
オーテピア高知図書館 健康・安心・防災スペース　 2018.9

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料№

1
血液のがん 悪性リンパ腫・白血
病・多発性骨髄腫（健康ライブラ
リー）

飛内 賢正／監修 講談社 2015.10 4H/493.29/ｹﾂ/ 1108128552

2
国立がん研究センターの肺がん
の本

渡辺 俊一／ほか監修
小学館クリエイティ
ブ

2018.6
4H/493.385/ｺｸ
/

1109124717

3
最新肺がん治療 “納得して自分
で決める”ための完全ガイド（「あ
なたが選ぶ治療法」シリーズ）

坪井 正博／監修 主婦と生活社 2017.8
4H/493.385/ｻｲ
/

1108720044

4
胃がん 完治をめざす最新治療
ガイド（健康ライブラリー）

佐野 武／監修 講談社 2016.7
4H/493.455/ｲｶ
/

0111609372

5
国立がん研究センターの胃がん
の本

片井 均／ほか監修
小学館クリエイティ
ブ

2018.6
4H/493.455/ｺｸ
/

0111884209

6 胃がん（よくわかる最新医学） 比企 直樹／著 主婦の友社 2016.11
4H/493.455/ﾋｷ
/

1108443860

7
国立がん研究センターの大腸が
んの本

金光 幸秀／ほか監修
小学館クリエイティ
ブ

2018.6
4H/493.465/ｺｸ
/

1109124691

8
最先端治療大腸がん（国がん中
央病院がん攻略シリーズ）

国立がん研究センター
中央病院消化管内科
／[ほか]編著

法研 2018.2
4H/493.465/ｻｲ
/

1108956473

9
肝臓病 ウイルス性肝炎・肝臓が
ん・脂肪肝・肝硬変（よくわかる
最新医学）

泉 並木／著 主婦の友社 2018.7 4H/493.47/ｲｽ/ 1109129567

10
国立がん研究センターの肝・胆・
膵がんの本

島田 和明／ほか監修
小学館クリエイティ
ブ

2018.6
4H/493.475/ｺｸ
/

0111884217

11
ウルトラ図解甲状腺の病気 専門
医が解説する最新の病気情報と
正しい知識

伊藤 公一／監修 法研 2016.4 4H/493.49/ｳﾙ/ 0111580250

12
甲状腺の病気の治し方 イラスト
版（健康ライブラリー）

伊藤 公一／監修 講談社 2018.3 4H/493.49/ｺｳ/ 1108973700

13
子どもと家族のための小児がん
ガイドブック

東京都立小児総合医
療センター血液腫瘍科
/編

永井書店 2012.3 4H/493.94/ｺﾄ/ 1106877259

14
小児がん患者の心理社会的問
題と適応に及ぼす影響

武井 優子/著 風間書房 2015.1 4H/493.94/ﾀｹ/ 1107845867

15
こどものがんと治療 患者説明に
そのまま使える

細野 亜古／編著 メディカ出版 2017.1 4H/493.94/ﾎｿ/ 1108481928

16 がんになっても心配ありません がん研究会／監修 国書刊行会 2018.8 4H/494.5/ｶﾝ/ 0111907560

17
患者さんと家族のためのがんの
痛み治療ガイド

日本緩和医療学会ガイ
ドライン統括委員会／
編集

金原出版 2017.6 4H/494.5/ｶﾝ/ 1108749779

18
がん患者さんのための国がん東
病院レシピ 症状・体調別に選ん
だ215品

大江 裕一郎/著 法研 2013.9 4H/494.5/ｶﾝ/ 1107340877

19
がん患者力 日本のがん医療の
これが現実!患者が身を守る29の
知恵

NHK「がんプロジェクト」
取材班/著

主婦と生活社 2013.12 4H/494.5/ｶﾝ/ 0111316430

20
がん治療の前と後 納得できる治
療を受けて、前向きに過ごすた
めの手引き

竹中 文良/監修 法研 2010.3 4H/494.5/ｶﾝ/ 1105960676

展示期間：平成30年9月22日～10月18日

図書館発！高知家の
　がん征圧月間・がんと向き合う月間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示ブックリスト
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21
ひとまずがんの治療を終えたあ
なたへ その後の気持ちに対処
する方法

フランシス・グッドハート
／著

国書刊行会 2015.7 4H/494.5/ｸﾂ/ 0111495989

22
研究に基づいたがん治療の選択
がん治療を強力にサポートする
天然成分最新レポート

白畑 實隆／著 木楽舎 2016.6 4H/494.5/ｼﾗ/ 1108322627

23
新臨床腫瘍学 がん薬物療法専
門医のために

日本臨床腫瘍学会／
編集

南江堂 2018.7 4H/494.5/ｼﾝ/ 1109052140

24
最新科学が進化させた世界一や
さしいがん治療

武田 篤也／著 ベストセラーズ 2018.1 4H/494.5/ﾀｹ/ 1108936160

25
緩和ケアの壁にぶつかったら読
む本

西 智弘／著 中外医学社 2016.2 4H/494.5/ﾆｼ/ 1108251735

26 妊娠期がん診療ガイドブック 北野 敦子／編集 南山堂 2018.6 4H/494.5/ﾆﾝ/ 1109057719

27
がん難民にならないためのサー
ドオピニオン

野口 哲英/著
幻冬舎ルネッサン
ス

2013.3 4H/494.5/ﾉｸ/ 1107998211

28 はじめよう!がんの家族教室 小森 康永／編 日本評論社 2015.8 4H/494.5/ﾊｼ/ 0111507030

29
「がん」になるってどんなこと? 子
どもと一緒に知る

林 和彦／編著 セブン&アイ出版 2017.2 4H/494.5/ﾊﾔ/ 1108567742

30
分子腫瘍マーカー診療ガイドライ
ン

日本分子腫瘍マーカー
研究会／編

金原出版 2016.10 4H/494.5/ﾌﾝ/ 1108494848

31 がんリハビリテーション心理学 保坂 隆／編著 医歯薬出版 2017.6 4H/494.5/ﾎｻ/ 1108714997

32
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 2015.11 4H/494.53/ｺｳ/ 0111537401

33

処方せんをヒントに!がん患者サ
ポーティブケア 薬剤師がおこな
う処方チェックと服薬指導のポイ
ント

遠藤 一司／監修 じほう 2015.7 4H/494.53/ｼﾖ/ 1107980383

34
前立腺がん（よくわかる最新医
学）

赤倉 功一郎/著 主婦の友社 2015.2 4H/494.96/ｱｶ/ 1107835157

35
前立腺がん より良い選択をする
ための完全ガイド（健康ライブラ
リー）

頴川 晋／監修 講談社 2017.8 4H/494.96/ｾﾝ/ 0111734312

36
ウルトラ図解乳がん 最新の正し
い知識で不安を解消

齊藤 光江／監修 法研 2017.3 4H/495.46/ｳﾙ/ 1108565548

37
国立がん研究センターの乳がん
の本

木下 貴之／ほか監修
小学館クリエイティ
ブ

2018.6 4H/495.46/ｺｸ/ 0111884233

38
最先端治療乳がん（国がん中央
病院がん攻略シリーズ）

国立がん研究センター
中央病院乳腺外科／
[ほか]編著

法研 2017.1 4H/495.46/ｻｲ/ 1108498112

39
乳がんと診断されました 名医が
診断・治療のすべてを解説（週刊
朝日MOOK）

朝日新聞出版 2017.2 4H/495.46/ﾆﾕ/ 0111677254

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア３階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


