
東京都立中央図書館健康・医療情報コーナー 闘病記文庫リスト 2022年3月更新

闘病記文庫

の分類
病名等 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

がん1 乳癌 部屋とYシャツと「私の真実」 平松 愛理／著 集英社 2004.2 S767.8/5278/2004 5014884373

がん1 乳癌
癒す力はあなたの胸に

ガン回復物語

エリザベート・リュック

ハイデ／著 , シュミーク

明子／訳

春秋社 1999.12 494.5/5020/1999 5000205464

がん1 乳癌 フランス流乳ガンとつきあう法 木立 玲子／著 毎日新聞社 1999.10 495.4/5019/1999 5000086185

がん1 乳癌
グレース&グリット　上

愛と魂の軌跡

ケン・ウィルバー／著 ,

伊東 宏太郎／訳
春秋社 1999.10 936.0/5007/1 5000073810

がん1 乳癌
グレース&グリット　下

愛と魂の軌跡

ケン・ウィルバー／著 ,

伊東 宏太郎／訳
春秋社 1999.10 936.0/5007/2 5000073801

がん1 乳癌 命をみつめて 英 ミチ／著 新風舎 1999.3 916.00/6783/1999 5015083949

がん1 乳癌
天使のノック

乳ガンになって気づいた、幸せの意味
泉 アキ／著 ゴマブックス 1999.1 916.00/6728/1999 5014884515

がん1 乳癌 春生 三谷 春生／著 たま出版 1998.12 916.00/6737/1998 5014884524

がん1 乳癌
私たちは闘う

乳がん再発体験記
ワット隆子／編著 あけぼの会 1998.10 J590/5503/98 1128675497

がん1 乳癌
hide「がんばんだぞ」

優しさと、愛と勇気をありがとう
遠藤 允／著 小学館 1998.9 9160/4984/98 1115721510

がん1 乳癌
いのちの響き

みえるものみえないもの
遠藤 郁子／著 海竜社 1998.7 9160/4992/98 1115689628

がん1 乳癌
がんを道連れに13年

いのちを見つめて
宮尾 茂子／著 未来社 1997.11 9160/4850/97 1115559131

がん1 乳癌 癌と私の共同生活 俵 萠子／著 海竜社 1997.10 9160/4791/97 1115528770
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がん1 乳癌
妻をガンから取り戻した記録

「あと三か月」の告知から
大西 央士／著 ダイヤモンド社 1997.9 9160/4828/97 1115522893

がん1 乳癌 女医が乳がんになったとき 小倉 恒子／著 創樹社 1997.9 9160/4892/97 1115525652

がん1 乳癌
天国なんか待たせておけ!

わたしの乳がん日記

エリザ・セグレイヴ／著 ,

古屋 美登里／訳
三田出版会 1997.8 9360/3362/97 1115507690

がん1 乳癌
神さま命をありがとう

ガンを抱えて生ききった4年半
松本 ゆき子／著 せせらぎ出版 1997.8 J590/5341/97 1128398637

がん1 乳癌
元気よ!

こんなに元気なのに……ガン?
菊地 光代／著 エルグ・オクト 1996.12 J590/5182/96 1128166964

がん1 乳癌
メイド・イン・シンガポールのおっぱい

絵子の乳ガン日記
内田 絵子／著 北水 1996.11 9160/4716/96 1115256652

がん1 乳癌 乳房再建 三島 英子／著 小学館 1995.10 J590/4765/95 1127900148

がん1 乳癌 ガンわたしは幸福(しあわせ)に死ぬ
御手洗 佑美／著 , 小山 芙

美子／編著
主婦の友社 1995.5 9160/4192/95 1114854899

がん1 乳癌
患者からのカルテ

乳癌で逝った私はうったえる

佐原 蓉子／著 , 佐原 竜誌

／著
エミール社 1995.1 9160/4512/95 1114807389

がん1 乳癌
いのち咲かせて

癌を生きた母のことば

鈴木 章子／著 , 鈴木 真吾

／編
同朋舎出版 1994.10 2891/4217/94 1114764450

がん1 乳癌 ガン患者が病院から追われるとき 岩松 久保／著 主婦の友社 1994.7 498.0/5016/1994 1114724384

がん1 乳癌
いのちの声

失うことは生かされること
遠藤 郁子／著 海竜社 1994.6 J590/4443/94 1127485415

がん1 乳癌 乳がん・乳房温存療法の体験 イデアフォー／編 時事通信社 1993.1 4954/3028/93 1125630114

がん1 乳癌 アマゾネスのように 中島 梓／著 集英社 1992.11 J590/4005/92 1125584290
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がん1 乳癌
乳房光れり

闘病六二〇〇日、笑顔でがんを生きた日々
大井 洋子／著 佼成出版社 1992.10 9160/3826/92 1112599349

がん1 乳癌
わが乳房を夫に

追想の堀江知彦
堀江 【キョウ】子／著 毎日新聞社 1992.6 J590/3910/92 1124833551

がん1 乳癌
花は散らない

末期ガンの妻とともに
小椋 康成／著 弥生書房 1992.3 9160/3632/92 1113190462

がん1 乳癌 がんからの出発 ワット隆子／著 医学書院 1992.2 J590/3917/92 1124818223

がん1 乳癌 夕べに死すとも 池島萬紀子／著 池島猛 1991.10 916.00/6740/1991 5014884533

がん1 乳癌
一年ののち

娘たちに語るガン闘病の日々
三樹 世津子／著 創風社出版 1991.10 J590/3943/91 1124727432

がん1 乳癌 乳がんのうた 市井 ノリ子／著 保健同人社 1990.12 9160/3384/90 1112792948

がん1 乳癌
ガンを生きる

雪降る夜
佐々木 妙子／著 探究社 1990.10 J590/3546/90 1124154150

がん1 乳癌 乳がんをかかえて生きる女たち 山中 登美子／著 広済堂出版 1990.9 J590/3493/90 1124106126

がん1 乳癌
十年目のマニキュア

乳ガンに打ち勝ったニューヨークマラソン
岡添 純子／著 双葉社 1990.2 J590/3362/90 1102076380

がん1 乳癌
私たちは生きる

乳がん37人の体験
ワット隆子／編 同朋舎出版 1989.6 J590/3208/89 1123777940

がん1 乳癌 昨日と違う今日を生きる 千葉 敦子／[著] 角川書店 1988.1 S916.00/6729/1988 5014884551

がん1 乳癌 「死への準備」日記 千葉敦子／著 朝日新聞社 1987.8 J590/2574/87 1120508189

がん1 乳癌 がん患者に贈る87の勇気 ワット隆子／著 草思社 1987.6 J590/2327/87 1120481693
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がん1 乳癌 よく死ぬことは、よく生きることだ 千葉敦子／著 文芸春秋 1987.4 J590/2447/87 1120428892

がん1 乳癌
愛をこめいのち見つめて

書簡集病床からガンの友へ
柳沢桂子／著 主婦の友社 1986.5 J590/2181/86 1120130722

がん1 乳癌 わが命のしずくなれば 田中育美／著 長征社 1986.5 J590/2253/86 1120377739

がん1 乳癌 ニュ-ヨ-クでがんと生きる 千葉敦子／著 朝日新聞社 1986.4 J590/2480/86 1120311666

がん1 乳癌
乳房よかえっておいで

心理療法家の乳ガン体験記
玉谷直実／著 春秋社 1986.2 J590/2204/86 1120276048

がん1 乳癌
たたかいはいのち果てる日まで

医師中新井邦夫の愛の実践
向井承子／著 新潮社 1984.7 J590/1986/84 1122204899

がん1 乳癌
わが人生に恋をして

がんで逝った妻への鎮魂歌

沢田勝雄／著 , 沢田勝栄

／著
新日本出版社 1983.11 J590/1666/83 1122555400

がん1 乳癌
けっしてあきらめないで

ガンと生きる
ワット隆子／著 文化出版局 1983.9 J590/1574/83 1122554500

がん1 乳癌
ガンバレ!14人の子供たち

母ちゃんは僕らの心に生きている!!
水沢久美子／著 ダイナミックセラーズ 1983.1 J590/1432/83 1122553067

がん1 乳癌
命をありがとう

乳ガンとたたかうの記
奥村光子／著 講談社 1983 J590/1624/83 1122555007

がん1 乳癌 わたしの乳房再建 千葉敦子／著 朝日新聞社 1982.12 J590/1396/82 1122552702

がん1 乳癌 がん病棟の隣人 中島みち／著 毎日新聞社 1981.11 J360/ナ150/2 1120769757

がん1 乳癌 乳ガンなんかに敗けられない 千葉敦子／著 文芸春秋 1981.6 J590/1119/81 1122377021

がん1 乳癌
もうひとつのガン

最後の五日間,愛と相剋の中で
直原清夫／著 PHP研究所 1979.4 J590/870/79 1122391844
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がん1 乳癌
チーちゃん、ごめんね

ガンと闘う母から娘へ
成田 敦子／著 光風社書店 1976 J590/ナ/76 1113816866

がん1 乳癌
誰も知らないあした

ガン病棟の手記
中島みち／著 時事通信社 1974 J590/16A/74 1122547060

がん1 乳癌
誰も知らないあした

ガン病棟の手記
中島道／著 時事通信社 1972 J590/16/72 1123513870

がん2 乳癌、卵巣癌
きっと良くなる必ず良くなる

多重がんとの闘いの記録
広野 光子／著 PHP研究所 1998.5 9160/4993/98 1115668047

がん2 乳癌、卵巣癌
癌からのストレス脱却へ

患者としての医療への要望
前田 和／著 近代文芸社 1995.5 916.00/6727/1995 5014884506

がん3 乳癌、胃癌
夫婦(とも)に白髪は儚き夢よ

癌と闘った妻に捧げる歌
岡崎 晃／著 文芸社 1999.10 916.00/6713/1999 5014884391

がん4 子宮頸癌
今日を生きる

前向き・ひたむきガン克服体験記
小玉 元子／著 たま出版 1997.3 J590/5265/97 1128300669

がん4 子宮頸癌 いのち煌いて 仁科 明子／著 小学館 1996.7 9146/5873/96 1115194970

がん4 子宮頸癌
子宮ガン

生きるための私の選択

芥 真木／著 , 西山 奈々子

／撮影
小学館 1995.4 9160/4565/95 1114834214

がん4 子宮頸癌 闘癌譜 倉橋 陽子／著 深夜叢書社 1995.3 J590/4631/95 1127681014

がん4 子宮頸癌
がんに克ち、ヨーガに生きる

神秘の力で、人生のハードルを超えた私。
井坂 津矢子／著 恒友出版 1994.8 1266/3013/94 1114740708

がん4 子宮頸癌
あね・いもうと

誰にも話さなかった姉妹の内緒話
仁科 幸子／著 ベストセラーズ 1992.3 914.60/ニ2072/601 5014884490

がん4 子宮頸癌
末期ガンからの生還

過ぎてみれば愛だった。
長友 明美／著 コスモトゥーワン 1992.2 J590/3847/92 1124773490

がん4 子宮頸癌
いのちの限りを

二重がんを超えて
熊谷 幸子／著 海竜社 1988.12 J590/3128/88 1123336515
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がん4 子宮頸癌
神さま!産ませて

子宮ガンと闘い双子出産の母の記録
長友明美／著 講談社 1985.8 J590/2152/85 1120169048

がん4 子宮頸癌
エプロンが消えた朝

妻のガンと闘った松下電器・元広報課長の750日
鎌田邦彦／著 主婦の友社 1983.10 J590/1583/83 1122554592

がん5 子宮頸癌、肝癌
がんよ、ありがとうがらし

二度のがん体験から見えてきたもの
緒方 真子／著 文化出版局 2000.7 916.00/6719/2000 5014884453

がん7 卵巣癌

私看護婦になってよかった

癌におかされた看護婦の生と死、そして家族、友人との

ふれあいの記録

八矢 昭司／著 看護の科学社 1998.10 916.00/6735/1998 5014884650

がん7 卵巣癌 ガンに打ち克つ14通の手紙
藤本 和代／著 , 林 槇子／

著
山手書房新社 1993.4 J590/4123/93 1125735949

がん7 卵巣癌
動かない手でVサイン

ガンで逝った妻、多香子に捧ぐ
川地 民夫／著 太田出版 1989.4 916.00/6736/1989 5014884669

がん7 卵巣癌
散りいそぐ花の哀しみは

ガン告知に耐えて
渡辺みよ子／著 風媒社 1985.5 J590/2019/85 1122205223

がん7 卵巣癌
がんと闘った七年六カ月

致子はなごよみ

市尾致子／著 , 市尾卓／

著
紀元社 1981 J590/1201/81 1122449846

がん7 卵巣癌
妻ガンに死す

アメリカ・ロサンゼルスの一精神科医の報告

F.ロバート・ロドマン／

著 , 羽林泰／訳
新書館 1978 9359/153/78 1122385936

がん7 卵巣癌 微笑日記 近藤啓太郎／著 講談社 1975 J560/コ25/1 1122452940

がん7 卵巣癌
愛と死の淵より

汚れなき魂の記録
辻玄子／著 大和出版販売 1973 J590/285/73 1123477344

がん8 絨毛癌（絨毛上皮腫） 真利栄ちゃんママがんばってるよ 奥迫 康子／著 家の光協会 1996.4 J590/4948/96 1127830713

がん8 絨毛癌（絨毛上皮腫）
奇跡よ妻に起これ

7日の命といわれたガンが治った!
長峯良斉／著 主婦と生活社 1987.5 4945/7/87 1111792792
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がん9 外陰癌
ひかりのなかへ

700日のDIARY
【タジ】馬 裕子／著 アルタ出版 2003.6 916.00/6703/2003 5014884239

がん10 精巣腫瘍
あきらめるのはまだ早い

癌と共に生きて
岩城 世幸／著 ミッドナイト・プレス 1991.3 9160/3469/91 1112823955

がん10 精巣腫瘍
闇と光のなかを

ガンに奪われしわが子に捧げる父の記録
市村勝／著 学習研究社 1965 J590/I762/Y 1125346332

がん12 前立腺癌
生きてるって、奇跡!

ガンで逝ったパパからの贈りもの
高野 ますみ／著 新森書房 1999.5 916.00/6733/1999 5014884631

がん12 前立腺癌
闘病患者の心理事情

前立腺手術体験記
胡代 戢／著 近代文芸社 1996.8 916.00/6734/1996 5014884640

がん12 前立腺癌 癌とたわむれて
アナトール・ブロイヤー

ド／著 , 宮下 嶺夫／訳
晶文社 1995.11 9359/3289/95 1127760109

がん12 前立腺癌
私と木島則夫の闘い

癌と老いとの2500日
木島 喜世子／著 リム出版 1991.12 J590/3782/91 1124725429

がん12 前立腺癌
アマリリスは咲いても

精神科医その生と死
渡辺 博／著 NOVA出版 1991.4 J590/3613/91 1124543177

がん12 前立腺癌
最後の戦記

癌と闘った家族の1500日

コーネリアス・ライアン

／著 , キャスリン・モー

ガン・ライアン／著 , 鈴

木主税／訳

文芸春秋 1982.2 9359/235/82 1122445177

がん12 前立腺癌
輝やけ我が命の日々よ

ガンを宣告された精神科医の1000日
西川喜作／著 新潮社 1982.10 J590/1380/82 1122451791

がん13 肺癌 後悔だらけのがん闘病 中山 幹／著 新潮社 2000.10 S916.00/6752/2000 5015058570

がん13 肺癌
癌を告知されてこの一年

母の在宅看護
千里 節／著 新風舎 1999.10 916.00/6751/1999 5015058543

がん13 肺癌 妻と私 江藤 淳／著 文芸春秋 1999.7 9146/7010/99 1115909113

7/34



東京都立中央図書館健康・医療情報コーナー 闘病記文庫リスト 2022年3月更新

闘病記文庫

の分類
病名等 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

がん13 肺癌
癌の妻、癒ゆることなく

病床手記と共に
溝部正夫／著 短歌新聞社 1999.4 916.00/6784/1999 5015058534

がん13 肺癌 生かされて生きる 戸塚逸男／著 文芸社 1998.7 916.00/6724/1998 5014893944

がん13 肺癌
ガンの夫を自宅で看取る

医療ソーシャルワーカーの介護日記から
児島 美都子／著 農山漁村文化協会 1998.6 4945/3155/98 1115687759

がん13 肺癌
カサブランカの花のように

大高式子追悼集
野村洋子／編著 野村洋子 1997.10 916.00/6739/1997 5014884560

がん13 肺癌 母のがんもど記・息子のかいがん録
岩田 万里子／著 , 岩田 泰

／著
北宋社 1997.8 916.00/6731/1997 5014884589

がん13 肺癌 極楽ガン病棟 坂口 良／著 石風社 1997.5 916.00/6730/1997 5014884570

がん13 肺癌
ぼくの父はこうして死んだ

男性自身外伝
山口 正介／著 新潮社 1996.5 9102/4450/96 1115191075

がん13 肺癌
かんにんな…

ガン死の夫へ--妻の弔辞
仁科 克子／著 光文社 1996.4 778.2/5937/1996 5015083930

がん13 肺癌 肺ガンとの四年
熊切紀子／著 , 熊切武彦

／編
熊切武彦 1995.1 J590/5047/95 1128078816

がん13 肺癌 逝く人を見つめて 金成 大／著 近代文芸社 1994.12 916.00/6732/1994 5014884604

がん13 肺癌
イヴまで待って

肺癌告知を受けて
安田 いづみ／著 近代文芸社 1994.7 916.00/6725/1994 5014893953

がん13 肺癌
いのちありがとう

がんと向き合う籍慧の絵手紙

福岡 籍慧／絵手紙 , 福岡

啓介／編
風の碑社 1994 J590/4526/94 1127540698

がん13 肺癌 ガンに勝った 鹿野 覚／著 雪書房 1993.6 726.1/5363/1993 5014884613

がん13 肺癌 がん病棟周章狼狽記 たいら まさお／著 草思社 1992.11 J590/4033/92 1125613436
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がん13 肺癌
精神的植物人間

肺癌と同居して七年
林正吾／著 素顔社 1992.4 916.00/6738/1992 5014884622

がん13 肺癌
ゆーわけ、こわけ

死を歩む母、グループケアの記録
水沢 周／著 文芸春秋 1991.6 J590/3659/91 1124601341

がん13 肺癌
駆けぬけた生命

ガン-生と死をみつめて
村田 政也／著 広済堂出版 1990.8 J590/3478/90 1124085714

がん13 肺癌 肺ガン病棟からの生還 野原 一夫／著 新潮社 1990.2 J590/3368/90 1102085647

がん13 肺癌
母の旅立ち

私のみとり体験
吉岡 紘子／著 海声社 1989.9 J590/3281/89 1123884592

がん13 肺癌
天国の書斎

ある終末期介護の記録
前田 みち／著 石田パンリサーチ出版局 1989.7 J590/3215/89 1123777672

がん13 肺癌 がんのあとさき 沢野久雄／著 主婦の友社 1987.12 9146/451/87 1111807821

がん13 肺癌
生きていた

「ガン」からの生還
沢野久雄／著 主婦の友社 1985.5 J360/サ24/10 1120745058

がん13 肺癌
がん患者に捧げる本

温熱指圧療法の奇跡
藤原明夫／著 泉文社 1984.11 4916/フシワ/ 1111542225

がん13 肺癌 死はあまりにも突然に 星由里子／著 集英社 1984.9 J590/1830/84 1122203309

がん13 肺癌
一幕の夢

人形劇俳優古賀伸一の愛と死

古賀伸一／著 , 古賀さき

子／著
田畑書店 1984.7 J590/1839/84 1122203390

がん13 肺癌 担癌者 石井仁／著 新潮社 1984.2 J360/イ421/1 1122380466

がん13 肺癌 悔いてやまず 中島みち／著 毎日新聞社 1982.9 J590/1375/82 1122451755
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がん13 肺癌

色は匂えと

夫婦の愛といのちを見つめた元女優の「永遠の四五三

日」

小原巳恵子／著 主婦と生活社 1981.12 J590/1235/81 1122450275

がん13 肺癌 ガン病棟の九十九日 児玉 隆也／著 新潮社 1980.12 S916.00/6788/1980 5015058697

がん13 肺癌 わが涙よわが歌となれ
原崎百子／著 , 原崎清／

編
新教出版社 1979.3 9160/ハラサ/ 1110688360

がん13 肺癌
敦子俺は生きたい

いのち燃ゆる日日

関根愛三／著 , 関根敦子

／著
創芸社 1978.12 9160/セキネ/ 1110687120

がん13 肺癌
暗と明

我が死の豊かな実りあらんことを
萩原忠文／著 南窓社 1978 J590/732/78 1122354359

がん13 肺癌
限りなき愛に生きて

ガンと闘う一〇五〇日

伊藤勝司／著 , 伊藤治子

／著
三笠書房 1976 J590/578/76 1122352686

がん13 肺癌 ガン病棟の九十九日 児玉隆也／著 新潮社 1975 J590/429/75 1122351230

がん14 肺癌、心筋梗塞
わが命の灯を

心筋梗塞と肺ガンを越えて
阿木 翁助／著 講談社 1990.8 9146/3595/90 1112692110

がん15 胃癌 末期ガンになったIT社長からの手紙 藤田 憲一／[著] 幻冬舎 2009.4 S916.00/7137/2009 5016902318

がん15 胃癌
告知

外科医自ら実践した妻へのガン告知と末期医療
熊沢健一／著 マガジンハウス 1999.2 916.00/6786/1999 5015058712

がん15 胃癌 日本列島徒歩縦断!がん克服落語会 笑福亭 小松／著 講談社 1998.9 9160/5008/98 1115723416

がん15 胃癌
おかあさんはここにいるよ

ガン告知、そして残された日々
柴 芳子／著 南方新社 1997.12 916.00/6779/1997 5015083869

がん15 胃癌 死と対峙し太陽と語る 竹内 昇／著 日本図書刊行会 1997.9 916.00/6778/1997 5015083850
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がん15 胃癌
いのちに限りが見えたとき

夫と「癌」を生きて
星野 周子／著 サイマル出版会 1996.11 9160/4629/96 1115257293

がん15 胃癌 知りたがりやのガン患者 種村 エイ子／著 農山漁村文化協会 1996.11 9160/4660/96 1115338720

がん15 胃癌
絆

がんで逝った夫の思い出
坂元 盛香／著 新風舎 1995.12 916.00/6780/1995 5015083878

がん15 胃癌

家で看とること・看とられること

末期がんの母を最期まで自宅で看護したあるサラリーマ

ン家庭の記録

西尾 憲太郎／著 オリジン社 1995.6 494.5/5004/1995 1114872805

がん15 胃癌 涙のアンパンマン・マーチ 原島 久美子／[著] 書苑新社 1995.5 916.00/6781/1995 5015083887

がん15 胃癌
一粒の麦

癌で逝ったあなたへ
湯川 千恵子／著 ドン・ボスコ社 1994.12 916.00/6782/1994 5015083896

がん15 胃癌

二十三年目の別れ道

はじめて明かす夫・逸見政孝の闘病秘話とそれからのこ

と

逸見 晴恵／著 フジテレビ出版 1994.11 9160/4184/94 1114781756

がん15 胃癌
愛をみつけた

大助・花子のおやオヤ日記

宮川 大助／著 , 宮川 花子

／著
朝日新聞社 1994.8 7791/3055/94 1114739153

がん15 胃癌
シリウスへの旅立ち

女医・高橋文恵のガン闘病日記

高橋 文恵／著 , 永井 順国

／編
一光社 1994.4 J590/4399/94 1127428910

がん15 胃癌 ガン再発す
逸見 政孝／著 , 逸見 晴恵

／補筆
広済堂出版 1994.2 J590/4713/94 1127733433

がん15 胃癌 菜の花の咲く頃 大沢 秀章／著 ふだん記全国グループ 1994 J590/4591/94 1127561704

がん15 胃癌
生きて、還りぬ。

がん院長、進行胃がんを友に14年
原 啓一／著 集英社 1993.11 4945/3077/93 1127338115

がん15 胃癌
脱都会の条件

東京住民に捧ぐ
片品 邂逅／著 リーベル出版 1993.3 J590/4103/93 1125705430
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がん15 胃癌
えみちゃんの自転車

最愛の姉をガンが奪って
古舘 伊知郎／著 集英社 1991.9 J590/3719/91 1124667049

がん15 胃癌
青い水底で眠りたい

ガン患者の病床覚書
源 照子／著 , 源 哲麿／著 彩流社 1990.8 9160/3352/90 1112695720

がん15 胃癌 浩さん、がんばったね 野添 ひとみ／著 講談社 1988.6 7782/3033/88 1112017515

がん15 胃癌
死の宣告をうけて

竹下昭寿・遺書

竹下昭寿／[著] , 竹下哲／

編
光雲社 1988.3 9160/180/88 1111862556

がん15 胃癌 したたかに愛燃えて 家城久子／著 平凡社 1987.11 7782/740/87 1120573098

がん15 胃癌 おとうさんやっぱりガンやて 田中 つた子／著 三水社 1986.12 916.00/6790/1986 5015083902

がん15 胃癌
わがいのちの出会い

がんを明るく楽しく
出口ひろ子／著 ミネルヴァ書房 1986.11 9160/110/86 1110385460

がん15 胃癌 微笑みをください 青木義昭／著 新教出版社 1985.9 J590/2033/85 1122205359

がん15 胃癌 今日はすべて 吉岡昭子／著 新声社 1984.12 J590/1941/84 1122204431

がん15 胃癌
この一日を永遠に

ガン闘病ホスピス日記

雨宮育造／編 , 雨宮淑子

／著・編
キリスト新聞社 1984.11 J590/1919/84 1122204208

がん15 胃癌
病者・花

細川宏遺稿詩集

細川 宏／著 , 小川鼎三／

編 , 中井準之助／編
現代社 1982 911.56/ホ2120/601 5015083920

がん15 胃癌
明日も生きる

ガンに勝った不養生医師
西岡利之／著 西図協出版 1982 J590/1348/82 1122451488

がん15 胃癌
往復切符

死との闘い

ヴィンセンシオ・山崎／

著
広論社 1982 J590/1447/82 1122553227

がん15 胃癌
75分間の残照

ドキュメンタリ-『がん宣告』の誕生
河邑厚徳／著 グリ-ンアロ-出版社 1982 J590/1576/82 1122554529
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がん15 胃癌
生命果てる日まで

ガンと闘い演劇に燃えつきた夫へ
金森美弥子／著 講談社 1981.3 4945/カナモ/ 1111701958

がん15 胃癌 ガン宣告 松岡寿夫／著 講談社 1981 J590/1211/81 1122450032

がん15 胃癌
ガンとの闘い

45歳で逝った奇術師の日記から
伊藤一葉／著 大和書房 1980.10 J590/2572/80 1120169398

がん15 胃癌 夜空の星と野の花と 吉田 邦子／著 草土文化 1979.6 289.1/ヨ2088/601 5015083911

がん15 胃癌 須臾(しゅゆ)のとき 三枝法子／著 新有堂 1979 J590/951/79 1122392681

がん15 胃癌
もう一度海へ行きたかった

癌に斃れた父親の日記
永井忠／著 朝日新聞社 1978.12 J590/803/78 1122391192

がん15 胃癌
看護本来の姿とは

妻の死に考える
富沢賢／[著] 看護の科学社 1978 4929/トミサ/ 1111700754

がん15 胃癌
あなたの優しさがこわい

ガン患看護の記録
木下榮／著 青河書房 1977.1 916.00/6472/1977 5011722630

がん15 胃癌 ガンは征圧できる 水谷泱司／著 未央社 1977 J590/620/77 1122353155

がん15 胃癌
生命のきわみまで

自らのガンと闘った医師の記録
河原宣人／著 講談社 1971 9160/カワハ/ 1110686820

がん15 胃癌
さようならありがとうみんな

癌と闘った夫妻の記録
朝山新一／著 中央公論社 1971 J590/A924/S 1125446427

がん15 胃癌
生命(いのち)のきわみまで

自らのガンと闘った医師の記録
河原宣人／著 講談社 1971 J590/K396/I 1125274289

がん15 胃癌
ガンとともにさようなら

母の死を見守る123日
野一色幹夫／著 文芸市場社 1967 J590/N917/G 1125422013

がん15 胃癌
ガンかて笑って死ねるんや

フィルムに残した中村正尭博士の記録
中村歌子／著 講談社 1965 J590/N442/G 1125421722
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がん16 胃癌、膀胱癌
ありがとう純子

ガンで逝った夫婦の愛の軌跡
山本八重子／著 いのちのことば社 1983 J590/1625/83 1122555016

がん17 肝癌 ガンに生かされて 飯島 夏樹／著 新潮社 2007.8 S916.00/6791/2007 5015140562

がん17 肝癌
HCCの疑いあり

肝細胞ガンとの闘い
池田 貴／著 幻冬舎 1997.9 9160/4785/97 1115514944

がん17 肝癌
生きてんの精いっぱい

人間・渥美清
篠原 靖治／著 主婦と生活社 1997.7 7782/3742/97 1115503225

がん17 肝癌 忘れ得ずの記 小林 彰／著 新風舎 1997.6 916.00/6789/1997 5015073227

がん17 肝癌 ガン手術そして二年半 秋山 秀夫／著 学生社 1997.3 9160/4845/97 1115383477

がん17 肝癌
がんからの生還

告知から一年、闘病レポート
西川 孝純／著 朝日ソノラマ 1996.1 9160/4466/96 1115049414

がん17 肝癌 愛妻記 新藤 兼人／著 岩波書店 1995.12 7782/3605/95 1115115458

がん17 肝癌
風がほしい

難病とたたかう人々へ

纐纈 鉦通／共著 , 纐纈 幸

子／共著
光陽出版社 1995.11 918.68/コ2189/601 5015073236

がん17 肝癌 幸せだったね、ハナちゃん 野々山 葉子／著 扶桑社 1994.9 7799/3010/94 1114753976

がん17 肝癌
三九・七歳の癌死

五五〇日、夫の闘病につき合って……
前原 栄以子／著 つむぎ出版 1994.7 916.00/6841/1994 5015645109

がん17 肝癌 たとえ病むとも 重兼 芳子／著 岩波書店 1993.12 9146/4745/93 1114558354

がん17 肝癌 いのちと生きる 重兼 芳子／著 中央公論社 1993.8 J590/4162/93 1125813740

がん17 肝癌
愛に癒され愛に生きる

死によって生を贈られ病いによって情を贈られる
重兼 芳子／著 海竜社 1993.5 9146/4563/93 1114474540
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がん17 肝癌 わが妻の「死の美学」 亀井 俊介／著 リバティ書房 1993.2 J590/4076/93 1125674502

がん17 肝癌 私は肝移植で救われた カルトバッサー 俊子／著 草思社 1991.5 J590/3622/91 1124557655

がん17 肝癌
お父さん!ガンと言えずに…

いまは亡き父への愛の手紙
若原 瞳／著 近代映画社 1991.1 772.1/5144/1991 5015083840

がん17 肝癌
林檎(りんご)の夜

癌、友たちの戦記
大橋祥宏／著 知人館 1984.4 J590/1769/84 1122202615

がん20 胆管癌
癌よ妻を返せ

愛と死のはざまで
長谷川仁／著 広済堂出版 [1977] J590/638/77 1122353333

がん21 膵癌 山本七平ガンとかく闘えり
山本 れい子／著 , 山本 良

樹／著
山本書店 1999.12 916.00/5073/1999 5000834191

がん21 膵癌 愛すれば告知せず 庄野 ひろ子／著 小学館 1999.11 916.00/6019/1999 5000083290

がん21 膵癌
ゆびきりげんまん

ガンで逝った夫と妻の“恩愛の記"	

高橋悦史／著 , 高橋光代

／著
主婦と生活社 1996.7 9160/4525/96 1115209607

がん21 膵癌 生と死の隣合わせに… 高橋 悦史／著 近代映画社 1996.4 7752/3079/96 1127830885

がん21 膵癌
モルヒネはシャーベットで

家で看取った死
波多江 伸子／著 海鳥社 1995.7 J590/4791/95 1127727051

がん21 膵癌 大学病院で母はなぜ死んだか 古森 義久／著 中央公論社 1995.4 J590/4569/95 1127674403

がん21 膵癌
『覚えていてくれよ』

父・健太郎の尊厳死
古賀 順子／著 健友館 1993.9 J590/4447/93 1127487080

がん21 膵癌
モルヒネはシャーベットで

家で看とった死
波多江 伸子／著 鎌倉書房 1992.5 J590/3867/92 1124804522

がん21 膵癌 ガンとの闘いに生きる 林田 茂雄／著 白石書店 1988.10 J590/3110/88 1123291075
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がん21 膵癌
ガン病棟にきてみない?

ダメ患者の逃病記
山野井 道子／著 窓社 1988.4 9160/3560/88 1113146446

がん21 膵癌
愛と哀を越えて

四年二カ月、妻の“ガン看病記"	
川上賎子／著 サンケイ出版 1983.4 J590/1476/83 1122553450

がん21 膵癌 愛子いとしや 川口松太郎／著 講談社 1982.6 7782/462/82 1122416522

がん21 膵癌 オルフェの琴はもたねど 原田三夫／著 東明社 1970 J590/H222/O 1125433124

がん21 膵癌 ガンで死ぬ愛妻を看る 原田三夫／著 誠文堂新光社 1966 J590/H222/G 1125433115

がん22 腎細胞癌
神様どうか休息の時間を下さい

これ以上、この身体を切り刻まないで下さい
小室 一男／著 文芸社 2003.4 916.00/6831/2003 5015645181

がん23 腎癌 断崖の年 日野 啓三／著 中央公論新社 1999.9 S913.60/ヒ10/603 5015645163

がん23 腎癌 ガン・脳出血闘病記 谷村 光夫／著 日本図書刊行会 1998.3 916.00/6843/1998 5015645172

がん23 腎癌
いつのまにか朝日が

癌という経験
武田 秀夫／著 現代書館 1996.6 9146/6175/96 1115199814

がん23 腎癌
すべてのわざには時がある

在宅ターミナルケアの記録
松本 襄二／編著 新教出版社 1994.11 9160/4497/94 1114780900

がん23 腎癌 死の淵をみつめて 元木 鶏二／著 現代書館 1993.1 9160/3806/93 1114328176

がん23 腎癌 ガンと道づれ
蜂谷 章子／著 , 蜂谷 隆／

著
明石書店 1992.6 J590/3938/92 1124864048

がん23 腎癌 断崖の年 日野 啓三／著 中央公論社 1992.2 9136/6319/92 1113171814

がん23 腎癌
道程(みち)輝きて

夫のガンと共に闘った12冊のノートから
土田 倫里江／著 あすなろ社 1989.12 J590/3340/89 1123961056
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がん23 腎癌
道程輝きて

夫の腎癌との闘いを綴った12冊の大学ノートから
土田倫里江／著 光陽出版社 1989.9 J590/3340A/89 1123937631

がん23 腎癌
明子よ

22歳・ガンで逝った娘への手紙
鵜川新／著 神戸新聞出版センタ- 1984.1 J590/1825/84 1122203256

がん24 食道癌
母はボケ、俺はガン

二世代倒病顚末記
関根 進／著 日経BP社 1999.8 916.00/6837/1999 5015645314

がん24 食道癌 癌を語る 寛仁親王／[ほか]著 主婦の友社 1999.5 4945/3173/99 1115878966

がん24 食道癌 癌め 江国 滋／[著] 角川書店 1999.4 S911.36/エ19/601 5015645127

がん24 食道癌
おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒

江国滋闘病日記
江国 滋／著 新潮社 1997.12 9156/3286/97 1115562487

がん24 食道癌 癌め 江国 滋／著 富士見書房 1997.11 911.36/エ19/604 1115548835

がん24 食道癌
挫けざる日々

私の食道癌戦記
秦 豊／著 技術と人間 1996.3 J590/4934/96 1127819215

がん24 食道癌
わたしは尊厳死を選んだ

ガンに生きた900日
細郷 秀雄／著 講談社 1993.2 J590/4059/93 1125652050

がん24 食道癌
海紅豆の花あざやかに

あるガン患者の軌跡
佐瀬 一郎／著 光陽出版社 1992.12 916.00/6842/1992 5015645136

がん24 食道癌
ごめんね、英ちゃん

食道癌で死んだわが子・松山英太郎追想
松山 重子／著 新日本出版社 1991.8 7721/3026/91 1113046638

がん24 食道癌
メメント・モリ

私の食道手術体験
後藤 明生／著 中央公論社 1990.4 J460/ゴ4/304 1124036569

がん24 食道癌
死は「終り」ではない

山川千秋・ガンとの闘い一八〇日

山川 千秋／著 , 山川 穆子

／著
文芸春秋 1989.3 J590/3143/89 1123383711

がん24 食道癌
死にたくない!

遺作
川上宗薫／著 サンケイ出版 1986.4 9136/103/86 1110184461
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がん24 食道癌 おれ,ガンだよ 川上宗薫／著 海田書房 1985.7 J360/カ10/24 1122521045

がん24 食道癌
功、大好き

俳優木村功の愛と死と
木村梢／著 講談社 1982.5 7782/キムラ/ 1111649132

がん25 食道癌、口腔癌 安楽生と死 西野 辰吉／著 三一書房 1996.4 4901/3250/96 1115177559

がん26 口腔癌 こぶしの花 読売新聞社 1983 J590/1975/83 1122204772

がん26 口腔癌
針千本

私のがん闘病記
江夏美好／著 河出書房新社 1982.8 J590/1344/82 1122451441

がん26 口腔癌
それでも私は生きる

ガンに耐えぬく日々
丹羽小弥太／[著] 主婦の友社 1976 4904/ニワコ/ 1110591047

がん26 口腔癌
私はガンに勝ったのか

人間モルモットの手記
丹羽小弥太／著 地産出版 1974 4968/4/74 1122826979

がん27 舌癌
原発死

一人息子を奪われた父親の手記
松本 直治／著 潮出版社 2011.8 543.5/5159/2011 5020867251

がん27 舌癌 生命ある限り 阿部 幸子／著 探究社 1993.6 916.00/6851/1993 5015645412

がん27 舌癌 失われた声 加東 祥子／著 テレビ朝日 1990.11 J590/3533/90 1124146023

がん27 舌癌 岳史よ、生命あるかぎり 加東 康一／著 講談社 1990.2 J590/3363/90 1102077322

がん27 舌癌
私も一緒に死にたかった

天国のあなたに 舌ガンで夫を亡くした妻の手記
古川圭代／著 日新報道 1979.2 9160/フルカ/ 1110688486

がん27 舌癌 命をいつくしみて 山辺友道／著 [山辺友道] 1977 J590/632/77 1122353271

がん27 舌癌
みんなが嘘をついている

十返肇ガンとの闘い
十返千鶴子／著 文芸春秋 1970 J360/T6681/M 1125358709
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がん27 舌癌
みんなが嘘をついている

十返肇ガンとの闘い
十返千鶴子／著 文芸春秋 1970 J360/T6681/M 5018784732

がん28 舌癌、乳癌 がん人生 塩沢 とき／著 データハウス 1992.3 7782/3240/92 1113176463

がん29 咽頭癌
アクティブ・デス

真快和尚の死の選択
川越 厚／著 岩波書店 1997.7 9160/4747/97 1115500250

がん29 咽頭癌 ガンでも治せばええやん 小紫 麗華／編[著] せせらぎ出版 1995.7 916.00/6864/1995 5015645261

がん29 咽頭癌
わがガン生活の断章

その個人的体験と社会的観察
中島 道治／著 社会評論社 1992.12 9160/3965/92 1114302198

がん29 咽頭癌
ガン封じ寺和尚の「死ぬに死ねない」ガン闘病記

「あと三カ月」と言われたからこそ、わしゃがんばれた
高田 真快／著 ポケットブック社 1991.12 916.00/6846/1991 5015645270

がん29 咽頭癌
一日生きれば

闘病十年看とりのなかで考える
安田 つたゑ／著 看護の科学社 1991 916.00/6861/1991 5015645280

がん30 喉頭癌
いまだ見ぬ風景

作家の目で描き切ったガンとの闘い
小堺 昭三／著 文芸春秋 1995.7 J590/4675/95 1127727703

がん30 喉頭癌
声はわが心の叫び

生きることは素晴らしい!
中村 正司／著 リヨン社 1994.9 9160/4409/94 1114756790

がん30 喉頭癌 コロムビア・ライトの生きてりゃこそ コロムビア・ライト／著 国書刊行会 1994.5 7791/3066/94 1114627086

がん30 喉頭癌 コロムビア・ライトの高等がん漫談 コロムビア・ライト／著 日本医療企画 1994.11 7791/3078/94 1114780893

がん30 喉頭癌
大きな夢があったのに

父と子の記録

額賀英良／著 , 額賀信／

著 , 額賀宇女子／著
六芸書房 1965 J590/N985/O 1125422265

がん32
上顎癌、

横紋筋肉腫
がん病床からの生還 三宅泰雄／著 新日本出版社 1981.6 J590/1120/81 1122377030

がん33 大腸癌
約束

末期がんの父が家族に残した

高橋 一二三／著 , 河野 浩

一／編
小学館 2001.8 S916.00/6839/2001 5015645341
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がん33 大腸癌
一緒に年取れずにごめんね

妻ががん患者になったとき
清水 光雄／著 小学館 1999.4 9160/5062/99 1115785820

がん33 大腸癌
天国から届いた年賀状

「がんと生きる」十年間の軌跡
羽柴 整／著 中日新聞社 1999.3 916.00/6847/1999 5015645360

がん33 大腸癌 ホスピスからの生還 木村 絹子／著 KSS出版 1998.7 9160/4986/98 1115692786

がん33 大腸癌 ガン病棟の陽だまり 吉田 政美／著 荒地出版社 1997.5 916.00/6849/1997 5015645388

がん33 大腸癌
生き尽くす人

全身小説家・井上光晴のガン一〇〇〇日
山川 暁／著 新潮社 1997.4 9102/4646/97 1115402376

がん33 大腸癌 がんと道連れ、ヨット人生 丹羽 徳子／著 舵社 1997.2 916.00/6848/1997 5015645379

がん33 大腸癌
光の粒になって

お母さんの遺言
北山 喜久子／著 創栄出版 1997.2 J590/5161/97 1128191715

がん33 大腸癌
パパごめんね

妻、伸子を看取って
河野 通広／著 ごま書房 1996.10 916.00/6850/1996 5015645397

がん33 大腸癌
医者が癌にかかったとき

続
竹中 文良／著 文芸春秋 1995.10 4904/3048/2 1127917922

がん33 大腸癌
わがままな死

インフォームド・コンセントを求めて

谷本道子／著 , 江久保千

英／著
谷本勇 1995.10 916.00/6865/1995 5015645403

がん33 大腸癌
キャンサー・ギフト

ガンで死ねなかったわたしから元気になりたいあなたへ
高橋 ユリカ／著 新潮社 1995.5 J590/4595/95 1127690210

がん33 大腸癌
『あと一年』からの生還

ガンゆえに光り輝く日々
大高 康夫／著 二見書房 1994.12 9160/4154/94 1114796632

がん33 大腸癌 人工肛門の仲間たち 築地新生会／編 桐書房 1994.8 4946/3091/94 1127507782

がん33 大腸癌
ホタルの日記

わが子に伝える命の終章

中村 光代／著 , 永井 照代

／編
エフエー出版 1993.6 J590/4145/93 1125804886
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がん33 大腸癌
病棟の光と翳

がん闘病記
阿部 幸子／著 探究社 1992.10 9160/3774/92 1114406648

がん33 大腸癌
手術も抗ガン剤も断わって

奇跡の大腸ガン闘病記
中野 きく子／著 潮文社 1992.9 916.00/6844/1992 5015645225

がん33 大腸癌
生命をみつめる

進行癌の患者として
阿部 幸子／著 探究社 1991.10 J590/3752/91 1124692168

がん33 大腸癌 医者が癌にかかったとき 竹中 文良／著 文芸春秋 1991.3 4904/3048/91 1124232711

がん33 大腸癌
いのちの岸辺にて

ガンと闘う教師とその教え子たち
北原悦朗／著 みくに書房 1982 J590/1258/82 1122450506

がん33 大腸癌
死の受容

ガンと向きあった365日 吉岡昭正遺稿
吉岡昭正／著 毎日新聞社 1980.11 4904/76/80 1122807730

がん33 大腸癌
悲歌

癌にたおれし妻に捧げる

高橋功／著 , 高橋武子／

著
金剛出版 1972 J590/121/72 1123585341

がん33 大腸癌
愛と死の別れ

野の花にかよう夫婦の手紙

村島帰之／著 , 村島しづ

ゑ／著
光文社 1964 J590/M963/A 1125385608

がん34 大腸癌、胃癌 三度目のガンよ、来るならごゆるりと 梅原 猛／著 光文社 2001.4 916.00/6863/2001 5015645495

がん36 直腸癌 薔薇色の塩 伏木田 光夫／著 北海道新聞社 1998.11 0491/4260/98 1128778959

がん36 直腸癌 レクイエム 滝本 祥江／著 日本図書刊行会 1997.3 916.00/6854/1997 5015645440

がん36 直腸癌
患者がケアを求めるとき

妻の病床日記
森 文彦／著 近代文芸社 1996.10 916.00/6855/1996 5015645459

がん36 直腸癌 死の周辺 塩見 鮮一郎／著 三一書房 1996.10 9160/4613/96 1115253122

がん36 直腸癌
直腸ガン体験

5年生存率への挑戦
稲子 俊男／著 同時代社 1996.1 916.00/6856/1996 5015645468

21/34



東京都立中央図書館健康・医療情報コーナー 闘病記文庫リスト 2022年3月更新

闘病記文庫

の分類
病名等 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

がん36 直腸癌 いつものように 川津 与志子／著 近代文芸社 1995.11 916.00/6857/1995 5015645477

がん36 直腸癌
癌になってよかった

いのちかがやけ
黒田 英之／著 探究社 1995.4 188.7/5670/1995 1114857237

がん36 直腸癌
天空の川

ガンに出会った河川技術者の日々
関 正和／著 草思社 1994.10 9160/4161/94 1114774591

がん36 直腸癌
がん告知

解けなかったパズル
小野 厚子／著 立風書房 1993.11 J590/4285/93 1127323669

がん36 直腸癌
鬼よ、笑え

「旅の夏」「ガンの夏」日記
小島 直記／著 新潮社 1992.2 9156/3105/92 1113176347

がん36 直腸癌
ガンとともに生きる

医師として患者として23年
村山 良介／著 主婦の友社 1988.7 494.5/5259/1988 5015645486

がん36 直腸癌 ガンと闘う・神のみわざは測りがたく 松本得三／著 ゾ-オン社 1988.1 J590/2394/88 1120641358

がん36 直腸癌
直腸切断

あるガン患者の闘い
寺田健一郎／著 葦書房 1985.2 J590/1972/85 1122204745

がん37 十二指腸癌 告知せず 古財麗子／著 文芸社 2003.7 916.00/6891/2003 5015748895

がん37 十二指腸癌
癌との『対話と挑戦』

ある技術者の葛藤の日々
西垣 邦秋／著 近代文芸社 1995.9 916.00/6895/1995 5015749088

がん38 虫垂癌
人は死ねばゴミになる

私のがんとの闘い
伊藤 栄樹／著 新潮社 1988.6 J590/3065/88 1123194106

がん39 膀胱癌
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 2000.11 916.00/6087/2000 5001826434

がん39 膀胱癌 いい人はガンになる 吉川勇一／著 KSS出版 1999.3 916.00/7275/1999 5018784723

がん39 膀胱癌 医者の大養生 杉浦昭義／著
講談社出版サービスセン

ター
1997.8 490.4/5132/1997 5015748901
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がん39 膀胱癌 ガンの彼方に幸いあり 山川とおる／著 鳥影社 1996.10 916.00/6903/1996 5015749417

がん39 膀胱癌
オレは陽気ながん患者

心筋梗塞もやったぜ!
山中 恒／著 ベストセラーズ 1995.4 J590/4792/95 1127881605

がん39 膀胱癌 また会いましょう天国で 鎌谷清子／著・編 キリスト新聞社 1985.11 289.1/カ2291/601 5015749426

がん39 膀胱癌
百病息災

三十年間ガンと闘いつづけた一医師の記録
内野滋／著 中央公論社 1983.5 J590/1549/83 1122554242

がん39 膀胱癌 酸素テントの下に 窪沢泰忍／著 銀河書房 1979.7 J590/948/79 1122392654

がん41 甲状腺癌 風はアゲンスト 吉川 なよ子／著 毎日新聞社 1999.11 783.8/5001/1999 5000131899

がん41 甲状腺癌 その夏の別れ 和田 俊／著 筑摩書房 1996.7 9160/4545/96 1115209966

がん41 甲状腺癌
ガンを見すえて生きる

告知からの出発
青木日出雄／著 講談社 1988.3 J590/2370/88 1120636868

がん42 胸腺癌
研究という名のドラキュラ

植物人間になった妹
西本よしえ／著 栄光出版社 1976 J590/529/76 1122352194

がん43 腺癌 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 2003.10 936.0/5110/2003 5007994080

がん43 腺癌 鳳啓助のポテチン闘病記 鳳 ハマ子／著 毎日新聞社 1994.11 7791/3063/94 1114786780

がん44 扁平上皮癌
生命のフィールド

ガンを克服した大リーガー

ブレット・バトラー／著 ,

ジェリー・ジェンキンス

／著 , 児玉 幸枝／訳 , 小

林 博子／訳

小学館 1999.3 783.7/5416/1999 5015749408

23/34



東京都立中央図書館健康・医療情報コーナー 闘病記文庫リスト 2022年3月更新

闘病記文庫

の分類
病名等 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

がん44 扁平上皮癌
ガン告知が私を変えた

生かされて、生きる。
久保田 進吾／著 久保田進吾 1996.4 916.00/6845/1996 5015645243

がん45 副腎腫瘍
永遠(とわ)に愛(かな)し

娘佳子を癌に奪われて
成田清治／著 成田清治 1962 J590/N645/T 1125421929

がん46
ホジキン病

（ホジキンリンパ腫）

片肺飛行の青春

ある青年画家の愛と死

木野村正博／著 , 北沢杏

子／編
アニ-出版 1977 J590/691/77 1122353923

がん48 ユーイング肉腫 顔を失くして「私」を見つけた
ルーシー・グレアリー／

著 , 実川 元子／訳
徳間書店 1998.1 9360/3417/98 1115573355

がん48 ユーイング肉腫
命とは、生とは、人生とは

小児がんと闘いつづけた医学生のわが子へ
仲野 良介／著 同文書院 1993.11 J590/4295/93 1127322830

がん50 平滑筋肉腫 湖の伝説 梅原猛／著 集英社 1982.3 0816/14/16 1111735615

がん51 結合組織腫瘍 わたしの天国でまた会いましょうね

クリステル・ツァヘルト

／著 , イザベル・ツァヘ

ルト／著 , 平野 卿子／訳

集英社 1994.8 9460/3021/94 1114748958

がん53 多発性骨髄腫
老いが老いを看るとき

血液ガンの妻を介護して
浅妻 正美／著 日本評論社 1997.1 9160/4658/97 1115278220

がん53 多発性骨髄腫
骨が消えた!

多発性骨髄腫で逝った医師の闘病記

阿相幸治／著 , 阿相信子

／著
メトロポリタン 1994.7 916.00/6557/1994 5012847325

がん55 悪性黒色腫 片目を失って見えてきたもの ピーコ／著 文芸春秋 2002.6 S914.60/ピ2013/604 5015748939

がん55 悪性黒色腫
奇跡のトライ

鼻腔悪性黒色腫からの生還
山下 忠男／著 池田出版 1999.3 J590/5572/99 1128857210

がん55 悪性黒色腫
夜明けのE・Tごっこ

がん死・こうちゃんの場合
佐藤 桂子／著 MBC21 1999.1 9160/5092/99 1117075093

がん55 悪性黒色腫 よってたかって目の勉強
永 六輔／編著 , ピーコ／

編著
扶桑社 1990.10 9146/3736/91 1112770332
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がん55 悪性黒色腫 痛みと闘う 清原迪夫／著 東京大学出版会 1979.12 4913/171/79 1122578988

がん55 悪性黒色腫
死を見つめる心

ガンとたたかった十年間
岸本英夫／著 講談社 1964 1130/24/64 1123716194

がん57 結腸癌
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 2003.3 916.00/6875/2003 5015748948

がん57 結腸癌 燃えるがごとく、癌細胞を焼きつくす 長尾 宜子／著 三五館 1997.7 916.00/7083/1997 5016427220

がん57 結腸癌
ありがとさん

死とたたかう愛の対話

原田雄二郎／著 , 原田和

子／著
筑摩書房 1972 J590/105/72 1123585510

がん58
嗅神経芽腫

（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 2003.7 916.00/6471/2003 5011713022

がん59 血管肉腫 生きて迷わず死して悔やまず 矢田 壮一／著 講談社 1992.10 J590/3989/92 1125570464

がん60 骨肉腫 青空、ついて来い!
熊谷 真実／著 , 長川 千佳

子／著
新潮社 1998.11 9160/5040/98 1115750164

がん60 骨肉腫
若きいのちの日記

「愛と死をみつめて」のミコのノート
大島 みち子／著 大和出版 1990.10 9160/3365/90 1112707876

がん60 骨肉腫
育子からの手紙

十五歳、ガンと闘った日々
副島 喜美子／著 筑摩書房 1989.11 J590/3417/89 1123946720

がん60 骨肉腫
生命(イノチ)燃えつきるとも

ガンと闘った姉と妹の八か月
紀礼子／著 時事通信社 1987.7 9160/127/87 1111759967

がん60 骨肉腫
珠子十歳のれくいえむ

ガン(骨肉腫)と闘って燃えつきたわが娘との九か月
飯田由紀子／著 一光社 1982.9 J590/1378/82 1123033446

がん60 骨肉腫
飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ

若き医師が死の直前まで綴った愛の手記
井村和清／著 祥伝社 1980.5 4904/イムラ/ 1110590980

がん60 骨肉腫
さらば茨戸の湖よ

石狩川惜春譜

岩田 茂／著 , 岩田 巴子／

著 , 大西 慶太郎／編著
講談社 1979.9 J590/イ/79 1113811799
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がん60 骨肉腫
翼は心につけて

ガンと闘って死んだ十五歳の少女が教えてくれたこと
関根庄一／編著 一光社 1977 J590/605/77 1122352944

がん60 骨肉腫
炎天に雪ふるごとく

ガンと斗った13才の少女と一家の記録
田原千暉／著 鳩の森書房 1973 J590/205/73 1123478252

がん60 骨肉腫
若きいのちの日記

愛と死の記録
大島みち子／著 大和出版販売 1972 J590/175/72 1123716111

がん60 骨肉腫 虹の橋を渡って行った順子 高橋八重子／著 講談社 1970 J590/T126/N 1125434195

がん60 骨肉腫 十七歳の絶唱 大森晶子／著 講談社 1969 J590/O653/Z 1125386267

がん60 骨肉腫
ママ……ぼくガンなの?

ある父親の愛と悲しみの記録
杉本要吉／著 毎日新聞社 1968 J590/S872/M 1125447344

がん60 骨肉腫
愛と死をみつめて

ある純愛の記録

河野実／著 , 大島みち子

／著
大和書房 1964 J590/K791/A 1125431059

がん61 仙尾部奇形腫
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 2001.2 916.00/6877/2001 5015748966

がん62 脊索腫 母娘(おやこ)で綴った介護の詩 西川 公子／著 メディア・ポート 2001.7 916.00/6878/2001 5015748975

がん63 神経芽腫
笑ってるお母さんが好き

小児がんと闘った西崎雄志君の記録
戸高 真弓美／編著 双葉社 1997.7 9160/4779/97 1115505785

がん63 神経芽腫
さっちゃんウソついてごめんネ

ガンと闘った娘の三年九カ月
内田久子／著 長崎文献社 1991.4 J590/3825/91 1124626903

がん63 神経芽腫 聖子は鳥になった 高橋和子／著 潮出版社 1985.8 J590/1973/85 1122204754

がん64 子宮肉腫 妻よ、お前の癌は告知できない 上田 哲／著 講談社 1998.3 9160/4959/98 1115640298

がん65 線維肉腫
死までの着陸航路

勝彦の闘病日誌
麻生 勝彦／著 日本図書刊行会 1997.7 916.00/6896/1997 5015749097
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がん67 悪性リンパ腫 吾が遊病の日々 伊東 丞／著 東京図書出版会 1999.11 916.00/6022/1999 5000148170

がん67 悪性リンパ腫
約束

13年目の真実
佐藤 乃布子／著 文芸社 1999.11 916.00/6894/1999 5015749079

がん67 悪性リンパ腫
アメリカ的ガン闘病記

すべては告知から始まった
リー・あおい／著 東京書籍 1999.7 J590/5569/99 1128904642

がん67 悪性リンパ腫
生まれてくれて、ありがとう

博史21歳ガンで逝く
中山 洋子／著 東銀座出版社 1998.3 9160/4980/98 1115650454

がん67 悪性リンパ腫 時の揺りかご 西川 由起子／著 新風舎 1997.6 916.00/6892/1997 5015749023

がん67 悪性リンパ腫
大介・二十二歳の軌跡

「がん」と闘った青春
戸沢 富雄／著 萌文社 1996.5 J590/4960/96 1127973636

がん67 悪性リンパ腫 自家骨髄移植によるガンからの生還 駒田 道代／著 新風舎 1995.8 916.00/6893/1995 5015749032

がん67 悪性リンパ腫
おじいちゃん仙人になる

在宅ホスピス体験記
新居 昭紀／著 中央法規出版 1995.7 J590/4807/95 1127732329

がん67 悪性リンパ腫
碧い夜明けに母となる

小児ガンとの闘いの記録
浅野 多歌子／著 遊タイム出版 1995.6 9160/4624/95 1114985700

がん67 悪性リンパ腫
愛と死のはざまで

ガンと闘う夫と妻の愛と苦渋の往復書簡

浜畑 紀／著 , 浜畑 美恵子

／著
恒友出版 1994.10 9160/4436/94 1114762115

がん67 悪性リンパ腫 わが子が、がんになったとき
ジェラリン・ゲイズ／著 ,

金子 一雄／訳
講談社 1994.10 9359/3250/94 1127563960

がん67 悪性リンパ腫
14年の幸せをありがとう

川上充14才,悪性リンパ腫と闘った1年9ケ月
川上佳子／著 水書坊 1987.3 4932/25/87 1111793323

がん67 悪性リンパ腫
走りつづけて

父・山谷親平五千六百一回の朝
山谷えり子／著 ニッポン放送出版 1985.11 2891/ヤ1076/1 1120316608

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
高野 由美子／著 JPS出版局 2008.3 916.00/6743/2008 5014944293
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がん68 白血病
わたしはうたがうたいたい

吉野摩衣子が病床で遺した3冊のノートから
吉野 摩衣子／著 文芸社 1999.10 289.1/ヨ2094/601 5015749810

がん68 白血病 明日も必ず晴れますように 中島 佐知子／著 角川書店 1998.10 9160/5002/98 1115738301

がん68 白血病 インターネットを使ってガンと闘おう 埴岡 健一／著 中央公論社 1998.9 4931/3283/98 1115730475

がん68 白血病 白血病の息子が教えてくれた医者の心 丹羽 靱負／著 草思社 1998.6 9160/5006/98 1115675041

がん68 白血病 生きてるってシアワセ! 大谷 貴子／[著] スターツ出版 1998.1 916.00/7084/1998 5016427249

がん68 白血病
死の宣告

それから
斎藤 信義／著 自由国民社 1996.4 9160/4541/96 1115168531

がん68 白血病
微笑がえし

白血病とたたかう家族たちの絆
遠藤 允／著 あけび書房 1995.10 J590/4832/95 1127908683

がん68 白血病
「あっ子の日記」の大波紋

医療系女子学生たちの死生観
植木 誠／著 教研学習社 1995.7 J590/4854/95 1127876712

がん68 白血病
いのち煌めいて

由希子白血病と闘った青春
久野 哲弘／編著 東京新聞出版局 1994.10 9160/4054/94 1114764915

がん68 白血病
自我を捨てて

白血病で逝った若きエンジニアの闘病日記
和田純人／著 批評社 1994.6 916.00/6907/1994 5015749177

がん68 白血病
21歳の別離(わかれ)

中堀由希子
遠藤 允／著 学研 1994.3 J590/4380/94 1127413597

がん68 白血病 翔べ!白血病の息子よ 橋本 明子／[著] 海鳴社 1993.12 J590/4319/93 1127361267

がん68 白血病
いのち煌めいて

由希子白血病と闘った青春
久野 哲弘／編著 中日新聞本社 1993.12 J590/4330/93 1127369668

がん68 白血病
あっ子は今も生きている

それから十年
植木 誠／著 教研学習社 1993.11 J590/4278/93 1127322053
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がん68 白血病
マモ、天国の住所を教えて

我が子を白血病でなくした母の手記
小野寺 南波子／著 連合通信社 1993.10 J590/4255/93 1127300350

がん68 白血病
夢をあきらめないで

急性白血病との闘い
徳田 秀樹／著 北国新聞社 1993.8 J590/4344/93 1127319998

がん68 白血病 無菌病室の人びと 赤塚 祝子／著 集英社 1993.3 4904/3084/93 1125712013

がん68 白血病 死を見つめたわが子麻意の三年 石黒 美佐子／著 朝日新聞社 1993.3 J590/4100/93 1125693203

がん68 白血病
麻意ね、死ぬのがこわいの

死を問い生を見つめた少女
石黒 美佐子／著 立風書房 1993.3 J590/4101/93 1125693221

がん68 白血病 陽介、パパがついてるぞ 西田 修／著 かもがわ出版 1992 J590/3889/92 1124787388

がん68 白血病
霧の中の生命

白血病を骨髄移植で治し、今日を生きる
大谷 貴子／著 リヨン社 1991.12 J590/3766/91 1124722875

がん68 白血病
永遠の愛を誓って

二十歳で逝った成美さんの記録

安積 政子／著 , 藤保 秀樹

／著 , 姫路YMCA／編
JICC出版局 1991.10 916.00/6909/1991 5015749168

がん68 白血病
お母さん「ガン」てなあに?

白血病と闘った我が子を見つめ続けた母の記録
沖崎 和子／著 いなほ書房 1991.4 J590/3644/91 1124557806

がん68 白血病 白い灰 青柳 清子／著 あおやま文庫 1991 9160/4759/91 1115342723

がん68 白血病
いのち見つめて

板倉雅美さん白血病との闘い
北国新聞社編集局／編 北国新聞社 1990.9 J590/3735/90 1124160523

がん68 白血病 燃えつきるまで 滝純子／[著] 葦書房 1989.11 916.00/6906/1989 5015749159

がん68 白血病 お母ちゃんごめんね長く生きられなくて
坂本 礼二郎／著 , 坂本 玲

子／著
あすなろ社 1988.4 9160/3023/88 1110439005

がん68 白血病
ぼく負けないぞ

親と子の白血病闘病記
森光好／著 北海道新聞社 1988.2 J590/2422/88 1123167842
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がん68 白血病
つくられた白血病

予防接種が恐い 書下しノンフィクション
大山輝／著 白楽 1986.7 J590/2471/86 1120281923

がん68 白血病

あっ子の日記

ママ、ごめんね!と天国へかけていったあっ子と母の八年

間の戦い

植木亜紀子／著 , 植木誠

／編著
教研学習社 1985.10 J590/2369/85 1120127692

がん68 白血病
あっこちゃんの日記

天国からの愛のメッセージ

植木亜紀子／著 , 植木誠

／著編
キリスト新聞社 1985.6 J590/1993/85 1122204960

がん68 白血病 愛惜抄 夏見昌子／著 出版開発社 1982.10 J590/1389/82 1122552631

がん68 白血病
リカに命をわけてください

白血病で逝った14歳の少女の記録
宇津木澄編／著 講談社 1979.2 J590/840/79 1122391559

がん68 白血病
長島監督ごめんなさい

白血病に散った野球少年
本田靖子／著 グリ-ンアロ-出版社 1978.4 J590/733/78 1122354368

がん68 白血病
ヒロシマの夜の病棟から

被爆者日記抄

田村慶子／著 , 佐藤友之

／編
太平出版社 1977 J590/608/77 1122353039

がん68 白血病
お姉ちゃんお嫁に行っちゃった

白血病にわが娘を奪われた母の記録
野崎明子／著 ごま書房 1977 J590/612/77 1122353084

がん68 白血病
おにいちゃんは一ばんぼし

白血病で逝った少年の記録

宮上行生／著 , 宮上ミヤ

子／著
創芸社 1977 J590/672/77 1122353692

がん68 白血病
死への航海日記

十七歳の少女の生と死

小林 雅子／著 , 北沢 杏子

／編
アーニ出版 1976 J590/コ/77 1113814235

がん68 白血病
エリック

1640日の青春

ドリス・ランド／[著] , 山

本道子／訳
三笠書房 1975 9359/73/75 1122382980

がん68 白血病
小さき生命(いのち)かなし

愛児をガンに奪われた母の記録
今村英子／著 講談社 1971 J590/I322/T 1125321843

がん68 白血病
ぼく生きたかった

被爆二世史樹ちゃんの死
竹内淑郎／編 宇野書店 1968 J590/T2881/B 1125437562
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がん68 白血病
悲しみの娘(こ)は遠く去れど

白血病と闘った少女と父の日記

筒井岩男／共著 , 筒井静

香／共著
徳間書店 1966 J590/T939/K 1125436841

がん68 白血病 れいこちゃんごめんネ 猪狩真平／著 協文社出版 1963 J590/I198/R 1125262751

がん68 白血病 信也ちゃんの十字架 鶴見淑子／著 主婦の友社 1963 J590/T912/S 1125436888

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 2001.7 916.00/6890/2001 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 2004.3 916.00/6897/2004 5015749275

がん72 横紋筋肉腫
弥生ちゃんはかぐや姫

「蓮見ワクチン」でガンと闘った少女の記録
井上育子／著 あいわ出版 1987.9 4945/19/87 1123073639

がん73 網膜芽細胞腫 ママの目をあげたい 長谷枝美子／著 小学館 1986.8 J590/2096/86 1120346563

がん74 胆嚢癌
死と共に生きる

妻への十点鐘
河崎 義祐／[ほか]著 エイジ出版 1989.9 J590/3275/89 1123876975

がん75 小腸癌
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 , 森實 満紀／

著 , 河野 浩一／編
中経出版 2007.5 916.00/6604/2007 5013647543

がん77 骨髄腫 命いっぱい生きた日々 鴻農 周策／著 日本放送出版協会 1994.4 9160/4284/94 1114602120

がんX 複数のがん 裏切られたガン患者たち 岩松 久保／著 五月書房 1999.11 498.0/5048/1999 5000166544

がんX 複数のがん ガンと男 上林山 瓊子／著 砂書房 1999.9 916.00/6007/1999 5000022277

がんX 複数のがん 「がん」を生きる人々 小笠原 信之／著 時事通信社 1998.12 4945/3160/98 1115752561

がんX 複数のがん
ガン-生と死の分水嶺

再びの命を求めて
岡本 孝男／著 広済堂出版 1998.12 9160/5044/98 1115755572
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がんX 複数のがん
ひとりで苦しまなくていい

「がんを語り合う」意味
大島 透／著 中央公論社 1998.6 4945/3152/98 1115684739

がんX 複数のがん がんとたたかう心の処方箋 岩本 宣明／著 光進社 1998.5 9160/4918/98 1115662141

がんX 複数のがん ガンと女
小野 美智子／著 , 殿島 三

紀／著
砂書房 1997.7 9160/4728/97 1115505669

がんX 複数のがん 余命半年の夢 堀ノ内 雅一／著 情報センター出版局 1996.12 9160/4645/96 1115269015

がんX 複数のがん
去り逝くひとへの最期の手紙

がん死の日々、6組の夫婦の愛の証し

上之 二郎／著 , 鳥海 美奈

子／著
集英社 1996.4 9160/4676/96 1115174771

がんX 複数のがん 生きのびて 松本 悦子／[ほか]著 読売新聞社 1996.2 J590/4911/96 1127789199

がんX 複数のがん
がんの再手術を拒否する時

末期の全人的医療に挑む
比屋 神無座／[ほか]著 三省堂 1995.6 J590/4626/95 1127704290

がんX 複数のがん がんと闘ったスターたち 肥留間 正明／著 テレビ朝日 1993.7 7721/3062/93 1114503024

がんX 複数のがん
同時代ノンフィクション選集

第1巻　「生と死」の現在
柳田 邦男／責任編集 文芸春秋 1992.11 9160/3780/1 1114283261

がんX 複数のがん
生命をください!

ルポ骨髄移植
遠藤 允／著 講談社 1992.11 J590/3999/92 1125581708

がんX 複数のがん
同時代ノンフィクション選集

第1巻　「生と死」の現在
柳田 邦男／責任編集 文芸春秋 1992.11 J590/4022/1 1125604713

がんX 複数のがん
ガンと闘う勇気

生を支える愛と苦悩の日々
加東 祥子／著 主婦と生活社 1992.5 9160/3716/92 1114334342

がんX 複数のがん
告知せず

ガンで夫との愛の深さを知った妻たちの四季
山内 喜美子／著 文芸春秋 1991.8 J590/3711/91 1124656260

がんX 複数のがん 子どもたちよ、ありがとう 平野 恵子／著 法蔵館 1990.10 9160/3359/90 1112714057
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がんX 複数のがん 同行二人がんに克つ旅 椚 総／著 , 椚 計子／著 立風書房 1989.2 J590/3159/89 1123372576

がんX 複数のがん

小さな天使の同窓会

小児がんの子どもを支えた医師と母親たちの愛と感動の

記録

原田 律子／[ほか]著 あいわ出版 1988.10 J590/3171/88 1123331072

がんX 複数のがん ガンを告げる瞬間 内橋克人／著 新潮社 1987.5 J590/2326/87 1120459870

がんX 複数のがん
死を見つめて生きる

続・愛をこめいのち見つめて
柳沢桂子／著 主婦の友社 1987.12 J590/2580/87 1120595658

がんX 複数のがん
もういちど愛たい

ガンで父と夫を亡くして
河村淑子／著 中日出版社 1986.6 J590/2387/86 1120357511

がんX 複数のがん
絶望からの生還

がんに克った120人の記録
大野芳／著 講談社 1985.4 J590/1947/85 1122204496

がんX 複数のがん 子どもの病む世界で 日下隼人／著 ゆみる出版 1983.12 J590/1984/83 1122204870

がんX 複数のがん 真紅のバラを37本 高橋穏世／著 新声社 1983.9 J590/1582/83 1122554583

がんX 複数のがん がんに挑む 石塚光行／著 毎日新聞社 1982.9 J590/1407/82 1122552800

がんX 複数のがん
命にいたる門

75歳ガンから帰る
正井尚夫／著 ミネルヴァ書房 1982.5 J590/1282/82 1122450800

がんX 複数のがん ガン病棟のカルテ 庭瀬康二／著 新潮社 1982.2 J590/1315/82 1122451156

がんX 複数のがん 女のがん病棟 愛と闘いの日日
キネマ東京特別取材班／

編
恒友出版 1982 J590/1248/82 1122450391

がんX 複数のがん
明日に刻む闘い

ガン回廊からの報告
柳田邦男／著 文芸春秋 1981.8 J590/1137/81 1122377219
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がんX 複数のがん
ママぼくをまた生んでね

小児がんの記録
大野芳／著 潮出版社 1981.7 J590/1127/81 1122377110

がんX 複数のがん ガン病棟からの生還者100人の証言 週刊文春編集部／編 竹井出版 1981.6 4945/カンヒ/ 1111701967

がんX 複数のがん ガン50人の勇気 柳田邦男／著 文芸春秋 1981.3 J590/1091/81 1122376730

がんX 複数のがん ガン回廊の朝 柳田邦男／著 講談社 1979.6 J590/894/79 1122392082

がんX 複数のがん
ガンからの生還

奇跡に挑む人々
宗肖之介／著 青樹社 1977 J590/674/77 1122353718

がんX 複数のがん 露草のように 大隈秀夫／著 中央公論社 1960 J590/O599/T 1125422588

がんX 複数のがん 露草のように 大隈秀夫／著 中央公論社 1960 J590/O599/T 1125422560

がんX 複数のがん 露草のように 大隈秀夫／著 中央公論社 1960 J590/O599/T 1125422579

がんY その他のがん
片足喪失の記

たとえ“ガン”であっても
高槻 博／著 柘植書房 1995.4 J590/4652/95 1127664686

がんY その他のがん
骨食い太郎

骨が溶ける難病とガンの克服を描いた童話と手記

松下 かつとし／著 , 鈴木

靖将／絵
ミネルヴァ書房 1990.6 J590/3444/90 1124053550
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