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【働きながら治療する】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

1
がん経験者のための就活ブッ
ク サバイバーズ・ハローワー
ク

HOPEプロジェクト／
編

合同出版 2015.8 366.3/ｶﾝ 1107992099

2
がんと一緒に働こう!　必携
CSRハンドブック

CSRプロジェクト／編 合同出版 2010.5 366.3/ｶﾝ 1106872573

3
がんと共に生き、考え、働く
未来を見つめて，治療と仕事
の両立を目指して

石川 邦子／著 方丈社 2019.7 4N/493.29/ｲｼ 1109523561

4
三大疾病ライフプランニング
ハンドブック

黒田 尚子／編著
金融財政事情研
究会

2020.4 4H/494.5/ｻﾝ 1109863736

5
がんを生きぬくお金と仕事の
相談室

辻本 由香／著 河出書房新社 2019.3 4H/494.5/ﾂｼ 0111976626

6
がんは働きながら治す!　一億
総活躍社会のためのがん教育

中川 恵一／著 労働調査会 2018.1 4N/494.5/ﾅｶ 1108969369

【治療と仕事の両立支援】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

7
治療と就労の両立支援ガイダ
ンス 疾患別に見た就労支援の
実務

遠藤 源樹／著 労務行政 2020.3 336.48/ｴﾝ 1109783595

8
選択制がん罹患社員用就業規
則標準フォーマット　がん時
代の働き方改革

遠藤 源樹／編著 労働新聞社 2019.5 336.48/ｴﾝ 1109515922

9
企業ができるがん治療と就労
の両立支援実務ガイド

遠藤 源樹／著 日本法令 2017.9 336.48/ｴﾝ 1108822774

10
がん治療と就労の両立支援 制
度設計・運用・対応の実務

近藤 明美／編著 日本法令 2017.12 336.48/ｶﾝ 1108917764

11
がん治療と就労の両立支援相
談対応ハンドブック

東京都社会保険労務
士会がん患者・障が
い者等就労支援特別
委員会／編著

日本法令 2020.12 366.3/ｶﾝ 1111045553

12
がん治療と仕事の両立支援 あ
なたの職場でも始めよう

染谷 由美／著 大蔵財務協会 2019.8 366.3/ｿﾒ 1109618221

13
疾病を抱える社員の労務管理
アドバイス　メンタルヘル
ス・がん・糖尿病・脳卒中

馬場 三紀子　ほか／
共編

新日本法規出版 2020.9 366.48/ｼﾂ 1111017453

14
治療と仕事の両立支援コー
ディネーターマニュアル

労働者健康安全
機構

2022.4 366.48/ﾁﾘ 1111956403

がん治療×仕事  ブックリスト

日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんにかかると言われています。自分ががんの治療をはじめる・続けるうえで気に
なる仕事やお金のことや、従業員の誰かががんになったときの参考になる資料を集めました。
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【治療と仕事の両立支援】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

15
治療と仕事の両立支援ハンド
ブック　従業員を辞めさせな
いためにできること

服部 文／著 労働調査会 2018.8 336.48/ﾊﾂ 1109254019

16
事業場における治療と仕事の
両立支援のためのガイドラ
イン

厚生労働省 2021.3 336.48/ｼｷ

本編：
1111217343
解説編：

1111217335

【お金のこと】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料コード

17 医療費で損しない46の方法 原 昌平／著 中央公論新社 2019.1 S/364/ﾊﾗ 1109381432

18
病気やケガで働けなくなった
ときに知っておきたい「制
度」と「お金」

脇 美由紀／著
ビジネス教育出
版社

2018.1 4W/364/ﾜｷ 1108946706

19
労働・社会保険の手続マニュ
アル 初心者にもよくわかる

川端 重夫／共著 日本法令 2019.9 4W/364.3/ｶﾜ 1109626042

20
図解最新社会保険・労働保険
の基本と手続きがわかる事典

森島 大吾／監修 三修社 2021.5 4W/364.3/ｽｶ 1111187116

21
さあ、生活保護を受けましょ
う!　困ったら迷わず活用

外場 あたる／著 唯学書房 2021.4 4W/369.2/ｿﾄ 0112266169

22
がんになったら知っておきた
いお金の話　看護師FPが授け
る家計、制度、就労の知恵

黒田 ちはる／著
日経メディカル
開発

2019.1 4H/494.5/ｸﾛ 0111959730

23
まず知っておきたい!がん治療
のお金,医療サービス事典

山崎 知子／編集
全日本病院出版
会

2021.6 4H/494.5/ﾏｽ 1111197420

24
Q&A図解でわかる医療費早わか
りBOOK 2020-2021年版 医療費
のしくみケーススタディ11

医学通信社 2020.7 4H/498.13/ｷﾕ 1109920981

25
医療費のしくみ 2020-2021年
度版　イラスト図解

木村 憲洋／著 日本実業出版社 2020.4 4H/498.13/ｷﾑ 0112141544

26
病気にかかるお金がわかる本
いざというときに困らない、
損しない

畠中 雅子／著 主婦の友社 2020.3 4H/498.13/ﾊﾀ 0112114040

27
がんに負けない生活設計の教
科書

山越 尚昭／著 すばる舎 2019.10 4H/498.13/ﾔﾏ 1109657716

○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。（並びは請求記号順です）
○貸出し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。）
○請求記号に4H・4W・4Nとついている資料は３階健康・安心・防災スペースに、Sとついている資料は２階新書コーナーにあります。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

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


