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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

疾病等1
注意欠如・多動症

（注意欠如・多動性障害）

匂うがごとく

梅谷明子の場合
河野秀忠／編著 長征社 1986.4 3694/388/86 1120311147

疾病等2 アスペルガー障害
うわわ手帳と私のアスペルガー症候群

10歳の少女が綴る感性豊かな世界

高橋 紗都／著 , 高橋 尚美

／著
クリエイツかもがわ 2008.7 916.00/7769/2008 5015385046

疾病等3 アトピー
アトピー息子

笑う出産スペシャル
まつい なつき／著 情報センター出版局 1999.9 493.9/5507/1999 5015850137

疾病等3 アトピー
ステロイドを止めた理由

離脱体験者35人による証言

住吉純子／編著 , アト

ピー・ステロイド情報セ

ンター／編著

柘植書房新社 1996.11 494.8/5156/1996 5016427131

疾病等3 アトピー 娘、麻里也とともにアトピーと闘って… 秋川 リサ／著 テイ・アイ・エス 1995.3 9160/4554/95 1114819880

疾病等3 アトピー まりもちゃんのアトピー日記 竹中 恭子／著 情報センター出版局 1995.2 5993/3005/95 1114816421

疾病等4 アルコール依存症
断酒でござる

アルコール呪縛からの脱出
堀井 度／編著 創栄出版 1999.10 493.1/5041/1999 5001118882

疾病等4 アルコール依存症 捨てれば開ける 黒瀬 光章／著 春秋社 1995.3 9160/4579/95 1114832621

疾病等4 アルコール依存症
私のアルコール依存症の記

ある医師の告白
西郊 文夫／著 東峰書房 1991.10 4931/3134/92 1124770809

疾病等4 アルコール依存症
酒とバカの日々

アル中からの脱出
神田 愛山／著 木耳社 1989.4 7791/3019/89 1123793273

疾病等4 アルコール依存症
キチンドリンカー

無力からの回復
橋本 明子／著 亜紀書房 1989.12 4931/3049/89 1123962821

疾病等4 アルコール依存症
アルコ-ル依存症

克服へのアドバイス

デニス・ホ-リ-／著 , サイ

マル・アカデミ-翻訳科／

訳

サイマル出版会 1987.7 4931/310/87 1120501188

疾病等6 アレルギー アレルギーと生きる 島村 由花／著 フーコー 2000.9 493.1/5578/2000 5015850217
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疾病等7 院内感染
院内感染

医師の
辻 和男／著 自由国民社 1996.4 9160/4542/96 1115168540

疾病等7 院内感染
院内感染からの生還

MRSAと闘った50日
滝沢 海南子／著 新評論 1993.11 4986/3068/93 1127343483

疾病等7 院内感染
心なき医療

お母さんどうして私は死ななければならなかったの
久能 恒子／著 ぴいぷる社 1993.8 9160/3959/93 1114505270

疾病等7 院内感染 死の淵より還りて 中川 清治／著 審美社 1993.5 9136/8192/93 1114483610

疾病等7 院内感染 院内感染ふたたび 富家 恵海子／著 河出書房新社 1992.5 J590/3890/92 1124832062

疾病等7 院内感染 院内感染 富家 恵海子／著 河出書房新社 1990.1 J590/3356/90 1102071140

疾病等8
ウェルドニッヒ・ホフ

マン病

魔法の小箱をかかえた少年

人工呼吸器をつけた少年とその母の記録
【アラ】木 智子／著 日本図書刊行会 1998.3 916.00/6955/1998 5015852258

疾病等8
ウェルドニッヒ・ホフ

マン病

ぼくの家は病院

難病と闘う郁雄君の手記
立石 郁雄／著 中日新聞本社 1997.4 916.00/6948/1997 5015852150

疾病等8
ウェルドニッヒ・ホフ

マン病

やっくんの瞳

難病の息子とともに十五年
児玉 容子／著 岩波書店 1996.6 9160/4539/96 1115199091

疾病等8
ウェルドニッヒ・ホフ

マン病
いつかの未来は夏の中

小沢 由美／著 , ありのま

ま舎／編
七賢出版 1995.7 J590/4804/95 1127865020

疾病等9 うつ病 ツレがうつになりまして。 細川 貂々／[作] 幻冬舎 2009.4 S916.00/7242/2009 5018571869

疾病等9 うつ病 その後のツレがうつになりまして。 細川 貂々／[作] 幻冬舎 2009.4 S916.00/7243/2009 5018571878

疾病等9 うつ病
やまない雨はない

妻の死、うつ病、それから…
倉嶋 厚／著 文芸春秋 2002.8 916.00/6236/2002 5004863683

疾病等9 うつ病 人間、「うつ」でも生きられる 谷沢 永一／著 講談社 1998.11 4937/3797/98 1115748827
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疾病等9 うつ病 うつ病と闘ったある少女の物語
トレーシー・トンプソン

／著 , 藤井 留美／訳
大和書房 1997.10 9360/3380/97 1115538427

疾病等9 うつ病
うつ、その深き淵より

ある精神科医の闘病記録

ピート・C・カイパー／著

, 那須 弘之／訳
創元社 1997.7 4937/3639/97 1115502845

疾病等9 うつ病
幸せがこわれるとき

ある女性セラピストの鬱病体験

マーサ・マニング／著 ,

吉田 利子／訳
ジャパンタイムズ 1996.3 9360/3276/96 1115150125

疾病等9 うつ病
闇から光へ

ある心理学者の「うつ」からの回復記

ノーマン S.エンドラー／

著 , 巽 美知子／訳 , 小泉

洋子／訳

星和書店 1995.11 4937/3616/95 1127769104

疾病等10 後天性免疫不全症候群 神様がくれたHIV 北山 翔子／著 紀伊国屋書店 2000.5 916.00/6062/2000 5001069204

疾病等10 後天性免疫不全症候群 愛するひとがエイズになったとき グループ・ロビン／編訳 未来社 1998.9 4938/3132/98 1115732934

疾病等10 後天性免疫不全症候群 ファースト・カムズ・ラブ
マリオン・ウィニク／著 ,

平田 良子／訳
原書房 1998.4 9360/3411/98 1115659520

疾病等10 後天性免疫不全症候群
醒めない夢

エイズ・ウイルス感染を告知された日本人の真実の叫び
志村 岳／著 小学館 1998.1 9160/4872/98 1115556434

疾病等10 後天性免疫不全症候群
12歳命の輝き

薬害エイズで逝った兄弟

鈴木 英二／著 , 坂上 博／

著
あすか書房 1997.10 916.00/7073/1997 5016427060

疾病等10 後天性免疫不全症候群 エイズで死んだ父へ
スーザン・バーグマン／

著 , 亀井 よし子／訳
晶文社 1997.6 9360/3354/97 1115494313

疾病等10 後天性免疫不全症候群
魂の旅

エイズに逝った女性精神科医の手記

佐伯 宣子／著 , エンリ

コ・モンテレオーネ／著 ,

高岡 よし子／編

中央公論社 1996.10 9160/4609/96 1115248599

疾病等10 後天性免疫不全症候群 ぼくらが語りあった7日間 川田 竜平／著 , Toshi／著 七賢出版 1996.9 9160/4620/96 1115229216

疾病等10 後天性免疫不全症候群 竜平の現在(いま) 川田 竜平／著 三省堂 1996.7 4938/3083/96 1115210724
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疾病等10 後天性免疫不全症候群 不真面目な十七歳
バルバラ・サムソン／著 ,

鳥取 絹子／訳
紀伊国屋書店 1996.7 9560/3022/96 1115210386

疾病等10 後天性免疫不全症候群
エイズを100倍楽しく生きる

大貫武と12人の共同作業

大貫 武／[ほか]企画・構

成・執筆
径書房 1995.12 4938/3110/95 1127764411

疾病等10 後天性免疫不全症候群
せかんど・かみんぐあうと

同性愛者として、エイズとともに生きる
大石 敏寛／著 朝日出版社 1995.11 J590/4836/95 1127933621

疾病等10 後天性免疫不全症候群
原告番号十二番

エイズ・血友病と闘った四十一年
吉松 満秀／著 葦書房 1995.10 J590/4888/95 1127762300

疾病等10 後天性免疫不全症候群
命とひきかえの恋

女性とエイズの真相

フラワー・サック／著 ,

平野 義昭／共訳 , 青島 洋

子／共訳

法研 1995.7 4986/3114/95 1127722108

疾病等10 後天性免疫不全症候群
竜平の未来

エイズと闘う19歳

広河 隆一／著 , 川田 悦子

／著
講談社 1995.3 4938/3089/95 1127641780

疾病等10 後天性免疫不全症候群
生きて!ミッシェール

6歳のエイズ孤児と里親家族との愛の物語
千厩 ともゑ／文・写真 静山社 1994.7 J590/4411/94 1127502712

疾病等10 後天性免疫不全症候群
止まらない時計

エイズに感染した日本人の妻、夫、恋人たち
志村 岳／著 小学館 1993.12 J590/4293/93 1127343385

疾病等10 後天性免疫不全症候群 ある日本人ゲイの告白 飯塚 真紀子／著 草思社 1993.12 J590/4297/93 1127348022

疾病等10 後天性免疫不全症候群
あと少し生きてみたい

ぼくのエイズ宣言
平田 豊／著 集英社 1993.12 J590/4317/93 1127360546

疾病等10 後天性免疫不全症候群 天使のいない街
エリザベス・グレイザー

／著 , 翔田 朱美／訳
共同通信社 1993.11 9360/3177/93 1114545641

疾病等10 後天性免疫不全症候群 そして僕らはエイズになった
石田 吉明／著 , 小西 熱子

／著
晩声社 1993.10 4986/3055/93 1125829722

疾病等10 後天性免疫不全症候群
いくつもの朝を迎えて

エイズと闘うゲイ青年の記録

ポール・A・サージョス

／著 , 公庄 さつき／訳
ディーエイチシー 1993.10 9360/3173/93 1114538431
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疾病等10 後天性免疫不全症候群
いのちの輝き

エイズとともに生きる
石田 吉明／著 岩波書店 1993.10 J590/4242/93 1127324432

疾病等10 後天性免疫不全症候群
企業戦士エイズと闘う

The human document
志村 岳／著 講談社 1993.5 9160/3861/93 1114474924

疾病等10 後天性免疫不全症候群 天使クレアの思い出に
クリストファー・ブラム

／著 , 柿沼 瑛子／訳
早川書房 1992.11 9330/ブ1034/301 1125613703

疾病等10 後天性免疫不全症候群
冬の銀河

エイズと闘うある血友病患者の訴え
草伏 村生／著 不知火書房 1992.10 4938/3054/92 1125623693

疾病等10 後天性免疫不全症候群 エイズと闘った少年の記録

ライアン=ホワイト／著 ,

アン=マリー=カニンガム

／著 , 加藤 耕一／訳

ポプラ社 1992.7 936.0/5235/1992 5016427051

疾病等10 後天性免疫不全症候群
あたりまえに生きたい

あるエイズ感染者の半生
赤瀬 範保／著 木馬書館 1991.6 J590/3636/91 1124568720

疾病等10 後天性免疫不全症候群
なぜ私が

エイズ患者の告白

ジュリエット／著 , 宇田

川 悟／訳
朝日新聞社 1988.11 9560/3001/88 1112058349

疾病等10 後天性免疫不全症候群 エイズを生きる
ウイリ-・ロ-ゼンボウム

／[ほか]著 , 辻由美／訳
技術と人間 1987.10 4918/109/87 1120551045

疾病等10 後天性免疫不全症候群 恐怖のAids 藤田智郎／著 群雄社出版 1983.10 4931/フシタ/ 1111700997

疾病等11 黄斑変性
お父さんほら、山が見えるよ!

視力を失ってから始めた僕の山歩き
金山 広美／著 山と渓谷社 2001.1 786.1/5026/2001 5002150928

疾病等12 慢性解離性大動脈瘤
女が死と向き合う時

60歳の仕切り直し
佐藤 貴美子／著 新日本出版社 1995.8 J590/4731/95 1127873630

疾病等13 化学物質過敏症 化学物質過敏症・家族の記録 小峰 奈智子／著 農山漁村文化協会 2000.7 493.1/5059/2000 5001587792

疾病等14 顎関節症
勇気をください

重症「顎関節症」との闘い
吉武 祥子／著 鳥影社 2002.3 916.00/6937/2002 5015850262
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疾病等14 顎関節症
歯で殺されないために

全身を狂わし人生の屋台骨まで狂わす顎関節症闘病記
岬 奈美／著 JDC 1996.9 497.3/5015/1996 5015852230

疾病等15 角膜ヘルペス
透きとおった贈り物

角膜移植を受けて
佐々木 美代子／著 新潮社 1990.7 J590/3462/90 1124081644

疾病等16 閉塞性動脈硬化症 ただいま入院中 曽我部 則之／著 文芸社 2003.3 916.00/6936/2003 5015850253

疾病等19 滑脳症
寝たきり天使・真帆

ゆっくり生きて、いいんだよ

有木 真樹／著 , 小山 豊／

著
講談社 2003.12 369.4/5494/2003 5015850389

疾病等20 川崎病
川崎病と向き合うために

私たちは今…本人からの声

川崎病の子供をもつ親の

会／編著

川崎病の子供をもつ親の

会
2007.8 493.9/5414/2007 5014178690

疾病等20 川崎病 川崎病にかかった小さな命
清水 彰／著 , 清水 秩加／

著
かもがわ出版 1996.11 9160/4771/96 1115263307

疾病等20 川崎病
朝をください

川崎病と闘った隆の記録
浅井満／著 径書房 1986.11 J590/2403/86 1120128626

疾病等21 肝炎 C型肝炎と闘う 馬場 錬成／著 講談社 1996.10 4934/3105/96 1115250185

疾病等21 肝炎
いっしょに泳ごうよ

愛が支えたB型肝炎克服記
石川 ひとみ／著 集英社 1993.11 J590/4299/93 1127338071

疾病等21 肝炎
同時代ノンフィクション選集

第6巻　愛と情熱の絆
柳田 邦男／責任編集 文芸春秋 1993.4 J590/4022/6 1125717038

疾病等21 肝炎 私の肝臓病 高見 茂人／著 勁草書房 1990.12 4934/3062/90 1124184543

疾病等21 肝炎
生命(いのち)、ありがとう

劇症肝炎から生還した夫
遠藤雅子／著 新潮社 1986.2 J590/2061/86 1120126452

疾病等21 肝炎
肝炎

ドキュメント
樋口今日子／著 大月書店 1984.7 J590/1987/84 1122204905

疾病等21 肝炎
聖母病院の友人たち

肝炎患者の学んだこと
藤原作弥／著 新潮社 1982.5 J590/1286/82 1122450856
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疾病等22 肝硬変
きいろのなみだ

妻の脳死肝移植でわかったこと
吉川 浩司／著 中経出版 1999.12 916.00/5029/1999 5000160970

疾病等22 肝硬変
移植から10年

肝移植私は生きている
青木 慎治／著 はる書房 1999.12 916.00/6027/1999 5000204135

疾病等22 肝硬変 死の淵からの帰還 野村 祐之／著 岩波書店 1997.8 9160/4763/97 1115512707

疾病等22 肝硬変 父よ、あなたは… 西沢 典子／著 新風舎 1996.7 916.00/6952/1996 5015852211

疾病等22 肝硬変 肝移植 私は生きている 青木 慎治／著 新潮社 1991.3 J590/3603/91 1124238813

疾病等23 海綿状血管腫
あなたは顔で差別をしますか

「容貌障害」と闘った五十年
藤井 輝明／著 講談社 2008.8 494.8/5142/2008 5015678422

疾病等24 無言症（緘黙症）
君の隣に

緘黙という贈り物
さくら かよ／著 文芸社 2002.11 916.00/6961/2002 5015850360

疾病等24 無言症（緘黙症） 負けたらあかん!
石川 百合子／著 , 石川 麻

利／著
近代文芸社 1995.4 916.00/7019/1995 5015970592

疾病等26 摂食障害 ダイエット破り! 夏目 祭子／著 河出書房新社 1999.8 916.00/6005/1999 5000006193

疾病等26 摂食障害
拒食な私

五年間の軌跡
神崎 恵華／著 日本図書刊行会 1997.9 9160/4891/97 1115519539

疾病等26 摂食障害
それでも吐き続けた私

過食症を克服した29歳の記録
富田 香里／著 講談社 1997.1 9160/4670/97 1115373962

疾病等26 摂食障害 わたしは拒食症だった
ファビオラ・ド・クレー

ル／著 , 泉 典子／訳
草思社 1996.2 9760/3004/96 1115055073

疾病等26 摂食障害
拒食しか知らなかった

何もかも否定してきた
小林 万佐子／著 星和書店 1995.9 916.00/6946/1995 5015852122
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疾病等26 摂食障害 拒食症を克服した私

チェリー・ブーン・オ

ニール／著 , 長崎 紘二／

訳

河出書房新社 1995.7 3780/3192/95 1114987948

疾病等27 強直性脊椎炎 笑顔をありがとう まつおか さわこ／著 広池学園出版部 1998.5 726.5/5233/1998 5015852267

疾病等28 ギラン・バレー症候群
笑いごとじゃない

世にも明るい闘病記

ジョセフ・ヘラー／著 ,

スピード・ヴォーゲル／

著 , 中野恵津子／訳

ティビーエス・ブリタニ

カ
1987.3 9359/310/87 1120413826

疾病等29 筋萎縮症
無声の喋り

神経性進行性筋萎縮症・学用患者として50年
吉村 義正／著 清風堂書店 1999.6 J590/5557/99 1128883408

疾病等29 筋萎縮症

美土里くんありがとう

限りある生命を燃やし続けた林美土里くんとその家族の

軌跡

きたがわてつ／著 , 林容

子／著
あけび書房 1984.6 2891/ハ202/1 1122169234

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
尊厳死か生か

ALSと過酷な「生」に立ち向かう人びと
畑中 良夫／編著 日本教文社 1999.3 4936/3071/99 1115786550

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
負けてたまるか負けたら俺の男がすたるよ

神経難病ALSと闘う日々
杉山 進／著 静山社 1998.11 9160/5049/98 1115758494

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
いのちの瞬き

まだ瞼は動く
東御建田 郁夫／著 東洋経済新報社 1998.5 9146/6704/98 1115661672

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症 まぶたでつづるALSの日々
土居 巍／著 , 土居 喜久子

／著
白水社 1998.4 4936/3065/98 1115653741

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
風のままに

在宅療養中のALSの患者さんから学んだ看護学生の記録
犬塚久美子／編著 看護の科学社 1997.5 916.00/6957/1997 5015850398

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
生命のコミュニケーション

筋萎縮性側索硬化症患者の記録
豊浦 保子／著 東方出版 1996.7 3692/3517/96 1115201135

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
いのちよありがとう

難病ALSとともに
宮下 健一／著 信濃毎日新聞社 1996.6 916.00/6945/1996 5015852113
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疾病等30 筋萎縮性側索硬化症 生と死を視つめた三年間 野本 芳昭／著 近代文芸社 1995.10 916.00/6944/1995 5015852104

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
悪妻とのたたかい

神経難病ALSと共に
松本 茂／著 静山社 1995.9 J590/4819/95 1127874075

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
菊化石

筋萎縮性側索硬化症との日々
川口 武久／著 創風社出版 1993.10 J360/カ1271/301 1127342261

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症

命燃やす日々

自らガンと闘いある難病患者の『生きる!』を撮ったディ

レクター

マオ アキラ／著 文渓堂 1993.6 916.00/7054/1993 5016195378

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
九階東病棟にて

ねたきりおじさんのパソコン日記
知本 茂治／著 メディカ出版 1993.5 9146/4567/93 1114479288

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症 生きている生きねばならぬ生きられる 土屋 とおる／著 静山社 1993.1 J136/ツ1068/301 1125696528

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
照る日かげる日

ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者たちの記録

ジュディ・オリバー／編 ,

日本ALS協会／訳
サイマル出版会 1991.5 9360/3075/91 1113017930

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
翼をください

病室からとどけ!母の愛
佐藤 力子／著 照林社 1990.9 J590/3480/90 1124105530

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
翔べ、自由に

神経難病と共に
篠原 糸美／著 静山社 1990.5 J590/3422/90 1124009481

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
ラストチャンスを私に

神経難病との闘い
山田 徳子／著 静山社 1989.9 J590/3280/89 1123884449

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
忘れな草

ある難病患者の記録
菅原 和子／著 静山社 1989.4 J590/3157/89 1123406997

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
生きる証に

目で綴った闘病記

土屋 敏昭／著 , NHK取材

班／著
日本放送出版協会 1989.1 J590/3152/89 1123347500

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
いのち燃やさん

筋萎縮性側索硬化症と闘う
日本ALS協会／編 静山社 1987.4 J590/2322/87 1120427680
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疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
この両手に力をください

筋萎縮性側索硬化症とのたたかい
佐藤力子／著

「この両手に力をくださ

い」刊行委員会
1987.2 J590/2411/87 1120447477

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症 妻のぬくもり蘭の紅 折笠智津子／著 主婦の友社 1986.12 J590/2432/86 1120281629

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症 しんぼう 続 川口武久／著 静山社 1985.5 J590/1681/2 1120780923

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症 終わりに言葉なきことばありき 玉川よ志子／著 講談社 1983.5 J590/1531/83 1122554082

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
しんぼう

死を見つめて生きる
川口武久／著 静山社 1983 J590/1681/83 1122551975

疾病等30 筋萎縮性側索硬化症
平眠

わが母の願った「安楽死」
鈴木千秋／著 新潮社 1978.6 J590/752/78 1122354671

疾病等31 筋ジストロフィ― 出会いはたからもの 土屋 竜一／著 フーコー 1999.12 289.1/5078/1999 5000181836

疾病等31 筋ジストロフィ―
全身うごかず

筋ジスの施設長をめぐるふれあいの軌跡
山田 富也／著 中央法規出版 1999.3 3692/3873/99 1115786434

疾病等31 筋ジストロフィ― きょうも一日ありがとう 野崎 耕二／著 主婦と生活社 1998.8 9146/6826/98 1115718443

疾病等31 筋ジストロフィ― 光がまぶしくて 石川寛／著
東京コロニ-東村山印刷所

(印刷)
1998.12 J590/5578/99 1128878266

疾病等31 筋ジストロフィ―
生きる!

家族が「家族」である理由
春山 満／著 クレスト社 1998.7 9160/5021/98 1115685100

疾病等31 筋ジストロフィ―
先生、ぼくの病気いつ治るの

障害者と生きて四十年
近藤 文雄／著 中央公論社 1996.11 3692/3594/96 1115254925

疾病等31 筋ジストロフィ―
太ちゃんと私

筋ジストロフィーに負けないで!
中谷 昭子／著 海鳥社 1995.4 9160/4611/95 1114866272

疾病等31 筋ジストロフィ―
クローさんの愉快な苦労話

デンマーク式自立生活は、こうして誕生した

エーバルド・クロー／著 ,

片岡 豊／訳
ぶどう社 1994.5 3692/3336/94 1114630457

10/40



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

疾病等31 筋ジストロフィ― わたしは、思いっきり
津田 たまえ／談 , 腰本 文

子／著

「わたしは、思いっき

り」出版会
1993.7 J590/4160/93 1125783300

疾病等31 筋ジストロフィ―
生まれたての朝陽のように

サンライズ10年の歩み
サンライズ／編 エフエー出版 1992.10 7647/3246/92 1125591517

疾病等31 筋ジストロフィ―
神さまに質問

筋ジストロフィーを生きたぼくの19年
栗原 征史／著 ファラオ企画 1992.9 J590/3980/92 1124894350

疾病等31 筋ジストロフィ―
さようならは言いたくないけれど

筋萎縮症の青春
依田康久／著 櫟 1988.11 J590/3186/88 1123352887

疾病等31 筋ジストロフィ― 心は生きている 安達 哲男／著 思想の科学社 1988.10 J590/3116/88 1123288543

疾病等31 筋ジストロフィ― 二十歳もっと生きたい
福島あき江／著 , 柳原和

子／編
草思社 1987.11 4936/59/87 1120594857

疾病等31 筋ジストロフィ―
この愛を信じて

“筋ジスのわが子をかかえた、ある保護司の記録"
檜野里夫／著 あいわ出版 1986.11 J590/2436/86 1120207461

疾病等31 筋ジストロフィ―
愛ふり返る時

難病患者・生命を賭けた10年の記録
山田富也／著 エ-ル出版社 1985.8 J590/2527/85 1120127502

疾病等31 筋ジストロフィ―
僕はあきらめない

筋ジストロフィ-症と闘った青春
宮脇輝子／著 桐原書店 1985.6 J590/2103/85 1120343006

疾病等31 筋ジストロフィ―
女といっしょにモスクワへ行きたい

宇多野病院筋ジストロフィ病棟
菅原文太／編 現代出版 1985.6 J590/2126/85 1120155688

疾病等31 筋ジストロフィ―
この生命燃えつきるまで

筋ジストロフィーと闘う高校教師と妻の“生命讃歌”

難波 紘一／共著 , 難波 幸

矢／共著
キリスト新聞社 1985.4 916.00/6976/1985 5015852196

疾病等31 筋ジストロフィ― 羽根の折れた天使たち かわむら昭一／著 宝文堂出版販売 1985.12 J590/2206/85 1120319655

疾病等31 筋ジストロフィ― 筋ジストロフィー症への挑戦 山田富也／著 柏樹社 1983.11 J590/1679/83 1120780905

疾病等31 筋ジストロフィ―
宿命に挑む翼

筋ジスの兄弟と親・その愛と苦悩と栄光と
原佑子／著 一光社 1982.1 J590/1395/82 1122552696
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疾病等31 筋ジストロフィ―
めぐり逢うべき誰かのために

明日なき生命の詩

石川正一／著 , 石川左門

／著
立風書房 1982 J590/1589/82 1122554663

疾病等31 筋ジストロフィ― トモよ!生命の海を渡れ
渡辺郁男／著 , 渡辺ヤヨ

ミ／著
大和書房 1981.6 J590/1124/81 1122377086

疾病等31 筋ジストロフィ― 十七歳のエチュ-ド 矢島達也／著 竹内書店新社 1981 2891/ヤシマ/ 1111110936

疾病等31 筋ジストロフィ―
いのちの鼓動

ある筋ジス患者の生き方
戸川克巳／著 水曜社 1980 J590/1570/80 1122554467

疾病等31 筋ジストロフィ―
生と死のはざまで

車椅子の青春記録
森山 一／著 真世界社 1979.3 493.6/5129/1979 5015852285

疾病等31 筋ジストロフィ―
苦しみの雲を越えて

ある筋ジストロフィ-症児の人生記録
菅崎進／編 , 石田皎／編 慶応通信 1978.1 J590/716/78 1122354161

疾病等31 筋ジストロフィ―
車椅子・残酷な青春

進行性筋ジストロフィ-症者たちの詩文集
ありのまま舎／編 エ-ル出版社 1977 J156/52/77 1122026090

疾病等31 筋ジストロフィ― 車椅子と詩が遺った 後浩治／著 汐文社 1977 J156/ウ68/1 1121873633

疾病等31 筋ジストロフィ―
そのとき虹を見たような

ある少女の遺稿
田中澄子／著 毎日新聞社 1976 J590/483/76 1122351740

疾病等31 筋ジストロフィ―
おかあさん僕のからだ順調に悪くなっているネ

[第1]
佐野明子／手記 リサーチ出版 1975 J590/422/1 1122351150

疾病等31 筋ジストロフィ― 心で描いたマンガ集 佐野雅一／マンガ リサーチ出版 1975 J590/422/2 1122351160

疾病等31 筋ジストロフィ―
隣り合せの悲しみ

死を見つめながら生きる筋ジストロフィ-症者の青春記
山田富也／著 エ-ル出版社 1975 J590/433/75 1122351277

疾病等31 筋ジストロフィ―
たとえぼくに明日はなくとも

車椅子の上の17才の青春
石川正一／著 立風書房 1973 J590/221/73 1123716167

疾病等31 筋ジストロフィ― 限りある日に生きて 菅原末蔵／著 草土文化 1972 J590/127/72 1123585299
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疾病等31 筋ジストロフィ―
父ちゃんのポ-が聞える

則子・その愛と死
松本則子／著 立風書房 1971 J590/M332/T 1125385617

疾病等31 筋ジストロフィ― あと一日でもながく 岡田操／著 大泉書店 1969 J590/O445/A 1125422372

疾病等31 筋ジストロフィ―
幼きものよつかのまの

三人の愛児の死を見守る父親の記録
上野優／著 講談社 1965 J590/U377/O 1125447970

疾病等32 重症筋無力症 病床からのIN MY LIFE 吉川 みき／著 扶桑社 2002.4 767.8/5304/2002 5015850530

疾病等32 重症筋無力症
患者になってみえる看護

難病が教えてくれたこと
長浜 晴子／著 医学書院 1996.8 492.9/5528/1996 5015852070

疾病等32 重症筋無力症
きっと明日は

雪子、二十年の闘病記
江崎 雪子／著 ポプラ社 1989.11 916.00/7087/1989 5016427070

疾病等32 重症筋無力症 筋無力症を乗り越えて 今井米子／著 長崎出版 1986.2 J590/2138/86 1120184106

疾病等32 重症筋無力症
笑いたくても笑えなかった

ある重症筋無力症の記録
日吉敬／著 草思社 1983.6 J590/1525/83 1122554028

疾病等32 重症筋無力症 愛の詩・母さんより早く死にたい 水村一美／著 竹書房 1976 9160/ミスム/ 1110841121

疾病等32 重症筋無力症
瞳に涙が光っていたら

クリ-ゼとたたかう青春の詩
北川ひとみ／著 立風書房 1975 J590/394/75 1122350823

疾病等33 クルーゾン症候群 ママと呼んで!由くん 稲川 尚子／著 まどか出版 2001.4 916.00/6968/2001 5015850520

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
スパークリング

あの日、少年は車いすでつむじ風のようにやってきた
彩永 真司／著 集英社 1999.1 9136/13471/99 1115772555

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
五秒間ほどの青空

介護する側される側
藤川 景／著 三五館 1997.2 9160/4664/97 1115283471

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷） がべちゃん先生の自立宣言 曽我部 教子／著 樹心社 1996.1 J590/4917/96 1127794733
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疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
でもやっぱり歩きたい

直子の車椅子奮戦記
滝野沢 直子／著 医学書院 1995 916.00/6971/1995 5015852060

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
奈美ちゃんの赤い靴

車椅子の少女が街に出た!
矢貫 隆／著 日本経済新聞社 1993.12 3692/3326/93 1114562704

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
上の空

頸髄損傷の体と心
藤川 景／著 三五館 1993.6 J590/4124/93 1125771060

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
冥冥なる人間

ある重度障害者のエクリチュール
可山 優零／著 川島書店 1992.11 916.00/7553/1 1127350737

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷） 見えない絆
村松 建夫／著 , ありのま

ま舎／編
エフエー出版 1991.12 J590/3788/92 1125613759

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
気分は愛のスピ-ドランナ-

車椅子のウェディングから一年
鈴木ひとみ／著 日本テレビ放送網 1987.9 J590/2445/87 1120524880

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
暁闇をついて

改造人間の2%にかけた奮戦記
日下八洲雄／著 日下八洲雄 1983.4 J590/1538/83 1122554144

疾病等35 脊髄損傷（頸髄損傷）
愛、深き淵より。

筆をくわえて綴った生命の記録
星野富弘／著 立風書房 1982 J590/1560/82 1122554369

疾病等36 後縦靭帯骨化症
在宅介護二〇年

難病の父を支えあった四世代家族
朝倉 さく／著 武蔵野書房 1996.11 916.00/7021/1996 5015970850

疾病等36 後縦靭帯骨化症 九段坂から 岩城 宏之／著 朝日新聞社 1988.5 7621/3001/88 1111937559

疾病等37 劇症肝炎
願いが叶うなら

劇症肝炎と闘った娘・茉奈実の四七〇日間
武田 克江／[著] 幻冬舎 2008.2 S916.00/6810/2008 5015442465

疾病等37 劇症肝炎
虹の彼方へ

隼人よ永遠に
小柳 寿美子／著 文芸社 2000.10 289.1/コ2204/601 5015967784

疾病等38 結核 夢覚めてなを 山城 直明／著 新風舎 1996.2 916.00/6993/1996 5015970681

疾病等38 結核 清瀬挽歌 鍋島新八／著 創栄出版(制作) 1994.3 J590/4558/94 1127540114
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疾病等38 結核
還ってきた手紙

その愛と死のかたみに
北村 比呂志／編 弥生書房 1993.5 J590/4128/93 1125756724

疾病等38 結核
病気と私

ベティ・マクドナルドの生き方

ベティ・マクドナルド／

著 , 竜口 直太郎／訳 , 猪

熊 葉子／補訂

晶文社 1989.2 9330/マ1026/303 1123374697

疾病等38 結核
病とたたかう

複十字の道を歩みて
和達清夫／著 国書刊行会 1987.12 J590/2494/87 1123171845

疾病等38 結核
結核とわたし

回復者67人の手記
和達清夫／編著 複十字会 1986.2 J590/2210/86 1120191085

疾病等38 結核 一粒の芥種(からし)は枯れじ 堀内永孚／著 キク書房 1975 J590/932/75 1122392458

疾病等38 結核 ベテスダの池のほとりで 中川恒子／著 新教出版社 1972 J590/21/72 1123716102

疾病等38 結核
夫帰り来よ

見舞妻の記
石田あき子／著 講談社 1970 J590/イ/71 1113811402

疾病等38 結核 世界中で一番好きな人 細谷文子／著 新潮社 1963 J590/H725/S 1125262555

疾病等38 結核 清瀬村 石田波郷／著 角川書店 1956 SJ590/I535/K 1125888699

疾病等38 結核
郷愁記

若き哲学者の日記

杉正俊／著 , 杉正俊氏記

念事業会／編
弘文堂 1950 J590/805/50 1122391218

疾病等39
結節性硬化症（ブルヌ

ヴィーユ・プリングル病）

七色の足跡

難病「結節性硬化症」と生きる
林香織／著 文芸社 2014.5 S916.00/7733/2014 7104591525

疾病等39
結節性硬化症（ブルヌ

ヴィーユ・プリングル病）

この子と生きる

二十一年間の笑顔をありがとう
伊藤 博／著 芳賀書店 2001.7 916.00/7009/2001 5015967793

疾病等40 血友病 命のキャンドルライト 宇津見 祐磨／著 アットワークス 2007.12 916.00/6678/2007 5014447841
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疾病等40 血友病
たった一度の人生徹楽

単足怪人と愉快な仲間たち
大橋 雄守／著 恒友出版 1994.12 J590/4548/94 1127587077

疾病等40 血友病

雲の上は明日も青空

虹には「8ばん目の色」があるのをあなたは知っています

か?

大橋 雄守／著 恒友出版 1988.9 J590/3102/88 1123260874

疾病等40 血友病
い・の・ち・の・讃・歌

義足の青春
大橋雄守／著 恒友出版 1982.7 J590/1329/82 1122451281

疾病等40 血友病
8ばん目の虹の色

血友病とたたかう母と子の手記
大橋雄守／著 現代新社 1977 9160/オオハ/ 1101119375

疾病等41 膠原病
サイレント・ガーデン

滞院報告・キャロティンの祭典
武満 徹／著 新潮社 1999.10 762.1/5003/1999 5000103197

疾病等41 膠原病 ごめんね、真理ちゃん 石井 みき子／著 近代文芸社 1996.5 916.00/7020/1996 5015970609

疾病等41 膠原病
銀のしずく

膠原病を生きる
古結 芳子／著 エピック 1995.10 9160/4642/95 1115012657

疾病等41 膠原病 難病をのり越えて生きることの尊さ 奥井裕子／著
講談社出版サ-ビスセンタ

-(製作)
1991.10 J590/4080/91 1124872470

疾病等41 膠原病
生と死と愛のはざまで

遺稿・ある難病患者の闘病と魂の記録
大町 貴子／著 一光社 1989.7 J590/3225/89 1123822867

疾病等41 膠原病
野あざみは生きる

絶望とたたかう青春
西方美智子／著 立風書房 1985.4 J590/2127/85 1120315290

疾病等41 膠原病
太陽へのラブレター

膠原病で逝ったチコ、二十歳の絶唱

鈴木ナミ／著 , 鈴木千代

子／著
一光社 1984.11 J590/1831/84 1122203318

疾病等41 膠原病
天国へとどけ・14才の絶筆

浅貝秀遺稿集
浅貝秀／著 恒友出版 1982.2 J590/1361/82 1122451601

疾病等41 膠原病
黄色いリンゴ

娘を膠原病に奪われて
横江平吉／著 サンケイ出版 1978.9 J590/776/78 1122354920
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疾病等41 膠原病 膠原病の疑いに妻死す 高永武敏／著 恒文社 1978.12 J590/843/78 1122391586

疾病等43 更年期障害
更年期を迎える

からだの転換期と心の準備

C・スー・ファーマン／

著 , 金城 千佳子／訳
三田出版会 1996.12 4951/3014/96 1128162212

疾病等43 更年期障害
47歳の私に起こったこと

更年期についての個人的な体験

ゲイル・サンド／著 , 田

辺 希久子／訳
大和書房 1994.6 4951/3008/94 1127480876

疾病等44 変形性股関節症

手術をしないで乗り越えた股関節症15年の記録

リハビリテーションと患者・医師・トレーナーによる連

携医療の重要性

渡辺 千賀子／[ほか]著 編集工房九段舎 1997.10 4947/3130/97 1115600031

疾病等44 変形性股関節症
歩けるって幸せ!

股関節症の克服もデュエットで
ダ・カーポ／著 講談社 1997.10 9160/4809/97 1115538740

疾病等44 変形性股関節症
左足は反抗期

変形性股関節症騒動記
古田 香／著 文芸社 1997.9 9160/4890/97 1115521401

疾病等44 変形性股関節症 変形性股関節症の人たちのために
村瀬 鎮雄／編著 , 吉田 和

子／編著
ぶどう社 1988.6 4947/3010/88 1123218342

疾病等45 コケイン症候群
アハハと笑って明日も元気

神様から授かった天使たち
岡田時世／著 文芸社 2004.3 916.00/7032/2004 5015967819

疾病等46 骨形成不全症
癒しのセクシー・トリップ

わたしは車イスの私が好き!
安積 遊歩／著 太郎次郎社 1993.11 J590/4271/93 1127345559

疾病等48 再生不良性貧血
消えた夏

津波遭難から生還し難病で逝った妙子の病棟日記

松橋 妙子／著 , 岡 三沙子

／編
健友館 1995.8 2891/4294/95 1115000781

疾病等48 再生不良性貧血 再生不良性貧血からの生還 一柳 明／著 同時代社 1994.10 9160/4455/94 1114777898

疾病等48 再生不良性貧血
希望

骨髄移植絵物語
小坂 国男／著 花伝社 1994.6 J590/4390/94 1127483395

疾病等48 再生不良性貧血
ママ、千華を助けて

“薬”に愛児を奪われた母の告発
井上 和枝／著 早稲田出版 1992.9 J590/444A/92 1124895840
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疾病等48 再生不良性貧血
オデッセイ一九八三

溝口潔遺文集
溝口潔／[著] 地域宗教研究会 1983.9 3040/752/83 1120937880

疾病等48 再生不良性貧血
ママ、千華を助けて

“薬に愛児を奪われた母の告発"
井上和枝／著 サンケイ新聞社出版局 1975 J590/444/75 1122351375

疾病等49 サヴァン症候群
なぜかれらは天才的能力を示すのか

サヴァン症候群の驚異

ダロルド・A・トレッ

ファート／著 , 高橋 健次

／訳

草思社 1990.10 4937/3206/90 1124140217

疾病等50 サリドマイド
青い鳥はいなかった

薬害をめぐる一人の親のモノローグ
飯田 進／著 不二出版 2003.7 498.1/5311/2003 5007393820

疾病等50 サリドマイド
翔べ!浩

あるサリドマイド児の青春
高橋幸春／著 桐原書店 1983.12 J590/1696/83 1120781072

疾病等50 サリドマイド
もう手足がなくたって

アンディーと養父母の愛の記録

マージョリー・ウォーレ

ス／共著 , マイケル・ロ

ブソン／共著 , 谷口雅宣

／訳

日本教文社 1981.10 9359/226/81 1122445097

疾病等50 サリドマイド
旅立とう、いま

こずえ20歳の青春
吉森こずえ／著 日本放送出版協会 1981.10 J590/1159/81 1122377433

疾病等50 サリドマイド
ママ、テレビを消して

サリドマイド-母と子の記録
平沢正夫／著 祥伝社 1971 J590/H522/M 1125262448

疾病等52 色素性乾皮症 月夜に遊ぶ天使たち 越阪部 重之／[著] 新潮社 2003.5 916.00/7010/2003 5015967846

疾病等53 子宮筋腫 愛しの筋腫ちゃん 横森 理香／著 集英社 2002.5 S916.00/7014/2002 5015967935

疾病等53 子宮筋腫
子宮をのこしたい。10人の選択

子宮筋腫のレーザーメス治療レポート

婦人画報社書籍編集部／

編集
婦人画報社 1992.7 4954/3036/92 1127317438

疾病等53 子宮筋腫
どうする子宮筋腫

1735人の体験から

女のからだと医療を考え

る会／編
日本婦人会議 1988.6 4954/31/88 1123262770
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疾病等54 子宮内膜症
子宮へのレクイエム

子宮内膜症と闘った五年間
稲村 つなみ／著 かまくら春秋社 2002.5 916.00/7012/2002 5015967908

疾病等54 子宮内膜症 ドキュメント子宮内膜症赤ちゃんができた 中山 あゆみ／著 法研 1999.4 495.4/5181/1999 5015970672

疾病等54 子宮内膜症
ドキュメント子宮内膜症

ただの生理痛と思っていたら…、ある日激痛が!!
中山 あゆみ／著 法研 1996.4 4954/3041/96 1115317542

疾病等56 神経線維腫症
リサ・H

エレファント・マン病とたたかった少女の記録

リチャード・セヴェロ／

著 , 加藤 恭子／訳 , 山田

敏子／訳

筑摩書房 1992.9 9360/3126/92 1114389190

疾病等56 神経線維腫症
明日香ちゃん美しく　続

稀少難病と闘う患者たちの記録
高橋幸春／著 桐原書店 1985.11 J590/1321/2 1120130007

疾病等56 神経線維腫症
明日香ちゃん美しく

稀少難病と闘う患者たちの記録
高橋幸春／著 桐原書店 1982.7 J590/1321/82 1122451218

疾病等57 進行性核上性麻痺
いのち抱きしめて

在宅介護13年

田沼 祥子／文 , 田辺 順一

／写真
日本評論社 2002.5 916.00/6202/2002 5004553680

疾病等58 視神経炎 夜はまだあけぬか 梅棹 忠夫／著 講談社 1989.12 9146/3384/89 1112414631

疾病等59 自閉症 自閉症だったわたしへ　2
ドナ・ウィリアムズ／[著]

, 河野 万里子／訳
新潮社 2001.4 S289.3/ウ2063/602 5015967962

疾病等59 自閉症
もう闇のなかにはいたくない

自閉症と闘う少年の日記

ビルガー・ゼリーン／著 ,

平野 卿子／訳
草思社 1999.10 946.0/5001/1999 5000052759

疾病等59 自閉症
こんにちは、上田豊治です。

自閉症のわが子は切り絵画家
上田 幸子／著 樹心社 1999.4 3780/3293/99 1115884678

疾病等59 自閉症
この星のぬくもり

自閉症児のみつめる世界
曽根 富美子／著

ベネッセコーポレーショ

ン
1997.12 726.1/5406/2007 5015967953

疾病等59 自閉症
こころという名の贈り物

続・自閉症だったわたしへ

ドナ・ウィリアムズ／[著]

, 河野 万里子／訳
新潮社 1996.3 2893/3366/2 1115163016
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疾病等59 自閉症
変光星

ある自閉症者の少女期の回想
森口 奈緒美／著 飛鳥新社 1996.2 J590/4922/96 1127799702

疾病等59 自閉症 我、自閉症に生まれて

テンプル・グランディン

／著 , マーガレットM.ス

カリアノ／著 , カニングハ

ム久子／訳

学研 1994.3 9359/3210/94 1127420475

疾病等59 自閉症 自閉症だったわたしへ
ドナ・ウィリアムズ／[著]

, 河野 万里子／訳
新潮社 1993.10 2893/3366/93 1114541526

疾病等59 自閉症
見えない病

自閉症者と家族の記録

チャールズ・ハート／著 ,

高見 安規子／訳
晶文社 1992.7 9360/3117/92 1114366631

疾病等59 自閉症 自閉症との出会い 長瀬 又男／著 ぶどう社 1991.6 3780/3070/91 1113031321

疾病等59 自閉症
マイ・サイレント・サン

自閉症の息子からのメッセージ

T・ウーリアセーター／

著 , 藤田 雅子／訳
ぶどう社 1989.6 3780/3037/89 1123763926

疾病等59 自閉症 律君こっち向いて 姜春子／著 海声社 1984.11 J590/1864/84 1122203640

疾病等59 自閉症
はぐくむ

第2　自閉の世界をひらく母と子の記録
森正子／著 ぶどう社 1984 3780/107/2 1121344080

疾病等59 自閉症
ぶどう畑の笑顔

こころみの実践が自閉症の子供をかえた!
川田昇／著 大揚社 1982.11 3694/244/82 1121337700

疾病等59 自閉症
はぐくむ

自閉の世界をひらく母と子の記録
森正子／著 ぶどう社 1978.8 3780/107/78 1121398448

疾病等59 自閉症
わが子ノア

自閉症児を育てた父の手記

ジョシュ・グリ-ンフェル

ド／著 , グリ-ンフェル

ド・フミコ／訳

双葉社 1975 9359/62/75 1122382863

疾病等59 自閉症
愛の奇跡

自閉症から娘を救った感動の物語

J・ホッジズ／手記 , J・

コープランド／編述 , 高

木 誠一郎／訳

篠崎書林 1975 936.0/5224/1975 5015970860
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疾病等59 自閉症
開かれた小さな扉

ある自閉児をめぐる愛の記録

バ-ジニア・M.アクスライ

ン／著 , 岡本浜江／訳

日本リ-ダ-ズダイジェス

ト社
1972 4939/7/72 1123532974

疾病等60 自己免疫性溶血性貧血
もっと生きたい

白血病と肝臓ガンで逝った夫とその妻の手記
吉野 啓子／著 南雲堂 1999.12 916.00/6026/1999 5000208303

疾病等62 じん肺症
涙がこぼれそうで

じん肺患者の妻と子供たちの手記
武藤 ヒサ子／著 東研出版 1991.9 4988/3002/91 1113066078

疾病等62 じん肺症
美幸は星になった

小児ガンと闘った父と娘の日記
久留生強／著 集英社 1971 J590/281/71 1123477489

疾病等63 腎不全
告発人工透析死

しんどい、しんどい、早よ殺してくれ!
山崎 敏子／著 現代書林 1998.10 4949/3099/98 1115735515

疾病等63 腎不全 夜の透析室から 呉那加 文／著
サンルート・看護研修セ

ンター
1997.6 916.00/7031/1997 5015970814

疾病等63 腎不全
腎移植

透析校長奮闘記
中 義智／著 三省堂 1996.3 916.00/7017/1996 5015970565

疾病等63 腎不全 おもいきりおしっこがしたい 鈴木 竜志／著 テンタクル 1996.3 9160/4671/96 1115157547

疾病等63 腎不全
腎臓移植・希望の選択

あるビジネスマンの闘病記録
石渡 英五／著 サイマル出版会 1995.7 4949/3091/95 1127859097

疾病等63 腎不全
腎臓病患者、痛恨の記録

もっと早く良い医者に出会えたら
佐伯 隆敏／著 現代書館 1995.10 4949/3095/95 1127912336

疾病等63 腎不全 ふたたび愛をありがとう 中村 のり子／著 エフエー出版 1995.7 916.00/7008/1995 5015970645

疾病等63 腎不全
姉から贈られたいのち

私の腎臓移植体験
鷺 只雄／著 講談社 1994.6 4949/3079/94 1127484294

疾病等63 腎不全
いのちの水際を生きる

透析・腎移植を経て
沢井 繁男／著 人文書院 1992.7 4949/3041/92 1124870018
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疾病等63 腎不全

透析から脳死腎移植へ

東京とニューヨークの病院で実体験した患者の現場レ

ポート

秋葉 膺右／[著] はる書房 1992.7 4949/3043/92 1124878197

疾病等63 腎不全
天使のはばたき

腎臓移植への道のり
小紫 恵美子／著 アンメディアレップ 1991.11 J590/3750/91 1124700018

疾病等63 腎不全
腎不全を生きて

腎臓病患者五人の軌跡
松村 満美子／著 ミネルヴァ書房 1991.11 J590/3755/91 1124706675

疾病等63 腎不全 愛をありがとう 中村のり子／著 エフエ-出版 1988.8 J590/2536/88 1123262725

疾病等63 腎不全 ふたつめの生命(いのち)
宮城県難病団体連絡協議

会／編
エフエ-出版 1988.3 J590/2391/88 1120638067

疾病等63 腎不全 ふたつめの生命(いのち)
宮城県難病団体連絡協議

会／編
エフエ-出版 1988.3 J590/2391A/88 1123167520

疾病等63 腎不全
この命みつめて

腎臓移植-母から子へ
横田清子／著 国際情報社 1984.10 J590/1863/84 1122203630

疾病等63 腎不全
命が一つしかないなんて

湘南紫陽花日録
高瀬善夫／著 山脈出版の会 1983 J590/1685/83 1120780960

疾病等63 腎不全
難病の海に虹の橋を

立ちあがる人工腎透析者・難病者たち
前田こう一／著 労働経済社 1982 J590/1271/82 1122450696

疾病等63 腎不全
明日を信じて

人工腎臓闘病の記録
斎藤節夫／著 講談社 1971 J590/S083/A 1125404481

疾病等64 腎不全、心不全
通りゃんせ通りゃんせ

腎不全&心不全看護随想録
永井 瑞江／[著] 「新樹会」創造出版 2003.4 916.00/6685/2003 5014639330

疾病等65 急性膵炎
死んでたまるか、もっと生きるぞ!

重症急性膵炎からの生還
幸田 正浩／著 文芸社 2001.3 916.00/7029/2001 5015968119

疾病等66 水頭症
シャント

三年間だけ生きた娘との冒険と温もりの記録
三平宗憲／著 三平宗憲 1999.1 9160/5078/99 1115831244
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疾病等66 水頭症
園美、みんなと一緒にいきたいも

脳水腫のわが娘(こ)と生きた十六年
原すう子／著 柏樹社 1977 J590/652/77 1122353487

疾病等67 髄膜炎
心のノート

千晶、いのちの記録
麻生 千晶／著 文芸社 2000.1 289.1/ア2304/601 5015968128

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー
春は残酷である 星 三枝子／著 日本図書センター 2001.2 916.00/6115/2001 5002438939

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー
薬害を負うて行く 横山 悦子／著 鶴書院 1997.11 J590/5368/97 1128452375

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

盲人たちの自叙伝　19

春は残酷である　スモン患者の点字手記
谷合 侑／監修 大空社 1997.10 2891/4697/19 1115468171

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

果てしない坂道

スモンとは知らずに
友野 可保／著 カンデラ書館 1982.9 493.1/5586/1982 5015970879

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

春は残酷である

スモン患者の点字手記
星三枝子／著 毎日新聞社 1977 J590/585/77 1122352757

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

冬の旅

一音楽評論家のスモン闘病記
志鳥栄八郎／著 朝日新聞社 1976 J590/471/76 1122351624

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

どこへも行かない旅

スモンの病床から
中島さと子／著 光風社書店 1976 J590/536/76 1122352265

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

愛と闘いの序章

スモンと共に歩んだキャンパスの青春
渡辺理恵子／著 立風書房 1975 J590/456/75 1122351491

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

愛する力もて

スモン病と闘う日々
中島さと子／著 講談社 1971 J590/N584/A 1125421900

疾病等69
亜急性脊髄視神経

ニューロパチー

静かなる闘いの日々

スモン病の夫とともに歩んだ六年
水野茎子／著 朝日新聞社 1970 J590/M723/S 1125384843

疾病等71 脊柱管狭窄症 幻覚から甦って 高橋 弘子／著 文芸社 2001.10 916.00/6997/2001 5015968173

疾病等72 脊柱側弯症 ナチュラル 山田 香保里／著 海拓舎 1999.10 916.00/6020/1999 5000086120
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疾病等73 脊髄空洞症 生れ来る子への手紙
デヴィッド・アイアラン

ド／著 , 上杉明／訳
春秋社 1978.3 9359/143/78 1122385865

疾病等75 脊髄動静脈奇形 発車のベルを鳴らして 大内 幸子／著 文園社 1993.5 J590/4118/93 1125761036

疾病等76
脊椎カリエス

（結核性脊椎炎）

エンジョイ自立生活

障害を最高の恵みとして
樋口 恵子／著 現代書館 1998.2 3692/3772/98 1115577470

疾病等76
脊椎カリエス

（結核性脊椎炎）
お母さん、ノリコ平気よ! 大村 典子／著 草思社 1992.4 916.00/7075/1992 5016427122

疾病等76
脊椎カリエス

（結核性脊椎炎）

不知火(しらぬい)の海が見たい

ある重身障者の記録
村上靖子／著 佑啓社 1968 J590/M945/S 1125385152

疾病等79 胆道閉鎖症
ブリスベーンの涙

アンパンマンと旅立った公香
水谷 昌子／著 エフエー出版 1991.8 9160/3557/91 1113044230

疾病等79 胆道閉鎖症
決断

生体肝移植の軌跡
永末 直文／[ほか著] 時事通信社 1990.7 4946/3027/90 1124055368

疾病等79 胆道閉鎖症 睦也のひこうき雲 森野洋子／著
京都新聞文化センタ-(発

売)
1989.6 J590/3365/89 1123890455

疾病等79 胆道閉鎖症 結麻ちゃん よみがえれ!いのち
サンケイ新聞社会部／編

集
扶桑社 1987.6 493.9/5511/1987 5015970716

疾病等79 胆道閉鎖症 さと子の日記
鈴木聡子／文 , 藤沢友一

／絵
ひくまの出版 1982.2 915.60/ス2194/601 5016427113

疾病等80 前立腺肥大症 五十才からの断水(尿閉) さかい進／著 郁朋社 1999.4 916.00/7006/1999 5015968155

疾病等80 前立腺肥大症
ドキュメント前立腺肥大症

泌尿器科の名医が「ついにワシもなったか」
入沢 俊氏／著 法研 1997.5 494.9/5196/1997 5015970663

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）
monkeyのあとずさり日記 北原 月／著 ラピュータ 1999.12 289.1/キ2349/601 5000211390

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

「閉鎖病棟」日記

ここで一生を終えるのもわるくない
浜崎 一郎／著 第三書館 1999.11 493.70/5005/1999 5000182332
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疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

Let's Enjoyソーウツ病　続

あわてず!あせらず!あきらめず!
林 恭子／著 柘植書房新社 1998.3 4937/3548/2 1115647280

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

躁うつ病を生きる

わたしはこの残酷で魅惑的な病気を愛せるか?

ケイ・ジャミソン／著 ,

田中 啓子／訳
新曜社 1998.12 493.76/5002/1998 1115763135

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

うつ病者の手記

自殺、そして癒し
時枝 武／著 人文書院 1997.3 4937/3783/97 1128329040

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

Let's Enjoyソーウツ病

患者と主治医の“丁丁発止”闘病記
林 恭子／著 柘植書房 1995.4 4937/3548/95 1114844696

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）
むしろ花園としての精神病棟 丸山 めぐこ／著 透土社 1994.3 9146/5038/94 1114891972

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

うつ病女性の手記

心理療法の記録

マーガレット・マクレイ

／[著] , 秋谷 たつ子／ほ

か訳

中央洋書出版部 1991.1 1498/3048/91 1124196007

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

躁鬱病私の記録

続
佐藤 宏明／著 柘植書房 1990.7 4937/3055/2 1124081751

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

こうしてうつ病に克った

患者と医師の治療作戦
鷲山 純一／著 太陽出版 1989.3 4937/3064/89 1123388182

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

雪どけを待って

元うつ病患者からのメッセ-ジ
唐沢勉／著 マイライフ社 1989.1 J590/3289/89 1123793362

疾病等81
双極性障害

（躁うつ病）

躁鬱病私の記録

病友諸君、のんびり行こうよ!
佐藤 宏明／著 柘植書房 1988.12 4937/3055/88 1123333255

疾病等83 早老症
みじかい命を抱きしめて

This is my life

ロリー・ヘギ／著 , [板倉

克子／訳]
フジテレビ出版 2004.3 936.0/5120/2004 5008701235

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
ゆっくりゆっくり 森下 晶子／著 吉備人出版 2007.6 916.00/6629/2007-2 5013979481

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
ようこそダウン症の赤ちゃん 日本ダウン症協会／編著 三省堂 1999.7 J590/5563/99 1128895660

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
神様がくれた赤ん坊茉莉子は小学一年生 宇都宮 直子／著 講談社 1998.6 9160/5007/98 1115678722
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疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

いつか君に

ダウン症児・愛と死の記録
朝野 富三／著 三一書房 1998.4 9160/4951/98 1115657778

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

走り来れよ、吾娘(あこ)よ

夢紡ぐダウン症児は女子大生

岩元 甦子／著 , 岩元 昭雄

／著
かもがわ出版 1998.1 9160/4843/98 1115569497

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

神さまレイくんをありがとう

ダウン症の子を持って
水越 けいこ／著 スターツ出版 1997.9 916.00/7030/1997 5015970805

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
周ちゃん、愛をありがとう 佐藤 牧子／著 日本放送出版協会 1997.7 9160/4774/97 1115505506

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

ダウン症のサラ

その成長と発達の記録

E.D.リーツ／著 , 白井 徳

満／訳 , 白井 幸子／訳
誠信書房 1996.8 3786/3044/96 1115314890

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
ダウン症の妹と歩んで 小黒 正夫／著 八朔社 1995.5 J590/4599/95 1127686709

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

知行とともに

ダウン症児の父親の記
徳田 茂／著 川島書店 1994.11 9160/4650/95 1115347416

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

君の名はオルガ

父からダウン症の娘への手紙

ジュゼップ・M.アスピナ

ス／著 , 田沢 耕／訳
春秋社 1992.9 9640/ア1231/301 1125560047

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
神様がくれた赤ん坊 宇都宮 直子／著 講談社 1991.9 J590/3726/91 1124674464

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

風の大将

ダウン症児・椿祐一くんと家族たち
玉木 功／編著 エフエー出版 1989.2 369.4/5499/1989 5015970725

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

愛、ふたたび

辛い命を支える人たち
小林完吾／著 二見書房 1985.12 J590/1956/85 1122204585

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

生命かがやく日のために

ルポルタージュ日本の幸福
斎藤茂男／編著 共同通信社 1985.9 J590/2001/85 1122205045

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

ナイジェル・ハントの世界

ダウン症の青年の手記

ナイジェル・ハント／著 ,

中村陸郎／訳
偕成社 1985.8 936.0/5236/1985 5016427140

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
生あるものは皆この海に染まり 最首悟／著 新曜社 1984.11 J590/1878/84 1122203766
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疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

愛、見つけた

小さな命の置きみやげ
小林完吾／著 二見書房 1983.11 J590/1667/83 1122555419

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）
ダウン症の子をもって 正村公宏／著 新潮社 1983.5 J590/1513/83 1122553906

疾病等84
ダウン症候群

（21トリソミー）

マコちゃん,ごめんね

ダウン症の子と父母の記録
三浦俊雄／編著 教育報道社 1981 J590/1187/81 1122449701

疾病等85 多発性硬化症
MS多発性硬化症とともに生きる

エッセイ集

MSエッセイ広報事務局／

企画・編集
医学書院出版サービス 2006.3 916.00/7766/2006 5012552632

疾病等85 多発性硬化症 車椅子の高さで
ナンシー・メアーズ／著 ,

青海 恵子／訳
晶文社 1999.12 936.0/5016/1999 5000179210

疾病等85 多発性硬化症
神様への手紙

命をそっと両手につつんで
阿南 慈子／著 PHP研究所 1997.11 914.60/ア2316/601 5016427178

疾病等88 トゥレット症候群
ママ、私の声をとめてちょうだい!

チューレット病と聡子とイエス様
椎名 恵子／著 文芸社 2001.3 916.00/6998/2001 5015968182

疾病等89 椎間板ヘルニア
もう腰痛にはならない

椎間板ヘルニアからの生還
五井 澄子／著 広済堂出版 1996.7 916.00/7016/1996 5015970556

疾病等89 椎間板ヘルニア 遠い白夜の国で 小池 政行／著 中央公論社 1994.6 J590/4392/94 1127486136

疾病等89 椎間板ヘルニア
アビコから九段坂へ

ヘルニア治療記・鏡に映す桜見て
光成 高志／著 MBC21 1993.10 9160/4148/93 1114547510

疾病等90 偶発性低体温症
凍る体

低体温症の恐怖
船木 上総／著 山と渓谷社 2002.2 493.1/5104/2002 5004106268

疾病等91 てんかん てんかんと私 日本てんかん協会／編 ぶどう社 1985.11 J590/2189/85 1120285038

疾病等92 糖原病
奇跡は起こせる

わが子を救うため、新薬開発に挑戦したビジネスマン

ジョン・F.クラウリー／

著 , 山本 雄士／訳
宝島社 2010.7 S936.0/5280/2010 5018924065

疾病等92 糖原病 小さな命が呼ぶとき　上
ジータ・アナンド／[著] ,

戸田 裕之／訳
新潮社 2010.4 S936.0/5277/1 5018581140

27/40



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

疾病等92 糖原病 小さな命が呼ぶとき　下
ジータ・アナンド／[著] ,

戸田 裕之／訳
新潮社 2010.4 S936.0/5277/2 5018581159

疾病等92 糖原病
病床からの発信

原宏道遺稿集

原 宏道／著 , 若林 佑子／

編
考古堂書店 1994.4 914.60/ハ2253/601 5015970654

疾病等93 糖尿病
糖尿病とともに90歳

外科医中山恒明が語るすこやかライフ

中山 恒明／[述] , 大森 安

恵／編著 , 渡邉 まゆみ／

編著

プラネット 1999.10 493.12/5045/1999 5000068650

疾病等93 糖尿病
東京糖尿病物語

私が主治医
渡部 新太郎／編集 日本医学出版 1998.10 493.1/5585/1998 5015970841

疾病等93 糖尿病
わたし糖尿病なの

小児糖尿病の少女医師を志す

南 昌江／著 , 南 加都子／

著
医歯薬出版 1998.10 493.9/5510/1998 5015970547

疾病等93 糖尿病

盲人たちの自叙伝　32

いのちの交換テープ　 小児糖尿病で光を失った二人・愛

の全記録

谷合 侑／監修 大空社 1998.3 2891/4697/32 1115605181

疾病等93 糖尿病 糖尿病失明からの生還 亀井 宏／著 ベストセラーズ 1997.12 916.00/7018/1997 5015970583

疾病等93 糖尿病
糖尿病を友として

闘病三十二年の記録
高橋 高／著 紫翠会出版 1997.6 493.1/5583/1997 5015970823

疾病等93 糖尿病
両足をなくして

車椅子記者のたたかい
籔下 彰治朗／著 晶文社 1996.5 9160/4521/96 1115193230

疾病等93 糖尿病
糖尿病漢治録

血糖値321が1ケ月で101に!驚異の中国漢方治療体験記
[木村仁志／著] 共栄 1995.2 4931/3213/95 1115312125

疾病等93 糖尿病
糖尿病のある人生を生き抜いた人々

ある女医の研修録より
井上 朱実／著 シイーム(出版部) 1995 493.1/5584/1995 5015970832

疾病等93 糖尿病
糖尿地獄からの生還

万病息災
ミスター珍／著 ザ・マサダ 1994.11 9160/4498/94 1114787796

疾病等93 糖尿病 ボクの愛する糖尿病 富永 一朗／著 同文書院 1992.10 493.1/5582/1992 5015970627
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疾病等93 糖尿病
私の糖尿病

自立をめざして
宮崎 康／著 勁草書房 1992.6 4931/3098/92 1114354111

疾病等93 糖尿病
糖尿列島

「10人に1人の病」の黙示録
鴨志田 恵一／著 情報センター出版局 1991.11 J590/3740/91 1124695105

疾病等93 糖尿病
ある日「糖尿病」といわれて

料理研究家の食事療法レッスン
城戸崎愛／著 グラフ社 1987.9 4931/66/87 1111792433

疾病等93 糖尿病
いのちの交換テ-プ

小児糖尿病で光を失った二人・愛の全記録

田吹かすみ／著 , 小木曽

和久／著
あいわ出版 1987.3 J590/2323/87 1120085430

疾病等93 糖尿病 水野肇の糖尿病物語 水野綾子／著 東京書籍 1982.8 J590/1340/82 1122451405

疾病等94 統合失調症
拝啓厚生労働大臣様 統合失調症の治療の仕組みを国で根

本的に見直してください
桐生 敦代／著 新生出版 2009.5 916.00/7109/2009 5016677500

疾病等94 統合失調症
秋の日の夕暮れ

ある精神病者の青春
藤島 五郎／著 新風舎 1999.7 916.00/5027/1999 5000165387

疾病等94 統合失調症 分裂病の娘の記録 佐々木 章一／著 晩声社 1998.1 4937/3724/98 1115567198

疾病等94 統合失調症
『近代』を抜ける

たゆたう人びとからの提言
仲野 実／著 批評社 1997.9 4937/3903/97A 1115528467

疾病等94 統合失調症 精神病棟の二十年その後 松本 昭夫／著 新潮社 1997.3 4937/3631/97 1115390972

疾病等94 統合失調症
ロリの静かな部屋

分裂病に囚われた少女の記録

ロリ・シラー／著 , アマ

ンダ・ベネット／著 , 宇

佐川 晶子／訳

早川書房 1995.3 9360/3229/95 1114834770

疾病等94 統合失調症 分裂病を生きる 安斎 三郎／編著 日本評論社 1990.12 4937/3219/90 1124168871

疾病等94 統合失調症
閉鎖病棟の憂鬱

「分裂病者」私の手記
松本 真一／著 批評社 1989.12 J590/3339/89 1123960264
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疾病等94 統合失調症
犬吠埼の見える海

「精神病者」を生きる
岡田 英明／著 素人社 1989.8 J590/3545/89 1123938110

疾病等94 統合失調症
彩流

精神分裂病の夫と三十年
山室 あかね／著 同時代社 1988.9 J590/3098/88 1123270208

疾病等94 統合失調症 精神病棟の二十年 松本昭夫／著 新潮社 1981.4 J590/1107/81 1122376866

疾病等94 統合失調症
分裂病の少女の手記

心理療法による分裂病の回復過程

セシュエー／[著] , 村上

仁／訳 , 平野 恵／訳
みすず書房 1980 4937/S542/B 1126892121

疾病等94 統合失調症
ユキの日記

病める少女の20年
笠原嘉／編 みすず書房 1978.11 J590/806/78 1122391227

疾病等95 乳幼児突然死症候群
ゆりかごの死

乳幼児突然死症候群
阿部 寿美代／著 新潮社 1997.4 9160/4708/97 1115406437

疾病等95 乳幼児突然死症候群 乳幼児突然死症候群とその家族のために 仁志田 博司／著 東京書籍 1995.8 4939/3260/95 1127863901

疾病等95 乳幼児突然死症候群 ママにことばも残さずに 橋本 明子／著 新日本出版社 1995.2 J590/5000/95 1127881187

疾病等96 熱中症 熱中症--息子の死を糧にして 中村 純友／著 悠飛社 2002.5 780.1/5304/2002 5015968360

疾病等97 ネフローゼ症候群 ステロイド漬けの日々と骨粗鬆症 芹沢 茂登子／著 法研 2000.7 916.00/6182/2000 5003635754

疾病等97 ネフローゼ症候群
病院はおもしろい

入院して見えた人・医療・看護の姿
芹沢 茂登子／著 法研 1994.1 4980/3110/94 1127370293

疾病等97 ネフローゼ症候群
腎臓病・ネフロ-ゼとの闘い

闘病と愛の記録

加藤昌／著 , 加藤雅子／

著
青磁社 1984.9 J590/1946/84 1122204487

疾病等98 肺気腫、心房細動 ふたりのためのレクイエム 三郎／絵 , 田辺 愛／文 文芸社 2000.11 D049.1/5121/2000 5015968413

疾病等99 肺高血圧症
ふたつの生命

心肺移植を待ち望んで
後藤 正治／著 岩波書店 1997.8 S916.00/8034/1997 1115513535
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疾病等101 パーキンソン病
鹿教湯病院ありがとう

わたしのリハビリ顚末記
百瀬 英子／著 郷土出版社 1999.3 J590/5549/99 1128838378

疾病等101 パーキンソン病
老い・愛の炎

パーキンソン病介護記録より
高瀬辰雄／著 高瀬辰雄 1998.2 916.00/6470/1998 5011874355

疾病等101 パーキンソン病 風の鼓動 綾部 典子／著 新風舎 1996.4 916.00/6994/1996 5015970690

疾病等101 パーキンソン病 難病日記 三浦 綾子／著 主婦の友社 1995.10 9156/3219/95 1115014473

疾病等101 パーキンソン病
それでも希望がある

パ-キンソン病の夫とともに
田中滋子／著 人文書院 1985.8 J590/2079/85 1120261994

疾病等101 パーキンソン病
二人三脚泣き笑い

パ-キンソン病とたたかう夫と妻の20年
河野磐／著 , 河野都／著 あゆみ出版 1984.12 J590/1881/84 1122203800

疾病等102 白内障
白内障と網膜剥離

手術を受けた医師の記録より
林正秀／著 勁草書房 1985.7 4963/20/85 1122757693

疾病等102 白内障 人工水晶体 吉行淳之介／著 講談社 1985.7 9146/99/85 1110196023

疾病等102 白内障 贈られた眼の記録 曽野綾子／著 朝日新聞社 1982.3 J460/ソ2/6 1123066563

疾病等103 パニック障害
パニック発作、自分が壊れていく

私はアダルト・チルドレン
高橋 いずみ／著 講談社 1997.12 9160/4904/97 1115556390

疾病等106 ハンセン病 夏椿、そして 伊波 敏男／著 日本放送出版協会 1998.10 9160/5016/98 1115740640

疾病等106 ハンセン病
忘れえぬ子どもたち

ハンセン病療養所のかたすみで
藤本 フサコ／著 不知火書房 1997.9 3704/3366/97 1115450551

疾病等106 ハンセン病 花に逢はん 伊波 敏男／著 日本放送出版協会 1997.6 9160/4733/97 1115490780

疾病等106 ハンセン病
生まれたのは何のために

ハンセン病者の手記
松木 信／著 教文館 1993.2 J590/4097/93 1125694640
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疾病等106 ハンセン病
不幸な楽園

雑誌にみる病める足跡
芳葉郁郎／編 [芳葉郁郎] 1991.12 J590/4227/91 1125712247

疾病等106 ハンセン病
今日は何を教えてくれるの

ライ症候群を生きぬいた母子の記録
後藤俊江／著 千書房 1984.10 J590/1877/84 1122203757

疾病等106 ハンセン病
杖の音

極限の中の愛
吉成稔／著 新教出版社 1977 J590/593/77 1122352837

疾病等106 ハンセン病
地面の底がぬけたんです

ある女性の知恵の七三年史
藤本とし／著 思想の科学社 1974 J590/286/74 1123477335

疾病等106 ハンセン病 ハンゼン氏病よさようなら 新道せつ子／著 主婦の友社 1963 J590/S714/H 1125447200

疾病等106 ハンセン病 小島に生きる 長島愛生園／編 宝文館 1952 J590/N199/K 1125405120

疾病等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／訳 , 額

賀 淑郎／訳

新潮社 2003.9 493.7/5510/2003 5007780181

疾病等110 びまん性軸索損傷
がんばれ朋之!18歳

植物状態からの生還
宮城 和男／著 あけび書房 1996.11 J590/5208/97 1128275083

疾病等111 ファロー四徴症
生きててよかった

移植を拒否して心臓病とたたかう27歳の勇気の記録
寺尾 陽子／著 リヨン社 1995.11 J590/4872/95 1127923705

疾病等111 ファロー四徴症 パパの恵子 斉藤幸男／著 弥生書房 1986.10 9160/107/86 1110378652

疾病等112 不妊症 極楽「お不妊」物語 柿川 鮎子／著 河出書房新社 1999.3 4954/3063/99 1115787271

疾病等112 不妊症 天使にラブレター 秋野 暢子／著 扶桑社 1995.7 J590/4793/95 1127725772

疾病等112 不妊症 まだですか赤ちゃん 大島 洋子／著 リヨン社 1994.6 495.4/5183/1994 5015970574
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疾病等113 ベーチェット病
盲人たちの自叙伝　30

悲しみの向こうに
谷合 侑／監修 大空社 1998.3 2891/4697/30 1115605163

疾病等113 ベーチェット病 命の詩片
宮内 勝／著 , ありのまま

舎／編
七賢出版 1994.3 J590/4371/94 1127409629

疾病等113 ベーチェット病 赤いカンナの花のように 伊勢谷和美／著 リヨン社 1986.10 J590/2194/86 1120130034

疾病等113 ベーチェット病
霧のなかの旅だち

あるベ-チェット病患者の記録
田村洋幸／著 ミネルヴァ書房 1977 J590/595/77 1122352891

疾病等114 ヘルペス脳炎
瞬時

ヘルペス脳炎に倒れた妻よ
鈴木 元／著 かもがわ出版 1999.10 916.00/6989/1999 5015968469

疾病等114 ヘルペス脳炎
流れる雲にも祈る

あるヘルペス脳炎の記録

古川 一雄／著 , 海野 よし

み／著
近代文芸社 1999.9 916.00/6990/1999 5015968478

疾病等114 ヘルペス脳炎
息子が笑った

知的リハビリの記録
佐藤 せつ子／著 ルック 1995.9 J590/4914/95 1127877925

疾病等115
マタニティブルーズ

（産褥期精神障害）

マタニティブルー

赤ちゃんを抱いた泣きべそママたち
木村 もちこ／著 サイマル出版会 1988.5 4958/3001/88 1123181627

疾病等117 薬物依存症 シンナー常用者とその家族 芹沢 里子／著 鳥影社 1999.12 916.00/6992/1999 5015968502

疾病等117 薬物依存症 さらば、哀しみのドラッグ 水谷 修／著 高文研 1998.11 3688/3041/98 1115748095

疾病等117 薬物依存症
薬物依存

回復のための12章
近藤 恒夫／文 大海社 1997.1 3688/3029/96 1115266621

疾病等117 薬物依存症
「良い子」があぶない

薬物中毒になった若者の生活と意見
竹村 登茂子／著 築地書館 1994.6 3676/3064/94 1114720124

疾病等117 薬物依存症
なぜ、わたしたちはダルクにいるのか

ある民間薬物依存リハビリテ-ション・センタ-の記録
ダルク編集委員会／編 ダルク 1991.1 4937/3350/91 1124670400

疾病等118 単純性血管腫
顔面漂流記

アザをもつジャーナリスト
石井 政之／著 かもがわ出版 1999.3 9160/5090/99 1115790160
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疾病等119 腰部脊椎管狭窄症 腰痛探検家 高野 秀行／著 集英社 2010.11 S916.00/7324/2010 5019926108

疾病等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 2003.7 916.00/6991/2003 5015968496

疾病等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 2010.10 916.00/7293/2010 5019026323

疾病等120 リウマチ
乳房やさしかり

リウマチとともに50年
宮田 鈴枝／著 同時代社 1996.10 2891/ミ1259/301 1128123537

疾病等120 リウマチ ガールズ,ビー・アンビシャス! 桜庭 麻紀／著 学生社 1996.4 9160/4569/96 1115165988

疾病等120 リウマチ 心ある道を旅したい 松井 佐知子／著 潮出版社 1994.10 J590/4534/94 1127553856

疾病等120 リウマチ
虹の階段

あっちゃんのリウマチ奮闘記
志田 敦子／著 リヨン社 1991.12 J590/3775/91 1124722884

疾病等120 リウマチ
四角い空からこんにちは

悪性リウマチとともに生きる
小山 洋子／著 リブリオ出版 1990.10 J590/3511/90 1124115662

疾病等120 リウマチ 痛みの記録 前田 清子／著 日本看護協会出版会 1990 493.6/5131/1990 5015970897

疾病等120 リウマチ
虹のかなたに

リウマチと闘う女性の自伝

マリー・ジョゼフ／著 ,

原 もと子／訳
婦人之友社 1984.6 289.3/ジ2069/601 5015970636

疾病等120 リウマチ
雅子、お前しかない

亡き妻への愛の追憶
小林秀美／著 有楽出版社 1983.7 J590/1557/83 1122554322

疾病等120 リウマチ 生きる日に 矢島昭子／著 富士福祉事業団 1981 J590/1117/81 1122377003

疾病等120 リウマチ 妻の日の愛のかたみに 池上三重子／著 三笠書房 1972 J590/4/72 1123513754

疾病等120 リウマチ 妻の日の愛のかたみに 池上三重子／著 サンケイ新聞出版局 1965 J590/I251/T 1125321790
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疾病等121 サルコイドーシス
難病と共に生きて

闘病日記
鈴木 照代／著 丸善プラネット 1998.11 J590/5507/2 1128697959

疾病等122 視覚障害
盲人たちの自叙伝　57

音景色
谷合 侑／監修 大空社 1998.10 289.1/ム2124/601 1115804560

疾病等121 サルコイドーシス
癒されて生きる

女性生命科学者の心の旅路
柳沢 桂子／著 岩波書店 1998.6 9146/6693/98 1115678348

疾病等122 視覚障害
フレームのない光景

盲目の写真家いのちの軌跡
中川 晶子／著 主婦と生活社 1998.6 9160/4955/98 1115670448

疾病等122 視覚障害
闇の底抜けた

農に生きる中途失明者の回生の手記
井手 信夫／著 樹心社 1998.5 9160/3825/98 1115671839

疾病等122 視覚障害
盲人たちの自叙伝　23

ゆ・け・に・ど・め/緑の雨音　 木村竜平遺稿集
谷合 侑／監修 大空社 1998.3 2891/4697/23 1115605092

疾病等122 視覚障害
ピレネーを越えて

典子とコーラルのスペイン留学
赤沢典子／著 東洋経済新報社 1984.1 J590/1701/84 1120781125

疾病等122 視覚障害
見えなくても・愛

全盲の妻として、母として
河辺豊子／著 グロビュー社 1983.2 J590/1454/83 1122553236

疾病等122 視覚障害
ぼくらの旅立ち

ハ-トインブック,見える世界と見えない世界
真野博行／著 日本点字普及クラブ 1982 J590/1684/82 1120780950

疾病等122 視覚障害
甦る翼の航跡

手と光を失った少年が教師になるまでの苦闘の物語
土井大助／著 一光社 1979.4 9160/トイタ/ 1110687371

疾病等122 視覚障害
ロバ-タ

さあ歩きましょう
佐々木たづ／著 朝日新聞社 1964 J590/S341/R 1125404580

疾病等122 視覚障害
薄明の記憶

盲人牧師の半生
熊谷鉄太郎／著 平凡社 1960 J590/K862/H 1125431362

疾病等122 視覚障害 たとえ光は失われても 中川童二／著 光書房 1959 J590/N288/T 1125405175
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疾病等123
境界性パーソナリティ

障害

ここは私の居場所じゃない

境界性人格障害からの回復

レイチェル・レイランド

／著 , 遊佐 安一郎／監訳

, 佐藤 美奈子／訳 , 遊佐

未弥／訳

星和書店 2007.7 936.0/5371/2007 5014213833

疾病等125 未熟児網膜症 弘美の十字架 岡崎千恵／著 流動 1974 J590/359/74 1122206786

疾病等126 気胸
うすれゆく靄

症例第一号の記録
八馬美弥子／著 [八馬美弥子] 1976 J590/548/76 1122352381

疾病等129 細菌性食中毒
O157母親の手記

殺人大腸菌に襲われた絶望の42日間

メアリ・ヒアシンク／著 ,

堀内 静子／訳
早川書房 1996.10 9360/3309/96 1115249291

疾病等132 認知症
ブログ「認知症一期一会」

認知症本人からの発信

水木 理／著 , 認知症の人

と家族の会／編
クリエイツかもがわ 2007.10 916.00/7768/2007 5014200218

疾病等132 認知症 八重子のハミング 陽 信孝／著 小学館 2005.7 S916.00/6403/2005 5011300891

疾病等132 認知症
継母(はは)ボケて鉄人となる

頑健ボケ婆ちゃんと元極妻の介護十番勝負!
遠藤 瓔子／著 クレスト新社 1999.4 9160/5071/99 1115879300

疾病等132 認知症 兄とアルツハイマー病
ナディーヌ・トランティ

ニャン／著 , 佐藤 潔／訳
晶文社 1998.10 9560/3036/98 1115734044

疾病等132 認知症
わたしの家はどこですか

アルツハイマーの終わらない旅

ラリー・ローズ／著 , 梅

田 達夫／訳
DHC 1998.6 9360/3419/98 1115685520

疾病等132 認知症 忘れても、しあわせ 小菅 もと子／著 日本評論社 1998.4 9160/4985/98 1115652127

疾病等132 認知症
時の迷い子たち

アルツハイマー病、希望と忘却の物語

パトリック・マティアセ

ン／著 , 金原 瑞人／訳
早川書房 1998.3 4937/3707/98 1115642523

疾病等132 認知症 父・丹羽文雄介護の日々 本田 桂子／著 中央公論社 1997.6 9160/4711/97 1115486572

疾病等132 認知症
夫婦の親

ふたりの関係が試されるとき
柳 博雄／著 三五館 1996.7 9160/4540/96 1115201565
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疾病等132 認知症
ボケママからの贈りもの

働きながらの在宅介護・五年半の記録
藤原 瑠美／著 PHP研究所 1995.12 J590/4865/95 1127766710

疾病等132 認知症 介護の中で老いをみつめる 植月 秀子／著 日本放送出版協会 1995.7 3692/3411/95 1114990353

疾病等132 認知症
宇宙人バンザイ!

ボケ老人
橋 幸夫／著 小学館 1995.7 J590/4630/95 1127704226

疾病等132 認知症
ほかに何ができたろう

アルツハイマー患者の在宅看護日記
小泉 文子／著 日本看護協会出版会 1994.10 916.00/6949/1994 5015852169

疾病等132 認知症
お義母さんがんばって

ボケた姑と嫁の苦闘!
森 万津里／著 講談社 1994.7 9160/4369/94 1114734406

疾病等132 認知症
私が壊れる瞬間(とき)

アルツハイマー病患者の手記

ダイアナ・フリール・マ

クゴーウィン／著 , 中村

洋子／訳

ディーエイチシー 1993.10 9360/3175/93 1114538422

疾病等132 認知症
今日もしっかりモメてます

母をめぐる看護奮戦記
野原 すみれ／著 汐文社 1993.5 J590/4109/93 1125744447

疾病等132 認知症
ゆきあいの空

アルツハイマー・パーキンソン老人看病記
池辺 史生／著 朝日新聞社 1992.12 J590/4063/92 1125619805

疾病等132 認知症
夫婦が試されるとき

アルツハイマー病の妻と生きる
上村 達雄／著 講談社 1992.11 J590/4019/92 1125605407

疾病等132 認知症 アルツハイマーに倒れた企業戦士 内山 研二／著 彩古書房 1992.6 9160/3693/92 1114358157

疾病等132 認知症
母さんが壊れていく

アルツハイマー在宅介護十五年の記録
米倉 美智子／著 けやき出版 1991.10 J590/3738/91 1124694897

疾病等132 認知症 お母さんが子どもになった
マイ・ファント／著 , 友

子・ハンソン／訳
講談社 1991.8 3677/3061/91 1113048409

疾病等132 認知症
ごめんね!お姑さん、お母さん

嫁として娘としてボケとたたかう
豊原 ミツ子／著 講談社 1990.7 J590/3460/90 1124081760
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疾病等132 認知症
命ある限り

泣き笑い痴呆症介護日記
竹森登和／著 土佐出版社 1989.12 J590/3605/89 1124102726

疾病等132 認知症 お母さんは宇宙人 橋 幸夫／著 サンブリッジ 1989.9 J590/3276/89 1123878183

疾病等133 ウィルソン病
贈られたいのち

肝臓移植で蘇ったわが子

パリケール・ヨントーブ

／著 , テッド・シュワル

ツ／著 , 北 嘉昭／監訳

メディカ出版 1988.12 9360/3011/88 1112086192

疾病等134
スチーブンス・ジョン

ソン症候群

遙かなる旅路の果てに

マラリア薬禍生還の軌跡
武岡 洋治／著 七賢出版 1994.8 J590/4505/94 1127519390

疾病等135 口蓋裂 父が娘に綴ったある一冊の日記 山本 祥一朗／著 リヨン社 1994.5 J590/4430/94 1127452030

疾病等138 脊椎披裂（二分脊椎）
見えない障害二分脊椎

人となる樹
神原 史直／著 明石書店 2005.3 916.00/6404/2005 5011309331

疾病等139 結節性多発動脈炎 奇跡のごはん 宮成 なみ／著 東洋経済新報社 2007.9 916.00/6638/2007 5014006669

疾病等140 ポルフィリン症
太陽に灼かれて

難病ポルフィリン症を生き抜く

タミー・エバンズ／著 ,

寺沢 恵美子／訳
翔泳社 1998.3 9360/3407/98 1115644214

疾病等142 腸軸捻転症
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 2006.1 916.00/6467/2006 5011965745

疾病等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 2008.8 916.00/6868/2008 5015627700

疾病等145 熱傷（やけど） あふれる愛に 土志田和枝／著 新声社 1982.5 J590/1296/82 1122450981

疾病等146 聴覚障害
燃える手で、友よ!

ある聴覚障害者からのメッセージ
岩淵紀雄／著 主婦の友社 1983.11 J590/1669/83 1122555437

疾病等146 聴覚障害
しじみ貝の詩

聴力障害者の体験から
岩渕紀雄／著 日本放送出版協会 1978 J590/798/78 1122391147
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疾病等147 幽門狭窄 星になったおばあちゃん 遠藤和子／著 あすなろ書房 1971 J590/E590/H 1125432762

疾病等148 網膜色素変性症
暗闇からの生還

難病網膜色素変性症とたたかう
牟田口 裕之／著 游心 1991.11 J590/3791/91 1124724154

疾病等X 複数の疾病等 障害児3兄弟と父さんと母さんの幸せな20年 佐々木 志穂美／[著] KADOKAWA 2014.2 S916.00/7687/2014 7103974675

疾病等X 複数の疾病等 ママもう泣かないからね 心療内科を考える会／編 志茂田景樹事務所 1998.9 4939/3210/98 1115730582

疾病等X 複数の疾病等
三人姉妹

自分らしく生きること

小菅 みちる／著 , 沢 あづ

み／著
読売新聞社 1997.2 9160/4666/97 1115282474

疾病等X 複数の疾病等
トライアル

難病と闘う家族たち
吉永 みち子／著 テレビ朝日事業局出版部 1997.11 9160/4834/97 1115551456

疾病等X 複数の疾病等
わたしは“気功”で難病に克った!

中川気功よ、ありがとう。

妹尾 律子／著 , 柚木 貞子

／著
さわやか出版社 1991.2 4927/3015/91 1112816342

疾病等X 複数の疾病等
四枚目の卒業証書

第5回ありのまま記録大賞受賞作品集
ありのまま舎／編 エフエー出版 1990.6 J590/3435/90 1124033253

疾病等X 複数の疾病等 やる気を起こすリハビリ体験集 山本 博繁／編著 あすなろ社 1989.4 J590/3175/89 1123407635

疾病等X 複数の疾病等
心病む人々と共に

精神科病棟での日々
三宅富貴子／著 批評社 1986.2 4937/138/86 1110253157

疾病等X 複数の疾病等 新ルポ・精神病棟 大熊一夫／著 朝日新聞社 1985.6 9160/オオク/ 1101129424

疾病等X 複数の疾病等 木馬の足音 佐藤エミ子／著 桐原書店 1985.11 J590/2237/85 1120357843

疾病等X 複数の疾病等
わが子、この愛

小児病棟、闘いの記録から
早田昭三／著 かんき出版 1979.5 9160/ハヤタ/ 1110688350

疾病等X 複数の疾病等
精神病棟

ルポ
大熊一夫／著 朝日新聞社 1976 J590/633/76 1122353280
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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

疾病等Y その他の疾病等 100万人に1人の病気になって 浦野 里美／著 文芸社 2012.2 916.00/7460/2012 7100460964

疾病等Y その他の疾病等
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 2007.10 491.6/5150/2007 5015267641

疾病等Y その他の疾病等
陽炎ゆれて

精神病なんて怖くない
沖山 真知子／著 ニライ社 1999.4 9160/5094/99 1115881175

疾病等Y その他の疾病等
ボーイデイビッド

神様、この少年に顔を授けて下さい

マージョリー・ジャクソ

ン／著 , 沼尻 素子／共訳

, 脇田 馨／共訳

ダイナミックセラーズ 1988.6 9360/3002/88 1111940483
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