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   ※下記の資料を参考に、罹患者数の 
  多いがんについて取り上げました。 
   
         参考文献『がんの統計 2012年版』 
    （がん研究振興財団 2012.12） 

がん全般   各種がん 

 埼玉県立久喜図書館 自然科学・技術資料担当   

 埼玉県久喜市下早見85－5  Tel：0480-21-2659   
 

   日本人の２人に１人が、一生のうちにがんになる可能性があるといわれています。  

 すべての人にとって、がんは身近な病気です。 

 これからがんのことを知りたいという方や、治療中の方、そのご家族のお役に立てるよう、 

図書・雑誌を集めました。 

 この資料展示リストでは、埼玉県立図書館の所蔵資料のなかから、比較的最近刊行された 

がんの基礎知識、予防と検診、治療方法、緩和ケア、治療中の生活、がんと仕事などの資料 

を中心に、罹患数の多いがんについては各がんの資料を掲載しています。 

   

 がんとの闘いは“情報戦”といわれています。がんという病気について理解し情報を得る

ために、この機会をぜひご活用ください。 
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書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

最新！がん治療
　　予防から緩和ケアまですべてがわかる

弘前大学大学院
医学研究科/著

朝日新聞出版 2011.6 494.5/ｻｲ

がんになったら手にとるガイド
国立がん研究センターが
ん対策情報センター/編著

学研メディカル
秀潤社

2011.3 494.5/ｶﾝ

最新「がん」の医学百科　改訂版
主婦と生活社/編，
向山雄人/監修

主婦と生活社 2010.9 494.5/ｻｲ

がん　（図説カラダ大辞典 2）
図説カラダ大辞典編集
委員会/編

金沢医科大学
出版局

2010.6 494.5/ｶﾝ

がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと 土屋了介，奥仲哲弥/著 エクスナレッジ 2010.3 494.5/ｶﾝ

がん診療パーフェクト
　　基礎知識から診断・治療の実際まで

佐々木常雄/編 羊土社 2010.3 494.5/ｶﾝ

がんで「困った」ときに開く本　2010
　　Q&Aで358の「困った」に即回答！

朝日新聞出版 2009.10 494.5/ｶﾝ

ガンを恐れず　　ガン難民にならない患者学 藤野邦夫/著 角川書店 2009.8 494.5/ｶﾝ

がん医療これからどうなる 日本経済新聞社/編
日本経済新聞

出版社
2008.6 494.5/ｶﾝ

がん患者さんの心と体の悩み解決ガイド 日経メディカル/編 日経BP社 2007.1 494.5/ｶﾝ

がんの教科書 中川恵一/著 三省堂 2006.5 494.5/ｶﾝ

がんのリハビリテーションガイドライン
日本リハビリテーション医学
会がんのリハビリテーション
ガイドライン策定委員会/編

金原出版 2013.4 494.5/ｶﾝ

がんを治す在宅療法大事典　 改訂新版
　　退院後から始まる本当の闘い

帯津良一/編著 二見書房 2010.6 494.5/ｶﾝ

がん生物学イラストレイテッド 渋谷正史，湯浅保仁/編 羊土社 2011.7 491.65/ｶﾝ

TNM悪性腫瘍の分類　日本語版
L.H.Sobin，
M.K.Gospodarowicz/編

金原出版 2010.9 491.65/ﾃｲ

がんの謎に迫る 石田寅夫/著 講談社 2010.2 491.65/ｶﾝ

がんとがん医療に関する23話 荒田洋治/著 薬事日報社 2009.9 494.5/ｶﾝ

がんはなぜ生じるか
　　原因と発生のメカニズムを探る

永田親義/著 講談社 2007.12 491.65/ｶﾝ

あなたのためのがん用語事典
日本医学ジャーナリスト
協会/編著

文藝春秋 2004.8 491.65/ｱﾅ

専門医が教えるがんで死なない生き方 中川恵一/著 光文社 2011.9 491.65/ｾﾝ

　① がん治療の基礎知識　　　　　　　　 《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

　② がんってなに？　がんができる仕組み

　③ 予防と検診

 

 

 

● テーマは便宜的に区分しており、掲載資料は所蔵資料の一部です。 

● すべて貸出が可能です（資料によっては貸出中のものがあります）。 

●「請求記号」欄のうち、[浦]との表示がある資料は埼玉県立浦和図書館、［熊］との表示が 

  ある資料は埼玉県立熊谷図書館の所蔵資料です。 
 
【注意点】 

● 病気や薬に関する知識・情報は日々変わっています。ここにある資料がすべてではありません。 

● 常に最新の情報にあたり、ご自身で複数の情報源を比較して判断することが大切です。 

 

１ 図書リスト 
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がん健診のすすめ
　　外科医が訴える早期発見早期治療の大切さ

城戸哲夫/著 現代書林 2011.8 491.65/ｶﾝ

がんの予防
　　（国立がん研究センターのがんの本）

小学館
クリエイティブ

2010.8 491.658/ｶﾝ

かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック
がん検診受診向
上アドバイザリー
パネル委員会

2010.3 494.5/ｶｶ

食べものとがん　　がんを遠ざける食生活 津金昌一郎/著 薬事日報社 2010.1 491.658/ﾀﾍ

がん検診は誤解だらけ　　何を選んでどう受ける 斎藤博/著 日本放送出版協会 2009.11 491.65/ｶﾝ

なぜ、「がん」になるのか？その予防学教えます。 津金昌一郎/著 西村書店 2009.8 491.658/ﾅｾ

新がん化学療法ベスト・プラクティス
佐々木常雄，
岡元るみ子/編

照林社 2012.12 494.53/ｼﾝ

がんを薬で治す　2013年版
　　抗がん剤・分子標的薬・ホルモン剤

畠清彦/責任編集 朝日新聞出版 2012.11 494.53/ｶﾝ

がん化学療法　（がん看護セレクション） 長場直子，本村茂樹/編
学研メディカル

秀潤社
2012.10 492.926/ｶﾝ

がん化学療法と患者ケア　改訂第3版 柳原一広，福島雅典/監修 医学芸術社 2012.8 492.926/ｶﾝ

Q&Aでナットクがん化学療法と看護 新井敏子/編 中央法規出版 2011.3 492.926/ｷﾕ

がんの分子標的と治療薬事典 西尾和人，西條長宏/編 羊土社 2010.10 494.53/ｶﾝ

抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

西條長宏/編 医薬ジャーナル社 2010.7 494.53/ｺｳ

外来がん化学療法Q&A　第2版
阿南節子/編著，
河野えみ子/共著

じほう 2010.2 494.53/ｶｲ

患者中心のがん医療ガイド 瀬戸山修/著 日本評論社 2008.7 494.53/ｶﾝ

がん薬物療法における支持療法
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

西條長宏/編 医薬ジャーナル社 2005.6 494.53/ｶﾝ

放射線治療計画ガイドライン　2012年版 日本放射線腫瘍学会/編 金原出版 2012.11 494.54/ﾎｳ

心配しないでいいですよ放射線治療
　改訂第2版

がん研有明病院放射線
治療部/編著

真興交易医書
出版部

2012.12 494.54/ｼﾝ

がん放射線治療　　（がん看護セレクション）
唐澤久美子，
藤本美生/編

学研メディカル
秀潤社

2012.10 492.926/ｶﾝ

今、本当に受けたいがん治療 西尾正道/著 エム・イー振興協会 2009.5 494.54/ｲﾏ

ガンマナイフ
　　切らずにがんを治す放射線手術

小林達也/著 平凡社 2008.5 494.54/ｶﾝ

がんは放射線治療で治す 中川恵一/編・著 エム・イー振興協会 2007.10 494.54/ｶﾝ

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン
　2010年版

日本緩和医療学会緩和
医療ガイドライン作成
委員会/編

金原出版 2010.6 494.53/ｶﾝ

苦痛緩和のための鎮静に関するガイドライン
　2010年版

日本緩和医療学会緩和
医療ガイドライン作成
委員会/編

金原出版 2010.6 494.5/ｸﾂ

がん疼痛マネジメント　　（がん看護セレクション） 林章敏/編著
学研メディカル

秀潤社
2012.10 492.926/ｶﾝ

がん性疼痛ケア完全ガイド 林章敏，中村めぐみ/編 照林社 2010.2 492.926/ｶﾝ

がん性疼痛
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

下山直人/編 医薬ジャーナル社 2007.8 494.5/ｶﾝ

やさしいがんの痛みの自己管理　改訂3版 武田文和/著 医薬ジャーナル社 2007.1 494.5/ﾔｻ

　④ がんの治療法（薬物療法）　　　　　《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

　⑤ がんの治療法（放射線療法）

　⑥ 痛みのケア、緩和ケア
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がんの痛み治療の真実 武田文和/著 春秋社 2006.6 494.5/ｶﾝ

在宅緩和ケアまっぷ　埼玉県東部地区版
　　我が家に帰りたいと願うあなたへ

がん患者会シャロー
ム在宅緩和ケアまっ

ぷ作成委員会
2010.10 S498.16/ｻｲ

よくわかるがん緩和医療 江口研二，井関雅子/編 医薬ジャーナル社 2010.10 494.5/ﾖｸ

がんの最後は痛くない 大岩孝司/著 文藝春秋 2010.8 494.5/ｶﾝ

緩和医療　　痛みの理解から心のケアまで 小川節郎，鈴木勉/著 東京大学出版会 2010.6 494.5/ｶﾝ

生きる力がわく「がん緩和医療」 向山雄人/〔著〕 講談社 2009.7 494.5/ｲｷ

患者・家族のためのがん緩和マニュアル　（米国国
立がん研究所（NCI）PDQ・支持療法と緩和ケア版）

先端医療振興財団・臨床
研究情報センター/監修

日経メディカル
開発

2009.6 494.5/ｶﾝ

在宅ホスピスハンドブック　新装改訂版 関本雅子/著 医薬ジャーナル社 2009.4 494.5/ｻｲ

がんの痛み対策と緩和ケア
　　緩和医療はがんが見つかったときから始まる

向山雄人/〔著〕，
主婦の友社/編

主婦の友社 2009.4 494.5/ｶﾝ

がん緩和ケア最前線 坂井かをり/著 岩波書店 2007.3 494.5/ｶﾝ

がんに負けない心理学 和田のりあき/著 PHP研究所 2009.6 494.5/ｶﾝ

がん哲学外来入門 樋野興夫/著 毎日新聞社 2009.3 494.5/ｶﾝ

がん患者の心を救う　　精神腫瘍医の現場から 大西秀樹/著 河出書房新社 2008.4 494.5/ｶﾝ

「がん」になってからの食事と運動
　　米国対がん協会の最新ガイドライン

米国対がん協会/著，
村木美紀子/訳

法研 2013.6 494.5/ｶﾝ

がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった
73の食事レシピ

川口美喜子，
青山広美/著

医学書院 2011.11 494.5/ｶﾝ

抗がん剤・放射線治療と食事のくふう
静岡県立静岡がんセン
ター，日本大学短期大学
部食物栄養学科/編

女子栄養大学
出版部

2007.11 494.5/ｺｳ

がん術後の人の食事
太田博俊/病態，
伊吹幸/栄養指導

女子栄養大学
出版部

2005.3 494.5/ｶﾝ

もしも、がんが再発したら
国立がん研究センターが
ん対策情報センター/編著

英治出版 2012.3 494.5/ﾓｼ

再発がん治療最後の壁 田中秀一/著 東京書籍 2011.6 494.5/ｻｲ

がんが転移・再発したときすぐに知りたいQ&A 矢沢サイエンスオフィス/編 学習研究社 2008.3 494.5/ｶﾝ

がんをもつ労働者と職場へのより良い支援のための
12のヒント　（「治療と就労の両立」支援のための産
業看護職向けガイドブック）

「働くがん患者と家族に向けた
包括的就業支援システムの構
築に関する研究」班産業看護
グループ/編

高橋都 c2013
［浦］
366.28/ｶﾝ

診断されたらはじめに見る　　がんと仕事のQ&A
「働くがん患者と家族に向けた
包括的就業支援システムの構
築に関する研究」〔班〕/〔著〕

高橋都 2013.2
［浦］
366.28/ｼﾝ

企業（上司・同僚、人事労務、事業主）のための
「がん就労者」支援マニュアル

　「働くがん患者と家族に向け
た包括的就業支援システムの
構築に関する研究」〔班〕/〔著〕

高橋都 2013.2
［浦］
366.28/ｷｷ

「治療と就労の両立に関するアンケート調査」
結果報告　2012年8月

「働くがん患者と家族に向けた
包括的就業支援システムの構
築に関する研究」班/〔編〕

高橋都 2012.8
［浦］
366.28/ﾁﾘ

がんと一緒に働こう！ CSRプロジェクト/編 合同出版 2010.5
［浦］
366.99/ｶﾝ

　⑦ 心のケア

　⑧ 栄養と食事のくふう

　⑨ がんの再発　　　　　　　　　　　　《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

　⑩ がんと仕事
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医者の言いなりにならない「がん患者学」 平林茂/〔著〕 講談社 2011.8 494.5/ｲｼ

親ががんだとわかったら
　　家族目線のがん治療体験記

はにわきみこ/著 文藝春秋 2010.8 494.5/ｵﾔ

家族のがんに直面したら読む本 逸見晴恵，基佐江里/著 実務教育出版 2008.9 494.5/ｶｿ

大切な人が「余命6カ月」といわれたら？
　　家族がしてあげられる55のこと

ホスピスケア研究会/監修 河出書房新社 2008.8 494.5/ﾀｲ

がんとお金の本
　　がんになった私が伝えたい58のアドバイス

黒田尚子/著 ビーケイシー 2011.8 494.5/ｶﾝ

がん患者、お金との闘い 札幌テレビ放送取材班/著 岩波書店 2010.1 494.5/ｶﾝ

闘病記文庫入門 石井保志/著 日本図書館協会 2011.6
［熊］
014.1/ﾄｳ

闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと 星野史雄/著 産経新聞出版 2012.10 916/ﾎｼ

病気になった時に読むがん闘病記読書案内
パラメディカ，
ライフパレット/編

三省堂 2010.3 494.5/ﾋﾖ

がん　最新治療＆予防全国名医307人
　　（疾患別・全国実力医師シリーズ）

医療評価ガイド取材班/〔編〕
角川SSコミュニ
ケーションズ

2009.4 494.5/ｶﾝ

末期がんを「家」で看とってくれる医療機関
　全国版

川越厚/編著 保健同人社 2006.3 494.5/ﾏﾂ

胃癌治療ガイドライン　医師用
　2010年10月改訂〈第3版〉

日本胃癌学会/編 金原出版 2010.10 494.655/ｲｶ

胃癌取扱い規約　第14版 日本胃癌学会/編 金原出版 2010.3 493.45/ｲｶ

胃がん　改訂版
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

笹子三津留/編 医薬ジャーナル社 2012.12 493.455/ｲｶ

これでわかるピロリ除菌療法と保険適用
　改訂第4版

高橋信一/著 南江堂 2012.10 493.45/ｺﾚ

ガンを切らずに治す内視鏡治療「ESD」がわかる本 講談社/編 講談社 2011.8 493.455/ｶﾝ

「胃がん・大腸がんを薬で抑えましょう」と
言われた時　改訂版

小松嘉人/編 ヴァンメディカル 2011.7 493.455/ｲｶ

胃がんの最新治療 比企直樹/著 主婦の友社 2011.2 494.655/ｲｶ

胃がん　　治療・検査・療養
　　（国立がん研究センターのがんの本）

片井均，島田安博/監修
小学館

クリエイティブ
2011.2 493.455/ｲｶ

胃の病気とピロリ菌　　胃がんを防ぐために 浅香正博/著 中央公論新社 2010.10 493.45/ｲﾉ

やさしい胃がん外来化学療法の自己管理
　追補改訂版

瀧内比呂也/編 医薬ジャーナル社 2009.7 493.455/ﾔｻ

「胃がん」と言われたら…
　　検査・診断・治療・手術

平山廉三，松木盛行/著 保健同人社 2009.7 493.455/ｲｶ

胃手術後の100日レシピ
　　退院後の食事プラン

加藤チイ/栄養指導・
レシピ作成，
斉藤君江/料理作成

女子栄養大学
出版部

2010.3 494.655/ｲｼ

胃腸手術後の人の食事
河村一太/病態，
吉田千恵子/栄養指導

女子栄養大学
出版部

2005.3 494.65/ｲﾁ

臨床・病理肺癌取扱い規約　第7版 日本肺癌学会/編 金原出版 2010.11 493.385/ﾘﾝ

肺がん患者ケア　　（がん看護セレクション） 榮木実枝，奥村栄/編 学研メディカル秀潤社 2012.12 492.926/ﾊｲ

　⑪ 治療中の方やご家族の立場からみた治療、生活、お金のこと

　⑫ 闘病記案内

　⑬ 医療機関案内 《→３ インターネット情報「がん情報サービス」（p8）もご覧ください》

　⑭ 胃がん　　　　　　　　　　　　　　《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

　⑮ 肺がん　　　　　　　　　　　　　　 《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》   
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肺がん　　治療・検査・療養
　　（国立がん研究センターのがんの本）

関根郁夫，渡辺俊一/監修
小学館

クリエイティブ
2011.5 493.385/ﾊｲ

肺がん　改訂4版
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

西條長宏，加藤治文/編 医薬ジャーナル社 2011.11 493.385/ﾊｲ

抗悪性腫瘍薬肺がん　改訂版
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

西條長宏/編 医薬ジャーナル社 2011.11 493.385/ｺｳ

やさしい肺がん外来化学療法へのアプローチ 山本信之/編 医薬ジャーナル社 2010.7 493.385/ﾔｻ

末舛惠一の肺がん　　（名医の最新治療） 末舛惠一/著 主婦の友社 2010.5 493.385/ｽｴ

肺がんがわかる本　最新版 淺村尚生/監修 法研 2009.11 493.385/ﾊｲ

防ぐ、治す肺ガンの最新治療　新版 加藤治文/監修 講談社 2008.6 493.385/ﾌｾ

肺がん　　（よくわかる最新医学） 坪井正博/著 主婦の友社 2007.10 493.38/ﾊｲ

大腸癌治療ガイドライン　医師用　2010年版 大腸癌研究会/編 金原出版 2010.7 493.465/ﾀｲ

大腸癌治療ガイドラインの解説　2009年版 大腸癌研究会/編 金原出版 2009.1 493.465/ﾀｲ

大腸癌取扱い規約　第7版補訂版 大腸癌研究会/編 金原出版 2009.1 493.465/ﾀｲ

大腸癌　改訂4版
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

杉原健一/編 医薬ジャーナル社 2012.7 493.465/ﾀｲ

大腸がんを治す本 高橋慶一/著 法研 2011.9 493.465/ﾀｲ

大腸がん　　治療・検査・療養
　　（国立がん研究センターのがんの本）

藤田伸，島田安博/監修
小学館

クリエイティブ
2011.2 493.465/ﾀｲ

大腸がんの最新治療 福長洋介/著 主婦の友社 2011.1 493.465/ﾀｲ

やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理
　改訂版

朴成和/編 医薬ジャーナル社 2010.12 493.465/ﾔｻ

おしりの健康
　　大腸がん・肛門の病気のわかりやすい話

森田博義/著 朝日新聞出版 2010.10 493.46/ｵｼ

抗悪性腫瘍薬大腸癌
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

杉原健一/編 医薬ジャーナル社 2009.9 493.465/ｺｳ

大腸がん手術後の生活読本 高橋慶一/著 主婦と生活社 2009.5 493.465/ﾀｲ

大腸がん手術後の100日レシピ
森谷宜皓/医療解説，
桑原節子/栄養指導

女子栄養大学
出版部

2010.10 494.656/ﾀｲ

科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン
　2009年版

日本肝臓学会/編 金原出版 2009.11 493.475/ｶｶ

臨床・病理原発性肝癌取扱い規約
　第5版補訂版

日本肝癌研究会/編 金原出版 2009.7 493.475/ﾘﾝ

肝臓病　　治る時代の基礎知識 渡辺純夫/著 岩波書店 2011.7 493.47/ｶﾝ

「肝がん」と言われたら… 矢永勝彦，脇山茂樹/著 保健同人社 2010.8 493.475/ｶﾝ

肝がん
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

沖田極，幕内雅敏/編 医薬ジャーナル社 2009.1 493.475/ｶﾝ

やさしい肝臓病の自己管理 林紀夫/編 医薬ジャーナル社 2008.12 493.47/ﾔｻ

専門医がやさしく教える肝臓病 熊田博光/著 PHP研究所 2007.11 493.47/ｾﾝ

肝臓をいたわるおいしいレシピブック
大越郷子/料理監修，
柴田実/医学監修

保健同人社 2009.5 493.47/ｶﾝ

前立腺癌診療ガイドライン　2012年版 日本泌尿器科学会/編 金原出版 2012.4 494.96/ｾﾝ

泌尿器科・病理・放射線科前立腺癌
取扱い規約　第4版

日本泌尿器科学会，
日本病理学会/編

金原出版 2010.12 494.96/ﾋﾆ

　⑯ 大腸がん　　　　　　　　　　　　  《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

　⑰ 肝がん　　　　　　　　　　　　　  《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

　⑱ 前立腺がん［男性］　　　　　　　   《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

6



前立腺の病気 河村信夫/著 平凡社 2011.8 494.96/ｾﾝ

前立腺がん　　名医が語る最新・最良の治療 荒井陽一，鳶巣賢一/ほか著 法研 2011.7 494.96/ｾﾝ

前立腺がんの最新治療 赤倉功一郎/著 主婦の友社 2011.5 494.96/ｾﾝ

前立腺がん
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

大園誠一郎，
荒井陽一/編

医薬ジャーナル社 2008.10 494.96/ｾﾝ

前立腺がん　　（EBMシリーズ） 村石修/著 法研 2008.5 494.96/ｾﾝ

患者さんのための乳がん診療ガイドライン
　2012年版

日本乳癌学会/編 金原出版 2012.6 495.46/ｶﾝ

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン　1
　（治療編）　2011年版

日本乳癌学会/編 金原出版 2011.9 495.46/ｶｶ

科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン　2
　（疫学・診断編）　2011年版

日本乳癌学会/編 金原出版 2011.9 495.46/ｶｶ

臨床・病理乳癌取扱い規約　第17版 日本乳癌学会/編 金原出版 2012.6 495.46/ﾘﾝ

乳がん　　治療・検査・療養
　　（国立がん研究センターのがんの本）

木下貴之，藤原康弘/監修
小学館

クリエイティブ
2013.3 495.46/ﾆﾕ

乳がん患者ケア　　（がん看護セレクション） 阿部恭子，矢形寛/編
学研メディカル

秀潤社
2013.1 492.928/ﾆﾕ

乳がん薬物療法　改訂版
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

戸井雅和/編 医薬ジャーナル社 2012.9 495.46/ﾆﾕ

乳がん最新治療法と乳房再建 イカロス出版 2011.11 495.46/ﾆﾕ

乳がんインフォームドコンセントガイド 森本忠興，丹黒章/編 日本医事新報社 2011.6 495.46/ﾆﾕ

患者・家族と医療者のための乳がん診療マニュアル
　米国国立がん研究所（NCI）PDQ・乳がん診療版

先端医療振興財団・臨床
研究情報センター/監修

日経メディカル
開発

2011.4 495.46/ｶﾝ

乳がん低侵襲医療の新しい動き
　　（インフォームドコンセントのための図説シリーズ）

小山博記/編 医薬ジャーナル社 2010.4 495.46/ﾆﾕ

中村清吾の乳がんが見つかったときにまず読む本 中村清吾/著 主婦の友社 2010.3 495.46/ﾅｶ

乳がんカウンセリング　改訂第3版
　　ここまでは患者に伝えたい基礎知識

福富隆志/著 南江堂 2009.5 495.46/ﾆﾕ

生きるための乳がん
リリー・ショックニー/著，
青木美保/編訳

三一書房 2008.9 495.46/ｲｷ

乳がん　　（EBMシリーズ） 中村清吾/著 法研 2008.2 495.46/ﾆﾕ

「乳がん検診」がよくわかる本 坂佳奈子/著 小学館 2006.4 495.46/ﾆﾕ

乳がんの人のためのレシピ
乳がんとニュートリション
研究会/編，福田護/著

法研 2006.5 495.46/ﾆﾕ

子宮体がん治療ガイドライン　2009年版 日本婦人科腫瘍学会/編 金原出版 2009.11 495.43/ｼｷ

子宮頸癌治療ガイドライン　2011年版 日本婦人科腫瘍学会/編 金原出版 2011.11 495.43/ｼｷ

患者さんとご家族のための子宮頸がん・
子宮体がん・卵巣がん治療ガイドラインの解説

日本婦人科腫瘍学会/編 金原出版 2010.12 495.43/ｶﾝ

最新子宮頸がん予防 高橋真理子/著 朝日新聞出版 2011.7 495.43/ｻｲ

婦人科がん化学療法ハンドブック 杉山徹/編著 中外医学社 2011.5 495.4/ﾌｼ

子宮がん
主婦の友社/編，
宮城悦子/監修

主婦の友社 2010.7 495.43/ｼｷ

子宮がん・卵巣がん手術後の生活ガイド 加藤友康/監修 保健同人社 2009.5 495.43/ｼｷ

子宮・卵巣がん手術後の100日レシピ
加藤友康/医療解説，
桑原節子/栄養指導

女子栄養大学
出版部

2010.12 495.43/ｼｷ

女性のがん心のケア
　　乳がん・子宮がん・卵巣がん・大腸がん

大西秀樹/著 土屋書店 2008 495.4/ｼﾖ

　⑳ 子宮がん（子宮体がん・子宮頚がん）［女性］

　⑲ 乳がん［女性］　　　　　　　　　  《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》

《→２ 雑誌特集記事（p8）もご覧ください》   
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タイトル（特集名） 誌名　／　年月次 ページ数 巻号 出版年月

①　がんの疫学Update
　　　  －がん予防のための最新エビデンス－

医学のあゆみ　2012年5月5日 　p303-432 241(5) 2012.5.5

①　がん患者さんの退院支援・外来治療支援 訪問看護と介護　2012年4月 　p287-323 17(4) 2012.4.15
①　がんと身体活動 体育の科学　2012年2月 　p82-129 62(2) 2012.2.1
④　抗がん剤治療の最前線　分子標的薬剤の
　　 使用による進歩（後篇）

最新医学　2012年9月増刊 　p7-298 67 2012.9.25

④　抗がん剤治療の最前線　分子標的薬剤の
　　 使用による進歩（前篇）

最新医学　2012年6月増刊 　p7-255 67 2012.6.25

④　新世代のがん分子標的治療 最新医学　2012年12月 　p5-115 67(12) 2012.12.10

④　誰にもわかりやすい抗がん薬特集 がんサポート　2013年1月 　p20-47 11(1) 2012.12.15

⑨　再発・転移最新特集 がんサポート　2013年5月 　p20-53 11(5) 2013.4.16

⑪　がんとマネー特集 がんサポート　2013年7月 　p20-53 11(8) 2013.6.15

⑭　胃・食道がん特集 がんサポート　2012年6月 　p20-51 10(6) 2012.5.16

⑮　肺がんの診断と治療　－最新の話題－ 日本医師会雑誌　2013年4月 　p1-74 142(1) 2013.4.1

⑮　肺癌update 医学のあゆみ　2012年3月31日 　p1015-1236 240(13) 2012.3.31

⑮　肺がん総力特集 がんサポート　2012年11月 　p10-55 10(12) 2012.10.16

⑮　肺がんのすべて からだの科学　2011年Summer 　p1-123 270 2011.8.1

⑯　大腸がん最新特集 がんサポート　2013年6月 　p20-54 11(7) 2013.5.16

⑰　肝細胞がん診療の進歩　Up-To-Date 最新医学　2011年8月 　p5-107 66(8) 2011.8.10

⑰　肝がん・膵がん最新特集 がんサポート　2012年1月 　p20-43 10(1) 2011.12.16

⑱　前立腺がん最新特集 がんサポート　2013年2月 　p26-57 11(2) 2013.1.16

⑱　前立腺がん総力特集 がんサポート　2012年5月 　p20-49 10(5) 2012.4.16

⑲　乳がんのすべて からだの科学　2013年Spring 　p1-141 277 2013.5.1

⑲　乳がん総力特集 がんサポート　2013年8月 　p20-55 11(9) 2013.7.16

⑲　乳がん最新特集 がんサポート　2013年3月 　p20-55, 62-65 11(3) 2013.2.16

⑲　乳癌診療Update　最新診療コンセンサス2012 医学のあゆみ　2012年7月7日 　p1-150 242(1) 2012.7.7

⑲　乳癌切除後の乳房再建 医学のあゆみ　2011年5月21日 　p809-843 237(8) 2011.5.21

⑲　乳がん診療最前線 治療　2011年5月 　p1203-1300 93(5) 2011.5.1

⑳　婦人科がんの最新医学 からだの科学　2012年Summer 　p1-155 274 2012.8.1

⑳　子宮・卵巣がん最新特集 がんサポート　2012年2月 　p20-41 10(2) 2012.1.16

●「Minds（マインズ） 医療情報サービス」　http://minds.jcqhc.or.jp/n/  （公益財団法人 日本医療機能評価機構）

 ◇科学的根拠に基づき専門家によって作成された「診療ガイドライン」などの情報を提供。
 ◇医学用語や病気をテーマ別に調べることができる。

 ◇一般向け、医療関係者向けに、がんに関する様々な情報を提供。各種がんの解説、予防・検診方法、標準治療など。
 ◇病院検索も可能。全国のがん診療を行っている医療機関や情報が掲載されており、がんの種類や都道府県などを
    選択し、病院を検索したり、検索した病院の情報を見ることができる。
 ◇埼玉県のがん診療連携拠点病院に設置されている相談支援センターの情報も掲載。

 ◇米国国立がん研究所（NCI）が配信する世界最大・最新のがん情報データベース(Physician Date Query)の日本語版
    を提供。科学的根拠に基づくがん情報の要約の閲覧、臨床試験情報の検索可。がんに関する薬剤情報の検索は、
    一般名、商品名での検索が可能。がん用語辞書は、がん用語約7,000語(日本語、英語)を所収。

●「がん情報サービス」　http://ganjoho.jp/public/index.html　（独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター ）

●「がん情報サイト」　http://cancerinfo.tri-kobe.org/　（財団法人 先端医療振興財団　臨床研究情報センター(TRI) ）

信頼性の高いウェブサイトを以下にご紹介します。最新のがん関連情報はこちらから得ることができます。

 

 

● 過去2年以内に特集された雑誌記事について、「１ 図書リスト」の①～⑳の分野順にご紹介 

  します。2013年8月現在、すべて貸出可能です。 

  （刊行後2年以上が経過すると資料保存のために貸出できませんが、コピーは可能です。） 

３ インターネット情報 

２ 雑誌特集記事 
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