
書籍連番 図書名 著者編者 出版年(西暦)内容分類１ 分類２ 費目
80000182 安全ながん治療とテーラーメイド医療に向けて 乾 賢一 監修 2007 D 薬 ②
80000206 薬のチェックは命のチェック No.18 坂口啓子／編集, 浜六郎／編 2005 D 薬 ②
80000207 薬のチェックは命のチェック No.20 坂口　啓子／編集, 浜　六郎／ 2005 D 薬 ②
80000208 薬のチェックは命のチェック　No.21 坂口啓子／編集, 浜六郎／編 2006 D 薬 ②
80000209 薬のチェックは命のチェック　No.22 坂口　啓子、浜　六郎 2006 D 薬 ②
80000298 血液のガン : 悪性リンパ腫と白血病 飛内賢正 監修 2008 Fc 血液/リンパ ③
80000303 悪性リンパ腫 堀田知光 編 2004 Fc 血液/リンパ ③
80004265 ぼく、何も悪いことしてないのに 小笠原勝美　他 2002 Fa1 一般 がん：①
80004266 飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ : 若き医師が死の直前まで綴った愛の 井村和清 著 2009 Fa1 一般 がん：①
80004267 少しは、恩返しができたかな 北原美貴子 著 2006 Fa1 一般 がん：①
80004268 ３１歳ガン漂流 奥山貴宏 2009 Fa1 一般 がん：①
80004269 神様どうか休息の時間をください　これ以上、この身体を切り刻まない 小室一男 2003 Fa1 一般 がん：①
80004270 告知せず 古財麗子 著 2003 Fa1 一般 がん：①
80004271 ボク、天国でお母さんと会えるかな　小児ガン病棟日記 貝瀬久枝 1992 Fa1 一般 がん：①
80004272 生きてるって、奇跡! : ガンで逝ったパパからの贈りもの 高野ますみ 著 1998 Fa1 一般 がん：①
80004273 がんと向き合って 上野創 著 2007 Fa1 一般 がん：①
80004274 妻の大往生 永　六輔 2005 Fa1 一般 がん：①
80004275 乳がんが再発した人の明るい処方箋 : 乳がんの女医が贈る 小倉恒子 著 2009 Fa1 一般 がん：①
80004276 お母さんは薔薇の国へ逝った 松久隆司 著 2002 Fa1 一般 がん：①
80004277 ささえあうグリーフケア : 小児がんで子どもを亡くした15人の母親のラ 金子絵里乃 著 2009 Fa1 一般 がん：①
80004278 妻を看取る日 垣添忠生 2010 Fa1 一般 がん：①
80004279 妻を看取る日 垣添忠生 2010 Fa1 一般 がん：①
80004280 妻を看取る日 垣添忠生 2010 Fa1 一般 がん：①
80004282 オレは陽気ながん患者 : 心筋梗塞もやったぜ！ 山中　恒 著 2000 Fa1 一般 がん：①
80004283 のこされた者として生きるー在宅医療、ｸﾞﾘｰﾌｹｱからの気付き 森　清 2009 Fa1 一般 がん：①
80004284 生体肝移植を受けて : 癌告知から八四〇日の闘い 是永美恵子 著 2003 Fa1 一般 がん：①
80004285 おっぱいが二つほしい : 私が選ぶ乳房再建 内田絵子と女性の医療を考え 2001 Fa1 一般 がん：①
80004286 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 : 若林剛 監修, 田中孝一 著 2003 Fa1 一般 がん：①
80004287 看護婦ががんになって 小笠原信之, 土橋律子 著 2008 Fa1 一般 がん：①
80004288 風に吹かれて : 一開業医の食道ガン病床雑記 久賀征哉 著 2000 Fa1 一般 がん：①
80004289 医者の大養生 杉浦昭義 著 2002 Fa1 一般 がん：①
80004290 医者の大養生Ⅱ 杉浦　昭義 2001 Fa1 一般 がん：①
80004310 がんと真っ向勝負! : メンタルケアは句作りで 三好隆義 著 2002 Fa1 一般 がん：①
80004343 告知 : 外科医自ら実践した妻へのガン告知と末期医療 熊沢健一 著 1998 Fa1 一般 がん：①
80000399 多発性骨髄腫の診療指針 日本骨髄腫研究会 編 2008 Fc 血液/リンパ がん：③
80004240 心配しないでいいですよ再発・転移白血病 畠清彦 編, 照井康仁 著 2009 Fc 血液/リンパ がん：③
80004241 心配しないでいいですよ再発・転移多発性骨髄腫 畠清彦 編, 照井康仁 著 2008 Fc 血液/リンパ がん：③
80004344 血液のガン : 悪性リンパ腫と白血病 飛内賢正 監修 2010 Fc 血液/リンパ がん：③
80004345 悪性リンパ腫 堀田知光 編 2009 Fc 血液/リンパ がん：③
80008025 やさしい造血幹細胞移植へのアプローチ 小寺良尚 編 2008 Fc 血液/リンパ がん：③
80008067 心配しないでいいですよ再発・転移悪性リンパ腫 畠清彦 著 2008 Fc 血液/リンパ がん：③
80008096 図解白血病・悪性リンパ腫がわかる本 : ここまで進んだ最新治療 永井正 著 2010 Fc 血液/リンパ がん：③
80000348 がんを生きるガイド : 「がん難民」にならないために 日経メディカル 編 2006 Fe がん がん：④
80000349 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 2007 Fe がん がん：④
80000352 がん術後の人の食事 太田博俊, 伊吹幸, 小川久惠 2008 Fe がん がん：④
80000353 ここまで進んだガン免疫療法 有賀淳 監修 2004 Fe がん がん：④
80000361 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 2004 Fe がん がん：④
80000364 がんと向き合う安心便利ノート 中村 直行 2007 Fe がん がん：④
80000365 がんに負けない : 治療の最前線 毎日新聞「がん」取材班 著 2004 Fe がん がん：④
80000368 がんの放射線治療 西尾正道 著 2004 Fe がん がん：④
80000369 がんはなぜ問題視されるのか 谷田憲俊 著 2002 Fe がん がん：④
80000379 ガン全種類別・最新治療法 : ガンのすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス 編 2005 Fe がん がん：④
80000381 Evidence-based medicineに則ったがん疼痛治療ガイドライン 日本緩和医療学会「がん疼痛 2002 Fe がん がん：④
80000385 やさしいがんの痛みの自己管理 武田文和 著 2007 Fe がん がん：④
80000386 よくわかる癌放射線治療の基本と実際 : 放射線治療にかかわる看護 兼平千裕 編, 東京慈恵会医科 2004 Fe がん がん：④
80000387 悪化するがんの治療百科 : ガン告知それからどうする 幕内雅敏 監修 2004 Fe がん がん：④
80000395 癌についての505の質問に答える 小川道雄 編著 2006 Fe がん がん：④
80000400 退院後のがん患者と家族の支援ガイド 日本ホスピス・在宅ケア研究会 2008 Fe5 がん介護 がん：④
80000403 痛みのケア : 慢性痛、がん性疼痛へのアプローチ 熊澤孝朗 監修・編集 2006 Fe がん がん：④
80000468 進化した「ガン免疫療法」 : 最新版 : 注目の「第4の治療法」はどこま 有賀淳 監修 2005 Fe がん がん：④
80000549 がん患者ケアQ&A : 乳がん・消化器がんの薬物療法を中心に : チー 古河洋, 増田慎三, 松山賢治 2007 Fe がん がん：④
80004001 抗ガン剤治療のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス 編 2006 Fe がん がん：④
80004037 がんを防ぐ : 国立がんセンター発 垣添忠生 著 2006 Fe がん がん：④
80004038 がん・心臓病・脳梗塞を防ぐ知恵とコツ : 自分でできるすぐできる 「健康」編集部 編 2006 Fe がん がん：④
80004227 入門腫瘍内科学 『入門腫瘍内科学』編集委員 2009 Fe がん がん：④
80004228 ＮＨＫためしてガッテンこうすればがんは防げる ＮＨＫ科学・環境番組部／編, 2003 Fe がん がん：④
80004229 がんで「困った」ときに開く本 : Q&Aで358の「困った」に即回答! : 完全 2010 Fe がん がん：④
80004230 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 2008 Fe がん がん：④
80004231 知っておきたいがんの知識 宮田正彦 著 2008 Fe がん がん：④
80004234 患者さんの疑問に答える「胃がん」「肺がん」「乳がん」「大腸がん」 「きょうの健康」番組制作班 編 2008 Fe がん がん：④
80004254 がんの放射線治療がよくわかる本 唐澤克之 著 2009 Fe がん がん：④
80004255 切らずに治すがん治療 : 最新の「放射線治療」がわかる本 中川恵一 著 2007 Fe がん がん：④
80004256 がん専門医が語るがん治療の新戦略 武藤, 徹一郎 2009 Fe がん がん：④
80004257 だれでもわかる最新のガン免疫療法 : 樹状細胞療法が切り開く近未 阿部博幸 著 2008 Fe がん がん：④
80004259 家族がガンになったときすぐに知りたいQ&A 矢沢サイエンスオフィス 編 2009 Fe がん がん：④
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80004262 新・がん50人の勇気 柳田邦男 著 2009 Fe がん がん：④
80004263 がん用語解説集 垣添忠生 監修, 西條長宏, 笹 2004 Fe がん がん：④
80004293 石谷邦彦のがんが再発・転移したときにまず読む本 : 痛み対策・緩和 石谷邦彦 編著 2009 Fe がん がん：④
80004297 日本人に多いガンから身を守る 斎藤嘉美 著 2004 Fe がん がん：④
80004298 別冊　暮らしの手帖　がん安心読本 松浦　弥太郎　他 2007 Fe がん がん：④
80004301 がん患者を生きる 朝日新聞医療グループ 編 2007 Fe がん がん：④
80004333 連禱−がんと末期医療を考える会の記録 中田　潤一郎 2011 Fe がん がん：④
80004364 がんは放射線でここまで治る 市民のためのがん治療の会 2007 Fe がん がん：④
80004366 がんになったら手にとるガイド : 患者必携 国立がん研究センターがん対 2012 Fe がん がん：④
80004367 抗ガン剤治療のすべてがわかる本 矢沢サイエンスオフィス 編 2006 Fe がん がん：④
80008012 抗がん剤・放射線治療と食事のくふう : がん患者さんと家族のための 山口建 監修, 静岡県立静岡が 2008 Fe がん がん：④
80008013 がんの教科書 : ビジュアル版 中川恵一 著 2009 Fe がん がん：④
80008053 絵でわかるがんと遺伝子 野島博 著 2009 Fe がん がん：④
80008088 がん家族はどうしたらよいか : 告知・医療・ホスピス・看取り-迷い、悩 季羽倭文子 著 2003 Fe がん がん：④
80008121 がんに負けない、あきらめないコツ 鎌田實 著 2008 Fe がん がん：④
80010102 がんは放射線でここまで治る 市民のためのがん治療の会　 2007 Fe がん がん：④
80010131 がんに困ったときに開く本　2016 井原　圭子　編 2015 Fe がん がん：④
80010143 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 2012 Fe がん がん：④
80010155 がん患者の家族を救う55のQ&A 酒井　たえこ 2017 Fe がん がん：④
80010156 最新版「がん」の医学百科 向山　雄人　監修 2016 Fe がん がん：④
80010158 国立がん研究センターの「がんとお金の本」 片井　均・外　監修 2016 Fe がん がん：④
80010159 国立がん研究センターの「こころと苦痛の本」 清水　研・外　監修 2018 Fe がん がん：④
80010181 がんで困ったときに開く本　2019 佐藤　修史・編集 2018 Fe がん がん：④
80010184 最強の一汁一菜（医者が考案したがん・病気をよせつけない） 小林　弘幸 2019 Fe がん がん：④
80010185 最強の野菜スープ（抗がん剤の世界的権威が直伝!） 前田　浩 2019 Fe がん がん：④
80010186 最強の野菜スープ　活用レシピ（抗がん剤の世界的権威が伝授!） 前田　浩 2018 Fe がん がん：④
80010272 国立がん研究センターの正しいがん検診　　　　 中山　富雄 2019 Fe がん がん：④
80000382 抗がん剤のやめ方始め方 : データで見る 近藤誠／著 2004 Fe6 化学療法 がん：⑤
80000390 医者に聞けない抗癌剤の話 : 癌とわかったらすぐ読む本 平岩正樹 著 2007 Fe6 化学療法 がん：⑤
80004253 患者中心のがん医療ガイド : 抗がん剤の効果と副作用を知ることか 瀬戸山修 著 2008 Fe6 化学療法 がん：⑤
80008051 患者の「なぜ」に答えるがん化学療法Q&A 渡辺亨, 飯野京子 編 2008 Fe6 化学療法 がん：⑤
80000383 Q&A知っておきたいモルヒネと緩和ケア質問箱101 濱野恭一 監修, 有賀悦子, 小 2007 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80000417 系統看護学講座　緩和ケア 2009 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80004258 がんの在宅ホスピスケアガイド : ただいまおかえりなさい 吉田利康 著 2007 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80004260 いのち、生きなおす : あなたは人生の最期をどこで迎えますか 玉地任子 著 2004 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80004261 退院後のがん患者と家族の支援ガイド 日本ホスピス・在宅ケア研究会 2008 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80004292 家で生きることの意味 : 在宅ホスピスを選択した人・支えた人 柳田邦男, 川越厚 共編 2008 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80008011 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 向山雄人 [著], 主婦の友社 編 2009 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80010057 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド 日本緩和医療学会緩和医療ガ 2014 Fe7 緩和ケア がん：⑥
80004252 患者と読む,患者に話す脳腫瘍Q&A 135 : 脳腫瘍と闘うために,すべて 藤巻高光 編著 2007 Fm 脳・神経系 がん：⑦
80004294 脳腫瘍のすべてがわかる本 久保長生 監修 2005 Fm 脳・神経系 がん：⑦
80008059 頭頸部癌診療ガイドライン 日本頭頸部癌学会 編 2010 Fi 耳/鼻/喉 がん：⑦
80000356 肺がん 坪井正博 著 2009 Fn7 肺がん がん：⑧
80000406 肺がんと闘う方法 : 告知の仕方,告知後の生き方 野守裕明 著 2000 Fn7 肺がん がん：⑧
80000407 より良い治療を受けるための肺ガンハンドブック 土屋繁裕 著 2005 Fn7 肺がん がん：⑧
80000632 肺がんがわかる本 : 「専門医が語る」検査・治療・緩和ケア : 患者と家 淺村尚生 監修 2008 Fn7 肺がん がん：⑧
80000633 防ぐ、治す肺ガンの最新治療 加藤治文 監修 2008 Fn7 肺がん がん：⑧
80004002 防ぐ、治す肺ガンの最新治療 加藤治文 監修 2005 Fn7 肺がん がん：⑧
80004295 肺がんがわかる本 : 専門医が解説する : 検査・治療・緩和ケアetc : 「 淺村尚生 監修 2009 Fn7 肺がん がん：⑧
80010101 よくわかる肺がんQ&A : 患者さんのためのガイドブック 西日本がん研究機構 編集 2014 Fn7 肺がん がん：⑧
80010157 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 坪井　正博　監修 2018 Fn7 肺がん がん：⑧
80000397 前立腺癌診療ガイドライン 2006年版 日本泌尿器科学会 編 2008 Fp 泌尿器 がん：⑨
80000679 腎癌診療ガイドライン ２００７年版 日本泌尿器科学会 編 Fr 腎臓 がん：⑨
80004250 患者と家族のための泌尿器科のがんがわかる本 三浦　猛 2009 Fp 泌尿器 がん：⑨
80010071 ゼロからわかる前立腺肥大症前立腺がん 聖路加国際病院 監修, 鳶巣賢 2013 Fp 泌尿器 がん：⑨
80010126 手術後・退院後の安心シリーズ　イラストでわかる前立腺がん 伊藤　晴夫　監修 2014 Fp泌尿器（がん） がん：⑨
80010133 名医が語る最新・最良の治療　前立腺がん 荒井　陽一　他 2016 Fp泌尿器（がん） がん：⑨
80010134 前立腺がん 赤倉　功一郎 2015 Fp泌尿器（がん） がん：⑨
80010170 　前立腺癌　診療ガイドライン 2016年版 日本泌尿器科学会　編 2016 Fp 泌尿器 がん：⑨
80000225 やさしいストーマケア : レッツ・スタディ 青木和恵, 坂元敦子, 世良俊 2008 Fs 胃腸 がん：⑩
80000357 防ぐ、治す食道ガンの最新治療 大津敦 監修 2005 Fs 胃腸 がん：⑩
80000359 Q&A知っておきたい大腸がん質問箱106 西條長宏 監修 2003 Fs6 大腸がん がん：⑩
80000415 食道癌診断・治療ガイドライン : 2007年4月版 日本食道学会 編 2008 Fs 胃腸 がん：⑩
80000531 カラー写真で見てわかるストーマケア : 基本手技・装具選択・合併症 大村裕子 編 2008 Fs 胃腸 がん：⑩
80000551 胃がん治療ガイドラインの解説 : 胃がんの治療を理解しようとするす 日本胃癌学会 編 2008 Fs5 胃がん がん：⑩
80000552 大腸がんがわかる本 : 専門医が語る 赤須孝之 著 2008 Fs6 大腸がん がん：⑩
80000554 やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 朴成和 編 2007 Fs6 大腸がん がん：⑩
80004104 大腸がん内視鏡検査がよくわかる本 松生恒夫 著 2005 Fs6 大腸がん がん：⑩
80004107 やさしいがんの痛みの自己管理 武田文和 著 2007 Fs 胃腸 がん：⑩
80004110 がん術後の人の食事 太田博俊, 伊吹幸, 小川久惠 2005 Fs 胃腸 がん：⑩
80004244 最新の内視鏡手術がわかる本 : 早期発見・早期社会復帰ができる! : 黒川良望 編著 2007 Fs5 胃がん がん：⑩
80004245 心配しないでいいですよ再発・転移胃がん 山口俊晴 編著 2006 Fs5 胃がん がん：⑩
80004247 大腸がん・大腸ポリープ再発予防のおいしいレシピ 重野佐和子 著, 赤須孝之 医学 2009 Fs6 大腸がん がん：⑩
80008028 やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 瀧内比呂也 編 2009 Fs5 胃がん がん：⑩
80008076 心配しないでいいですよ再発・転移大腸がん 武藤徹一郎, 畠清彦 編, 大矢 2004 Fs6 大腸がん がん：⑩
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80010007 患者さんのための大腸癌治療ガイドライン : 大腸癌について知りたい 大腸癌研究会 編 2014 Fs6 大腸がん がん：⑩
80010058 患者さんのための大腸癌治療ガイドライン : 大腸癌について知りたい 大腸癌研究会 編 2014 Fs6 大腸がん がん：⑩
80010072 ゼロからわかる大腸がん 聖路加国際病院 監修, 小野寺 2013 Fs6 大腸がん がん：⑩
80010128 手術後・退院後の安心シリーズ　イラストでわかる胃がん・大腸がん 浦山　雅弘　監修 2014 Fs5 胃がん がん：⑩
80010165 100日レシピシリーズ　大腸がん手術後の１００日レシピ　退院後の食 森谷　冝皓・外　監修 2016 Fs6 大腸がん がん：⑩
80010169 食道癌　診療ガイドライン　2017年版 特定非営利活動法人　日本食 2018 Fs5 食道がん がん：⑩
80010180 食道がん　術前・術後の100日レシピ－回復までの食事プラン 外村　修一　外 2019 Fs5 胃がん がん：⑩
80010270 国立がん研究センターの胃がんの本　　 片井　均・朴　成和　監修 2018 Fs5 胃がん がん：⑩
80010271 国立がん研究センターの大腸がんの本　　大腸がん 金光　幸秀・朴　成和・斎藤　 2018 Fs6 　大腸がん がん：⑩
80000726 科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 科学的根拠に基づく肝癌診療 2008 Ft6 肝臓がん がん：⑪
80004111 肝炎・肝硬変・肝がん : 治療法はここまで進んだ! 林紀夫 総監修 2007 Ft肝臓/胆のう/膵臓 がん：⑪
80004248 膵臓の病気がわかる本 : 急性膵炎、慢性膵炎、膵臓がんの治療と日 白鳥敬子 監修 2007 Ft肝臓/胆のう/膵臓 がん：⑪
80004249 本当は怖い胆道・膵臓の病気がわかる : わかりにくい病気だからこそ 川田彰得 著 2017 Ft肝臓/胆のう/膵臓 がん：⑪
80010051 やさしい膵・胆道がん外来化学療法の自己管理 古瀬純司 編著 2014 Ft肝臓/胆のう/膵臓 がん：⑪
80000408 卵巣がん治療ガイドライン 2007 Gg 女性の健康 がん：⑫
80000695 子宮がん・卵巣がん全書 野澤志朗, 青木大輔 編著 2007 Gg 女性の健康 がん：⑫
80000709 子宮がんと卵巣がん : レディースクリニック : 早期発見・早期治療が 岡本愛光 著 2007 Gg 女性の健康 がん：⑫
80000717 乳がん全書 福田護 編著 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80000719 乳がん診療ガイドラインの解説 : 乳がんについて知りたい人のために 日本乳癌学会 編 2007 Gg6 乳がん がん：⑫
80000723 マンモグラフィガイドライン 日本医学放射線学会, 日本放 2007 Gg6 乳がん がん：⑫
80000724 マンモグラフィ診断の進め方とポイント 東野英利子, 角田博子, 秋山 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80000725 薬物療法 日本乳癌学会 編 2007 Gg6 乳がん がん：⑫
80000727 患者さんのための乳房温存療法ガイドライン : 正しい理解をもって治 厚生労働科学研究費補助金『 2005 Gg6 乳がん がん：⑫
80000730 乳がん : あなたにとって一番の治療を 中村清吾 監修 2006 Gg6 乳がん がん：⑫
80000731 乳がん : からだとこころを守る 岩田広治 総監修 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80000732 乳がん私らしく生きる パブリックヘルスリサーチセン 2004 Gg6 乳がん がん：⑫
80000735 乳腺画像診断法 : X線・超音波と病理 松江寛人, 廣田映五 編著 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80000736 乳房温存療法ガイドライン : 医療者向け : 『標準的な乳房温存療法の 厚生労働科学研究費補助金『 2005 Gg6 乳がん がん：⑫
80000983 乳癌診療ガイドライン③ 放射線療法 ＣＤ−ＲＯＭ付 2008 Ｇｇ6 乳がん がん：⑫
80000985 科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80000987 科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80004232 乳がんにかかったら読む本 : 治療法とQOL(生活の質) 2009 Gg6 乳がん がん：⑫
80004233 生きるための乳がん : あなたが決める克服するための医療 リリー・ショックニー 著, 青木美 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80004235 子宮がん・卵巣がん手術後の生活ガイド 加藤友康 監修 2009 Gg 女性の健康 がん：⑫
80004236 子宮頸がんはみんなで予防できる 知覧俊郎, 望月聡子 著, 今野 2009 Gg 女性の健康 がん：⑫
80004237 心配しないでいいですよ再発・転移子宮がん 瀧澤憲 著 2008 Gg 女性の健康 がん：⑫
80004238 もっと知りたい子宮がん・卵巣がん : 納得いく方法を選ぶための治療 加藤友康 著 2008 Gg 女性の健康 がん：⑫
80004239 心配しないでいいですよ再発・転移卵巣がん 瀧澤憲 著 2009 Gg 女性の健康 がん：⑫
80004303 胸のしこりが気になる人が読む本 改訂版 日馬　幹弘／著 2005 Gg6 乳がん がん：⑫
80004361 ピンクリボン・ブック : 乳がんのすべてがわかる 2006 Gg6 乳がん がん：⑫
80008010 乳がん・子宮がん・卵巣がん術後のリンパ浮腫を自分でケアする 廣田彰男, 佐藤佳代子 監修 2008 Gg 女性の健康 がん：⑫
80008054 患者さんのための乳がん診療ガイドライン 日本乳癌学会 編 2009 Ｇｇ6 乳がん がん：⑫
80008072 心配しないでいいですよ再発・転移乳がん 畠清彦 編, 伊藤良則 著 2008 Gg6 乳がん がん：⑫
80008127 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 2011 Gg 女性の健康 がん：⑫
80008128 「乳がんかも」といわれたら : 乳がんの最適治療 日経ヘルスプルミエ 2011 Gg6 乳がん がん：⑫
80008129 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 日本婦人科腫瘍学会 編 2010 Gg 女性の健康 がん：⑫
80010038 おっぱいをつくる! : 乳がん転じて美乳になる方法 田中ひろみ 著 2012 Gg 女性の健康 がん：⑫
80010062 乳がんのベストアンサー : NHKここが聞きたい!名医にQ 大野真司, 藤原康弘, 加賀美 2013 Gg 女性の健康 がん：⑫
80010112 患者さんのための乳がん診療ガイドライン　2016年版 Gg6 乳がん がん：⑫
80010124 １００日レシピシリーズ　子宮・卵巣がん手術後の１００日レシピ　退院 加藤　友康他 2010 Gg 女性の健康 がん：⑫
80010129 手術後・退院後の安心シリーズ　イラストでわかる子宮がん・卵巣が 藤原　恵一　監修 2013 Gg女性の健康（がん） がん：⑫
80010130 手術後・退院後の安心シリーズ　イラストでわかる乳がん 佐伯　俊昭　監修 2016 Gg6 乳がん がん：⑫
80000799 小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン 日本小児血液学会 編 2007 Gk 子供の健康 がん：⑬
80004242 小児がん : チーム医療とトータル・ケア 細谷亮太, 真部淳 著 2008 Gk 子供の健康 がん：⑬
80004264 小児がん患者への精神的ケア : 実践報告を中心として 1995 Gk 子供の健康 がん：⑬
80000842 がんワクチン : あなたのガンでガンと闘う!臨床ガン免疫療法の最先 大野忠夫, 坪井康次 著 2005 H 代替療法 がん：⑭
80000846 免疫細胞療法にたどり着いて : 最先端がん治療 藤原義久 編著 2007 H 代替療法 がん：⑭


