
病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

1
13トリソミー症候群
18トリソミー症候群

運命の子 トリソミー 松永 正訓／著 小学館 2013 493.9 一般 1000000874909

2 18トリソミー症候群 18トリソミーはるの 15か月の優しく切ない日記 宇井 千穂／著 かもがわ出版 2014 916 一般 1000000968479

3 ＭＲＳＡ　院内感染 院内感染
医師のMRSAの恐怖闘病記 病院
が危ない医療が危ない

辻 和男／著 自由国民社 1996 916 一般 1009610015918

4 アスペルガー症候群 アスペルガーだからこそ私は私
発達障害の娘と定型発達の母の気
づきの日々

白崎 やよい／著
白崎 花代／著

生活書院 2015 916 一般 1000001098855

5 アスペルガー症候群 アスペルガーですが、妻で母で社長です。
私が見つけた“人とうまくいく”30
のルール

アズ直子／著 大和出版 2011 916 一般 1000000529758 ◎

6 アスペルガー症候群 カサンドラ妻の体験記 心の傷からの回復 西城 サラヨ／著 星和書店 2015 916 一般 1000001119296 ◎

府中市立図書館 闘病記リスト

「闘病記」は、病気にかかった患者や家族がつづった体験記です。
同じ病気を経験された方の闘病記は、病気と向き合う勇気や有用な情報を与えてくれることもあります。反面、闘病記は個人の主観に
基づいて書かれていることが多いので、具体的な治療法や最新の情報は、必ず医師に確認をしましょう。

＜リストについて＞
・【病名、テーマ等】は出版情報によります。五十音順に並んで
います。
・分類が「49」以外から始まるものや児童書は、
健康医療情報コーナーにはありません。

・書庫の中にある本もあります。
・◎のついている図書は、地区図書館に所蔵しています。
・コーナーに見当たらない本は、「タイトルコード」をカウンター職員にお知らせくだ
さい。館内の検索機や、図書館ホームページから検索することもできます。
・情報は令和３年３月現在のものです。



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

7 アスペルガー症候群 ひとの気持ちが聴こえたら 私のアスペルガー治療記
ジョン・エルダー・ロビソ
ン／著
高橋 知子／訳

早川書房 2019 936 一般 1000001545762

8 アスペルガー症候群 ぼくはアスペルガー症候群 権田 真吾／著 彩図社 2014 916 一般 1000000943398

9 アスペルガー症候群
ぼくはアスペルガー症候群　仕事と人間関
係編

権田 真吾／著 彩図社 2018 916 一般 1000001423244

10 アスペルガー症候群 先生がアスペルガーって本当ですか?
現役教師の僕が見つけた幸せの法
則

ゴトウ サンパチ／著 明石書店 2011 916 一般 1000000550007

11 アスペルガー症候群 旦那(アキラ)さんはアスペルガー 4年目の自立!?
野波 ツナ／著
宮尾 益知／監修

コスミック出版 2014 916 一般 1000000921556

12 アスペルガー症候群 夫はアスペルガー症候群 羽鳥 ことえ／著
幻冬舎ルネッサ
ンス

2012 916 一般 1000000647287

13 アルコール依存症 アルコール依存症に負けずに生きる
経験者が語る病理の現実と回復へ
の希望

ミック・S／著 ナカニシヤ出版 2018 493.1 一般 1000001490956

14 アルコール依存症 上を向いてアルコール 「元アル中」コラムニストの告白 小田嶋 隆／著 ミシマ社 2018 916 一般 1000001427658

15 アルツハイマー病 しあわせの授業 認知症の妻が教えてくれたこと 里村 良一／著
幻冬舎ルネッサ
ンス

2012 916 一般 1000000732956

16 アルツハイマー病 ボケたっていいじゃない 関口 祐加／著 飛鳥新社 2013 916 一般 1000000794036

17 アルツハイマー病 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子／著 新潮社 2019 916 一般 1000001596215

18 アルツハイマー病 実録家で親を看取る 中山 庸子／著 海竜社 2016 916 一般 1000001151089 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

19 アルツハイマー病 若年性アルツハイマーの母と生きる 岩佐 まり／著 KADOKAWA 2015 916 一般 1000001058828 ◎

20 アルツハイマー病 昌枝、俺の人生をおまえにあげる
アルツハイマー型認知症の妻との
在宅介護20年

中野 則行／著 現代書林 2013 916 一般 1000000751464

21 アルツハイマー病 丹野智文笑顔で生きる 認知症とともに
丹野 智文／著
奥野 修司／文・構成

文藝春秋 2017 916 一般 1000001328211

22 アルツハイマー病 認知症がやってきた! ママリンとおひとりさまの私の12年 酒井 章子／著
産業編集セン
ター

2018 916 一般 1000001509626 ◎

23 アルツハイマー病 認知症になった私が伝えたいこと 佐藤 雅彦／著 大月書店 2014 916 一般 1000000989404

24 アルツハイマー病 認知症の私からあなたへ 20のメッセージ 佐藤 雅彦／著 大月書店 2016 916 一般 1000001182523 ◎

25 アルツハイマー病 父と僕の終わらない歌
サイモン・マクダーモット
／著
浅倉 卓弥／訳

ハーパーコリン
ズ・ジャパン

2018 936 一般 1000001504926

26 アルツハイマー病 母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記 松浦 晋也／著 日経BP社 2017 916 一般 1000001335544

27 アルツハイマー病 毎アルツイート・マミー 関口 祐加／著
パド・ウィメン
ズ・オフィス

2014 916 一般 1000000996526 ◎

28 アルツハイマー病 毎日がアルツハイマー 関口 祐加／著
パド・ウィメン
ズ・オフィス

2012 916 一般 1000000678310

29 アルツハイマー病 娘になった妻、のぶ代へ 大山のぶ代「認知症」介護日記 砂川 啓介／著 双葉社 2015 772 一般 1000001105939

30 アルツハイマー病 老王の家 アルツハイマー病の父と私
アルノ・ガイガー／著
渡辺 一男／訳

新日本出版社 2013 946 一般 1000000744273



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

31 アルツハイマー病 お母さんは、だいじょうぶ 認知症と母と私の20年
楠 章子／文
ながおか えつこ／まんが

毎日新聞出版 2019 916 一般 1000001550319 ◎

32 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 一般 1000000859760

33 胃がん ガン再発す
逸見 政孝／著
逸見 晴恵／補筆

広済堂出版 1994 916 一般 1000001589569

34 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 2012 916 一般 1000000680978

35 胃がん 絶体絶命を生き抜く
スキルス胃がん余命三カ月から三
年半

山下 郁子／著 書肆侃侃房 2010 916 一般 1000000425603

36 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 一般 1000001032834

37 胃がん 緩和ケア医が、がんになって 大橋 洋平／著 双葉社 2019 916 一般 1000001578069

38 胃がん 余命半年、僕はこうして乗り越えた!
がんの外科医が一晩でがん患者に
なってからしたこと

西村 元一／著 ブックマン社 2016 916 一般 1000001229145

39 医療 リトル東京で、ゆっくり診療十七年 入江 健二／著 草思社 1999 490 一般 1009910022119

40 咽頭がん だから、生きる。 つんく♂／著 新潮社 2015 767 一般 1000001093590

41 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 一般 1000000974761

42 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 一般 1000000663393



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

43 咽頭がん 余命半年から生きてます! 面白いほど不運な男の笑う闘病記 相河 ラズ／著 幻冬舎 2012 916 一般 1000000663110

44 咽頭がん 死にゆく人のかたわらで
ガンの夫を家で看取った二年二カ
月

三砂 ちづる／著 幻冬舎 2017 916 一般 1000001284207

45 咽頭がん あっこと僕らが生きた夏
17歳女子マネージャーがナインに
託した、命のバトン

有村 千裕／著 講談社 2011 916 一般 1000000556293

46 インフルエンザ脳症
娘がインフルエンザ脳症で障害児になりま
した

神崎 津もよ／著 文芸社 2010 916 一般 1000000415273

47 うつ病 7年目のツレがうつになりまして。 細川 貂々／著 幻冬舎 2011 916 一般 1000000573084

48 うつ病 Wうつ
萩原 流行／著
萩原 まゆ美／著

廣済堂あかつき
株式会社出版
事業部

2009 772 一般 1000000279870

49 うつ病 うつサバイバー 慢性うつからの回復 内村 カエ／著
幻冬舎ルネッサ
ンス

2013 916 一般 1000000853843

50 うつ病 うつヌケ うつトンネルを抜けた人たち 田中 圭一／著 KADOKAWA 2017 916 一般 1000001266499

51 うつ病 ウツ妻さん 早川 いくを／著 亜紀書房 2013 916 一般 1000000846358 ◎

52 うつ病 うつ白 そんな自分も好きになる
森崎 和幸／著
森崎 浩司／著

TAC株式会社
出版事業部

2019 783.4 一般 1000001605972

53 うつ病 うつ病九段 プロ棋士が将棋を失くした一年間 先崎 学／著 文藝春秋 2018 796 一般 1000001467396

54 うつ病 “介護後”うつ 「透明な箱」脱出までの13年間 安藤 和津／著 光文社 2018 916 一般 1000001492909



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

55 うつ病
介護されていたのは、僕だったのかもしれ
ない

川田 泰輔／著 経済界 2011 916 一般 1000000486898

56 うつ病 仕事休んでうつ地獄に行ってきた 丸岡 いずみ／著 主婦と生活社 2013 916 一般 1000000836819

57 うつ病 思ってたウツとちがう!「新型ウツ」 うちの夫の場合 池田 暁子／著 秋田書店 2013 916 一般 1000000803561 ◎

58 うつ病 精神科医がうつ病になった 小松 順一／著 星和書店 2017 493.7 一般 1000001363917 ◎

59
うつ病　アスペルガー
症候群

カサンドラ症候群でした
アスペルガーな夫との生活と、これ
から

えどがわ 理恵／著 文芸社 2017 916 一般 1000001271440 ◎

60 エイズ HIVマリコの場合 安部 結貴／著 新潮社 2010 916 一般 1000000465226

61 エイズ アンナの道 HIVとともにタイに生きる 直井 里予／著 岩波書店 2010 916 一般 1000000456426 ◎

62 遠位型ミオパチー 死なないでいること、生きるということ 希少難病遠位型ミオパチーとともに 中岡 亜希／著
学研パブリッシ
ング

2011 916 一般 1000000491784

63 潰瘍性大腸炎 食べることと出すこと 頭木 弘樹／著 医学書院 2020 916 一般 1000001673662

64 解離性障害 　自閉症 病み上がりの夜空に 矢幡 洋／著 講談社 2014 916 一般 1000000945669

65 顔 この顔と生きるということ 岩井 建樹／著 朝日新聞出版 2019 916 一般 1000001569469

66 顔 顔ニモマケズ
どんな「見た目」でも幸せになれる
ことを証明した9人の物語

水野 敬也／著 文響社 2017 916 一般 1000001274325



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

67 顔 人は見た目!と言うけれど 私の顔で,自分らしく 外川 浩子／著 岩波書店 2020 916 ＹＡ 1000001703649

68 顎関節症 歯で殺されないために
全身を狂わし人生の屋台骨まで狂
わす顎関節症闘病記

岬 奈美／著 JDC 1996 497 一般 1009610037523

69 学習障害 学習障害三代おそろい
100%わかってもらえなくても、5%
知ってもらえばいい

松本 三枝子／著 エスコアール 2015 916 一般 1000001121389

70 がん アメリカ的ガン闘病記 すべては告知から始まった リー・あおい／著 東京書籍 1999 916 一般 1009910049345

71 がん がんから始まる 岸本 葉子／著 晶文社 2003 916 一般 1009910449919

72 がん がんサバイバー ある若手医師のがん闘病記
フィッツヒュー・モラン／
著
改田 明子／訳

ちとせプレス 2017 936 一般 1000001316506

73 がん ガンと向き合う力
25人のデンマーク人がガン体験を
語る

ビアギト・マスン／編
ピーダ・オーレスン／編

新評論 2015 494 一般 1000001069383

74 がん
がんになって生きるということ、死ぬという
こと

常蔭 純一／著 潮出版社 2013 281 一般 1000000851947

75 がん がんになって分かったこと
さまざまながんの素顔と元気な患
者たち

赤荻 栄一／著 文芸社 2013 494 一般 1000000743691

76 がん がんに生きる なかにし 礼／著 小学館 2018 916 一般 1000001505433

77 がん がん患者のセックス 長谷川 まり子／著 光文社 2010 494 一般 1000000443287

78 がん がん六回人生全快 現役バンカー16年の闘病記 関原 健夫／著 朝日新聞社 2001 916 一般 1009910224928



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

79 がん スマイル 絶望を喜びに変えた女性の記録 土居 伸光／著 光文社 2000 916 一般 1009910162014

80 がん
そして妻は「ハッピーっ」と言い遺して逝っ
た

周郷 顕夫／著 主婦の友社 2005 916 一般 1009910619342

81 がん それでもわたしは山に登る 田部井 淳子／著 文藝春秋 2013 786 一般 1000000844602

82 がん へこんでも 25歳ナツコの明るいガン闘病記 多和田 奈津子／著 新潮社 2002 916 一般 1009910305435

83 がん わたしは生きたい ジル・アイアランドのがん闘病記
ジル・アイアランド／著
渡辺 文子／訳

フォー・ユー 1987 936 一般 1008710154654

84 がん 遺すことば 作家たちのがん闘病記 青山 文平／[ほか著] 文藝春秋 2017 916 一般 1000001318300

85 がん 一緒に年取れずにごめんね 妻ががん患者になったとき 清水 光雄／著 小学館 1999 916 一般 1009910016702

86 がん 患者の力 がんに向き合う,生に向き合う 佐藤 泰子／編著 晃洋書房 2012 916 一般 1000000713074

87 がん 緩和ケア医が見つめた「いのち」の物語 堀 泰祐／著 飛鳥新社 2015 916 一般 1000001032092

88 がん 抗がん剤拒否のススメ 末期がんを克服した医師の 星野 仁彦／著 アスコム 2005 494 一般 1009910640052

89 がん 再発!それでもわたしは山に登る 田部井 淳子／著 文藝春秋 2016 786 一般 1000001259629

90 がん 作家がガンになって試みたこと 高橋 三千綱／著 岩波書店 2018 916 一般 1000001462209



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

91 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 文藝春秋 2010 494 一般 1000000435427

92 がん 全身がん政治家
与謝野 馨／著
青木 直美／取材・構成

文藝春秋 2012 916 一般 1000000666944

93 がん 打ちのめされるようなすごい本 米原 万里／著 文藝春秋 2006 019 一般 1009910742566

94 がん 闘う力 再発がんに克つ なかにし 礼／著 講談社 2016 916 一般 1000001151285

95 がん
闘病記専門書店の店主が、がんになって
考えたこと

星野 史雄／著 産経新聞出版 2012 492 一般 1000000698047

96 がん
働く女性のためのがん入院・治療生活便
利帳

40代、働き盛りでがんになった私
が言えること

岩井 ますみ／著 講談社 2015 494 一般 1000001073840

97 がん
病気になった時に読むがん闘病記読書案
内

闘病記専門古書店パラメディカ／
編
闘病記サイトライフパレット／編

三省堂 2010 494 一般 1000000364957

98 がん 僕は、死なない。
全身末期がんから生還してわかっ
た人生に奇跡を起こすサレンダー
の法則

刀根 健／著
SBクリエイティ
ブ

2019 916 一般 1000001612683

99 がん 末期ガン科学者の生還 西洋医療と決別、代替医療を選択 向井 楠宏／著 カロス出版 2012 916 一般 1000000650168

100 がん　ターミナルケア 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 一般 1000001345804

101 がん　聴覚障害 ろう者のがん闘病体験談
川淵 一江／著
江木 洋子／著

星湖舎 2019 494 一般 1000001527250

102 肝炎 いっしょに泳ごうよ 愛が支えたB型肝炎克服記 石川 ひとみ／著 集英社 1993 916 一般 1009310042762



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

103 肝硬変 遺言 最後の食卓 林葉 直子／著 中央公論新社 2014 796 一般 1000000891543

104 肝臓がん カーテンコール
川島 なお美／著
鎧塚 俊彦／著

新潮社 2015 772 一般 1000001124742

105 肝臓がん 末期ガンと漢方 東西医療の融合父に起きた奇跡 黒岩 祐治／著 IDP出版 2012 916 一般 1000000730076

106 肝臓がん
末期ガンなのにステーキを食べ、苦しまず
に逝った父

中西医結合医療の可能性を信じて 黒岩 祐治／著 講談社 2009 916 一般 1000000219160

107 肝臓がん 命と心を守るために 私が肝がん治療で体験したこと 八代 和子／著 本の泉社 2011 916 一般 1000000611593

108 肝臓がん ありがとうって言えたなら 瀧波 ユカリ／著 文藝春秋 2018 916 一般 1000001430241

109 肝臓がん 最後の「愛してる」 山下弘子、5年間の愛の軌跡 前田 朋己／著 幻冬舎 2018 916 一般 1000001492574

110 緘黙 かんもくの声 入江 紗代／著 学苑社 2020 916 一般 1000001624962

111 記憶障害 記憶障害の花嫁
北海道放送報道部取材
班／著

小学館 2013 916 一般 1000000839417

112 記憶障害 記憶喪失になったぼくが見た世界 坪倉 優介／著 朝日新聞出版 2011 916 一般 1000000481494 ◎

113 奇形 生まれてくれてありがとう
目と鼻のない娘は14才になりまし
た

倉本 美香／著 小学館 2017 916 一般 1000001400858

114 奇形 未完の贈り物 娘には目も鼻もありません 倉本 美香／著 産経新聞出版 2012 916 一般 1000000662885



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

115 吃音 なゆたのきろく 吃音のある子どもの子育てと支援
阿部 法子／著
坂田 善政／著

学苑社 2015 916 一般 1000001083017

116 気分障害 死にたいけどトッポッキは食べたい
ペク セヒ／著
山口 ミル／訳

光文社 2020 929 一般 1000001620970

117 境界性人格障害 私は親に殺された! 東大卒女性医師の告白 小石川 真実／著 朝日新聞出版 2015 916 一般 1000001006982

118 境界性人格障害 親という名の暴力
境界性人格障害を生きた女性医師
の記録

小石川 真実／著 高文研 2012 916 一般 1000000706464

119 強迫性障害 すべてのものは、あるべきところに
マーク・サマーズ／著
二宮 千寿子／訳

青山出版社 2000 493.7 一般 1009910131243

120 強迫性障害 強迫くもりのち晴れ、ときどき雨 梨本 恵里子／著 長崎出版 2010 493.7 一般 1000000453372 ◎

121 強迫性障害　拒食症
高校生のわたしが精神科病院に入り自分
のなかの神様とさよならするまで

もつお／著 KADOKAWA 2021 916 一般 1000001716351

122 ギランバレー症候群 笑いごとじゃない 世にも明るい闘病記
ジョセフ・ヘラー／著
スピード・ヴォーゲル／著

TBSブリタニカ 1987 936 一般 1008710106654

123 筋萎縮性側索硬化症 ALS患者として生きる覚悟
難病の発症から二年半の自助と闘
病の記録

田中 繁夫／著 風詠社 2018 916 一般 1000001481127

124 筋萎縮性側索硬化症 世界はまた彩りを取りもどす
難病ALS患者佐々木公一が拓いた
「普通に生きる」

玉居子 泰子／著 ひとなる書房 2019 916 一般 1000001559626

125 筋萎縮性側索硬化症 生きる証に 目で綴った闘病記
土尾 敏昭／著
NHK取材班／著

日本放送出版
協会

1989 916 一般 1008910001491

126 筋萎縮性側索硬化症 閉じこめられた僕
難病ALSが教えてくれた生きる勇
気

藤元 健二／著 中央公論新社 2017 916 一般 1000001289625



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

127 筋無力症 電動車イスひとり旅
広島県熊野町から札幌まで
1830km

中田 輝義／著 共同文化社 2010 291 一般 1000000483054

128 くも膜下出血 ある日突然・・・ 事件記者のクモ膜下出血闘病記 岡田 健三／著 大和書房 1988 493.7 一般 1008810042628

129 くも膜下出血 十八歳からの十年介護 町 亞聖／著
武田ランダムハ
ウスジャパン

2011 916 一般 1000000589766

130 くも膜下出血 父と息子の大闘病日記
神足 裕司／著
神足 祐太郎／著

扶桑社 2014 916 一般 1000000968486

131 くも膜下出血 一度、死んでみましたが スーパー闘病エッセイ! 神足 裕司／著 集英社 2013 916 一般 1000000867341 ◎

132 くも膜下出血 十年介護 町 亞聖／著 小学館 2013 916 一般 1000000787856 ◎

133 結核 わが心のサナトリウム保生園 結核予防会と新山手病院物語 大場 昇／著
文藝春秋企画
出版部

2015 916 一般 1000001112182

134 血管疾患　腫瘍 てるちゃんのかお
亀澤 裕也／絵
藤井 輝明／文

金の星社 2011 E 児童 1000000556442 ◎

135 原爆症 雅子斃れず 長崎原子爆弾記 石田 雅子／著
日本ブックエー
ス

2014 916 一般 1000000934525

136 原爆症 禎子の千羽鶴 戦争ノンフィクション
佐々木 雅弘／著
くまおり 純／装画・本文
イラスト

学研パブリッシ
ング

2013 916 児童 1000000811621

137 原爆症 飛べ!千羽づる
ヒロシマの少女佐々木禎子さんの
記録

手島 悠介／作
pon‐marsh／絵

講談社 2015 916 児童 1000001071500 ◎

138 口腔がん 針千本 私のがん闘病記 江夏 美好／著 河出書房新社 1982 490 一般 1008710032871



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

139 膠原病 未闘病記 膠原病、「混合性結合組織病」の 笙野 頼子／著 講談社 2014 916 一般 1000000950693

140 高次脳機能障害 31歳で天才になった男 サヴァンと共感覚の謎に迫る実話 ジェイソン・パジェット／著
モリーン・シーバーグ／著 講談社 2014 936 一般 1000000999200

141 高次脳機能障害 「話せない」と言えるまで
言語聴覚士を襲った高次脳機能障
害

関 啓子／著 医学書院 2013 493.7 一般 1000000760096

142 高次脳機能障害 まさか、この私が 脳卒中からの生還 関 啓子／著 教文館 2014 493.7 一般 1000000894902

143 高次脳機能障害 高次脳機能障害とともに
制度の谷間から声をあげた10年の
軌跡

日本脳外傷友の会／編 せせらぎ出版 2011 493.7 一般 1000000484264 ◎

144 高次脳機能障害 日々コウジ中
高次脳機能障害の夫と暮らす日常
コミック

柴本 礼／著 主婦の友社 2010 916 一般 1000000435721

145 高次脳機能障害 日々コウジ中　続
高次脳機能障害の夫と暮らす日常
コミック

柴本 礼／著 主婦の友社 2011 916 一般 1000000601222

146 高次脳機能障害 脳が壊れた 鈴木 大介／著 新潮社 2016 916 一般 1000001193299

147 高次脳機能障害 脳はすごい
ある人工知能研究者の脳損傷体験
記

クラーク・エリオット／著
高橋 洋／訳

青土社 2015 936 一般 1000001094732

148 高次脳機能障害 高次脳機能障害者の世界　改訂第2版 私の思うリハビリや暮らしのこと 山田 規畝子／編著
協同医書出版
社

2013 493.7 一般 1000000772548

149 高次脳機能障害 障害役者 走れなくても、セリフを忘れても 柳 浩太郎／著 ワニブックス 2010 772 一般 1000000416551

150 高次脳機能障害 脳は回復する 高次脳機能障害からの脱出 鈴木 大介／著 新潮社 2018 916 一般 1000001423159



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

151 光線過敏症 まっくらやみで見えたもの
光アレルギーのわたしの奇妙な人
生

アンナ・リンジー／著
真田 由美子／訳

河出書房新社 2016 936 一般 1000001144986

152 呼吸器病 バクバクっ子、街を行く! 人工呼吸器とあたりまえの日々
バクバクの会?人工呼吸
器とともに生きる?／著

本の種出版 2019 916 一般 1000001573453 ◎

153 骨腫瘍 つらいのが僕でよかった
ローラ・ソビアック／著
田内 志文／訳

サンマーク出版 2015 936 一般 1000001009044

154 骨腫瘍 とぶ!夢に向かって
ロンドンパラリンピック陸上日本代
表・佐藤真海物語　スポーツノンフィ
クション

佐藤 真海／文 学研教育出版 2012 782 児童 1000000727314

155 骨腫瘍 地に落ちよ、一粒の麦 若き大学医師のガン闘病記 野口 幸洋／著
産経新聞ニュー
スサービス

2001 916 一般 1009910228642

156 骨髄腫
ぼくたちが選べなかったことを、選びなお
すために。

幡野 広志／著 ポプラ社 2019 916 一般 1000001555544

157 混合型血管奇形 泣いてばかりいられない
混合型血管奇形の患者と家族の手
記

混合型血管奇形の難病
指定を求める会／編

みらい 2011 493.2 一般 1000000590320

158 視覚障害 わが盲想
モハメド・オマル・アブ
ディン／著

ポプラ社 2013 916 一般 1000000788302

159 視覚障害 愛情の庭 若き盲女の日記 新井 たか子／[著]
桜雲会点字出
版部

2014 916 一般 1000000959193

160 視覚障害 感じて歩く ルポエッセイ 三宮 麻由子／著 岩波書店 2012 916 一般 1000000665273

161 視覚障害 決断。 全盲のふたりが、家族をつくるとき
大胡田 誠／著
大石 亜矢子／著

中央公論新社 2017 916 一般 1000001400322

162 視覚障害 見えないからこそ見えた光 絶望を希望に変える生き方 岩本 光弘／著 ユサブル 2019 916 一般 1000001527210



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

163 視覚障害 光を失って心が見えた 全盲先生のメッセージ 新井 淑則／著 金の星社 2015 289 児童 1000001121224

164 視覚障害 障がい者よ、街へ出よう
「網膜色素変性症」で視覚をなくし
ても、現役プロデューサー

津久見 圭／著
プラチナボック
ス

2012 916 一般 1000000622318

165 視覚障害 全盲の僕が弁護士になった理由(ワケ) あきらめない心の鍛え方
大胡田 誠／[著]
日経トップリーダー／編
集

日経BP社 2012 916 一般 1000000637039

166 視覚障害 半盲記 ある凡人の多彩な前向き人生 藤澤 光治／著 エピック 2011 F289/10/Z6 一般 1000000488429

167 子宮がん ガンを越え、めざせ地平線!! エミコ・シール／著 鹿砦社 2002 290.9 一般 1009910275825

168 子宮がん　肝臓がん がんよ、ありがとうがらし
二度のがん体験から見えてきたも
の

緒方 真子／著 文化出版局 2000 916 一般 1009910137104

169 子宮頸がん 「子宮頸がん」経験したからこそ伝えたい! 仁科 亜季子／著 潮出版社 2011 778 一般 1000000582828

170 子宮頸がん 癌で妊婦で45歳です 森田 美佐子／著 文芸社 2019 916 一般 1000001514654

171
子宮頸がん　子宮体が
ん

原千晶39歳がんと私、明日の私、キレイな
私。

原 千晶／著 光文社 2013 779 一般 1000000813835

172 自己免疫疾患 さらさらさん 大野 更紗／著 ポプラ社 2013 914.6 一般 1000000763039

173 自己免疫病 シャバはつらいよ 大野 更紗／著 ポプラ社 2014 916 一般 1000000944829

174 自己免疫病 困ってるひと 大野 更紗／著 ポプラ社 2011 916 一般 1000000541481



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

175 自己免疫病 困ってるひと　（文庫） 大野 更紗／[著] ポプラ社 2012 916 一般 1000000667132 ◎

176 視神経脊髄炎 全然大丈夫じゃない! 田坂 真理／著 泰文堂 2013 916 一般 1000000846607

177 ジストニー 7本指のピアニスト 西川 悟平／著 朝日新聞出版 2015 762 一般 1000001043240

178 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

山下 久仁子／著
幻冬舎ルネッサ
ンス

2005 916 一般 1009910634996

179 失語症 再び話せなくなるまえに 小児神経科医の壊れた言語脳 秋津 じゅん／著 星和書店 2019 493.7 一般 1000001598685

180 失語症 夫はバイリンガル失語症
日本語教師が綴る闘病と回復の五
年間

ロコバント靖子／著 大修館書店 2013 916 一般 1000000805938

181 失読症 DX型ディスレクシアな僕の人生 「読む」「書く」は苦手だけれど 藤堂 高直／著 主婦の友社 2012 916 一般 1000000603465

182 失読症 読めなくても、書けなくても、勉強したい
ディスレクシアのオレなりの読み書
き

井上 智／著
井上 賞子／著

ぶどう社 2012 916 一般 1000000619042

183 失読症 私のディスレクシア
フィリップ・シュルツ／著
藤堂 栄子／監訳

東京書籍 2013 936 一般 1000000818995 ◎

184 自閉症 カイルが輝く場所へ
発達障害のわが子がピアニストとし
て羽ばたくまで

紀平 由起子／著 NHK出版 2020 762 一般 1000001628009 ◎

185 自閉症 クソババァごめんなさい
暴言の強い自閉症児の子育て18
年

あらがき さより／著 金木犀舎 2019 916 一般 1000001619053 ◎

186 自閉症 そよ風の手紙
自閉症児りょうまとシングルファー
ザーの18年

新保 浩／著 マキノ出版 2013 916 一般 1000000800125 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

187 自閉症 ちづる 娘と私の「幸せ」な人生 赤崎 久美／著 新評論 2011 916 一般 1000000590721 ◎

188 自閉症 テンプル・グランディン自閉症と生きる
サイ・モンゴメリー／著
杉本 詠美／訳

汐文社 2015 289 児童 1000001021954

189 自閉症 ぼくたちが見た世界 自閉症者によって綴られた物語
カムラン・ナジール／著
神崎 朗子／訳

柏書房 2011 936 一般 1000000585154

190 自閉症 ぼくには数字が風景に見える
ダニエル・タメット／著
古屋 美登里／訳

講談社 2014 936 一般 1000000932421

191 自閉症 ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい
クリスティン・バーネット／
著
永峯 涼／訳

KADOKAWA 2014 936 一般 1000000882170

192 自閉症 ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい
クリスティン・バーネット／
[著]
永峯 涼／訳

KADOKAWA 2018 936 一般 1000001484865 ◎

193 自閉症 まさき君のピアノ
自閉症の少年が避難所で起こした
小さな奇跡

橋本 安代／著 ブックマン社 2012 916 一般 1000000631983 ◎

194 自閉症 「ママ」と呼んでくれてありがとう
自閉症の息子と歩んだABA早期療
育の軌跡

杉本 美花／著 学研教育出版 2012 916 一般 1000000693083

195 自閉症 リカと3つのルール 自閉症の少女がことばを話すまで 東条 健一／著 新潮社 2013 916 一般 1000000753663 ◎

196 自閉症 自閉女(ジヘジョ)の冒険
モンスター支援者たちとの遭遇と別
れ

森口 奈緒美／著 遠見書房 2020 916 一般 1000001632368

197 自閉症 自閉症のきみの心をさがして
シンガーソングライターパパの子育
て

うすい まさと／著 ぶどう社 2010 916 一般 1000000467362 ◎

198 自閉症 自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで
イド・ケダー／著
入江 真佐子／訳

飛鳥新社 2016 936 一般 1000001229381 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

199 自閉症 自閉症の僕が生きていく風景 東田 直樹／[著] KADOKAWA 2020 916 一般 1000001665493

200 自閉症 障害を持つ息子へ 息子よ。そのままで、いい。 神戸 金史／著 ブックマン社 2016 916 一般 1000001237126

201 自閉症 数字と踊るエリ 娘の自閉症をこえて 矢幡 洋／著 講談社 2011 916 一般 1000000521502

202 自閉症 発達障害だって大丈夫　増補新版 自閉症の子を育てる幸せ 堀田 あけみ／著 河出書房新社 2018 916 一般 1000001435665

203 自閉症 発達障害に生まれて 自閉症児と母の17年 松永 正訓／著 中央公論新社 2018 493.9 一般 1000001482291

204 自閉症 発達障害の君を信じてる 自閉症児、小学生になる 堀田 あけみ／著 河出書房新社 2011 916 一般 1000000485068

205 自閉症 風になる 自閉症の僕が生きていく風景 東田 直樹／著
ビッグイシュー
日本

2012 916 一般 1000000765536

206 自閉症 毎日が天国 自閉症だったわたしへ
ドナ・ウィリアムズ／著
河野 万里子／訳

明石書店 2015 289 一般 1000001005454 ◎

207 自閉症 無限振子
精神科医となった自閉症者の声無
き叫び

Lobin H.／著
協同医書出版
社

2011 916 一般 1000000491882

208 社会不安障害 人と食事するのが怖い! 会食恐怖症ってなに??
朝来 おかゆ／著
高橋 進／解説

合同出版 2020 493.7 一般 1000001642229 ◎

209
若年性アルツハイマー
病

若年性アルツハイマー病全過程の症状と
介護

妻の生活の充実をめざして 出雲 晋治／著
クリエイツかも
がわ

2012 916 一般 1000000722539

210 若年性パーキンソン病 若年性パーキンソン病を生きる
ふるえても、すくんでも、それでも前
へ!

秋山 智／編著 長崎出版 2011 493.7 一般 1000000541632



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

211 若年認知症 さくら日記 ワンダフルライフをめざして 池園 さくら／著 風媒社 2018 916 一般 1000001427940

212 若年認知症 ぼくが前を向いて歩く理由(わけ)
事件、ピック病を超えて、いまを生き
る

中村 成信／著 中央法規出版 2011 916 一般 1000000590053

213 若年認知症 記憶がなくなるその時まで 認知症になった私の観察ノート
ゲルダ・サンダース／著
藤澤 玲子／訳

新曜社 2019 493.7 一般 1000001538580

214 若年認知症 私の脳で起こったこと レビー小体型認知症からの復活 樋口 直美／著 ブックマン社 2015 916 一般 1000001070167

215 若年認知症 明日はわが身 若年性認知症の夫と生きる 南田 佐智恵／著 新潮社 2014 916 一般 1000000988684

216
若年認知症　アルツハ
イマー病

今日のわたしは、だれ? 認知症とともに生きる
ウェンディ・ミッチェル／
著
宇丹 貴代実／訳

筑摩書房 2020 493.7 一般 1000001638699

217 重症筋無力症 きっと明日は 雪子、二十年の闘病記 江崎 雪子／著 ポプラ社 1989 916 児童 1000000012539

218 重症筋無力症 きっと明日は 雪子､20年の闘病記 江崎 雪子／著 ポプラ社 1990 916 児童 1008910048835

219 腫瘍 「がんになって良かった」と言いたい
山口 雄也／著
木内 岳志／著

徳間書店 2020 916 一般 1000001669793

220 腫瘍 20歳(はたち)のソウル
奇跡の告別式、一日だけのブラス
バンド

中井 由梨子／作 小学館 2018 289 一般 1000001473757

221
掌蹠膿疱症性骨関節
炎

死んでたまるか! 波瀾万丈の人生と全闘病記 奈美 悦子／著 主婦と生活社 2005 778 一般 1009910600847

222 小児がん がんばれば、幸せになれるよ
小児がんと闘った9歳の息子が遺し
た言葉

山崎 敏子／著 小学館 2002 916 一般 1009910324709



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

223 小児がん　骨腫瘍 いのちつぐ「みとりびと」７ ぼくはクマムシになりたかった 國森 康弘／写真・文
農山漁村文化
協会

2014 490 児童 1000000884064

224 小児がん　脳腫瘍 いのちつぐ「みとりびと」６ 華蓮ちゃんさいごの家族旅行 國森 康弘／写真・文
農山漁村文化
協会

2014 490 児童 1000000898104

225 小児まひ 小児まひを生きる 障がい者運動そして起業家として 米原 ろしゅう／著 文芸社 2016 289 一般 1000001132639

226 食道がん 死なない練習 長友 啓典／著 講談社 2011 916 一般 1000000598233

227 食道がん 手術は、しません 父と娘の「ガン闘病」450日
団 鬼六／著
黒岩 由起子／著

新潮社 2011 916 一般 1000000570071

228 食道がん 殉愛 百田 尚樹／著 幻冬舎 2014 767 一般 1000000984700

229 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 一般 1000000735442

230 食道がん
食道がん診断専門の医者が食道がんに
なった。

山本 勇／著 柏艪舎 2019 493.4 一般 1000001543852

231 植物状態 ゴースト・ボーイ マーティン・ピストリウス／著
ミーガン・ロイド・デイヴィス／著 PHP研究所 2015 936 一般 1000001116181

232 食物アレルギー 食物アレルギーと生きる詩人の物語 お誕生日も命がけ
サンドラ・ビーズリー／著
中村 哲也／監修

国書刊行会 2015 936 一般 1000001020945

233 神経症 神経症からの「回復の物語」
森田療法を学び支えあった人たち
の成長の記録

岸見 勇美／著
生活の発見会／監修

白揚社 2014 493.7 一般 1000000977360

234 人工腎臓 闘 人工腎臓闘病記 野田 孝／著
昭和富士統業
出版部

1975 494 一般 1008610094762



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

235 進行性筋萎縮症 99%ありがとう ALSにも奪えないもの 藤田 正裕／著 ポプラ社 2013 916 一般 1000000859102

236 進行性筋萎縮症 PL学園最強世代 あるキャッチャーの人生を追って
伊藤 敬司／著
矢崎 良一／著

講談社 2015 783.7 一般 1000001048802

237 進行性筋萎縮症 まりあのニューヨーク フジテレビ ザ・ノンフィクション
フランキ・マリア・さわの
／著

朝日新聞出版 2012 916 一般 1000000693244

238 進行性筋萎縮症 モリー先生との火曜日
ミッチ・アルボム／著
別宮 貞徳／訳

NHK出版 2018 936 一般 1000001416806

239 進行性筋萎縮症 わたしが障害者じゃなくなる日
難病で動けなくてもふつうに生きら
れる世の中のつくりかた

海老原 宏美／著 旬報社 2019 369.2 児童 1000001557306

240 進行性筋萎縮症 介助犬にもどりたい! ロッキーとぼくの1500日
信田 滋弘／著
藤原 嗣治／編

小学館 2007 369.2 一般 1009910802256

241 進行性筋萎縮症 えがおの宝物
進行する病気の娘が教えてくれた
「人生で一番大切なこと」

加藤 さくら／著 光文社 2015 916 一般 1000001082995 ◎

242 進行性筋萎縮症 モリー先生との火曜日
ミッチ・アルボム／著
別宮 貞徳／訳

日本放送出版
協会

2004 936 一般 1009910554719 ◎

243 進行性筋萎縮症 わたしは目で話します
文字盤で伝える難病ALSのこと そ
して言葉の力

たかお まゆみ／著 偕成社 2013 916 一般 1000000747528 ◎

244 心臓-疾患 工学部ヒラノ教授の介護日誌 今野 浩／著 青土社 2016 916 一般 1000001150737

245 腎臓疾患 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 一般 1000000434976

246 腎臓疾患 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 一般 1000000543996



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

247 心臓病 ぼくどうして涙がでるの 伊藤 文学／著
スペースシャ
ワーネットワーク

2013 916 一般 1000000864519

248
心的外傷後ストレス障
害

チューズデーに逢うまで 介助犬と戦傷兵士の深い絆
ルイス・モンタバン／著
加藤 喬／訳

並木書房 2015 936 一般 1000001051818

249
心的外傷後ストレス障
害

わたし、虐待サバイバー 羽馬 千恵／著 ブックマン社 2019 916 一般 1000001575895 ◎

250 膵臓がん さよならまでの読書会
本を愛した母が遺した「最後の言
葉」

ウィル・シュワルビ／著
高橋 知子／訳

早川書房 2013 936 一般 1000000816806

251 膵臓がん 転移 中島 梓／著 朝日新聞出版 2011 916 一般 1000000592606

252 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 916 一般 1000001360155 ◎

253 膵臓がん <いのち>とがん 患者となって考えたこと 坂井 律子／著 岩波書店 2019 493.4 一般 1000001530024

254 膵臓がん 一〇〇万回言っても、言い足りないけど ジャーナリスト竹田圭吾を見送って 竹田 裕子／著 新潮社 2016 289 一般 1000001257380

255 膵臓がん 書かずに死ねるか
難治がんの記者がそれでも伝えた
いこと

野上 祐／著 朝日新聞出版 2019 916 一般 1000001527422

256 膵臓がん どーもの休日
元NHK記者と家族の<末期がん闘
病記>

近藤 彰／著 風媒社 2014 916 一般 1000000987124 ◎

257 髄膜炎 心のノート ちいさな生の記録 麻生 千晶／著 文芸社 1999 289 一般 1009910004844

258 スモン病 冬の旅（文庫） 一音楽評論家のスモン闘病記 志鳥 栄八郎／著 徳間書店 1990 916 一般 1009010005549



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

259 スモン病 冬の旅 音楽評論家のスモン闘病記 志鳥 栄八郎／著 朝日新聞社 1976 916 一般 1008610139181

260 成人Ｔ細胞白血病 運命を生きる 闘病が開けた人生の扉 浅野 史郎／著 岩波書店 2012 916 一般 1000000655824

261 精神医学 精神科医がこころの病になったとき
クリストフ・アンドレ／編
高野 優／監訳

紀伊國屋書店 2013 493.7 一般 1000000808794 ◎

262 精神障害 この地獄を生きるのだ
うつ病、生活保護。死ねなかった私
が「再生」するまで。

小林 エリコ／著 イースト・プレス 2017 916 一般 1000001402368

263 精神障害 わたしはなにも悪くない 小林 エリコ／著 晶文社 2019 916 一般 1000001550045

264 精神障害 僕は四つの精神障害
強迫性障害、性同一性障害、うつ
病、発達障害と共に生きて

津野 恵／著 星和書店 2013 916 一般 1000000803014

265 脊髄小脳変性症 OHANA “奇跡の明日”を信じて 塩沢 淳子／著 主婦と生活社 2011 916 一般 1000000527739 ◎

266 脊髄小脳変性症 みぞれふる空 脊髄小脳変性症と家族の2000日 米本 浩二／著 文藝春秋 2013 916 一般 1000000778582

267 脊柱側彎 重度側弯症の選択肢 娘と私の闘病記 東 史／著 清風堂書店 2019 493.9 一般 1000001580075

268 舌がん Stage For?
舌がん「ステージ4」から希望のス
テージへ

堀 ちえみ／著 扶桑社 2019 767 一般 1000001595769

269 線維筋痛症 虐待被害者の味方です
虐待が原因で難病になり、甦った足
跡

小田 博子／著 高文研 2019 916 一般 1000001543093

270 腺がん 鳳啓助のポテチン闘病記 鳳 ハマ子／著 毎日新聞社 1994 916 一般 1009410043553



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

271 先天性白皮症 アルビノを生きる 川名 紀美／著 河出書房新社 2013 493.1 一般 1000000802505

272 腺様のう胞がん 余命ゼロを生きる 現役美容師、奇跡の物語 佐藤 由美／著 WAVE出版 2009 916 一般 1000000276877

273 前立腺がん 癌を追って ある貴重な闘病体験 石 弘光／著 中央公論新社 2010 494 一般 1000000406199

274 前立腺がん 前立腺歌日記 四元 康祐／著 講談社 2018 916 一般 1000001505677

275 躁うつ病 Let’s Enjoyソーウツ病 患者と主治医の丁丁発止闘病記 林 恭子／著 柘植書房 1995 493.7 一般 1009510014766

276 躁うつ病 うつ､その深き淵より ある精神科医の闘病記録
ピート C.カイパー／著
那須 弘之／訳

創元社 1997 493.7 一般 1009710031732

277 躁うつ病 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 一般 1009910391814

278 双極性障害 うつ時々、躁 私自身を取り戻す 海空 るり／著 岩波書店 2019 916 一般 1000001525685

279 双極性障害 知性は死なない 平成の鬱をこえて 與那覇 潤／著 文藝春秋 2018 916 一般 1000001439162

280 双極性障害 背後の世界
トーマス・メレ／著
金 志成／訳

河出書房新社 2018 946 一般 1000001491630

281 双極性障害 絲的ココロエ 「気の持ちよう」では治せない 絲山 秋子／著 日本評論社 2019 916 一般 1000001530720

282 大腸がん がんと闘った科学者の記録
戸塚 洋二／著
立花 隆／編

文藝春秋 2009 916 一般 1000000266346



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

283 大腸がん がんフーフー日記 川崎フーフ／著 小学館 2011 916 一般 1000000525611 ◎

284 大腸がん がん患者 鳥越 俊太郎／著 講談社 2011 916 一般 1000000547923

285 大腸がん その時は、笑ってさよなら 俳優・入川保則 余命半年の生き方 入川 保則／著 ワニブックス 2011 778 一般 1000000544983

286 大腸がん 稲と太陽と一生懸命! オク&トノ凸凹夫婦の物語
赤井 久美子／著
赤井 奉久／著

誠文堂新光社 2015 F916/10/Z6 一般 1000001074332

287 大腸がん 加奈子。何をしてやれたかな…
女優・深浦加奈子の父が綴った、大
腸ガン闘病記

深浦 栄助／著 主婦と生活社 2009 772 一般 1000000304874

288 大腸がん 私、入院しちゃいました
根っからの“心配性”の私、ガン宣
告から手術・退院までの一部始終

森尾 果／著 文芸社 2017 916 一般 1000001264515 ◎

289 大腸がん がんになって、止めたこと、やったこと
野中 秀訓／著
斎藤 糧三／医療監修

主婦の友社 2016 916 一般 1000001179908

290 大腸がん 医者が妻を看取る
夫婦でがんと闘った3年10カ月の
記録

小野寺 久／著 中央公論新社 2017 916 一般 1000001400352

291 大腸がん 猫だましい ハルノ 宵子／著 幻冬舎 2020 916 一般 1000001694559

292 大腸がん 河辺家のホスピス絵日記　改訂新版 愛する命を送るとき
河辺 貴子／著
山崎 章郎／著

聖公会出版 2014 916 一般 1000000943098

293
大腸がん
膵臓がん

大学教授がガンになってわかったこと 山口 仲美／著 幻冬舎 2014 493.4 一般 1000000904067 ◎

294 ダウン症候群 アイちゃんのいる教室
高倉 正樹／ぶん・しゃし
ん

偕成社 2013 378 児童 1000000775973



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

295 ダウン症候群　自閉症
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／著
藤谷 秀／著

生活思想社 2013 493.4 一般 1000000846325

296 ダウン症候群 アイちゃんのいる教室 3年1組
高倉 正樹／ぶん・しゃし
ん

偕成社 2015 378 児童 1000001012059 ◎

297 ダウン症候群 ダウン症児の母親です! 毎日の生活と支援、こうなってる たちばな かおる／著 講談社 2014 916 一般 1000000955873 ◎

298 ダウン症候群 ダウン症児を育てるってこんなこと しつけはどうする?将来どうなる? たちばな かおる／著 講談社 2016 378 一般 1000001140249 ◎

299 ダウン症候群 マレタイム 佐々木 真紀／著 文芸社 2020 916 一般 1000001654842 ◎

300
ダウン症候群　脳性ま
ひ

もう一度、抱きしめたい
脳性まひの僕に舞い降りたダウン
星の王子さま

中村 勝雄／著 東京新聞 2011 916 一般 1000000530395 ◎

301 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 一般 1000000377359

302 多発性硬化症 でも、生きてるし、今日も恋してる。 難病女子の婚活ライフ
大橋 グレース愛喜恵／
著

宝島社 2016 916 一般 1000001216162 ◎

303 多発性骨髄腫 骨が消えた!
多発性骨髄腫で逝った医師の闘病
記

阿相 幸治／著
阿相 信子／著

メトロポリタン 1994 916 一般 1009410027074

304 胆管がん まだ望みはあります がん宣告「余命2カ月」からの闘い! 高橋 幸司／著 さくら舎 2019 916 一般 1000001550515

305 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 一般 1000000659874

306 胆管がん 身ぎれいな終いじたく 天沼 寿子／著
メディアファクト
リー

2012 916 一般 1000000713524 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

307 知的障害 母よ嘆くなかれ 新訳版
パール・バック／[著]
伊藤 隆二／訳

法政大学出版
局

2013 936 一般 1000000805457

308 注意欠陥多動性障害 ADHDでよかった 立入 勝義／著 新潮社 2017 916 一般 1000001266266

309 注意欠陥多動性障害 発達障害で生まれてくれてありがとう
シングルマザーがわが子を東大に
入れるまで

菊地 ユキ／著 光文社 2020 916 一般 1000001674126

310 聴覚障害 音に出会った日
ジョー・ミルン／著
加藤 洋子／訳

辰巳出版 2016 936 一般 1000001176784

311 聴覚障害 交響曲第一番 闇の中の小さな光 佐村河内 守／[著] 幻冬舎 2013 916 一般 1000000796652

312 聴覚障害 人生の途上で聴力を失うということ
心のマネジメントから補聴器、人工
内耳、最新医療まで

キャサリン・ブートン／著
ニキ リンコ／訳

明石書店 2016 496 一般 1000001130817

313 聴覚障害 聴こえないピアニスト 宮本 まどか／著 幻冬舎 2010 916 一般 1000000446006 ◎

314 聴覚障害　発達障害 聖奈の絵はコトバ
聴覚障害+発達障害の子がイラス
ト作家になるまで

杉本 香苗／著
杉本 聖奈／絵

中央法規出版 2014 916 一般 1000000939979

315 腸がん 警察官僚ガン闘病ブログ
末期ガンに向き合った若い夫婦の
愛と勇気の記録

森実 悟／著
森実 満紀／著

中経出版 2007 916 一般 1009910802185

316 腸がん 妻が願った最期の「七日間」 宮本 英司／著 サンマーク出版 2018 916 一般 1000001469907 ◎

317 ディスレクシア 文字の読めないパイロット
識字障害の僕がドローンと出会って
飛び立つまで

高梨 智樹／著 イースト・プレス 2020 289 一般 1000001669585

318 統合失調症 ボクには世界がこう見えていた 統合失調症闘病記 小林 和彦／著 新潮社 2011 916 一般 1000000590368



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

319 統合失調症
もうひとつの「心病む母が遺してくれたも
の」

家族の再生の物語 夏苅 郁子／著 日本評論社 2014 916 一般 1000000878548

320 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 493.7 一般 1000001253706

321 統合失調症 心病む母が遺してくれたもの 精神科医の回復への道のり 夏苅 郁子／著 日本評論社 2012 916 一般 1000000686383

322 統合失調症 精神科サバイバル! 人薬に支えられて はた よしみ／著 解放出版社 2014 916 一般 1000000991571

323 統合失調症 当事者が語る精神障害とのつきあい方
「グッドラック!統合失調症」と言お
う

佐野 卓志／著
森 実恵／著

明石書店 2013 916 一般 1000000768362

324 統合失調症 統合失調症がやってきた
ハウス加賀谷／著
松本 キック／著

イースト・プレス 2013 779 一般 1000000822198 ◎

325 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 一般 1000000465616

326 統合失調症 人は、人を浴びて人になる
心の病にかかった精神科医の人生
をつないでくれた12の出会い

夏苅 郁子／著
ライフサイエン
ス出版

2017 916 一般 1000001340897 ◎

327 統合失調症 相方は、統合失調症
松本 キック／著
ハウス加賀谷／著

幻冬舎 2016 916 一般 1000001195806 ◎

328 糖尿病 ぼくと野球と糖尿病 海を渡ったエースの闘病記 新浦 壽夫／著 文藝春秋 1994 783.7 一般 1009410039391

329 糖尿病 糖尿病と私 水野 肇／著 中央公論新社 2011 916 一般 1000000575059

330 動脈硬化症 老妻だって介護はつらいよ 葛藤と純情の物語 沖藤 典子／著 岩波書店 2015 916 一般 1000001088395



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

331 禿頭病 ふたりの薄毛物語 春原 弥生／著 文藝春秋 2010 916 一般 1000000453568

332
軟骨異栄養性筋強直
症

ハッチ&リトルB
小さな男の子と大きなワンコの奇跡
のような本当のお話

ウェンディ・ホールデン／
著
有澤 真庭／訳

竹書房 2014 936 一般 1000000945234

333 難聴 宿題の絵日記帳 今井 信吾／著
リトルモア(発
売)

2017 916 一般 1000001320511

334 難病 難病カルテ 患者たちのいま 蒔田 備憲／著 生活書院 2014 493.1 一般 1000000895226

335 乳がん おっぱいの詩 21歳の私が、どうして乳がんに? 大原 まゆ／著 講談社 2005 916 一般 1009910585476

336 乳がん 「がん」でも笑って死ぬ方法 乳がんと共に生きる女子の記録 石見 雅美／著 経済界 2013 916 一般 1000000805199

337 乳がん がんと一緒にゆっくりと あらゆる療法をさまよって 絵門 ゆう子／[著] 新潮社 2003 916 一般 1009910409934

338 乳がん はなちゃんのみそ汁
安武 信吾／著
安武 千恵／著

文藝春秋 2012 916 一般 1000000633361

339 乳がん はなちゃんのみそ汁
安武 信吾／著
安武 千恵／著

文藝春秋 2014 916 一般 1000000952731 ◎

340 乳がん 「閉経後乳がん」を生きる
佐藤 万作子／著
尾浦 正二／監修

中央公論新社 2010 916 一般 1000000473294

341 乳がん ママが生きた証 小松 武幸／著 講談社 2012 916 一般 1000000695767 ◎

342 乳がん モデル、40歳。乳がん1年生。 MAIKO／著 ベストセラーズ 2009 916 一般 1000000340666



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

343 乳がん 遺書 笑う乳がん闘病記 田原 節子／著 集英社 2004 916 一般 1009910543484

344 乳がん 家族の歌 河野裕子の死を見つめた344日
河野 裕子／著
永田 和宏／著

産経新聞出版 2011 911.16 一般 1000000489512

345 乳がん 歌に私は泣くだらう 妻・河野裕子闘病の十年 永田 和宏／著 新潮社 2012 911.16 一般 1000000676777

346 乳がん 恵恵 日中の海を越えた愛
恵恵／著
岡崎 健太／著

文藝春秋 2014 916 一般 1000000934719

347 乳がん 身体(からだ)のいいなり 内澤 旬子／著 朝日新聞出版 2010 916 一般 1000000475844

348 乳がん 乳がん後悔しない治療 よりよく生きるための選択 渡辺 容子／著 径書房 2010 495 一般 1000000416628

349 乳がん 彼女失格 恋してるだとか、ガンだとか 松 さや香／著 幻冬舎 2013 916 一般 1000000808291

350 乳がん 母さん、お花の中にねんね
不妊治療、出産、乳癌 2歳の娘を
残して逝ったある母の物語

中井 一夫／著 不知火書房 2014 916 一般 1000000945316

351 乳がん 毛のない生活 山口 ミルコ／著 ミシマ社 2012 916 一般 1000000624225

352 乳がん 女子と乳がん 松 さや香／著 扶桑社 2017 916 一般 1000001401147 ◎

353 乳がん “がん”のち、晴れ 「キャンサーギフト」という生き方
伊勢 みずほ／[著]
五十嵐 紀子／[著]

幻冬舎 2019 916 一般 1000001523884

354 乳がん きっと大丈夫。 私の乳がんダイアリー 矢方 美紀／著 双葉社 2019 916 一般 1000001547543



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

355 乳がん だけど、生きている 後藤 晃江／著 東京図書出版 2017 916 一般 1000001302546

356 乳がん 112日間のママ 清水 健／著 小学館 2016 916 一般 1000001145076

357 乳がん ホーザ ブラジルからのおくりもの 佐々木 郁子／著
幻冬舎メディア
コンサルティン
グ

2017 916 一般 1000001359942

358 乳がん 右胸にありがとうそしてさようなら 5度の手術と乳房再建1800日 生稲 晃子／著 光文社 2016 772 一般 1000001176544

359 乳がん 急に具合が悪くなる
宮野 真生子／著
磯野 真穂／著

晶文社 2019 114 一般 1000001586676

360 乳がん 乳癌日記
胸の小さな痛みから始まった乳癌
闘病記

夢野 かつき／著
榊原 淳太／監修

廣済堂出版 2020 495 一般 1000001682186

361 乳がん おさわがせシェイマスがくれた勇気 ビーグルとわたしのガン闘病記
テレサ・J.ライン／著
高橋 佳奈子／訳

KADOKAWA 2014 936 一般 1000000892080 ◎

362 乳がん・認知症 介護のうしろから「がん」が来た! 篠田 節子／著 集英社 2019 916 一般 1000001591822

363 乳がん　自閉症 幸せはわたしの中にそしてあなたの中に
「乳癌」のわたしが「自閉症」の息
子をのこしていく道

南 裕子／著 ぶどう社 2015 916 一般 1000001036520

364 認知症 子育てとばして介護かよ 島影 真奈美／著 KADOKAWA 2019 916 一般 1000001584396

365 認知症 親の介護をしないとダメですか? 吉田 潮／著 ベストセラーズ 2019 916 一般 1000001583984

366 脳溢血 おでかけは最高のリハビリ! 要介護5の母とウィーンを旅する たかはた ゆきこ／[著] 雷鳥社 2018 916 一般 1000001424249



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

367 脳溢血 左手一本のシュート
夢あればこそ!脳出血、右半身まひ
からの復活

島沢 優子／著 小学館 2011 916 一般 1000000532722

368 脳溢血 脳天気にもホドがある。 燃えドラ夫婦のリハビリ日記 大矢 博子／著
東洋経済新報
社

2010 916 一般 1000000456806 ◎

369 脳溢血 癒されゆく日々 大島 渚／著
日本放送出版
協会

2000 778 一般 1009910162463

370 脳溢血・大腸がん さよなら涙 リハビリ・バンバン ビリー・バンバン／著 秀和システム 2017 764 一般 1000001345545

371 脳炎 キミの目が覚めたなら 8年越しの花嫁
中原 尚志／著
中原 麻衣／著

主婦の友社 2015 916 一般 1000001066498

372 脳炎 脳に棲む魔物
スザンナ・キャハラン／著
澁谷 正子／訳

KADOKAWA 2014 936 一般 1000000927919

373 脳血管障害 突然、妻が倒れたら 松本 方哉／著 新潮社 2013 916 一般 1000000769303

374 脳血管障害 夫が倒れた!献身プレイが始まった 野田 敦子／著 主婦の友社 2020 916 一般 1000001694719

375 脳血管障害 ボクは病気に選ばれた 塩井 宏明／著 Clover出版 2020 916 一般 1000001661241

376 脳梗塞 脳梗塞日誌
病棟から発信!涙と笑いとリハビリ
の100日間

日垣 隆／著 大和書房 2016 916 一般 1000001182714

377 脳梗塞 お父さんが倒れました 脳梗塞わが家の闘病記 川嶋 光／著 プレジデント社 2005 916 一般 1009910613847

378 脳梗塞 しげちゃん田んぼに立つ ばらとおむつ 続々 銀色 夏生／[著] 角川書店 2011 916 一般 1000000496756 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

379 脳梗塞 ママを殺した 藤 真利子／著 幻冬舎 2017 778 一般 1000001366348

380 脳梗塞 わが闘病記 脳梗塞・死からの脱出 高木 彬光／著 曜曜社出版 1987 916 一般 1008710112439

381 脳梗塞 寡黙なる巨人 多田 富雄／著 集英社 2007 914.6 一般 1009910820381

382 脳梗塞 寡黙なる巨人　（文庫） 多田 富雄／著 集英社 2010 916 一般 1000000422262 ◎

383 脳梗塞 生還 小林 信彦／著 文藝春秋 2019 916 一般 1000001534941

384 脳梗塞 多田富雄コレクション３ 人間の復権 多田 富雄／著 藤原書店 2017 081 一般 1000001343188

385 脳梗塞 脳梗塞からの“再生” 免疫学者・多田富雄の闘い 上田 真理子／著 文藝春秋 2010 916 一般 1000000425119

386 脳梗塞 夫が脳で倒れたら 三澤 慶子／著 太田出版 2019 916 一般 1000001547550

387 脳梗塞 衝動家族
せっせ／[著]
銀色 夏生／[著]

角川書店 2012 916 一般 1000000616476 ◎

388 脳出血 大熱血闘病記 永倉 万治／著 角川書店 1992 916 一般 1009210003931

389 脳腫瘍 10歳のあなたへ まぁ君からの贈り物 苔玉 しずく／著 文芸社 2012 916 一般 1000000773455

390 脳腫瘍 甲子園がくれた命 世の中への扉 スポーツ 中村 計／著 講談社 2011 783.7 児童 1000000502412



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

391 脳腫瘍 人生という教室
プライオリティ・リストが教えてくれ
たこと

ダヴィード・メナシェ／著
川田 志津／訳

東洋出版 2014 936 一般 1000000943107

392 脳性まひ 愛雪　上
ある全身性重度障害者のいのちの
物語

新田 勲／著
全国公的介護保障要求
者組合／編集

第三書館 2012 916 一般 1000000686762

393 脳性まひ 愛雪　下
ある全身性重度障害者のいのちの
物語

新田 勲／著
全国公的介護保障要求
者組合／編集

第三書館 2012 916 一般 1000000686785

394 脳性まひ 車イスかばさんのアタリマエな幸せ
僕は街を歩き、出逢い、自由な心に
なる

椛島 剛之／著 WAVE出版 2012 916 一般 1000000690722

395 脳性まひ 脳性まひのヴァイオリニストを育てて 母子で奏でた希望の音色 式町 啓子／著 主婦と生活社 2018 762 一般 1000001438854

396 脳性まひ ジョーイ あるイギリス人脳性まひ者の記憶
ジョーイ・ディーコン／著
泉 康夫／訳

高文研 2019 936 一般 1000001608429

397 脳性まひ 千夏ちゃんが行く 福本 千夏／著 飛鳥新社 2016 289 一般 1000001201221

398 脳卒中 この苦しみは私たちだけでよい 脳卒中闘病記集 山本 博繁／編 あすなろ社 1984 493.7 一般 1008710033359

399 脳卒中　失語症 愛のための100の名前
脳卒中の夫に奇跡の回復をさせた
記録

ダイアン・アッカーマン／
著
西川 美樹／訳

亜紀書房 2015 936 一般 1000001030225

400 パーキンソン病 難病患者の恋愛・結婚・出産・子育て
若年性パーキンソン病を生きる患者
と家族の物語

秋山 智／編著 あっぷる出版社 2017 493.7 一般 1000001286434

401 パーキンソン病 熱狂宣言 小松 成美／著 幻冬舎 2015 289 一般 1000001082537

402 パーキンソン病 私もパーキンソン病患者です。
高齢障害者医療や介護保険制度の
行く末

柳 博雄／著 三五館 2013 916 一般 1000000867247 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

403 肺がん わたしは肺癌に勝った
たばこがうまい84歳老博士の面白
闘病記

後藤 迅織／著 ハート出版 1989 490 一般 1008910031814

404 肺がん 妻を看取る日
国立がんセンター名誉総長の喪失
と再生の記録

垣添 忠生／著 新潮社 2012 916 一般 1000000650411

405 肺がん 自宅で親を看取る
肺がんの母は一服くゆらせ旅立っ
た

小池 百合子／著 幻冬舎 2014 916 一般 1000000966966

406 肺がん 肺がんステージⅣ山好き女の挑戦 仲間とめざす三百名山
渡辺 国男／著
村田 はる江／著

新日本出版社 2017 291 一般 1000001340090 ◎

407 肺がん
がんになった緩和ケア医が語る「残り2
年」の生き方、考え方

関本 剛／著 宝島社 2020 916 一般 1000001674029

408 肺がん 生きのびるためのがん患者術 伝わる「ことば」の使い方 青木 晴海／著 岩波書店 2012 916 一般 1000000689289 ◎

409 白血病 お母さん泣かないで
愛と祈りに支えられた母と娘の闘病
記録

八谷 時子／著 文芸社 2001 916 一般 1009910267892

410 白血病 そして歩き出す サッカーと白血病と僕の日常 早川 史哉／著 徳間書店 2019 783.4 一般 1000001597762

411 白血病 わたし、がんばったよ。
急性骨髄性白血病をのりこえた女
の子のお話。

岩貞 るみこ／文
松本 ぷりっつ／絵

講談社 2015 916 児童 1000001118664 ◎

412 白血病 神様、何するの… 白血病と闘ったアイドルの手記 吉井 怜／著 幻冬舎 2002 772 一般 1009910341915

413 白血病 無菌室ふたりぽっち　新版 今田 俊／著 朝日新聞出版 2019 916 一般 1000001541675 ◎

414 白血病 無菌病棟より愛をこめて 加納 朋子／著 文藝春秋 2012 916 一般 1000000636411



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

415 白血病 耐えて、咲く 大塚 範一／著 講談社 2013 916 一般 1000000777897 ◎

416 白血病・ダウン症候群 ここにいる 形質細胞性白血病とダウン症と 玉井 真理子／著 生活書院 2019 916 一般 1000001563743

417 発達障害 #発達系女子の明るい人生計画 宇樹 義子／著 河出書房新社 2019 493.7 一般 1000001586706

418 発達障害 ぼくが発達障害だからできたこと 市川 拓司／著 朝日新聞出版 2016 916 一般 1000001192326

419 発達障害 わが子は発達障害
心に響く33編の子育て物語　シ
リーズ・わたしの体験記

内山 登紀夫／編
明石 洋子／編

ミネルヴァ書房 2014 378.8 一般 1000000943005

420 発達障害
自閉、多動、パニック…4ケ月でしゃべっ
た!落ち着いた!奇声が止んだ!

5人の親の真実の物語
川崎 邦子／著
川崎 明夫／著

コスモ21 2012 378.8 一般 1000000697819

421 発達障害
発達障害グレーゾーンまったり息子の成長
日記

保育園から高校受験まで親子で歩
んだ5000日

アンダンテ／著
ダイヤモンド・
ビッグ社

2014 916 一般 1000000943335

422 発達障害 発達障害のわたしのこころの声
生活・仕事で困っている理由&困ら
ない工夫

星野 あゆみ／著
本田 秀夫／監修

学研教育出版 2015 916 一般 1000001076789 ◎

423 発達障害
発達障害の僕が輝ける場所をみつけられ
た理由

栗原 類／著 KADOKAWA 2016 779.9 一般 1000001231808

424 発達障害 母親やめてもいいですか 娘が発達障害と診断されて…
にしかわ たく／絵
山口 かこ／文

かもがわ出版 2013 916 一般 1000000757833

425
発達障害・高次脳機能
障害

されど愛しきお妻様
「大人の発達障害」の妻と「脳が壊
れた」僕の18年間

鈴木 大介／著 講談社 2018 916 一般 1000001417398

426 パーキンソン病 黄金あかり
病と闘い、豪雪地に生きた大塚中さ
んの晩年

金指 栄一／著
現代写真研究
所出版局

2021 289 一般 1000001713679



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

427 パニック障害 乗るのが怖い 私のパニック障害克服法 長嶋 一茂／著 幻冬舎 2010 916 一般 1000000469840

428 パニック障害 途中下車
パニック障害になって。息子との旅
と、再生の記録

北村 森／著 河出書房新社 2012 916 一般 1000000676473

429 パニック障害 毒親と絶縁する 古谷 経衡／著 集英社 2020 916 一般 1000001690993

430 ハンセン病 きみ江さん ハンセン病を生きて 片野田 斉／著 偕成社 2015 289 ＹＡ 1000001014753

431 ハンセン病 ハンセン病家族の絆 隔離の壁に引き裂かれても 福西 征子／著 昭和堂 2018 916 一般 1000001493117

432 ハンセン病 闇を光に ハンセン病を生きて 近藤 宏一／[著] みすず書房 2010 916 一般 1000000451385

433 ハンセン病 私は一本の木 宮崎 かづゑ／[著] みすず書房 2016 916 一般 1000001145262

434 ハンセン病 長い道 宮崎 かづゑ／[著] みすず書房 2012 916 一般 1000000676921

435 病気 お医者さんが教える気になる病気のサイン 大空出版 2011 492 一般 1000000580673

436 病気 医者は自分の病気を治せるか お医者さん15人の闘病記 成島 香里／著 ポプラ社 2000 490 一般 1009910160663

437 病気 早期発見
大病を防ぐために「シグナル」を見
逃すな!

音無 美紀子／[ほか述]
入江 吉正／[編]著

大空出版 2010 492 一般 1000000455999

438
フォークト・小柳・原田
病

明るい原田病日記 私の体の中で内戦が起こった 森 まゆみ／著 亜紀書房 2010 916 一般 1000000446039



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

439 不妊症 シアワセノカタチ 39歳からの不妊治療 ルミコ／著 宝島社 2012 916 一般 1000000683535

440 不妊症 タネナシ。 ダイアモンド・ユカイ／著 講談社 2011 767 一般 1000000557884

441 不妊症 ヒキタさん!ご懐妊ですよ 男45歳・不妊治療はじめました ヒキタ クニオ／著 光文社 2012 916 一般 1000000665404 ◎

442 不妊症 生まれた命にありがとう 野田 聖子／著 新潮社 2011 916 一般 1000000499770

443 不眠症 ぼくは眠れない 椎名 誠／著 新潮社 2014 916 一般 1000000988425

444 膀胱がん 見落とされた癌 竹原 慎二／著 双葉社 2017 788 一般 1000001320674

445 放射線障害　舌がん 原発死　増補改訂版 一人息子を奪われた父親の手記 松本 直治／著 潮出版社 2011 543 一般 1000000561216

446 骨-疾患 ママは身長100cm 伊是名 夏子／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2019 916 一般 1000001557399

447
マルファン症候群、先天性巨大リ
ンパ管腫、脊髄性筋萎縮症など 産んでくれてありがとう

笑顔で生きる2歳児から高校生ま
での難病の子どもたち

難病のこども支援全国
ネットワーク／監修

経済界 2011 916 一般 1000000510904

448 味覚障害 アノスミア
わたしが嗅覚を失ってからとり戻す
までの物語

モリー・バーンバウム／著
ニキ リンコ／訳

勁草書房 2013 936 一般 1000000837418

449 薬害 私は薬に殺される 福田 実／著 幻冬舎 2003 498.1 一般 1009910461680

450 薬剤耐性　感染症 悪魔の細菌
超多剤耐性菌から夫を救った科学
者の戦い

ステファニー・ストラス
ディー／著

中央公論新社 2021 936 一般 1000001726068



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

451 薬物依存 母を捨てるということ おおたわ 史絵／著 朝日新聞出版 2020 916 一般 1000001678808

452 薬物依存 薬物依存症 清原 和博／著 文藝春秋 2020 783.7 一般 1000001655273

453
薬物依存　アルコール
依存症

こなごなに壊れて
ジェイムズ・フレイ／著
武者 圭子／訳

講談社 2010 936 一般 1000000458050

454 腰痛 わが腰痛奮闘記
インフォームド・コンセントを成功さ
せた165日

郡司 道子／著 のべる出版企画 2003 916 一般 1009910431469

455 卵巣がん 死ぬという大仕事 がんと共生した半年間の記録 上坂 冬子／著 小学館 2012 916 一般 1000000728151 ◎

456 卵巣がん 川端進詩集 川端 進／著
土曜美術社出
版販売

2015 911.5 一般 1000001110969

457 リューマチ 痛みの消えた朝 私のリューマチ5000日闘病記 長谷川 季子／著 1984 490 一般 1008610232790

458 リンパ腫 がんと生き、母になる 死産を受け止めて 村上 睦美／著 まりん書房 2019 916 一般 1000001534736

459 リンパ腫 笑うオカン戦士 溝渕カミ闘病2000日
38歳、ひっしのパッチで死ぬまで生
きた!

溝渕 佳美／著
カミさんの心をつなぐ委
員会／編集

ぴあ株式会社
関西支社

2011 916 一般 1000000587101

460 リンパ腫 生きる力 引き算の縁と足し算の縁 笠井 信輔／著 KADOKAWA 2020 916 一般 1000001700213

461 リンパ腫 大空への旅立ち
がんと闘いながらも夢見ていた未
来

幸 和也／著 文芸社 2013 916 一般 1000000817316 ◎

462 類澱粉症 献身
遺伝病FAP(家族性アミロイドポリ
ニューロパシー)患者と志多田正子
たちのたたかい

大久保 真紀／著 高文研 2014 493.1 一般 1000000888901



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

463 レビー小体型認知症 誤作動する脳 樋口 直美／著 医学書院 2020 916 一般 1000001634484

464 レビー小体型認知症 老老介護の幸せ 母と娘の最後の旅路 松島 トモ子／著 飛鳥新社 2019 772 一般 1000001612605

465 レビー小体型認知症 麒麟模様の馬を見た 目覚めは瞬間の幻視から
三橋 昭／著
小野 賢二郎／監修

メディア・ケアプ
ラス

2020 493.7 一般 1000001678519

466 老人性認知症 母に歌う子守唄《決定版》 介護、そして見送ったあとに 落合 恵子／著 朝日新聞出版 2017 916 一般 1000001326262

467 老人性認知症 ペコロスの母に会いに行く 岡野 雄一／著 西日本新聞社 2012 916 一般 1000000670016

468 老人性認知症 ペコロスの母の玉手箱 岡野 雄一／著 朝日新聞出版 2014 916 一般 1000000979091

469 老人性認知症 ベトナムの風に吹かれて 小松 みゆき／[著] KADOKAWA 2015 916 一般 1000001096044

470 老人性認知症 綾戸智恵、介護を学ぶ 一志 治夫／著 講談社 2010 767 一般 1000000477591

471 老人性認知症 介護はしないぞ 私と母の1000日戦争 井上 雅義／著 小学館 2013 916 一般 1000000811585

472 老人性認知症 記憶をつなぐラブレター 母と私の介護絵日記 城戸 真亜子／著 朝日出版社 2016 916 一般 1000001241562

473 老人性認知症 千の恩 認知症の母の教え 岡上 多寿子／絵・文 木耳社 2010 916 一般 1000000443727

474 老人性認知症 認知症を生き抜いた母 極微の発達への旅 安岡 芙美子／著
クリエイツかも
がわ

2017 916 一般 1000001292107



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

475 老人性認知症 母の日記 秋川 リサ／著 NOVA出版 2014 916 一般 1000000944763

476
老人性認知症　若年認
知症

認知症とわたしたち 朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版 2014 493.7 一般 1000000934839

477 老人性認知症 介護はつらいよ 大島 一洋／著 小学館 2014 916 一般 1000000921889 ◎

478 老人性認知症 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう 介護げなげな話 岡野 雄一／著 小学館 2016 916 一般 1000001215679 ◎

479 老人性認知症 わが母最後のたたかい 介護3000日の真実 相田 洋／著 NHK出版 2015 916 一般 1000001032912 ◎

480 老人性認知症 介護のミ・カ・タ。 経験から学んだ「介護十箇条」 荒木 由美子／著 文芸社 2015 916 一般 1000001079213 ◎

481 老人性認知症 父よ、ロング・グッドバイ 男の介護日誌 盛田 隆二／著 双葉社 2016 916 一般 1000001173445 ◎

482 頸髄外傷 愛、深き淵より。 星野 富弘／著 学研プラス 2020 289 一般 1000001673688

483 闘病記 がん、心臓手術と終活 一級障害者になって 萩原 登／著 郁朋社 2019 916 一般 1000001550316

484 闘病記 のんちゃんのふとん 北川 悦吏子／著 角川書店 2010 916 一般 1000000437513

485 闘病記 よってたかって目の勉強
永 六輔／編著
ピーコ／編著

扶桑社 1990 916 一般 1009010036755

486 闘病記 患者になった名医たちの選択 塚崎 朝子／著 朝日新聞出版 20020 490 一般 1000001634973 ◎



病名・テーマ等 タイトル 副タイトル 著者名 出版社 出版年 分類 対象 タイトルコード

487 生きているって素晴らしい 笑いと涙の闘病記 木暮 実千代／著 アイペック 1989 778 一般 1009010000255

488 闘病記 闘病記文庫入門
医療情報資源としての闘病記の提
供方法

石井 保志／著
日本図書館協
会

2011 015 一般 1000000544457

489 闘病記 病と障害と、傍らにあった本。
齋藤 陽道／著
頭木 弘樹／著

里山社 2020 019 一般 1000001695150

490 闘病記 病気・震災・105キロ
OSCAR KUSABA'S USELESS
MEDICAL BOOK

オスカル草葉／著 アートヴィレッジ 2011 916 一般 1000000564612

491 夫の宿題 遠藤 順子／著 PHP研究所 1998 910.2 一般 1009810045159

492 闘病記 万病息災
老いても病んでも「元気」でいるコ
ツ

吉武 輝子／著 講談社 2011 916 一般 1000000496218 ◎


