潮社

「食道がん」と言われたら… 手術で食道を切除した場合の食道再建 永久気管孔も解説 桑野 博行∥著 493.445 2011.11 保健同人社

新・がん50人の勇気 柳田 邦男∥著 494.5 2009.12 文藝春秋

新「名医」の最新治療　２０１３ 中高年の病気を救う治療と医師がここにいる！ 492 201212 東京：朝日新聞出版

進行がんは本当に治るのか? ANK免疫細胞療法の実態 松崎 千佐登∥著 494.5 2012.2 幻冬舎メディアコンサルティング

女性のがん 山田 拓郎∥編著 495.46 2008.2 誠文堂新光社

女性のガンと気になる持病の本 定期健診は予防の近道 百間 亮∥著 494.5 2010.4 冬青社

救える「いのち」のために 日本のがん医療への提言 山本 孝史∥著 494.5 2008.1 朝日新聞社
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絶対あきらめないガン治療・30の可能性 もっと知りたい“医療のスキマ” 伊丹 仁朗∥著 494.5 2011.8 三五館

前立腺がん 服部 智任∥著 494.96 2008.4 誠文堂新光社

大腸がんを治す本 最新 高橋 慶一∥著 493.465 2011.9 法研

大腸がん手術後の生活読本 高橋 慶一∥著 494.656 2009.5 主婦と生活社

大腸がん手術後の100日レシピ 退院後の食事プラン 森谷 冝皓∥医療解説 494.656 2010.1 女子栄養大学出版部

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 493.46 2012.6 主婦の友インフォス情報社

闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと 星野 史雄∥著 492 2012.1 産経新聞出版

どうせ死ぬなら「がん」がいい 中村 仁一∥著 494.5 2012.1 宝島社

乳がんインフォームドコンセントガイド 最新の知見から 森本 忠興∥編集 495.46 2011.6 日本医事新報社

乳がん患者ケア 阿部 恭子∥編集 492.928 2013.1 学研メディカル秀潤社

肺がん患者ケア 榮木 実枝∥編集 492.926 2012.12 学研メディカル秀潤社

放射線被ばくCT検査でがんになる 近藤 誠∥著 492.4 2011.7 亜紀書房

放射線医が語る被ばくと発がんの真実 中川 恵一∥著 493.195 2012.1 ベストセラーズ

放射能汚染だまされてはいけない!? ガン・白血病の恐怖におびえないために 船瀬 俊介∥著 493.195 2012.2 徳間書店

見えないがんを追う 大腸内視鏡が拓く医療フロンティア 工藤 進英∥著 493.465 2009.9 新潮社

6つの生活習慣でガン・難病を治す 健康は「骨休め」で決まる! 西原 克成∥著 491.8 2008.2 ビジネス社

名医が語る最新・最良の治療 前立腺がん あなたに合ったベストな治療法が必ず見つかる!! 荒井 陽一∥ほか著 494.96 2011.7 法研

名医が語る最新・最良の治療 大腸がん あなたに合ったベストな治療法が必ず見つかる!! 山口 茂樹∥ほか著 493.465 2012.6 法研

名医が語る最新・最良の治療 乳がん あなたに合ったベストな治療法が必ず見つかる!! 中村 清吾∥ほか著 495.46 2011.11 法研

もしも、がんが再発したら 本人と家族に伝えたいこと 国立がん研究センターがん対策情報センター∥編著 494.5 2012.3 英治出版

やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 朴 成和∥編 493.465 2010.12 医薬ジャーナル社

読むだけで少しラクになるがん・心のケア 真っすぐに命と向かい合うとき 阿部 文子∥著 494.5 2009.4 コスモトゥーワン

私ががんなら、この医者に行く 海老原 敏∥編著 494.5 2009.8 小学館

わたし、生きるからね 重度障がいとガンを超えて 小山内 美智子∥著 916 2009.7 岩波書店

私のがんを治した毎日の献立 告知されたその日から始める 済陽 高穂∥著 494.5 2010.2 講談社

私の晩期がんを治した毎日の献立 告知されたその日から始める 済陽 高穂∥監修 494.5 2010.1 講談社

抗がん剤のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス／編 494.53 201303 東京：学研パブリッシング
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