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2019年4月

闘病記文
庫の分類

病名 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料ＩＤ

がん33 大腸がん もう恐れなくていい! : 大腸ガンで亡くなった父のメッセージ 野沢秀雄著 文芸社 2003 /289.1/ノ2053/601 5015645323

がん33 大腸がん 夫婦純愛 金美齢著 小学館 2007 /289.2/ｼ2221/601 5015140796

がん33 大腸がん 断腸の思い : エレキの神様、大腸ガンに克つ 寺内タケシ著 マキノ出版 2004 /764.7/5490/2004 5015645501

がん33 大腸がん
走って治すぞ、ガン闘病。 : 大学教授60歳、突然のガン宣
告。そして、人工肛門。それでも、走る-。

山本悦秀著
スターダイバー, 徳間
書店(発売)

2014 /782.3/5177/2014 7103441588

がん33 大腸がん がん六回人生全快 : 現役バンカー16年の闘病記 関原健夫著 朝日新聞社 2001 /916.00/6135/2001 5002795047

がん33 大腸がん がんに克つ : オストメイト体験記 市川晋一監修
日本オストミー協会
秋田県支部

2001 /916.00/6474/2001 5011874005

がん33 大腸がん ステージ4を宣告されて : その愛しき日々 高原レイミ著 ほおずき書籍 2006 /916.00/6523/2006 5012569513

がん33 大腸がん 病みながら老いる時代を生きる (岩波ブックレット ; No .717) 吉武輝子[著] 岩波書店 2008 /916.00/6674/2008 5014528850

がん33 大腸がん 回復室Bのドア : 夫が末期ガンになったとき えずみなお著 風塵社 2003 /916.00/6838/2003 5015645332

がん33 大腸がん 癌を受け入れた闘病と医療への期待 中川毅著 文芸社 2001 /916.00/6840/2001 5015645350

がん33 大腸がん
余命半年 : そして我が妻・由紀子は鶴のように舞い立った
(Hot-nonfiction)

柴孝也著 悠飛社 2004 /916.00/6858/2004 5015645510

がん33 大腸がん がんと闘った科学者の記録
戸塚洋二著, 立花隆
編

文藝春秋 2009 /916.00/7110/2009 5016677760

がん33 大腸がん がんよ驕るなかれ (がん研究者のがん闘病記 ; 2) 佐藤徳光著 考古堂書店 2010 /916.00/7139/2 5019360125

がん33 大腸がん がんよさらば 佐藤徳光著 考古堂書店 2011 /916.00/7139/3 7100009932

がん33 大腸がん がんフーフー日記 川崎フーフ著 小学館 2011 /916.00/7346/2011 5020230160

がん33 大腸がん がん患者 鳥越俊太郎著 講談社 2011 /916.00/7362/2011 5020617811

がん33 大腸がん わたしでよかった : さよなら大腸ガン 今井美沙子著 東方出版 2015 /916.00/7772/2015 7105275136

がん33 大腸がん 医者が妻を看取る 夫婦でがんと闘った3年10カ月の記録 小野寺 久著 中央公論新社 2017.11 /916.00/8001/2017 7109704935

がん34
大腸がん／胃

がん
三度目のガンよ、来るならごゆるりと 梅原猛著 光文社 2001 /916.00/6863/2001 5015645495
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がん36 直腸がん 私のがん患者術 (岩波ブックレット) 井上平三[著] 岩波書店 2002 /490.1/5113/2002 5004517307

がん36 直腸がん わたし、ガンですある精神科医の耐病記 (文春新書 ; 164) 頼藤和寛著 文芸春秋 2001 /493.4/5025/2001 5002702816

がん36 直腸がん
うさぎよ永遠に : ガンに命を奪われた歯科衛生士・三宅貴
子「二百十日の闘病日記」

三宅貴子[著], 三宅
参衛編著

鶴書院 2004 /916.00/6852/2004 5015645421

がん36 直腸がん 私のこの娘 大和勝子著 文芸社 2002 /916.00/6853/2002 5015645430

がん36 直腸がん 山を歩いて病を治す 伊澤康夫著 白山書房 2008 /916.00/7059/2008 5016231966

がん36 直腸がん 年寄りの逆襲 : 愛とユーモアでガンに勝つ 宮島将郎著
モ・ザ・イ・ク大逆襲プ
ロダクション

2012 /916.00/7585/2012 7101759697

がん38
虫垂がん（盲

腸がん）
がんから5年 : 「ほどほど」がだいじ 岸本葉子著 文藝春秋 2007 /914.60/キ2021/606 5014072735

がん38
虫垂がん（盲

腸がん）
がんから始まる 岸本葉子著 晶文社 2003 /916.00/6315/2003 5007954941

がん39 膀胱がん オレは陽気ながん患者 : 心筋梗塞もやったぜ! 山中恒著 風媒社 2000 /916.00/6087/2000 5001826434

がん41 甲状腺がん からだに寄りそう : がんと暮らす日々 波多江伸子著 春秋社 2003 /916.00/6282/2003 5006488400

がん41 甲状腺がん ミラクルガール 大塚弓子著 無明舎出版 2010 /916.00/7227/2010 5018160792

がん42 胸腺がん 戦士に敬礼! (Hot-Nonfiction) 斎藤菜々著 悠飛社 2006 /916.00/6566/2006 5013108440

がん42 胸腺がん お母さんは薔薇の国へ逝った 松久隆司著 文芸社 2002 /916.00/6873/2002 5015748910

がん43 腺がん ガンとともに生きる
ゲール・エルトン・メーヨー
著, 持田鋼一郎訳 作品社 2003 /936.0/5110/2003 5007994080

がん48
ユーイング肉

腫
がんばれば、幸せになれるよ : 小児がんと闘った9歳の息
子が遺した言葉

山崎敏子著 小学館 2002 /916.00/6214/2002 5004627425

がん48
ユーイング肉

腫
少しは、恩返しができたかな 北原美貴子著 講談社 2005 /916.00/6874/2005 5015748920

がん50 平滑筋肉腫 いのちのダンス  :  舞姫の選択  吉野ゆりえ著  河出書房新社  2008 /799.3/5025/2008 5015253270

がん50 平滑筋肉腫 三六〇〇日の奇跡 : 「がん」と闘う舞姫 吉野ゆりえ著
星槎大学出版会, か
まくら春秋社（発売）

2016 /799.3/5048/2016 7108365086

がん53 多発性骨髄腫 あるがままに生きる ある多発性骨髄腫患者の闘病記 石川純一郎著 ライティング 2019 /916.00/8089/2019 7111346752
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がん53 多発性骨髄腫 闘癌記 : 「死の宣告」と私の選択
マイケル・ギアリン-
トッシュ著

原書房 2003 /936.0/5101/2003 5006687520

がん57 横行結腸がん 花の蕾 : がんに倒れた娘への鎮魂の記 虎谷愛子著 里文出版 2003 /916.00/6875/2003 5015748948

がん58
嗅神経芽細胞

腫
摩優の樹 : いつか天の川で 横井千香子著 風栞舎 2003 /916.00/6471/2003 5011713022

がん60 骨肉腫 ちび 大塚昌治著 文芸社 2003 /916.00/6876/2003 5015748957

がん60 骨肉腫
僕は絶対あきらめない : 車いすテニスに夢をかけた22歳の
生と死

竹畠明聡, 竹畠伊知
郎著

麗澤大学出版会, 廣
池学園事業部(発売)

2011 /916.00/7380/2011 5020904954

がん60 骨肉腫 紅鶴 (フラミンゴ） 田中博子著 日本文学館 2012 /916.00/7515/2012 7101039883

がん61 仙骨部奇形腫 さとこウルトラマン : 涙と感動の壮絶なドラマ 片田常世著 文芸社 2001 /916.00/6877/2001 5015748966

がん62 脊索腫 母娘で綴った介護の詩 西川公子著 メディア・ポート 2001 /916.00/6878/2001 5015748975

がん63 神経芽細胞腫 僕は、なんのために生きてきたんだ! 太田哲生著 清流出版 2006 /916.00/6488/2006 5012109101

がん63 神経芽細胞腫 さとみの青春 : Hello,good-bye 村上淳子編著 静岡新聞社 2001 /916.00/6879/2001 5015748984

がん63 神経芽細胞腫
天国の我が子へ、そして子供たちへ「見てるか、お父さん
を」

大津賢司著 文芸社 2002 /916.00/6880/2002 5015749005

がん63 神経芽細胞腫
いのちのバトンタッチ : 小児がんで逝った娘から託されたも
の

鈴木中人著 致知出版社 2003 /916.00/6881/2003 5015749014

がん67 悪性リンパ腫 ぼく、何も悪いことしてないのに 小笠原勝美著 文芸社 2002 /289.1/オ2333/601 5015749060

がん67 悪性リンパ腫 二十本の桜 西沢令子著 文芸社 2001 /289.1/ニ2074/601 5015749041

がん67 悪性リンパ腫 がんと真っ向勝負! : メンタルケアは句作りで 三好隆義著 文芸社 2002 /911.46/ミ2183/601 5015749121

がん67 悪性リンパ腫 ガンとして生きる : 明日死んでもよし百まで生きてもよし 関根徳男著
慶應義塾大学出版
会（制作)

2005 /916.00/6466/2005 5011938695

がん67 悪性リンパ腫 沙恵ちゃん25年間ありがとう 北村美代子[著] 明窓出版 2006 /916.00/6496/2006 5012203382

がん67 悪性リンパ腫 がん難民の哀歓 織田孝一郎著 時鐘舎 2007 /916.00/6659/2007 5014346615

がん67 悪性リンパ腫 命の叫び : ガンとの闘い 星今朝子著 東京図書出版会 2003 /916.00/6882/2003 5015749130
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がん67 悪性リンパ腫 絶食88日 : ガンからの生還 御影神吾著 文芸社 2003 /916.00/6883/2003 5015749140

がん67 悪性リンパ腫 病室のひとりごと
横井正裕共著, 横井
とし子共著

文芸社 2001 /916.00/7079/2001 5016427230

がん67 悪性リンパ腫 悪性リンパ腫なんて怖くない : 直君の悪性リンパ腫格闘記 峯直法著 文芸社 2007 /916.00/7299/2007 5019172869

がん67 悪性リンパ腫 一六時四〇分 : がんになった臨床心理士のこころの記録 藤掛明著 キリスト新聞社 2012 /916.00/7536/2012 7101267341

がん67 悪性リンパ腫 夕焼けの日曜日 : 夫婦で戦った284日のがん闘病記 脇英策, 脇佳子著 幻冬舎ルネッサンス 2012 /916.00/7538/2012 7101407881

がん67 悪性リンパ腫 がんの樹海 (もり）から 小島哲夫著 日本文学館 2013 /916.00/7603/2013 7102578892

がん67 悪性リンパ腫 紡ぐ 西巻一彦著 夢工房 2016 /916.00/7938/2016 7108417404

がん68 白血病 幸せはどこにある : 白血病を宝に変えた歩き遍路 石山未已著 新風舎 2002 /186.9/5087/2002 5015749257

がん68 白血病 小児がんとたたかうこと : ある母と娘の物語
ジュアン・ナンカロー・クラーク著, ロー
レン・ナンカロー・クラーク著, 石本浩
市監訳, 井上富美子訳

医学書院 2005 /493.9/5297/2005 5012447299

がん68 白血病 団十郎復活 : 六十兆の細胞に生かされて 市川團十郎著 文藝春秋 2010 /774.2/5150/2010 5018208330

がん68 白血病 あたりまえの日に帰りたい : 骨髄性白血病からの生還 小林茂登子著 時事通信社 2000 /916.00/6076/2000 5001582517

がん68 白血病 ずっとそばにいるよ : 天使になった航平 横幕真紀著 ゆいぽおと 2006 /916.00/6500/2006 5012214994

がん68 白血病
野球を愛して十八年九ヵ月 : わが息子・智紀、白血病との
闘い三百七十日の記録

稲葉久幸著 文芸社 2003 /916.00/6503/2003 5012181140

がん68 白血病 白血病「治療」日記 : 家族でのりこえた500日 草間俊介著 東京新聞出版局 2006 /916.00/6515/2006 5012459852

がん68 白血病 天国の真帆へ : 白血病と闘った娘への手紙 山口悦子著 あけび書房 2007 /916.00/6580/2007 5013332900

がん68 白血病
俺、マジダメかもしれない・・・ : 「急性リンパ性白血病」で
逝った最愛の息子へ .増補版

高野由美子著 PS出版局 2010 /916.00/6743/2010 5018335790

がん68 白血病 命よ孫よ : 骨髄移植をのりこえた家族の絆--その全記録 大泉逸郎著 光文社 2000 /916.00/6884/2000 5015749186

がん68 白血病
お母さん泣かないで : 愛と祈りに支えられた母と娘の闘病
記録

八谷時子著 文芸社 2001 /916.00/6885/2001 5015749195

がん68 白血病 天使の笑顔夏摘 : なっちゃんは白血病細胞をやっつけた 手崎和奈著 文芸社 2002 /916.00/6886/2002 5015749201
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がん68 白血病
由香ちゃん笑顔ありがとう : 急性リンパ性白血病と闘った
由香ちゃん

斉藤由香著 リトル・ガリヴァー社 2002 /916.00/6887/2002 5015749210

がん68 白血病 まきとわがままいったかな? (文芸社ヒューマン選書)
西沢聖長著, 西沢な
み子著

文芸社 2002 /916.00/6888/2002 5015749220

がん68 白血病 生きぬいて!愛娘 : 母は負けないよ 小西豊海著 文芸社 2003 /916.00/6889/2003 5015749239

がん68 白血病 成人T細胞白血病ATL闘病記乗り越えることが運命ならば 屋形千秋著 南方新社 2008 /916.00/7060/2008 5016169510

がん68 白血病 無菌室ふたりぽっち  今田俊著  朝日新聞出版  2010 /916.00/7288/2010 5019047815

がん68 白血病
血液型が変わる手術からの生還 : 臍帯血移植を乗り越え
て

秋葉重雄著 かもがわ出版 2010 /916.00/7292/2010 5019025809

がん68 白血病 無菌病棟より愛をこめて 加納朋子著 文芸春秋 2012 /916.00/7447/2012 7100388772

がん68 白血病 運命を生きる : 闘病が開けた人生の扉 浅野史郎著 岩波書店 2012 /916.00/7467/2012 7100551693

がん68 白血病
絶望の色を見た人の「死」を選ぶ権利 : 急性リンパ性白血
病・闘病生活641日

清水欽次著
風詠社, 星雲社(発
売)

2014 /916.00/7746/2014 7104867571

がん69
白血病／脳腫

瘍
一寸先は光 : それでも生きたい 中田完二著 広済堂出版 2001 /916.00/6890/2001 5015749266

がん70
白血病/心筋

症
病院を出よう! : ネコの脱出奮闘記 平美樹著 星湖舎 2004 /916.00/6897/2004 5015749275

がん71
骨髄異形成症

候群
みんながいるから今があるから 中溝裕子著 ホーム社 2001 /916.00/6898/2001 5015749284

がん71
骨髄異形成症

候群
死の海を泳いで : スーザン・ソンタグ最後の日々

デイヴィッド・リーフ
[著], 上岡伸雄訳

岩波書店 2009 /930.2/ｿ9/602 5016440456

がん75 小腸がん
警察官僚ガン闘病ブログ : 末期ガンに向き合った若い夫婦
の愛と勇気の記録

森實悟著 中経出版 2007 /916.00/6604/2007 5013647543

がん76 脊髄腫瘍
立てない・座れない・歩けなくなって… (生きる力とはなに
か)

滝口仲秋著 本の泉社 2008 /916.00/6803/2008 5015267740

がんX 複数のがん がんになって生きるということ、死ぬということ 常蔭純一著 潮出版社 2013 /281.04/5577/2013 7103047650

がんX 複数のがん 生命の贈り物 : 骨髄移植の現場から 秋山秀樹監修 リヨン社 2000 /493.2/5005/2000 5000221889

がんX 複数のがん 命のカレンダー  :  小児固形がんと闘う  松永正訓著  講談社  2008 /493.9/5450/2008 5015328166

がんX 複数のがん
三つの癌と闘っている外科医の告白 : とくにC型肝炎ウイ
ルス感染者に対して

瀬戸泰士著 日本文学館 2005 /494.5/5115/2005 5011379185
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がんX 複数のがん 多重がんを克服して  :  体験的治療学  黒川宣之著   金曜日   2006 /494.5/5147/2006 5012189149

がんX 複数のがん がん患者を生きる
朝日新聞医療グルー
プ編

朝日新聞社 2007 /494.5/5183/2007 5013333523

がんX 複数のがん 新・がん50人の勇気 柳田邦男著 文藝春秋 2009 /494.5/5343/209 5017573528

がんX 複数のがん 病気になった時に読むがん闘病記読書案内 闘病記専門古書店パラメディカ編, 闘
病記サイトライフパレット編 三省堂 2010 /494.5/5377/2010 5018170494

がんX 複数のがん 治るという前提でがんになった : 情報戦でがんに克つ 高山知朗著 幻冬舎 2016 /494.5/5727/2016 7107967605

がんX 複数のがん
子宮がん・卵巣がんとともに生きる  :  16人の女性と家族の
ストーリー 

宇津木久仁子著  保健同人社  2007 /495.4/5149/2007 5014282133

がんX 複数のがん 大空真弓、「多重がん」撃退中! : 乳がん胃がん食道がん
大空真弓著, 大谷克弥監
修, 大野秀樹監修 宝島社 2005 /772.1/5099/2005 5012143542

がんX 複数のがん 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

毎日新聞社 2010 /911.36/5191/2010 5019037434

がんX 複数のがん へこんでも : 25歳ナツコの明るいガン闘病記 多和田奈津子著 新潮社 2002 /916.00/6235/2002 5004860467

がんX 複数のがん
しあわせになろうよ : 余命宣告6カ月を克服した私のがんサ
バイバル50の方法

関口哲平著 徳間書店 2005 /916.00/6405/2005 5011333177

がんX 複数のがん 夫婦同時ガンになって : ガン患者の最新治療報告 菅沼定憲著
阪急コミュニケーショ
ンズ

2006 /916.00/6493/2006 5012179714

がんX 複数のがん 夫婦で「がん」を生きる 菅沼定憲著 日本評論社 2008 /916.00/6692/2008 5014782444

がんX 複数のがん 「がん」は患者に聞け!有名人16人の全闘病記録 吉田健城ほか編 徳間書店 2009 /916.00/7066/2009 5016338149

がんX 複数のがん がん細胞を焼きつくせ (がん研究者のがん闘病記) 佐藤徳光著 考古堂書店 2009 /916.00/7139/2009 5017022648

がんX 複数のがん
「がん」はいい病気 : 前立腺がん、尿管がん、両耳の失
聴・・でも元気 (ビタミン文庫)

丸山寛之著 マキノ出版 2009 /916.00/7145/2009 5017038610

がんX 複数のがん 生きる。 : がんと向きあう7人のストーリー
井上怜奈[ほか]著, 鳥越俊太郎[ほか]
著, 猿渡瞳[ほか]著 幻冬舎 2009 /916.00/7147/2009 5017025031

がんX 複数のがん 光が生きたあかしに 宮下亜紀著 東洋出版 2009 /916.00/7189/2009 5017603968

がんX 複数のがん 余命一年落語家になる : 楽しいことはラクなこと
天神亭楽々著テレビ
朝日取材班著

ぶんか社 2009 /916.00/7220/2009 5018155907

がんX 複数のがん 二本の木 : 夫婦がん日記
小沢爽著, 小沢千緒
著

日本放送出版協会 2010 /916.00/7238/2010 5018445380
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闘病記文
庫の分類

病名 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料ＩＤ

がんX 複数のがん 全身がん政治家
与謝野馨著, 青木直
美取材・構成

文藝春秋 2012 /916.00/7477/2012 7100714126

がんX 複数のがん 患者の力 : がんに向き合う、生に向き合う 佐藤泰子編著 晃洋書房 2012 /916.00/7522/2012 7101233380

がんX 複数のがん
生きることをあきらめない : 転移性進行がんの告知を受け
て

間裕子著
ゆいぽおと, KTC中
央出版(発売)

2013 /916.00/7592/2013 7102434177

がんX 複数のがん 闘う力 : 再発がんに克つ なかにし礼著 講談社 2016 /916.00/7865/2016 7107082068

がんX 複数のがん 北海道でがんとともに生きる 大島 寿美子編 寿郎社 2017 /916.00/7977/2017 7109116862

がんX 複数のがん
がんはスピリチュアルな病気 : がん患者と愛する家族のた
めの心と体の処方箋

ジョン・ロバート・マクファーランド著, 浦
谷計子訳 ハート出版 2008 /936.0/5221/2008 5015848291

がんX 複数のがん 天使に見守られて : 癌と向きあった女性の闘病記録
イェンス・グルンド[著], メッテ・ホウマ
ン[著], トーベン・ストロイヤー写真,
フィッシャー・緑訳

新評論 2009 /949.7/5006/2009 5016703520

がんY その他のがん 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 講談社 2011 /493.9/5841/2011 5021401940

がんY その他のがん ガンに勝つ!! 湯浅純著
ブレーン, 北辰堂出
版(発売)

2013 /916.00/7577/2013 7102206449

がんY その他のがん 別れを力に : 在宅で看取ったわが子の「証」 二宮護著
Dzero, インプレスコミュニ
ケーションズ(発売) 2014 /916.00/7696/2014 7104152605

がんY その他のがん 仄かな希望 : アスベストに冒された中皮腫患者の闘病記 橋本貞章著 かもがわ出版 2016 /916.00/7867/2016 7107108718

がんY その他のがん
もはやこれまで 「余命」1年と告げられ18年後の今を生きる
「中皮腫」患者の闘病の記録 栗田英司著 星湖舎 2018 /916.00/8058/2018 7110715305
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