
【がん15～32】 闘病記文庫リスト 東京都立中央図書館健康・医療情報コーナー
2018年4月

闘病記文
庫の分類

病名 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料ＩＤ

がん15 胃がん
有終の死 : なぜこうも心穏やかに死を迎えられたのか?癌で
逝った医者の記録から (魅力学シリーズ)

志村利之著, 品川実
花編, 志村雅子編

プロスパー企画SC 2000 /289.1/シ2220/601 5015058759

がん15 胃がん
神さま、仏さま、看護婦さま--。 : ドクターが、がん体験を通じ
て実感した看護の力

高橋浩一著 日総研出版 2000 /492.9/5482/2000 5015058740

がん15 胃がん 胃を切った仲間たち : 胃切後遺症とその克服法
升田和比古著, 健胃
会監修

桐書房 2003 /493.4/5070/2003 5008640523

がん15 胃がん
自らがん患者となって : 私の胃全摘とその後－がん研究と臨
床の明日に想いを致す

杉村隆著 哲学書房 2005 /493.4/5139/2005 5012487220

がん15 胃がん
がんに負けない心理学 : 臨床心理士が教える心の応急手当
てとケアの方法

和田のりあき著 PHP研究所 2009 /494.5/5301/2009 5016742143

がん15 胃がん ホスピス医が自宅で夫を看取るとき 玉地 任子著 ミネルヴァ書房 2017 /494.5/5792/2017 7109431613

がん15 胃がん ふたりごころ 篠田 治美著 藤原書店 2015.12 /728.2/5423/2015 3 7109956843

がん15 胃がん
ラストステージ : ジャズシンガー・石野見幸がんを超えて響く命
の歌声

NHK取材班著, 中田
浩作構成・文

小学館集英社プロ
ダクション

2008 /767.8/5317/2008 5016029321

がん15 胃がん 吾輩はがんである 笑福亭小松著 講談社 2002 /779.1/5191/2002 5015058820

がん15 胃がん がん : 大橋巨泉の場合 大橋巨泉著 講談社 2005 /779.9/5028/2005 5011828370

がん15 胃がん サドン・デス 荒木啓一著 鳥影社 2000 /913.60/ア2285/601 5015058730

がん15 胃がん 終わりよければすべてよし 宍戸游子著 日本放送出版協会 2010 /914.60/シ2280/601 5017845403

がん15 胃がん 妻の大往生 永六輔著 中央公論新社 2002 /916.00/6251/2002 5005538508

がん15 胃がん がんを友に生きる : 空蟬橋を渡ったジャーナリスト 松井寿一著 元就出版社 2005 /916.00/6458/2005 5011883318

がん15 胃がん
三十、四十歳台の働き盛りが手術できないガンと言われたら
…

篠崎一朗著 篠崎一朗 2004 /916.00/6483/2004 5011776130

がん15 胃がん パパ
伊藤律子著, 松本直
美著, 渡辺知美著

文芸社 2000 /916.00/6762/2000 5015058721

がん15 胃がん 葛藤の日々590 鈴木直美著 文芸社 2001 /916.00/6763/2001 5015058801

がん15 胃がん 生と死の狭で : ある癌患者の記録 条田瑞穂著 イズミヤ出版 2002 /916.00/6764/2002 5015058810
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闘病記文
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病名 タイトル 編著者 出版社 出版年 請求記号 資料ＩＤ

がん15 胃がん 人生これからよ! : 末期ガンを乗り越えて 石原美佐子著 文芸社 2003 /916.00/6765/2003 5015058839

がん15 胃がん 天国へのメール : 鉄道マンを愛した妻から 大内優子著 文芸社 2003 /916.00/6766/2003 5015058848

がん15 胃がん 天使の復活 久慈澄江著 文芸社 2003 /916.00/6767/2003 5015058857

がん15 胃がん 生と死の狭間で : 末期癌と闘った365日
鈴木章弘著, 大久保
貴子著

文芸社 2003 /916.00/6768/2003 5015058866

がん15 胃がん 光 : 父の遺していったもの 久松ゆり著 本の森 2003 /916.00/6769/2003 5015058884

がん15 胃がん あした生きてね : いのち見つめた日々のこと 杉浦政子著 文芸社 2000 /916.00/6774/2000 5015058768

がん15 胃がん スワサンタン : 我が闘病 飯塚功著 文芸社 2001 /916.00/6775/2001 5015058777

がん15 胃がん 告知せず : 天国の妻へラブレター 西家洋治著 近代文芸社 2001 /916.00/6776/2001 5015058786

がん15 胃がん 三文ガン患者 谷岡雅樹著 太田出版 2001 /916.00/6777/2001 5015058795

がん15 胃がん たかが癌、されど癌 田中宏著 文芸社 2003 /916.00/6785/2003 5015058875

がん15 胃がん 砂の宴 岡村幹著 文芸社 2004 /916.00/6787/2004 5015058893

がん15 胃がん 告知せず 古財麗子著 文芸社 2003 /916.00/6891/2003 5015748895

がん15 胃がん
僕は、慢性末期がん : 「余命半年」の宣告どおりに死にたくな
い人におくる本 (文春新書 ; 694)

尾関良二著 文藝春秋 2009 /916.00/7092/2009 5016539067

がん15 胃がん ６５歳のがん治療日記 : 余命半年。それでも私は幸せだった 河本勝昭著 佼成出版社 2010 /916.00/7228/2010 5018313640

がん15 胃がん
ヒマラヤの風にのって : 進行がん、余命3週間の作家が伝えた
かったこと

吉村達也著
角川書店, 角川グループ
パブリッシング(発売) 2012 /916.00/7493/2012 7100854332

がん15 胃がん がんと明け暮れ : 記者が綴る10年の記録 村串栄一著 弓立社 2013 /916.00/7636/2013 7103172069

がん15 胃がん
未来のことは未来の私にまかせよう : 31歳で胃がんになった
ニュースキャスター

黒木奈々著 文藝春秋 2015 /916.00/7788/2015 7105585765

がん15 胃がん がん生活者の730日 : 2002-2004
曽田秀彦著, 曽田由
紀子編

西田書店 2007 /916.00/7806/2007 7105760892
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がん17 肝臓がん
奪われし愛と生命 : 「新婚さんいらっしゃい!」に刻まれたある
夫婦の物語

中井一夫著, 戸高真
弓美著

出版文化社 2002 /289.1/ナ2230/601 5015645047

がん17 肝臓がん 50年目の看護観 : がんへのチャレンジ 菊地芳子著 EDIXi出版部 2006 /493.4/5181/2006 5013661711

がん17 肝臓がん
医者がガンになった  :  再発しても「絶対に諦めない」ための闘
病論 

川崎平八郎著  新風舎  2007 /493.4/5197/2007 5013961478

がん17 肝臓がん
あきらめるな!肝ガン患者 : 私を見捨てた大学病院、救った大
学病院,ガンからの復活を衝撃のドキュメントでつづる肝ガン治
療最前線

田中孝一著, 若林剛
監修

コスモトゥーワン 2003 /493.4/5249/2003 5015645118

がん17 肝臓がん ガンを切る前に読む本 : 医師が体験した「切らない」新手術 町秀夫著 光文社 2000 /494.5/5257/2000 5015645029

がん17 肝臓がん
生体肝移植を受けて : 癌告知から八四○日の闘い (光文社新
書 ; 101)

是永美恵子著 光文社 2003 /494.6/5056/2003 5006664651

がん17 肝臓がん 生きる者の記録佐藤健 佐藤健著 毎日新聞社 2003 /916.00/6300/2003 5006832274

がん17 肝臓がん 百万回の永訣 : がん再発日記 柳原和子著 中央公論新社 2005 /916.00/6476/2005 5011989200

がん17 肝臓がん 俺は死なんぞ! : C型肝炎、肝臓癌からの生還 安原信人著 早稲田出版 2007 /916.00/6598/2007 5013556073

がん17 肝臓がん パパ、天国からEメールしてね (文芸社ヒューマン選書) 後藤桂子著 文芸社 2001 /916.00/6824/2001 5015645038

がん17 肝臓がん ガンに生かされて 飯島夏樹著 新潮社 2005 /916.00/6829/2005 5015645092

がん20 胆管がん カーテンコール
川島なお美著, 鎧塚
俊彦著

新潮社 2015 /772.1/5302/2015 7106640763

がん20 胆管がん 友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中 伸弥 著講談社 2017.1 /783.4/6109/2017 7109534700

がん20 胆管がん 律子、病魔と闘った千日 天野国男著 碧天舎 2004 /916.00/6827/2004 5015645074

がん20 胆管がん お父ちゃんの片道キップ 真崎弥寿子著 文芸社 2000 /916.00/6828/2000 5015645083

がん20 胆管がん 天国のママから届いた最後の贈り物
マリー・ロール・ピカ
著, ふじもとのりこ訳

講談社 2012 /956.0/5034/2012 7100610293

がん21 膵臓がん ガンと上手につきあいなはれ 黒田清著 徳間書店 2000 /493.4/5022/2000 5002057253

がん21 膵臓がん 転移 中島梓著 朝日新聞出版 2009 /915.60/ナ161/601 5017448996
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がん21 膵臓がん ホスピスが私に残された唯一の道 : 愛する人を看取って 中村浩子著 海鳥社 2000 /916.00/6050/2000 5000848034

がん21 膵臓がん ひので : こんな人が存在した、小河原和夫の本 小河原和夫の本を出す会編, [小河原
恵津子ほか著] 小河原恵津子 2006 /916.00/6594/2006 5013418756

がん21 膵臓がん 花毬の季 : 膵臓癌にて逝きし妻ミー坊に捧ぐ 長友康夫編 文芸社 2002 /916.00/6825/2002 5015645056

がん21 膵臓がん 花のえにし : 千恵子・追悼の記 横山とし彦著 文芸社 2000 /916.00/6826/2000 5015645065

がん21 膵臓がん ある日突然、末期癌と知って 横山邦彦著 碧天舎 2004 /916.00/6832/2004 5015645190

がん21 膵臓がん 語り部歌人・鳥海昭子のほんのり入院記 鳥海昭子著 本の泉社 2003 /916.00/6833/2003 5015645216

がん21 膵臓がん 未来への伝言 藤森誠一著 文芸社 2003 /916.00/6859/2003 5015645207

がん21 膵臓がん 病を与えられる、ということ 鍋島祐次著 牧歌舎 2009 /916.00/7072/2009 5016402203

がん21 膵臓がん テディベアがはこんだ夢 (講談社青い鳥文庫 ; 224-1) 春日幸子作 講談社 2002 /916.00/7078/2002 5016427211

がん21 膵臓がん
ひとりぼっちは寂しすぎるから : 同じがん患者との出会いを求
めて

多久和和子著 多久和和子 2009 /916.00/7236/2010 5018316006

がん21 膵臓がん 末期がんでも元気に生きる 「がんとの共存」を目指して 石 弘光著 ブックマン社 2017.1 /916.00/7998/2017 7109598046

がん22 腎細胞がん
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 /916.00/6831/2003 5015645181

がん23 腎臓がん 勝手にしやがれ : 阿久悠やせ我慢の美学 河村シゲル著 ベストセラーズ 2008 /910.26/ｱ54/605 5015912599

がん23 腎臓がん つながって 大澤恒保著 ミッドナイト・プレス 2005 /916.00/6506/2005 5012224490

がん23 腎臓がん 時間よ止まれ! : 癌よ、私の愛する夫を奪わないで 仲川八千代著 文芸社 2002 /916.00/6830/2002 5015645154

がん23 腎臓がん 敬子の日記 : 妻として、母として伝えたかったこと 上田謙一著 碧天舎 2003 /916.00/6860/2003 5015645145

がん24 食道がん 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 文芸春秋 2010 /494.5/5406//2010 5018846586

がん24 食道がん 英彦、パパ愛してる 松本佳子著 日本放送出版協会 2003 /764.7/5199/2003 5007809047
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がん24 食道がん 桜の花が咲くまでは : 俳優・三浦洋一食道ガンと闘った日々 三浦真理子著 扶桑社 2001 /772.1/5151/2001 5015645299

がん24 食道がん ガン日記 : 二〇〇四年二月八日ヨリ三月十八日入院マデ 中野孝次著 文藝春秋 2006 /915.60/ナ162/601 5012997260

がん24 食道がん ガンは宿命癒しは運命 : 闘って克つ新・夫婦養生訓 関根進著 太陽企画出版 2000 /916.00/5067/2000 5001035897

がん24 食道がん 風に吹かれて : 一開業医の食道ガン病床雑記 久賀征哉著 海鳥社 2000 /916.00/6836/2000 5015645305

がん24 食道がん がんで逝くひと、送るひと 池田朝子著 三省堂 2011 /916.00/7344/2011 5020194199

がん24 食道がん 手術は、しません : 父と娘の「ガン闘病」450日
団鬼六, 黒岩由起子
著

新潮社 2011 /916.00/7388/2011 5021020695

がん24 食道がん 死なない練習 長友啓典著 講談社 2011 /916.00/7409/2011 5021385220

がん24 食道がん 生きる力 : 心でがんに克つ なかにし礼著 講談社 2012 /916.00/7539/2012 7101413047

がん24 食道がん がんが消えた生活 : 食道がん、そして転移からの帰還 高木達雄著
幻冬舎ルネッサン
ス

2014 /916.00/7660/2014 7103507948

がん24 食道がん
最後の日まで毎日が贈り物 : がんと共に生きた医師の18か月
のメモワール

リー・リプセンタール
著, 小西敦子訳

草思社 2013 /936.0/5331/2013 7101932068

がん27 舌がん
ヒロ、先にごめんね。 : 現役看護師が遺した壮絶ガン闘病記
(ルネッサンスBOOKS）

山下久仁子著
幻冬舎ルネッサン
ス

2005 /916.00/6438/2005 5011639168

がん29 咽頭がん
医療は患者の生活を救えるか : ある環境化学技術者のがん
闘病体験から

美浦義明著 パロル舎 2005 /4980/5287/2005 5011975840

がん29 咽頭がん 巨泉の遺言撤回「今回の人生では○○しない」 大橋巨泉著 講談社 2014 /779.9/5062/2014 7104699224

がん29 咽頭がん 声をなくして 永沢光雄著 晶文社 2005 /916.00/6447/2005 5011744299

がん29 咽頭がん 闘癌生活 : 闘病生活三つの失敗 やまもといさお著
ブイツーソリュー
ション

2005 /916.00/6460/2005 5011905952

がん29 咽頭がん 神様のプレゼント : 永沢光雄・生きた書いた飲んだ 永沢光雄著 産経新聞出版 2007 /916.00/6656/2007 5014302601

がん29 咽頭がん 天との通信 森脇佐和子著 文芸社 2002 /916.00/6835/2002 5015645252

がん29 咽頭がん 癌!癌!ロックンロール : 金髪ドクター、6度の癌宣告&6度の復活 赤木家康著 産学社 2011 /916.00/7416/2011 5021390168
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がん29 咽頭がん 諦めない生き方 : 病で苦しんでいる人たちのために 都倉亮著 致知出版社 2012 /916.00/7474/2012 7100672509

がん29 咽頭がん 37の病院・医師をまわり僕はがんを治した 福島正伸著 WAVE出版 2015 /916.00/7848/2015 7106634167

がん32
上顎がん

横紋筋肉腫
未分化癌の遺伝子 松尾達也著 文芸社 2006 /916.00/6554/2006 5012895636

がん32
上顎がん

横紋筋肉腫
トンネルの向こうに : 母と子の二人三脚ガン闘争三八〇日 松崎三代子著 文芸社 2001 /916.00/6834/2001 5015645234

がん32
上顎がん

横紋筋肉腫
ソフィー9つのウィッグを持つ女の子

ソフィー・ファン・デア・スタッ
プ著, 柴田さとみ訳 草思社 2010 /949.3/5011/2010 5018584230
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