
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

心臓1 心筋梗塞
生きる闘い

赤城次郎闘病録
一柳一男／著 溪声社 1997.9 916.00/6958/1997 5015852131

心臓1 心筋梗塞
生還の記

心筋梗塞に襲われて
三木 卓／著 河出書房新社 1995.3 J590/4536/95 1127651070

心臓1 心筋梗塞
光明

或る心筋梗塞患者の手記
鹿谷 求水／著 日本図書刊行会 1994.5 916.00/6972/1994 5015852089

心臓1 心筋梗塞
心筋梗塞助かった患者からのメッセージ

前兆の見分け方から手術後の注意まで
山川 真司／著 農山漁村文化協会 1991.9 4932/3060/91 1124741001

心臓2 心筋炎
まあちゃん

Masahiko
森田 フミ子／著 雲母書房 2001.12 289.1/モ2130/601 5015850048

心臓2 心筋炎 22歳のメモリー 安藤 友美子／著 文芸社 1999.8 916.00/6927/1999 5015850039

心臓3 狭心症 闘病見聞録 宮口 正和／著 文芸社 2000.10 916.00/6925/2000 5015849996

心臓3 狭心症
入院患者のたどる道

傷だらけの闘病記
中山 茂／著 MBC21 1996.4 498.0/5006/1996 1115167580

心臓3 狭心症
狭心症・心筋梗塞でも生き生き元気に

自ら体験した心臓専門医の生活アドバイス
高木 誠／著 保健同人社 1993.5 493.2/5247/1993 5015852178

心臓3 狭心症 不帰のドキュメント 宮唯雄／著 りん書房 1991.6 J590/3945/91 1124711245

心臓5 心房中隔欠損症
届かなかった贈り物

勇貴の心臓移植、ドナーを待ち続けた87日間の記録
有村 英明／著 経済界 1999.9 916.00/6012/1999 5000044917

心臓5 心房中隔欠損症 重さんのいる教室 中垣清人／編著 かもがわ出版 1999.3 289.1/シ2239/601 5015850057

心臓5 心房中隔欠損症 きらめく生命(イノチ)の海よ 後藤 正治／著 潮出版社 1988.5 J590/3056/88 1123192809

心臓5 心房中隔欠損症
えびあか天使

栄介ちゃんのいのちの記録

市成隆章／著 , 市成シズ

ヨ／著
講談社 1962 J590/I764/E 1125346341
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心臓6 三尖弁閉鎖症
40本のカーネーションにつつまれて

心臓病の娘・朋美とともに歩んだ日々

坂見 紀子／著 , 田中 槇子

／絵
偕成社 1993.2 916.00/7082/1993 5016427276

心臓7 僧帽弁閉鎖不全
翔べ、たんぽぽの綿毛よ

心臓病・命みつめて
北村 まさ子／著 MBC21 1995.4 J590/4871/95 1127937602

心臓7 僧帽弁閉鎖不全 心臓病棟の60日 平沢正夫／著 新潮社 1987.9 J590/2381/87 1120544407

心臓7 僧帽弁閉鎖不全 愛すれどいのち哀しく
草薙 実／共著 , 草薙 紀子

／共著
立風書房 1982 J590/ク/74 1113813710

心臓7 僧帽弁閉鎖不全 限りある日を愛に生きて
草薙実／著 , 草薙紀子／

著
角川書店 1977 SJ590/618/1 1122393571

心臓7 僧帽弁閉鎖不全 限りある日を愛に生きて　続
草薙実／著 , 草薙紀子／

著
角川書店 1977 SJ590/618/2 1122393580

心臓7 僧帽弁閉鎖不全
生きがいの歌

愛と真実を追求した青年の記録
俊成出版社 1972 J590/82/72 1123585600

心臓7 僧帽弁閉鎖不全
限りある日を愛に生きて

不治の心臓病と闘う愛の記録

草薙実／著 , 草薙紀子／

著
学習研究社 1967 J590/K957/K 1125431470

心臓7 僧帽弁閉鎖不全 ぼくどうして涙がでるの
伊藤文学／共著 , 伊藤紀

子／共著
第二書房 1965 J590/I776/B 1125346350

心臓8 僧帽弁狭窄症
母より一日でも長く生きたい

両脚を失って知ったいのちの尊さ
酒井 孝子／著 文芸社 2001.2 289.1/サ2225/601 5015850066

心臓9 大動脈弁狭窄症
心臓手術

私の生還記
石岡 荘十／著 文芸春秋 2004.11 916.00/6375/2004 5010023705

心臓10 大動脈弁閉鎖不全
心臓手術を受けて

大動脈弁閉鎖機能不全とともに
難波 雄／著 新生出版 2003.1 916.00/6928/2003 5015850075

心臓11 特発性拡張型心筋症
心臓移植を待ちつづけて

闘病の夫を支えた日々
渡部 玲子／著 葉文館出版 1999.9 916.00/6010/1999 5000028539
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心臓12 閉塞性肥大型心筋症 この心臓と生きる

ロバート・ペンサック／

著 , ドワイト・ウィリアム

ズ／著 , 石井 清子／訳

時事通信社 1997.11 9360/3376/97 1115538507

心臓14 総動脈幹症
天国で、体育するもん

重症心臓病の少女と母の手記

寺尾陽子／著 , 寺尾美千

子編／著 , [寺尾陽子／編]
こう書房 1979.12 3692/テラオ/ 1110913777

心臓15 心室中隔欠損症 少年は鳥になった! 長島 价紀／著 草思社 1999.1 9160/5039/99 1115766825

心臓15 心室中隔欠損症 山っちょがんばれ 山田和美／著 せせらぎ出版 1989.12 J590/3513/89 1102091205

心臓16 心房細動 千住家の命の物語 千住 文子／[著] 新潮社 2009.3 916.00/7088/2009 5016433700

心臓X 複数の心疾患
命よみがえる日

心臓病を克服した人々
志賀奎介／著 マイブックチェーン21 1986.10 4932/24/86 1110331610

脳関係1 脳卒中 気力で生きた日々 和田 花子／著 文芸社 1999.3 916.00/6901/1999 5015749373

脳関係1 脳卒中
ワープロ通信

障害に生きる日々
井下田 憲／著 あすなろ社 1991.7 J590/3679/91 1124628837

脳関係1 脳卒中
この苦しみは私たちだけでよい

脳卒中闘病記集
山本博繁／編 あすなろ社 1984.8 J590/1747/84 1122202393

脳関係1 脳卒中
墨の芸術家内山雨海の再起

脳卒中克服のドキュメント
内山雨海／著 健友館 1981 J590/1196/81 1122449784

脳関係1 脳卒中 脳卒中後遺症と戦いつゝ 大塚長四郎／著 大塚チヨノ 1967 J590/1059/67 1122551447

脳関係1 脳卒中
ある朝突然に

脳卒中で定年を迎えて
所武雄／著 秋田書店 1965 J590/T692/A 1125437123

脳関係2 脳梗塞
ベランダの車椅子

私の介護体験記
植田 芳子／著 元就出版社 1999.9 916.00/6902/1999 5015749391
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脳関係2 脳梗塞
老いて生き生き

リハビリを越えて
杉原 丈士／著 吉備人出版 1999.7 914.60/ス2001/601 5000021707

脳関係2 脳梗塞
お母さん、ごめん

尊厳死の願いを無視された植物人間=妻の悲劇
佐々木 賢太郎／著 マガジンハウス 1997.3 J590/5190/97 1128219496

脳関係2 脳梗塞
生かされた命

リハビリを受けながら
豊田 正子／著 岩波書店 1996.10 9146/5971/96 1115246772

脳関係2 脳梗塞
車椅子の目線で

京都・バリ島、暮らしの旅
大村 しげ／著 佼成出版社 1996.9 9146/6154/96 1115232113

脳関係2 脳梗塞
私の脳卒中体験

自己流リハビリは楽しかった
田中 良太／著 同時代社 1995.9 4937/3566/95 1115006883

脳関係2 脳梗塞
歩けた!手が動いた

あるビジネスマンの脳卒中リハビリ成功記
森山 志郎／著 オリジン社 1991.9 J590/3707/91 1124659646

脳関係2 脳梗塞
脳卒中実習記

医大生が倒れてから復学するまで
石黒勇二／著 文芸春秋 1991.3 J590/3602/91 1124232883

脳関係2 脳梗塞 病いとともに流転楽天 鈴木 俊平／著 新潮社 1991.2 9146/3741/91 1112812380

脳関係2 脳梗塞
脳卒中体験記

ころんでもただは起きない
韮沢 忠雄／著 光陽出版社 1990 493.7/6408/1990 5015749293

脳関係2 脳梗塞
失語症・二人三脚

ホラじいちゃんの歌がきこえる
高瀬辰雄／著 高瀬辰雄 1988.10 916.00/6475/1988 5011874364

脳関係2 脳梗塞 死んでたまるか 麻生良方／著 講談社 1985.9 J590/2212/85 1120245186

脳関係2 脳梗塞 ミチコ 西江孝之／著 佼成出版社 1981.9 J590/1160/81 1122377442

脳関係2 脳梗塞
パパは生きている

植物人間から奇跡的に甦ったある科学者の手記
安井信朗／著 風媒社 1977 J590/709/77 1122354125

脳関係3 脳腫瘍 ひとりのひとを哀しむならば 大沢 恒保／著 河出書房新社 1999.4 9160/5069/99 1115878160
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脳関係3 脳腫瘍
医者が末期がん患者になってわかったこと　続

家族の闘いと看護の記録

岩田 隆信／著 , 岩田 規子

／著 , 河野 浩一／編
中経出版 1998.7 4937/3937/2 5001181760

脳関係3 脳腫瘍
医者が末期がん患者になってわかったこと

ある脳外科医が脳腫瘍と闘った凄絶な日々

岩田 隆信／[著] , 河野 浩

一／編
中経出版 1998.2 4937/3937/98 1128553126

脳関係3 脳腫瘍 命ありがとう 萩本 はる子／著 同成社 1996.3 916.00/6953/1996 5015852220

脳関係3 脳腫瘍 勝ち目のない闘い 右田 吉拡／著 松籟社 1995.12 916.00/6951/1995 5015852202

脳関係3 脳腫瘍 がんに救われた男の物語

クロード・ドスドール／

著 , ジョアンヌ・ブロー

チ／著 , 阿部 秀雄／訳

日本教文社 1995.9 9360/3273/95 1115006391

脳関係3 脳腫瘍
最後のストライク

津田恒美と生きた2年3カ月
津田 晃代／著 勁文社 1995.6 7837/3139/95 1114975007

脳関係3 脳腫瘍 ではまた明日
西田 英史／著 , 西田 裕三

／編
草思社 1995.3 J590/4686/95 1127729216

脳関係3 脳腫瘍
もう一度、投げたかった

炎のストッパー津田恒美・最後の闘い

山登 義明／著 , 大古 滋久

／著
日本放送出版協会 1994.9 7837/3134/94 1114761708

脳関係3 脳腫瘍 ばいばい、フヒタ 藤田 直子／[ほか]著 読売新聞社 1994.2 J590/4313/94 1127381958

脳関係3 脳腫瘍
眠れぬ夜の夢

脳腫瘍と闘ったある若きナースの病床日記

伊藤 ゆきえ／編著 , 岸田

良平／編著
日総研出版 1993.10 916.00/6954/1993 5015852249

脳関係3 脳腫瘍
生の時刻

クオリティー・オブ・ライフ
酒井 三到男／著 かまくら春秋社 1992.11 J590/4088/92 1125665853

脳関係3 脳腫瘍 薄明の淵に落ちて 徳岡 孝夫／著 新潮社 1991.4 9146/3808/91 1113005500

脳関係3 脳腫瘍
あ?か?さ?た?な?で話そうね

脳腫瘍と闘った親娘の記録
田中 紀代和／著 エム・ビー・シー21 1991.1 J590/3566/91 1124188319
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脳関係3 脳腫瘍
あしたも明るい日であ〜れ

ガン小児病棟からの祈り
木村勝美／著 リヨン社 1987.9 9160/129/87 1111762309

脳関係3 脳腫瘍
あげは蝶が飛んだよ

少年と脳外科医の記録
三輪和雄／著 朝日イブニングニュ-ス社 1986.11 J590/2215/86 1120129614

脳関係3 脳腫瘍
ペドロに爪を

脳腫瘍を生き抜いて…
藤本博孝／著 青也書店 1983.7 J590/1563/83 1122554396

脳関係3 脳腫瘍 ママは不死鳥(フエニツクス) 高橋 二三／著 講談社 1983.4 916.00/6970/1983 5015852051

脳関係3 脳腫瘍
お母さんと言って

脳腫瘍とたたかったわが子へ
瀬谷道子／著 新日本出版社 1983.3 J590/1528/83 1122554055

脳関係3 脳腫瘍 メキシコに光を見つけて 貝原幸夫／著 大和書房 1982.6 J590/1311/82 1122451110

脳関係3 脳腫瘍
十八歳の生と死

笹沼健太郎君の日記が問いかけるもの
三上満／著 現代史出版会 1978.11 J590/787/78 1122391049

脳関係3 脳腫瘍
試みの夜は明けて

ある脳腫瘍体験者の心の記録
山崎孝子／著 こぐま社 1974 J590/842/74 1122391577

脳関係3 脳腫瘍
落花抄

娘白蘭への鎮魂歌
花谷楓／著 中央公論社 1972 J590/22/72 1123513638

脳関係3 脳腫瘍
子にわびる母の記録

ゆえにこの涙の谷より
田中澄江／著 青春出版社 1970 J590/T411/K 1125437526

脳関係3 脳腫瘍 人生はこんなにたのしいのに 江間章子／著 二見書房 1967 J590/E410/Z 1125432744

脳関係3 脳腫瘍
涙の谷より

子にわびる母の記録
田中澄江／著 光文社 1956 J590/T411/N 1125437517

脳関係4 脳腫瘍、くも膜下出血 東京タワーに灯がともる 内田 あゆみ／著 新風舎 1997.5 916.00/6947/1997 5015852140

脳関係5 くも膜下出血 車いす記者奮戦記 土井 清之／著 朝日新聞社 1993.9 J590/4186/93 1125828500
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脳関係5 くも膜下出血
新しい障害者

クモ膜下出血〜そして廃人
矢柄 友子／著 秋桜社 1989.4 J590/3306/89 1123780364

脳関係5 くも膜下出血
ある日突然…

事件記者のクモ膜下出血闘病記
岡田 健三／著 大和書房 1988.11 J590/3106/88 1123294774

脳関係5 くも膜下出血 親を看とらば 荒牧規子／著 碩文社 1981.6 3692/327/81 1121300012

脳関係5 くも膜下出血
失語症の歌

手記・脳外科手術患者の復権
山田一彰／著 ぶどう社 1978 J590/766/78 1122354813

脳関係6 脳出血
負けてたまるか

闘病中、私を支えてくれたもの
志水 勇祐／著 町田ジャーナル社 1999.10 916.00/6900/1999 5015749364

脳関係6 脳出血
脳卒中で倒れてから

よく生きよく死ぬために
鶴見 和子／著 婦人生活社 1998.8 9146/6782/98 1115713429

脳関係6 脳出血
割りばしの詩が聞こえる

「死にそこなった男」の物語
綾野 まさる／[著] ハート出版 1998.6 9160/5005/98 1115672738

脳関係6 脳出血
回生を生きる

本当のリハビリテーションに出会って
鶴見 和子／[ほか]著 三輪書店 1998.5 4947/3138/98 1115670241

脳関係6 脳出血
脳卒中からはじまった

あるエンジニアの生還プログラム
西 勝人／著 新潮社 1995.11 4937/3605/95 1127759396

脳関係6 脳出血
明日へ!

つばさ折れても
鈴木 猪久馬／[著] ひくまの出版 1991.5 9160/3485/91 1113011140

脳関係6 脳出血
天国へ逝った満点パパ

東八郎の浅草人情物語
飛田 裕子／著 ハート出版 1989.7 7753/3005/89 1123779069

脳関係6 脳出血
やっぱりペンしかない

脳卒中記者の職場復帰
横田 三郎／著 講談社 1988.7 J590/3057/88 1123232056

脳関係6 脳出血 脳卒中から生還した記者 横田三郎／著 毎日新聞社 1987.6 J590/2418/87 1120481639

脳関係6 脳出血
生きるなり

脳卒中から奇跡の生還
千秋実／著 文芸春秋 1980 9160/チアキ/ 1111318597
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脳関係6 脳出血 脳卒中と闘った365日奇跡の生還 佐藤正忠／著 経済界 1980 J590/971/80 1122393179

脳関係7 脳幹出血 脳幹出血から社会復帰まで 宮地 俊典／著 近代文芸社 1994.10 916.00/6943/1994 5015852098

脳関係8 脳梗塞、失語症
脳卒中・あなたならどうする

完全復帰した医師の記録
鈴木 信／著 大修館書店 2000.4 493.7/5084/2000 5000796199

脳関係8 脳梗塞、失語症
言葉が消えた!

失語症と闘う新人賞作家の手記
早野 貢司／著 風媒社 1991.6 J590/3641/91 1124577175

脳関係8 脳梗塞、失語症 脳卒中リハビリ日記 横田整三／著 朝日新聞社 1985.1 J590/1898/85 1122203971

脳関係9 脳出血、失語症 妻たおれ夫オロオロ日記 藤子 不二雄A／著 中央公論新社 2000.5 S916.00/6918/2000 5015849889

脳関係9 脳出血、失語症
リハビリ医の妻が脳卒中になった時

発病から復職まで

長谷川幸子／著 , 長谷川

幹／著
日本医事新報社 1999.3 4937/3855/99 1115790491

脳関係9 脳出血、失語症
可能性への挑戦

脳出血で倒れた男のリハビリ体験記
中島 和夫／著 新風舎 1998.9 916.00/6919/1998 5015849904

脳関係9 脳出血、失語症
新聞記者で死にたい

障害は「個性」だ
牧 太郎／著 中央公論社 1998.4 9160/4920/98 1115660835

脳関係9 脳出血、失語症
大復活

脳溢血患者の爽快・熱血リハビリ記
永倉 万治／著 講談社 1997.12 9160/4878/97 1115561309

脳関係9 脳出血、失語症 たのむよ和代氏、もう一度しゃべって 藤子 不二雄A／著 中央公論社 1997.3 9160/4727/97 1115387180

脳関係9 脳出血、失語症
父帰る

平成元年大熱血闘病記
永倉 万治／[著] 角川書店 1994.10 S916.00/7077/1994 5016427187

脳関係9 脳出血、失語症 大熱血闘病記 永倉 万治／著 角川書店 1992.1 J590/3818/92 1124755947

脳関係10 頭部外傷
脳外傷ぼくの頭はどうなったの?!

交通事故などの後遺症に悩む若者たち
原口 三郎／著 明石書店 1999.8 493.73/5003/1999 5000010660
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脳関係10 頭部外傷
人間だもの生きてるよ

章喜の命を支えた家族の手記
醍醐の森／編 随想舎 1998.12 916.00/6974/1998 5015849950

脳関係10 頭部外傷
生きるってすばらしいね

植物状態からの脱出
望月 春江／著 日本看護協会出版会 1998.1 916.00/7074/1998 5016427098

脳関係10 頭部外傷 舞踊 生と死のはざまで 石田 種生／著 春秋社 1993.5 9160/3995/93 1114488859

脳関係10 頭部外傷
魂のリハビリテーション

植物人間からの生還
新井智／著 筑摩書房 1984.2 J590/1726/84 1120781410

脳関係10 頭部外傷 生きるってすばらしいね-植物状態からの脱出 望月春江／著 日本看護協会出版会 1982.7 J590/1330/82 1122451290

脳関係10 頭部外傷
サッちゃんの四角い空

植物人間との闘い
梶田欽志／著 渓声社 1978 J590/721/78 1122354232

脳関係10 頭部外傷
いのちある限り

ある脳神経外科医の記録
三輪和雄／著 サイマル出版会 1976 J590/504/76 1122351947

脳関係10 頭部外傷
生きていてよかった

植物人間からの生還

佐々木栄一郎／著 , 佐々

木澄子／著
日新報道 1976 J590/617/76 1122353137

脳関係10 頭部外傷
タラ

小さな生命の詩

マイケル・ネイスン／

[著] , ドナ・ネイスン／

[著] , 石井清子／訳

三笠書房 1975 3780/N/ 1111192691

脳関係10 頭部外傷
長欠児

脳傷害の子と母の闘い
岡田まき子／著 共栄書房 1966 J590/O444/T 1125422363

脳関係11 未破裂脳動脈瘤
やっと名医をつかまえた

脳外科手術までの七十七日
下田 治美／著 新潮社 1999.4 9160/5076/99 1115883779

脳関係11 未破裂脳動脈瘤
患者は、いつも冒険です。

血管内手術を体験して
清水 美子／著 ウインかもがわ 1997.9 J590/5376/97 1128419488

脳関係11 未破裂脳動脈瘤
いのちの聖域

未破裂脳動脈瘤てんまつ記
前野 一雄／著 三五館 1994.12 4946/3097/94 1127586258
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脳関係12 急性小脳失調症 四歳でリセットされた娘 金井 ユカリ／著 文芸社 2002.9 916.00/6923/2002 5015849969

脳関係13 急性脳症
生と死のあいだ

脳死の娘との二か月半母が見つめた全記録
筒井 とも子／著 新風舎 1999.9 916.00/6924/1999 5015849978

脳関係14 脳死
犠牲(サクリファイス)

わが息子・脳死の11日
柳田 邦男／著 文芸春秋 1995.7 J590/4696/95 1127859650

脳関係14 脳死
着たかもしれない制服

わが子は脳死宣言。そのとき医師の私は…。
杉本健郎／[ほか]著 波書房 1986.3 J590/2209/86 1120175519

脳関係14 脳死 脳死をこえて 藤村志保／[ほか]著 読売新聞社 1985.11 J590/2216/85 1120315155

脳関係15 脊髄小脳変性症
心はどこへでも

VIVA!飛鳥100泊車椅子の旅
富永 博子／著 エフエー出版 1997.12 916.00/6950/1997 5015852187

脳関係15 脊髄小脳変性症
いのちのハードル

「1リットルの涙」母の手記
木藤 潮香／著 エフエー出版 1989.5 J590/3177/89 1123741974

脳関係15 脊髄小脳変性症
1リットルの涙

難病と闘い続ける少女亜也の日記
木藤亜也／著 エフエ-出版 1986.2 J590/2184/86 1120137607

脳関係16 小脳出血 無病足災 大野 真由美／著 文芸社 2002.8 289.1/オ2340/601 5015849987

脳関係17
ロックトインシンドロー

ム（閉じ込め症候群）

沈黙を超えて生きる

夫と妻…それぞれの愛と闘いの物語

フィリップ・ヴィガン／

著 , ステファヌ・ヴィガ

ン／著 , 中山 真彦／訳

主婦と生活社 1998.8 9560/3035/98 1115710973

脳関係17
ロックトインシンドロー

ム（閉じ込め症候群）
潜水服は蝶の夢を見る

ジャン=ドミニック・

ボービー／著 , 河野 万里

子／訳

講談社 1998.3 9560/3033/98 1115638226

脳関係18 脳炎 神様がくれた私の右足 高木 大輔／著 高木書房 1999.9 289.1/5007/1999 5000018677

脳関係18 脳炎 春をまつ詩 滝本艶子／編著 ひまわり出版 1981 J590/1101/81 1122376810
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脳関係18 脳炎 横塚晃一最後の闘いはやくゆっくり
介護ノート編集委員会／

編
介護ノート編集委員会 1979 J590/878/79 1122391924

脳関係18 脳炎
偽りよ死ね

脳性マヒ者の愛と闘いの記録
寺ノ門栄／著 参玄社 1973 J590/208/73 1123478225

脳関係18 脳炎
悲しみと愛と救いと

重症心身障害児を持つ母の記録
北浦雅子／著 佼成出版社 1966 J590/833/66 1123586071

脳関係18 脳炎
愛の証しのとき

ある脳性マヒ夫婦の記録

和田光司／著 , 和田美和

子／著
実業之日本社 1965 J590/W160/A 1125447756

脳関係19 脳性麻痺
ジョーイ

あるイギリス人脳性麻痺者の記憶

ジョーイ・ディーコン／

著 , 泉 康夫／訳
高文研 2019.12 936.0/5463/2019 7112417581

脳関係19 脳性麻痺 生きられますから大丈夫ですよ
伊田 みゆき／著 , 渡辺 眸

／写真
地湧社 1999.4 9160/5057/99 1115839494

脳関係19 脳性麻痺
私の右手はお猿の手

ポリオと生きる
三好 文江／著 新風舎 1998.12 916.00/7004/1998 5015970618

脳関係19 脳性麻痺 娘より三日間長生きしたい 礒野 優雄／著 日本図書刊行会 1998.1 916.00/7005/1998 5015970707

脳関係19 脳性麻痺 生きることのはじまり 金 満里／著 筑摩書房 1996.8 289.2/キ2184/601 5016427104

脳関係19 脳性麻痺 笑ってよ、ゆっぴい 石井 めぐみ／著 フジテレビ出版 1996.7 J590/5005/96 1128034965

脳関係19 脳性麻痺
風に向かって走れ!

Hi,what's up?
磯田 アンナ／編著 かまくら春秋社 1993.9 J590/4228/93 1125835579

脳関係19 脳性麻痺
私負けたくない青春だもん

ある障害者の心の告白
北地 恵／著 かのう書房 1993.4 J590/4094/93 1125722181

脳関係19 脳性麻痺
笑って!礼子

太陽に向かって生きる
近藤 礼子／著 エフエー出版 1990.11 J590/3530/90 1124141134

脳関係19 脳性麻痺 命よ燃えろ心よ光れ 小曽根俊子／著 講談社 1985.4 J590/1922/85 1122204235
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脳関係19 脳性麻痺 百色のクレヨン 滝沢忠義／著 桐原書店 1984.5 J590/1763/84 1122202553

脳関係19 脳性麻痺 胎児期 長谷川泰造／著 とみや企画・書籍部 1984.5 J590/1965/1 1122204674

脳関係19 脳性麻痺 美しく愛に生きる 長沼雅美／著 講談社 1984.1 J590/1716/84 1120781303

脳関係19 脳性麻痺
やるだけやるさ

脳性小児マヒを克服した青年画家の半人前の半生記
菊池盛昌／著 あいわ出版 1983.9 J590/1664/83 1122555384

脳関係19 脳性麻痺
燃えつきるまで

脳性小児マヒの母の手記
石塚公子／著 サンマ-ク出版 1983 J590/1597/83 1122554734

脳関係19 脳性麻痺 孝雄君ありがとう 飯泉糸子／著 こずえ 1981 J590/1090/81 1122376721

脳関係19 脳性麻痺
いのち萌え

おかあさん身体がなければよかったね
今崎暁巳／著 労働旬報社 1979 J590/877/79 1122391915

脳関係19 脳性麻痺
私には蒼い海がある

重症心身障害者の娘と母の記録
杢早苗／著 双葉社 1975 J590/385/75 1122350743

脳関係19 脳性麻痺
愛の灯は消えず

ある身障児の人間記録
草島時介／編 R出版 1971 J590/A257/A 1125446169

脳関係19 脳性麻痺 ひたむきに愛を求めて 船越昌／著 主婦の友社 1971 J590/H8331/H 1125262635

脳関係19 脳性麻痺 いのちの讃歌 今崎暁巳／著 労働旬報社 1970 J590/I338/I 1125321852

脳関係19 脳性麻痺
歩け礼子よ!

重度身障児として生きて
近藤礼子／著 草土文化 1968 J590/K778/A 1125431086

脳関係19 脳性麻痺
おじさんありがとう

小川一郎・佐々木るみ子愛の往復書簡

小川一郎／著 , 佐々木る

み子／著 , 福永哲也／編
集団形星 1968 J590/O266/O 1125422327

脳関係19 脳性麻痺 根絶 上田哲／著 現代ジャ-ナリズム出版会 1967 J590/U239/K 1125469673
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脳関係19 脳性麻痺
ウワちゃんとおはるさん

ひとすじに道を求めて
花田春兆／著 読売新聞社 1966 J590/H171/U 1125433080

脳関係19 脳性麻痺
涙の谷間に太陽を

小児マヒを克服したあゆみの記録
小此木孝夫／著 芸文社 1966 J590/O566/N 1125422407

脳関係19 脳性麻痺
風よこの灯を消さないで

小児マヒの娘と共に20年その愛の記録
城戸礼／著 集英社 1963 J590/K552/K 1125274340

脳関係19 脳性麻痺 生きた人形 杢早苗／著 展望社 1961 J590/M749/I 1125384816

脳関係X 複数の脳疾患
我が心の旅路

脳卒中を生きる
玉井 義三／著 新風舎 1998.4 914.60/タ2294/601 5015749300

脳関係X 複数の脳疾患 甦る!失語症克服の記録 恋塚弘／著 講談社 1987.9 J590/2491/87 1120541700

脳関係Y その他の脳疾患
生きちゃった

半身マヒ・十六歳からの格闘記
山田真理子／著 山田真理子 2003.8 916.00/6975/2003 5015852294

脳関係Y その他の脳疾患 失語症との闘い 東京失語症友の会／編集 東京失語症友の会 1983 J590/1587/83 1122554645

闘病記 闘病記に関する本
いのち輝く

闘病記100冊から学ぶ
前田 志奈子／著 看護の科学社 1991 490.3/5088/1991 5015970888
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