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闘病記文
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病名 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料ＩＤ

疾病101
パーキンソニズム

(前頭葉萎縮)
オン・オフのある暮らし : パーキンソン病をしなやかに生き
る

あとうだとしこ著, おかだよ
しこ著, きたむらともこ著 アルタ出版 2010 /493.7/6906/2010 5018678927

疾病101 パーキンソン病
若年性パーキンソン病を生きる : ふるえても、すくんでも、
それでも前へ!

秋山智編著 長崎出版 2011 /493.7/7141/2011 5020509690

疾病101 パーキンソン病 ラッキーマン
マイケル・J.フォックス著,
入江真佐子訳

ソフトバンクパブリッ
シング

2003 /778.2/5424/2003 5006225787

疾病101 パーキンソン病 いつも上を向いて : 超楽観主義者の冒険
マイケル・J.フォックス
著, 入江真佐子訳

ソフトバンククリエイ
ティブ

2010 /778.2/6138/2010 5018323682

疾病101 パーキンソン病 天空での邂逅 巽一雅著 文芸社 2002 /916.00/7007/2002 5015968404

疾病101 パーキンソン病
僕の神経細胞 : パーキンソン病歴二０年の元毎日新聞記
者の手記

杉浦啓太著 三和書籍 2009 /916.00/7091/2009 5016501426

疾病101 パーキンソン病 ごめんね、ぼくが病気になって 高見澤たか子著 春秋社 2009 /916.00/7190/2009 5017623853

疾病101 パーキンソン病 にもかかわらず希望がある : パーキンソン病の夫とともに 田中滋子著 [田中滋子] 2012 /916.00/7604/2012 7102518473

疾病101 パーキンソン病
私もパーキンソン病患者です。 : 高齢障害者医療や介護
保険制度の行く末

柳博雄著 三五館 2013 /916.00/7647/2013 7103253210

疾病103 パニック障害 強迫くもりのち晴れ、ときどき雨 梨本恵里子著 長崎出版 2010 /493.7/6970/2010 5019020910

疾病103 パニック障害 あるがままにゆっくりと : 不安神経症ともう一人の私 加崎菜実著 文芸社 2003 /916.00/6984/2003 5015968370

疾病103 パニック障害 パニック障害の日常 仲江太陽著 文芸社 2002 /916.00/6985/2002 5015968389

疾病103 パニック障害 パニック障害に悩むあなたへ : 希望の光を与えたくて ◆[ミ]允著 文芸社 2002 /916.00/6986/2002 5015968398

疾病103 パニック障害 パニックマン : ある体育教師のパニック障害克服記 高尾淳著 新潮社 2009 /916.00/7086/2009 5016411900

疾病104
パニック障害・うつ

病
「治らなくてもいい」から始めよう : パニック障害・うつ状態
と闘い切り抜けた記録

美恵野千人著 早稲田出版 2003 /916.00/7022/2003 5015968440

疾病104
パニック障害・うつ

病
僕は人生を巻き戻す

テリー・マーフィー
著, 仁木めぐみ訳

文藝春秋 2009 /936.0/5253/2009 5017063382

疾病106 ハンセン病 人間であって人間でなかった : ハンセン病と玉城しげ 堀江節子著 桂書房 2009 /498.6/5325/2009 5016769719

疾病106 ハンセン病
ハンセン病だった私は幸せ : 子どもたちに語る半生、そし
て沖縄のハンセン病

金城幸子著 ボーダーインク 2007 /916.00/6617/2007 5013732312

疾病106 ハンセン病 ゆうなの花の季と 伊波敏男著 人文書館 2007 /916.00/6634/2007 5013828585
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疾病106 ハンセン病 花に逢はん .改訂新版 伊波敏男著 人文書館 2007 /916.00/6671/2007 5014459898

疾病106 ハンセン病 闇を光に  :  ハンセン病を生きて  近藤宏一[著]  みすず書房 2010 /916.00/7282/2010 5019007284

疾病106 ハンセン病 長い道 宮﨑かづゑ著 みすず書房 2012 /916.00/7486/2012 7100815610

疾病106 ハンセン病
ボンちゃんは82歳、元気だよ! あるハンセン病回復者の物
語り

石山春平著 社会評論社 2018 /916.00/8064/2018 7110983816

疾病106 ハンセン病 ハンセン病家族の絆 隔離の壁に引き裂かれても 福西征子著 昭和堂 2018 /916.00/8067/2018 7111021505

疾病106 ハンセン病
アメリカのハンセン病カーヴィル発「もはや一人ではない」 :
真実がつかんだ勝利の光 (世界人権問題叢書 ; 65）

スタンレー・スタイン
著, 勝山京子監訳

明石書店 2007 /936.0/5186/2007 5013739108

疾病107 ハンチントン病 ウェクスラー家の選択 : 遺伝子診断と向きあった家族 アリス・ウェクスラー[著], 武藤香織,
額賀淑郎訳 新潮社 2003 /493.7/5510/2003 5007780181

疾病109 ピック病 愛する人の壮絶なる闘病記録 松尾千鶴子著 文芸社 2004 /916.00/6987/2004 5015968431

疾病109 ピック病
ぼくが前を向いて歩く理由 : 事件、ピック病を超えて、いま
を生きる

中村成信著 中央法規出版 2011 /916.00/7403/2011 5021273878

疾病112 不妊症 生まれた命にありがとう 野田聖子著 新潮社 2011 /916.00/7327/2011 5019989233

疾病112 不妊症 軌跡 O介著
幻冬舎メディアコンサル
ティング,幻冬舎(発売) 2017 /916.00/7941/2017 7108571039

疾病112 不妊症
母になるための＜知りたくもなかった＞教訓について : 不
妊・乳がん、私のアラフォー成長記

ペギー・オレンスタイ
ン著, 和波雅子訳

現代書館 2012 /936.0/5319/2012 7100864320

疾病113 ベーチェット病
お父さんの失明は私が治してあげる : 娘の顔も知らない
お父さん、だから私は眼科医になりました

西田朋美, 西田稔,
大野重昭著

主婦の友社 2001 /493.1/5082/2001 5002513748

疾病113 ベーチェット病
あきらめない限り、夢は続く  :  愛工大名電・柴田章吾の
挑戦 

田尻賢誉著  講談社  2008 /783.7/5379/2008 5015052281

疾病113 ベーチェット病 不治の病とスイートピーと夢 しりこだま著 澪標 2004 /913.60/シ2243/601 5015968487

疾病116 慢性疲労症候群 慢性疲労症候群日記 湯浅俊恭著
講談社出版サービ
スセンター

2001 /916.00/6988/2001 5015968450

疾病118 ユニークフェイス 這い上がり : ある「顔」の喪失と再生の半生記 古市佳央著 ワニブックス 2001 /289.1/5413/2001 5003060674

疾病118 ユニークフェイス 顔とトラウマ : 医療・看護・教育における実践活動 藤井輝明編著 かもがわ出版 2001 /493.7/5228/2001 5002736799

疾病119
腰部脊椎管狭窄

症
わが腰痛奮闘記 : インフォームド・コンセントを成功させた
165日

郡司道子著 のべる出版企画 2003 /916.00/6991/2003 5015968496
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疾病120 リウマチ 虫を飼う : 私のリウマチ闘病記 矢島喜代子筆 STEP 2010 /916.00/7293/2010 5019026323

疾病122 視覚障害 目の旅路 : ある網膜色素変性症患者の生き方 宮本忠著 作品社 2008 /916.00/6793/2008 5015151557

疾病122 視覚障害 半盲記 : ある凡人の多彩な前向き人生 藤澤光治著 エピック 2011 /916.00/7320/2011 5019801776

疾病122 視覚障害 盲導犬イザベルが教えてくれたこと : 失明して見えた光 米田明三著 北國新聞社(発売) 2011 /916.00/7341/2011 5020148810

疾病122 視覚障害
めだかの学校の仲間たち : 見えなくて聞こえないやっこの
手のひらの旅

山岸康子著 思想の科学社 2012 /916.00/7452/2012 7100439835

疾病122 視覚障害 バリアフリーの夜明け : 見えなくたって怖くない 佐藤尚美著 佐藤尚美 2011 /916.00/7472/2011 7100598878

疾病122 視覚障害
視覚障碍をもって生きる : できることはやる、できないこと
はたすけあう

栗川治著 明石書店 2012 /916.00/7490/2012 7100830742

疾病122 視覚障害 わが盲想
モハメド・オマル・ア
ブディン著

ポプラ社 2013 /916.00/7576/2013 7102182982

疾病124 解離性障害 Search～きみがいた : GID (性同一性障害）ふたりの結婚
平安名祐生, 平安名
恵著

徳間書店 2000 /367.9/5034/2000 5002183132

疾病124 解離性障害 離人症日記 : 書くことは生きること (心をケアするBOOKS) 覚慶悟著 彩流社 2007 /916.00/6670/2007 5014462543

疾病124 解離性障害 心を病むということ ; 2 (心の光を求めて) 谷内江梨子著 文芸社 2013 /916.00/6934/2 7102951667

疾病124 解離性障害 17人のわたし : ある多重人格女性の記録
リチャード・ベア著,
浅尾敦則訳

エクスナレッジ 2008 /936.0/5215/2008 5015670658

疾病128 ムコ多糖症 新薬、ください!  :  ドラッグラグと命の狭間で  湯浅次郎著  新潮社  2007 /493.1/5466/2007 5014127047

疾病128 ムコ多糖症 命耀ける毎日 中井まり著 青志社 2008 /916.00/6676/2008 5014543820

疾病130 ミトコンドリア病
娘よ、ゆっくり大きくなりなさい : ミトコンドリア病の子と生き
る (集英社新書 ; 0346)

堀切和雅著 集英社 2006 /916.00/6527/2006 5012581296

疾病130 ミトコンドリア病
いつも、そこにいる : ショウちゃんの闘病と、家族・仲間の
絆

清水久美子著 カンゼン 2012 /916.00/7527/2012 7101276832

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

医者がぼけた母親を介護するとき 米山公啓著 講談社 2000 /493.7/5068/2000 5000515799

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

私は誰になっていくの？ : アルツハイマー病者からみた世
界

クリスティーン・ボー
デン著, 桧垣陽子訳

クリエイツかもがわ 2003 /493.7/5526/2003 5007964975

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

花を : 若年性アルツハイマー病と生きる夫婦の記録 真鍋弘樹著 朝日新聞社 2006 /493.7/5850/2006 5012091876
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疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

認知症を乗り越えて生きる “断絶処方”と闘い、日常生活
を取り戻そう

ケイト・スワファー著 クリエイツかもがわ 2017 /493.75/5222/2017 7108900576

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

記憶が消えていく : アルツハイマー病患者が自ら語る 一関開治著 二見書房 2005 /916.00/6444/2005 5011686865

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

妹になってしまった私の母さん : 母と私の介護日記
高玉多美子著, 鴨崎
節子日記

駒草出版 2007 /916.00/6587/2007 5013423021

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

マイウェイ : 認知症と明るく生きる「私の方法」
太田正博, 菅崎弘
之, 上村真紀著

小学館 2007 /916.00/6589/2007 5013451287

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

妻が「若年認知症」になりました : 限りなき優しさでアルツ
ハイマー病の妻・正子と生きる

大沢幸一著 講談社 2008 /916.00/7043/2008 5016013439

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

ふたたびのゆりかご : アルツハイマー型認知症の夫と笑
い合う日々 (介護ライブラリー)

多賀洋子著 講談社 2009 /916.00/7107/2009 5016665750

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

「アルツハイマー」からおかえりなさい 荒井和子著 ポプラ社 2009 /916.00/7113/2009 5016710453

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

夫が認知症になった 山口貴美子著 ライフサポート社 2009 /916.00/7152/2009 5016996806

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

しあわせの授業 : 認知症の妻が教えてくれたこと 里村良一著 幻冬舎ルネッサンス 2012 /916.00/7537/2012 7101407872

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

毎日がアルツハイマー 関口祐加著
パド・ウィメンズ・オ
フィス

2012 /916.00/7548/2012 7101439624

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

俺はこわれちゃったんだよ : 五行歌と文章で綴る在宅介
護日記

河田日出子著 市井社 2013 /916.00/7574/2013 7102128781

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

ボケたっていいじゃない 関口祐加著 飛鳥新社 2013 /916.00/7579/2013 7102245545

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

介護はしないぞ : 私と母の1000日戦争 井上雅義著 小学館 2013 /916.00/7595/2013 7102455079

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

私お先にゆきますわ : 認知症の妻、星になる 武元弘文著 春秋社 2013 /916.00/7619/2013 7102957651

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

生きている喜び : 認知症と脳卒中を患った夫とともに 神保タミ子著 幻冬舎ルネッサンス 2013 /916.00/7653/2013 7103321507

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

若年認知症になった夫と生きぬいて : 8000日の夜と朝 新井雅江著 harunosora 2013 /916.00/7662/2013 7103511904

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

丹野智文笑顔で生きる 認知症とともに 丹野 智文 文藝春秋 2017 /916.00/7979 /2017 7109196148

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

認知症の私は「記憶より記録」 大城勝史著 沖縄タイムス社 2017 /916.00/7993/2017 7109242115

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

《決定版》母に歌う子守唄 介護、そして見送ったあとに 落合恵子著 朝日新聞出版 2017 S/916.00/8040/2017 7110586549
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疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

認知症がやってきた! ママリンとおひとりさまの私の12年 酒井章子著 産業編集センター 2018 /916.00/8077/2018 7111201791

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

夕光の中でダンス : 認知症の母と娘の物語
エレノア・クーニー
著, 船越隆子訳

オープンナレッジ 2006 /936.0/5163/2006 5012660228

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

アルツハイマーと闘う : 言葉と記憶がすべり落ちる前に
トマス・デバッジオ
著, 黒川由美訳

原書房 2003 /936.0/5222/2003 5015850226

疾病132
認知症（アルツハ
イマー病を含む）

アルツハイマーある愛の記録
アン・デヴィッドソン
[著], 小沢瑞穂訳

新潮社 2002 /936.0/5223/2002 5015850235

疾病136 潰瘍性大腸炎 あとは心に光り雨 : UC (潰瘍性大腸炎）を抱えて あおごころ著 新風舎 2004 /916.00/6455/2004 5011812728

疾病137 ゴーシュ病 呼吸器の子 松永正訓著 現代書館 2017 /493.9/6357/2017 7109070324

疾病138 二分脊椎
見えない障害二分脊椎 : 人となる樹 (障害のある人わた
しが語る ; 2)

神原史直著 明石書店 2005 /916.00/6404/2005 5011309331

疾病139
結節性多発性動

脈炎
奇跡のごはん 宮成なみ著 東洋経済新報社 2007 /916.00/6638/2007 5014006669

疾病142 腸捻転
神様からのプレゼント : 6臓器同時移植を乗り越えた赤
ちゃん

大橋之歩著,大橋由
江著

小学館 2006 /916.00/6467/2006 5011965745

疾病143 アミロイドーシス ルビーの絆 : 難病・アミロイドーシスとの闘い 伊藤弘美著 山梨ふるさと文庫 2008 /916.00/6868/2008 5015627700

疾病144 大動脈瘤 大動脈瘤破裂から生還して 竹田逸郎著 丸善プラネット 2008 /916.00/6913/2008 5015859689

疾病144 大動脈瘤
だるまさんがころんだ : 感染性大動脈瘤、涙と笑いの闘
病記

城あかり著 文芸社 2012 /916.00/7485/2012 7100778301

疾病145 熱傷 フェニックスのように : 熱傷体験記
[熱傷フェニックスの
会編]

熱傷フェニックスの
会

2001 /916.00/6486/2001 5011876242

疾病146 聴覚障害
人生の途上で聴力を失うということ : 心のマネジメントから
補聴器、人工内耳、最新医療まで

キャサリン・ブートン
著, ニキリンコ訳

明石書店 2016 /496.6/5102/2016 7106728503

疾病146 聴覚障害 聴こえないピアニスト 宮本まどか著 幻冬舎 2010 /916.00/7279/2010 5018950412

疾病146 聴覚障害 水の音が聞こえる : 人工内耳装用記 加藤敬子著 竹林館 2010 /916.00/7356/2010 5020236225

疾病146 聴覚障害 Signwithme : 店内は手話が公用語 柳匡裕著
学研教育出版, 学研マー
ケティング(発売) 2012 /916.00/7533/2012 7101351679

疾病148 網膜色素変性症 9歳の失明宣告 熊野伸一著 彩図社 2010 /916.00/7221/2010 5018208161

疾病148 網膜色素変性症
障がい者よ、街へ出よう : 「網膜色素変性症」で視覚をなく
しても、現役プロデューサー

津久見圭著
プラチナボックス, 総
合医学社(発売)

2012 /916.00/7470/2012 7100614229
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疾病149 18トリソミー a life 18トリソミーの旅也と生きる 藤井 蕗著 クリエイツかもがわ 2018 /916.00/8015/2018 7109988874

疾病X 複数の疾病 シェーグレンと共に : vol .2患者篇
シェーグレンの会,
前田書店(発売)

2011 /493.1/5481/2 5020474942

疾病X 複数の疾病 原発死 : 一人息子を奪われた父親の手記増補改訂版 松本直治著 潮出版社 2011 /543.5/5159/2011 5020867251

疾病X 複数の疾病 響きあって生きる : 難病者の往復書簡 今井明子著 けやき出版 2007 /916.00/6661/2007 5014290449

疾病X 複数の疾病 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 岩波書店 2009 /916.00/7125/2009 5016836750

疾病X 複数の疾病 大腸ガンと脳梗塞を抱えて : 闘いの記録 長田道昭著 論創社 2009 /916.00/7146/2009 5017042758

疾病X 複数の疾病 洋平へ : 君の生きた20年と、家族の物語
佐々木博之著, 佐々
木志穂美著

主婦の友社 2010 /916.00/7261/2010 5018771476

疾病X 複数の疾病
産んでくれてありがとう : 笑顔で生きる2歳児から高校生
までの難病の子どもたち

難病のこども支援全
国ネットワーク監修

経済界 2011 /916.00/7336/2011 5020110009

疾病X 複数の疾病
もう一度、抱きしめたい : 脳性まひの僕に舞い降りたダウ
ン星の王子さま

中村勝雄著 東京新聞 2011 /916.00/7351/2011 5020334440

疾病X 複数の疾病
「三叉神経痛」「脳腫瘍」「大腸がん」との闘い : 支えてくれ
た夫までも末期がんで亡くして

金森早恵子著 文芸社 2010 /916.00/7377/2010 5020677195

疾病X 複数の疾病
病気・震災・105キロ :
OSCARKUSABA'SUSELESSMEDICALBOOK

オスカル草葉著 アートヴィレッジ 2011 /916.00/7395/2011 5021105925

疾病X 複数の疾病 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

疾病X 複数の疾病 不死身のひと 脳梗塞、がん、心臓病から15回生還した男 村串栄一著 講談社 2017 /916.00/7983/2017 7109235175

疾病X 複数の疾病 ホスピス病棟の夏 川村 湊著 田畑書店 2018 /916.00/8071/2018 7111093792

疾病Y その他の疾病 ジロジロ見ないで : “普通の顔”を喪った9人の物語
高橋聖人撮影, 茅島
奈緒深構成

扶桑社 2003 /281.04/5354/2003 5016427202

疾病Y その他の疾病
DX型ディスレクシアな僕の人生 : 「読む」「書く」は苦手だ
けれど，10人に1人はディスレクシア

藤堂高直著 主婦の友社 2012 /289.1/ト2152/601 7100024812

疾病Y その他の疾病
泣いて、笑って、母でよかった  :  読字障害・南雲明彦と
母・信子の9200日 

小菅宏著  WAVE出版  2010 /289.1/ナ2255/602 5019070564

疾病Y その他の疾病 断ちきれない絆 : 読字障害南雲明彦発言集 小菅宏著 宝島社 2011 /289.1/ナ2255/603 5021347793

疾病Y その他の疾病 成人ターナー女性 : ターナーとして生きる
藤田敬之助監修著,
甲村弘子著

メディカルレビュー
社

2007 /491.6/5150/2007 5015267641
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疾病Y その他の疾病 アルビノを生きる 川名紀美著 河出書房新社 2013 /493.12/5063/2013 7102338199

疾病Y その他の疾病
泣いてばかりいられない : 混合型血管奇形の患者と家族
の手記

混合型血管奇形の
難病指定を求める
会編

みらい 2011 /493.2/5470/2011 5021314086

疾病Y その他の疾病
朝起きられない子の意外な病気 : 「起立性調節障害」患
者家族の体験から

武香織著 中央公論新社 2012 /493.9/5913/2012 7100984140

疾病Y その他の疾病
運命の子 : トリソミー,短命という定めの男の子を授かった
家族の物語

松永正訓著 小学館 2013 /493.9/6050/2013 7103299219

疾病Y その他の疾病
スノーボードがくれた命 : NOSNOWBOARDINGNOLIFE
(TWJBOOKS)

荒井"daze"善正著
トランスワールド
ジャパン

2009 /748.3/5044/2009 5016544595

疾病Y その他の疾病 わたし”前例”をつくります : 気管切開をした声楽家の挑戦 青野浩美著 クリエイツかもがわ 2012 /762.1/5217/2012 7100501889

疾病Y その他の疾病 不死身の落語家 : 笑いがお薬 春風亭柳桜著 うなぎ書房 2005 /779.1/5126/2005 5011957977

疾病Y その他の疾病
病とフットボール : エコノミークラス症候群との闘い (角川
SSC新書 ; 016)

高原直泰著
角川SSコミュニケー
ションズ

2007 /783.4/5355/2007 5014704644

疾病Y その他の疾病 心さえ負けなければ、大丈夫 織田友理子著 鳳書院 2011 /916.00/2011/7431 7100053725

疾病Y その他の疾病 ブラックリストの私
桜井美穂・文, 安田
弘之・画

WAVE出版 2000 /916.00/5146/2000 5002721910

疾病Y その他の疾病 ふたたびの生 柳沢桂子著 草思社 2000 /916.00/6045/2000 5000753235

疾病Y その他の疾病 3年と3日の命をありがとう : 免疫不全で逝った息子へ 吉川理江著 マガジンハウス 2008 /916.00/7044/2008 5016023856

疾病Y その他の疾病
ケイン、愛してるよ : ロスモンド・トムソン症候群と闘い続
けた我が子、9年間の記録

孫理奈著 幻冬舎 2008 /916.00/7045/2008 5016043213

疾病Y その他の疾病 外見オンチ闘病記 : 顔が変わる病「アクロメガリー」 山中登志子著 かもがわ出版 2008 /916.00/7050/2008 5016152880

疾病Y その他の疾病 ハッピーリタイア 玉木文憲著 リトル・ガリヴァー社 2009 /916.00/7106/2009 5016665311

疾病Y その他の疾病 カンナちゃんの奇跡 : 医学の常識を超えた感動の実話
重實陽子著, TBSテレビ
「報道特集NEXT」編 飛鳥新社 2009 /916.00/7111/2009 5016677850

疾病Y その他の疾病 明るい原田病日記 : 私の体の中で内戦が起こった 森まゆみ著 亜紀書房 2010 /916.00/7280/2010 5018961416

疾病Y その他の疾病
手をつなぐ認知症介護 : かくさず、おくさず、みんなのなか
へ

立花美江著 かもがわ出版 2010 /916.00/7297/2010 5019158430

疾病Y その他の疾病 車いすひとり暮らし : 自立した人間として生きること 鈴木敬子著 本の泉社 2010 /916.00/7306/2010 5019345174
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疾病Y その他の疾病 OHANA : "奇跡の明日"を信じて 塩沢淳子著 主婦と生活社 2011 /916.00/7347/2011 5020283922

疾病Y その他の疾病 脳をだまして、おだてる"チャレンジリハビリ"のすすめ 小園凱夫著
五曜書房, 星雲社
(発売)

2011 /916.00/7358/2011 5020483290

疾病Y その他の疾病 困ってるひと 大野更紗著 ポプラ社 2011 /916.00/7359/2011 5020500283

疾病Y その他の疾病 神様からの教科書 : IgA腎症難民だった私の十八年 柴田豊著 青山ライフ出版 2010 /916.00/7415/2010 5021419874

疾病Y その他の疾病 低血糖症治療体験集
低血糖症治療の会
編

ヨーゼフ 2011 /916.00/7429/2011 5021429290

疾病Y その他の疾病
そうまでして生きるわけ : 線維筋痛症だからといって、絶
望はしない

橋本裕子著 佐久書房 2012 /916.00/7454/2012 7100448208

疾病Y その他の疾病
復活のマウンド : 血液難病と闘った野球青年と『骨髄バン
ク8万人登録運動』の軌跡

戸田浩司, 坂本隆共
著

高知新聞社, 高知新
聞企業(発売)

2011 /916.00/7456/2011 7100201461

疾病Y その他の疾病 100万人に1人の病気になって 浦野里美著 文芸社 2012 /916.00/7460/2012 7100460964

疾病Y その他の疾病 ナースの「慢性疼痛生活」 : これが私の生きる道 大橋洋子著
風詠社, 星雲社(発
売)

2012 /916.00/7483/2012 7100774670

疾病Y その他の疾病 神様からの宿題
山本育海, 山本智子
著

ぽぷら社 2012 /916.00/7534/2012 7101363956

疾病Y その他の疾病 マイ・レジリエンス : トラウマとともに生きる 中島幸子著 梨の木舎 2013 /916.00/7568/2013 7102083231

疾病Y その他の疾病 ぼくの大切なもの : 再移植をまえに逝った息子・健
三宅健著, 三宅公子
編集

はる書房 2013 /916.00/7646/2013 7103224405

疾病Y その他の疾病
ねむりひめの目覚めはいつ : 睡眠障害の娘と母のドキュ
メント

堀本公子, 堀本さく
ら著

東京シューレ出版 2012 /916.00/7671/2012 7103571690

疾病Y その他の疾病 白夜  :  余命二カ月、間質性肺炎との共生  大和田道雄著  風媒社  2015 /916.00/7880/2015 7107272106

疾病Y その他の疾病  決断。 全盲のふたりが、家族をつくるとき 大胡田誠著 中央公論新社 2017 /916.00/8080/2017 7111224419

疾病Y その他の疾病
あなたは、わが子の死を願ったことがありますか? : 2年3
カ月を駆け抜けた重い障がいをもつ子との日々

佐々百合子著 現代書館 2016 /916.00/7915/2016 7108006347

疾病Y その他の疾病 ミラクル・ツインズ! : 難病を乗り越えた双子の絆 イサベル・ステンツェル著, アナベ
ル・ステンツェル著, 大貫昌子訳 岩波書店 2009 /936.0/5258/2009 5017197448

疾病Y その他の疾病 私のディスレクシア フィリップ・シュルツ著, 藤堂栄子監
訳, 室崎育美訳 東京書籍 2013 /936.0/5334/2013 7102534163
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疾病Y その他の疾病
アノスミア : わたしが嗅覚を失ってからとり戻すまでの物
語

モリー・バーンバウム
著, ニキリンコ訳 勁草書房 2013 /936.0/5335/2013 7102836674

疾病Y その他の疾病 神さまがくれた手 : 奇跡の両手移植
ドニ・シャトリエ著,
蒲田耕二訳

清流出版 2010 /956.0/5028/2010 5017937390
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