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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

疾病63 腎不全 臓器移植体験者の立場から 澤井繁男著 中央公論新社 2000 /494.9/5002/2000 5000226357

疾病63 腎不全
からだ、不可解なり : 透析・腎臓移植に生かされて (日外
選書Fontana)

澤井繁男著 日外アソシエーツ 2007 /494.9/5140/2007 5013757527

疾病63 腎不全 腎不全でもあきらめない : 強く明るく生きる三二人の物語 松村満美子著 ミネルヴァ書房 2007 /494.9/5155/2007 5014468529

疾病63 腎不全 腎不全でもあきらめない 続 松村満美子著 ミネルヴァ書房 2016 /494.9/5155/2 7108379715

疾病63 腎不全 修復腎移植の闘いと未来 林秀信著 生活文化出版 2010 /494.9/5277/2010 5018713409

疾病63 腎不全 腎不全でもゴルフができる 箱崎潤著 文芸社 2001 /783.8/5115/2001 5015968093

疾病63 腎不全 神さまのくれたもうひとつの命 赤塚祝子著 集英社 2000 /913.60/15833/2000 5001108527

疾病63 腎不全 希望を持ちつづけて 福間辰郎著 文芸社 2001 /913.60/フ2251/601 5015968084

疾病63 腎不全 人工透析10年腎臓移植体験 鈴木竜志著 ベストセラーズ 2001 /916.00/6168/2001 5003401540

疾病63 腎不全
腹膜透析とともに生きる : 3才から腎臓病・リウマチ・てん
かんをくぐって

斉藤和典著 清風堂書店出版部 2001 /916.00/7024/2001 5015968039

疾病63 腎不全 透析を生きる 上島益夫著 文芸社 2002 /916.00/7025/2002 5015968048

疾病63 腎不全 水の鎧 : 腎移植までの6000日 後藤真哉著 叢文社 2003 /916.00/7026/2003 5015968057

疾病63 腎不全 透析生活もまた楽しからずや 吉田晴美著 文芸社 2001 /916.00/7027/2001 5015968066

疾病63 腎不全 妻からの贈り物 : 透析からの生還 棚橋隆著 文芸社 2001 /916.00/7028/2001 5015968100

疾病63 腎不全 透析しながら食道楽  :  何を食べても大丈夫!  朝倉めぐみ著   飛鳥新社   2010 /916.00/7291/2010 5019096355

疾病63 腎不全 腎不全を生きる : 三五年の歩みから 梅田和彦著 ゆみる出版(制作) 2010 /916.00/7329/2010 5019770965

疾病63 腎不全 透析生活17年 : 新聞記者の移植体験記 山本晃著 岩波書店 2011 /916.00/7360/2011 5020500354

疾病63 腎不全 患者とその妻の腎臓病体験記 ; 第5巻 (人工透析療法)
千田實, 千田加代子
著

エムジェエム 2013 /916.00/7642/5 7104001084

疾病63 腎不全 患者とその妻の腎臓病体験記 ; 第6巻 (生体腎移植療法)
千田實, 千田加代子
著

エムジェエム 2014 /916.00/7642/6 7104001075
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疾病63 腎不全
患者とその妻の腎臓病体験記 ; 第2巻 (こんな症状が出
た)

千田實著, 千田加代
子著

エムジェエム 2013 /916.00/7642/2 7103276706

疾病63 腎不全
患者とその妻の腎臓病体験記 ; 第1巻 (大事なことを知ら
なかった)

千田實著, 千田加代
子著

エムジェエム 2012 /916.00/7642/1 7103247867

疾病63 腎不全 患者とその妻の腎臓病体験記 ; 第3巻 (薬物療法)
千田實著, 千田加代
子著

エムジェエム 2013 /916.00/7642/3 7103247876

疾病63 腎不全 患者とその妻の腎臓病体験記 ; 第4巻 (食事療法)
千田實著, 千田加代
子著

エムジェエム 2013 /916.00/7642/4 7103276715

疾病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 /916.00/6685/2003 5014639330

疾病65 膵炎(急性)
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 /916.00/7029/2001 5015968119

疾病66 水頭症 雨のち晴子 : 水頭症の子と父のものがたり 山下泰司著 晶文社 2000 /916.00/6097/2000 5002051830

疾病66 水頭症
主よ、わたしの祈りをお聞きください : 夫の病と歩んだ「妻
の闘病記」

葛井康子著 日本キリスト教団出版局出版サービ
ス,日本キリスト教団出版局 (発売) 2016 /916.00/7942/2016 7108520610

疾病69 スモン病 春は残酷である (障害とともに生きる ; 8) 星三枝子著 日本図書センター 2001 /916.00/6115/2001 5002438939

疾病70 生体肝移植 信じる絆生きつづける思い : 生体肝移植-真実の声-
肝移植体験者・医療
者有志[著]

翔雲社 2004 /494.6/5184/2004 5015968137

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

疾病74
脊髄性筋萎縮

症
泣いて、笑って、ありがとう .第2版 海老原けえ子著 碧天舎 2003 /916.00/6996/2003 5015968164

疾病74
脊髄性筋萎縮

症
雨にうたれてみたくて: 愛しの人工呼吸器をパートナーに
自立生活

佐藤きみよ著 現代書館 2016 /916.00/7931/2016 7108438146

疾病77 脊髄損傷 痛みと麻痺を生きる : 脊髄損傷と痛み 脊損痛研究会著 日本評論社 2006 /494.6/5120/2006 5013062986

疾病77 脊髄損傷 ふたり : 私たちが選んだ道 鎌形睦美著 KTC中央出版 2002 /916.00/6308/2002 5007592000

疾病77 脊髄損傷 奇蹟の男 島本敬士著
風詠社, 星雲社(発
売)

2011 /916.00/7374/2011 5020874283

疾病77 脊髄損傷 奇蹟の男 ; 続 ; それからの日々 島本敬士著
風詠社, 星雲社(発
売)

2013 /916.00/7374/2 7103337196

疾病77 脊髄損傷 冥冥なる人間 : ある重度障害者のエクリチュール ; 続 可山優零著 川島書店 2012 /916.00/7553/2013 7101617154
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疾病77 脊髄損傷 ぼくはこの足でもう一度歩きたい
マルク・メルジェ著,
朝吹由紀子訳

新潮社 2002 /956.0/5005/2002 5004758463

疾病78
先天性心疾患・

胆道閉鎖症
405日のいのち、きらめく : アメリカの病院で心臓病・肝臓
病と闘った娘、江実

瀬川秀樹著
慶応義塾大学出版
会

2002 /916.00/6216/2002 5004674962

疾病81 躁鬱病
病気は人生の挫折ではない : 一アナウンサーの"奇跡"
(Mybook)

小川宏著 文化創作出版 2001 /289.1/オ2341/601 5015850208

疾病81 躁鬱病 うつ : みんなで分かちあえば、もっと楽になれるよ 仁科綾著 二見書房 2004 /493.7/6428/2004 5015850280

疾病81 躁鬱病 「うつ」への復讐 : 絶望から六年目の復活 (Kappabooks) 高島忠夫著 光文社 2004 /772.1/5155/2004 5015850290

疾病81 躁鬱病 凄絶な生還、うつ病になってよかった
竹脇無我著, 上島国
利監修

マキノ出版 2003 /772.1/5156/2003 5015850306

疾病81 躁鬱病 精神病棟春過ぎて 小城ゆり子著 審美社 2004 /913.60/コ2203/601 5015968217

疾病81 躁鬱病
私、幸いなことにうつ病を患っています。 : タイムリー・ハプ
ニング・リカバリー (ルネッサンスBOOKS)

小林亮太著
ルネッサンスブック
ス

2006 /916.00/6519/2006 5012533646

疾病81 躁鬱病 夫はうつ、妻はがん : 夫婦で苦境を踏み越えて 小川宏著 清流出版 2006 /916.00/6547/2006 5012824779

疾病81 躁鬱病 死なないで : 重いうつ病に苦しむあなたへ 間瀬中子著 大月書店 2007 /916.00/6601/2007 5013606317

疾病81 躁鬱病 よろしく、うつ病 : 闘病者から「いのちがけ」のメッセージ 覚慶悟著 彩流社 2003 /916.00/6931/2003 5015850164

疾病81 躁鬱病 うつ病者からの手紙 あい子著, 時枝武著 新曜社 2003 /916.00/6932/2003 5015850173

疾病81 躁鬱病
精神科医がうつ病になった : ある精神科医のうつ病体験
記

泉基樹著 広済堂出版 2002 /916.00/6933/2002 5015850182

疾病81 躁鬱病 うつ病の妻と共に 御木達哉著 書肆フローラ 2004 /916.00/6938/2004 5015850271

疾病81 躁鬱病 「そううつ病体験記」元国際線スチュワーデス 蛯原光江著 新風舎 2004 /916.00/6995/2004 5015968146

疾病81 躁鬱病 僕のうつ人生  谷沢永一著  海竜社  2009 /916.00/7063/2009 5016277301

疾病81 躁鬱病 双極性障害と闘う : 患者として、新聞記者として 熱海芳弘著 無明舎出版 2014 /916.00/7702/2014 7104189660

疾病81 躁鬱病 背後の世界 トーマス・メレ著 河出書房新社 2018 /946.0/5029/2018 7110994275

疾病81 躁鬱病 うつ時々、躁 私自身を取り戻す 海空るり著 岩波書店 2019 /916.00/8093/2019 7111387808
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疾病83 早老症
みじかい命を抱きしめて :
Thisismylife,WithAshley,agirllivingupwithprogeria

ロリー・ヘギ著, [板
倉克子訳]

フジテレビ出版 2004 /936.0/5120/2004 5008701235

疾病84 ダウン症
恵子が輝いた : ダウン症児とともに生きる芸人一家の記
録

奥野真人著 草風館 2002 /378.6/5067/2002 5015968208

疾病84 ダウン症 新・明日もまた今日のごとく 最首悟著 くんぷる 2018 /519.2/5203/2018 7110654442

疾病84 ダウン症
天使がこの世に降りたてば : ダウン症の書家・金澤翔子を
育てた母の日記

金澤泰子著 かまくら春秋社 2010 /778.2/5201/2010 5018255706

疾病84 ダウン症
哲学する＜父 (わたし）＞たちの語らいダウン症・自閉症
の＜娘 (あなた）＞との暮らし

竹内章郎, 藤谷秀著 生活思想社 2013 /903.9/6047/2013 7103145983

疾病84 ダウン症 あなたが生まれて 小田ゆり著 ポプラ社 2001 /916.00/6129/2001 5002764238

疾病84 ダウン症 時を超えたダウン症そして… (文芸社ヒューマン選書) 辻弘著 文芸社 2001 /916.00/6150/2001 5002951508

疾病84 ダウン症 たったひとつのたからもの : 息子・秋雪との六年 加藤浩美著 文芸春秋 2003 /916.00/6490/2003 5016427169

疾病84 ダウン症 ゆっくりゆっくり[複合媒体資料] 森下晶子著 吉備人出版 2007 /916.00/6629/2007 5013828745

疾病84 ダウン症 笑うと勝ちよ！アップップ 坂本悠, 坂本和著 吉備人出版 2000 /916.00/7076/2000 5016427150

疾病84 ダウン症 子育て手記障がいだってスペシャル
内海邦一編, ケイプ
ランニング編

雲母書房 2010 /916.00/7290/2010 5019099713

疾病84 ダウン症 ダウン症者・家族が幸せに暮らすために
近藤達郎, 染色体障害
児・者を支える会編 晃洋書房 2011 /916.00/7371/2011 5020809454

疾病85 多発性硬化症
チャランポラン闘病記 : 多発性硬化症との泣き笑い2000
日

林家こん平著 講談社 2010 /779.1/5258/2010 5018182566

疾病85 多発性硬化症 18年目に届いた国の詫び状 : 早春の風になった娘に 前田きよ子著 海鳥社 2008 /916.00/6819/2008 5015499673

疾病85 多発性硬化症 ありがとう、あなたへ 阿南慈子著 思文閣出版 2001 /916.00/6999/2001 5015968191

疾病85 多発性硬化症 難病東大生 : できないなんて、言わないで 内藤佐和子著 サンマーク出版 2009 /916.00/7193/2009 5017504413

疾病85 多発性硬化症 幸せをはこぶ天使のパン 宇佐美総子著 主婦と生活社 2010 /916.00/7219/2010 5018203479

疾病85 多発性硬化症 全然大丈夫じゃない!（オープンブックス） 田坂真理著 泰文堂 2013 /916.00/7618/2013 7102957544

疾病88 チューレット病
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 /916.00/6998/2001 5015968182
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疾病90 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 /493.1/5104/2002 5004106268

疾病93 糖尿病 糖尿病からの帰還 : インスリン注射と訣別した女性
デボラ・バタフィール
ド著

文芸春秋 2000 /493.1/5064/2000 5001738251

疾病93 糖尿病 わたしの糖尿病克服法 : 同病者のために 佐藤新吾著
けやき出版(出版
サービス)

2003 /493.1/5310/2003 5011713013

疾病93 糖尿病
糖尿病こころの絵物語 : 病気になる前は、何もかもが輝い
ていた…

増田さゆり絵, 瀧井正人文, 日本糖
尿病協会編集 時事通信出版局 2009 /493.1/5626/2009 5016789589

疾病93 糖尿病 夫婦愛 : 糖尿病が教えてくれたこと
藤木悠著, 藤木晶子
著

アミューズブックス 2000 /778.2/5997/2000 5015968290

疾病93 糖尿病
絶望なんかで夢は死なない : “難病Jリーガー”杉山新、今
日も全力疾走。

杉山新著 イースト・プレス 2013 /783.4/5797/2013 7103060509

疾病93 糖尿病 もう一つの闘い : 血糖値596からの糖尿病克服記 アントニオ猪木著 三笠書房 2002 /788.2/5064/2002 5015968280

疾病93 糖尿病 病気は必ず治る! : 濤川栄太、死の淵からの帰還、闘病記 濤川栄太著
ヒューマンアソシエ
イツ

2007 /916.00/6817/2007 5015596087

疾病93 糖尿病 看護婦さんが糖尿病になった 西羅芳子著 新風舎 2004 /916.00/7000/2004 5015968271

疾病93 糖尿病 サイレントアイ闘病記 : 糖尿病の迷惑な贈り物 西垣戸勝著 論創社 2009 /916.00/7186/2009 5017537049

疾病93 糖尿病 糖尿病と私 水野肇著 中央公論新社 2011 /916.00/7394/2011 5021073563

疾病93 糖尿病
「糖尿病治療」の深い闇 : 糖質制限食はなぜ異端視され
てきたのか

桐山秀樹著 東洋経済新報社 2011 /916.00/7401/2011 5021257103

疾病94 統合失調症 辞表 梅本照雄著 文芸社 2001 /289.1/ウ2190/601 5015968262

疾病94 統合失調症
隠さないで生きたい!! : 統合失調症の娘とともに (やどかり
ブックレット)

岡田久実子著, 家族への
メッセージ編集委員会編 やどかり出版 2009 /369.28/5259/2009 5017421983

疾病94 統合失調症 心を病むってどういうこと? : 精神病の体験者より 古川奈都子著 ぶどう社 2001 /493.7/5272/2001 5003632304

疾病94 統合失調症 ぼくは統合失調症 : 15年間の闘病生活をふりかえる 川村実著 雲母書房 2006 /493.7/5875/2006 5012240107

疾病94 統合失調症 なんとかなるよ統合失調症 : がんばりすぎない闘病記 森実恵著 解放出版社 2006 /493.7/6037/2006 5013287082

疾病94 統合失調症
近代という病いを抜けて : 統合失調症に学ぶ他者の眼差
し (サイコ・クリティーク ; 10)

仲野実著 批評社 2009 /493.7/6770/2009 5017691334

疾病94 統合失調症
わたしと統合失調症 : 26人の当事者が語る発症のトリ
ガー

佐竹直子編著 中央法規出版 2016 /493.76/5245/2016 7108380387
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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

疾病94 統合失調症 統合失調症がやってきた
ハウス加賀谷, 松本
キック著

イースト・プレス 2013 /779.1/5363/2013 7102589528

疾病94 統合失調症 心を乗っとられて : ある精神障害者の手記 森実恵著 潮文社 2002 /911.56/モ2131/601 5015968333

疾病94 統合失調症 ともし火 : 心の回復 吉田美保子著 文芸社 2002 /916.00/6982/2002 5015968351

疾病94 統合失調症 ある精神病患者の手記 死人のイエス著 文芸社 2001 /916.00/7001/2001 5015968306

疾病94 統合失調症
こんな自分に負けへんで : 精神分裂病を克服した女の子
の物語

森本真由著 文芸社 2001 /916.00/7002/2001 5015968315

疾病94 統合失調症 心の病との闘いそして 大石洋一著 文芸社 2002 /916.00/7003/2002 5015968324

疾病94 統合失調症
回復への一歩 : それは家族からの愛 (やどかりブックレッ
ト)

中塚治著, 星野文男著, 堀
澄清著, 増田一世著 やどかり出版 2008 /916.00/7101/2008 5016564570

疾病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 .改訂版

桐生敦代著 東宣出版 2010 /916.00/7109/2010 5019300753

疾病94 統合失調症 精神障害の子とともに : ある家族の記録 村岸基量著 文芸社 2009 /916.00/7205/2009 5017797487

疾病94 統合失調症 風の歌を聴きながら 東瀬戸サダエ著 ラグーナ出版 2009 /916.00/7239/2009 5018319269

疾病94 統合失調症
私はこれでいいんだ : 母の病・葛藤・体験を力に変えて
(やどかりブックレット)

野村忠良著, 家族へのメッ
セージ編集委員会編 やどかり出版 2010 /916.00/7311/2010 5019171988

疾病94 統合失調症 統合失調症ぼくの手記
リチャード・マクリー
ン著

晶文社 2004 /936.0/5132/2004 5009438995

疾病94 統合失調症 幻聴が消えた日 : 統合失調症32年の旅 ケン・スティール著, クレア・バーマン
著, 前田ケイ監訳, 白根伊登恵訳 金剛出版 2009 /936.0/5264/2009 5017649617

疾病94 統合失調症 統合失調症の母と生きて
ローラ・フリン[著],
佐々木千恵訳

みすず書房 2014 /936.0/5351/2014 7103523262

疾病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 /780.1/5304/2002 5015968360

疾病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 /916.00/6182/2000 5003635754

疾病98
肺気腫症／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 D/049.1/5121/2000 5015968413
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