
2021/1/21現在

病名 書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 資料番号

がん　 1 乳がん 私たちの愛 田原総一朗／著 講談社 ２００３．１ 闘病記289.1/ﾀ-03/ 1115277549

がん　 1 乳がん 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
る会／編

北水 ２００１．６ 闘病記495.4/ｵ/ 1114710358

がん　 1 乳がん 再発後を生きる イデアフォー／編 三省堂 ２００３．１１ 闘病記495.4/ｻ-03/ 1115742581

がん　 1 乳がん
がんｉｎｇマイウェイ：経験をプラスに変えてきた私の
闘病Ｑ＆Ａ

藤本　真知子／著 同時代社 ２００７．１ 闘病記495.4/ﾌ-07/ 1116796290

がん　 1 乳がん 乳がんと牛乳：がん細胞はなぜ消えたのか ジェイン・プラント／著 径書房 ２０１２．１０ 闘病記495.4/ﾌﾟ-12/ 1118912098

がん　 1 乳がん アメリカで乳がんと生きる 松井真知子／著 朝日新聞社 ２０００．３ 闘病記495.4/ﾏ/ 1113992672

がん　 1 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 ２０１６．４ 闘病記772.1/ｲ-16/ 1119902203

がん　 1 乳がん
妻の乳房：「乳がん」と歩いた二人の十六年（ｋａｐｐａ
books）

村井国夫／著 光文社 ２００４．５ 闘病記772.1/ﾑ-04/ 1115936676

がん　 1 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 ２０１２．７ 闘病記911.1/ﾅ-12/ 1118590927

がん　 1 乳がん 癌告知のあとで：私の如是我聞 鈴木章子／著 京都　探究社 １９８９ 闘病記911.5/ｽ/ 1112310614

がん　 1 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 ２０１３．７ 闘病記916/ｲ-13/ 1119084866

がん　 1 乳がん 身体（からだ）のいいなり 内澤　旬子／著 朝日新聞出版 ２０１０．１２ 闘病記916/ｳ-10/ 1118000966

がん　 1 乳がん 絵門ゆう子のがんとゆっくり日記 絵門ゆう子／著 朝日新聞社 ２００６．６ 闘病記916/ｴ-06/ 1116539077

がん　 1 乳がん がんでも私は不思議に元気 絵門ゆう子／〔著〕 新潮社 ２００６．４ 闘病記916/ｴ-06/ 1116509180

がん　 1 乳がん 死亡率百パーセントを生きる：ある愛と死の記録 木原武一／著 新潮社 ２０００．６ 闘病記916/ｷ/ 1114162969

がん　 1 乳がん 「閉経後乳がん」を生きる 佐藤　万作子／著 中央公論新社 ２０１０．１２ 闘病記916/ｻ-10/ 1118234071

がん　 1 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

２０１７．１０ 闘病記916/ｻ-17/ 1211329355

がん　 1 乳がん 懐かしい月を抱いて：私の乳房再建 篠原　敦子／著
上毛新聞社事業局
出版部

２０１３．２ 闘病記916/ｼ-13/ 1119019454

がん　 1 乳がん がんだから上手に生きる 田原節子／著 海竜社 ２００４．３ 闘病記916/ﾀ-04/ 1115855834

闘病記文庫リスト
闘病記文
庫の分類
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がん　 1 乳がん 亡き娘に語る（文芸社ヒューマン選書） 靍田　伊三男／著 文芸社 ２００１．１ 闘病記916/ﾂ/ 1114297305

がん　 1 乳がん 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 ２０００．１０ 闘病記916/ﾄﾞ/ 1114296342

がん　 1 乳がん はなちゃんのみそ汁 安武　信吾／著 文芸春秋 ２０１２．３ 闘病記916/ﾊ-12/ 1118516605

がん　 1 乳がん
３４歳でがんはないよね：あるジャーナリストの揺れ
る心の軌跡

本田　麻由美／著 エビデンス社 ２００８．５ 闘病記916/ﾎ-08/ 1117218484

がん　 1 乳がん モデル、４０歳。乳がん１年生。 ＭＡＩＫＯ／著 ベストセラーズ ２００９．１２ 闘病記916/ﾏ-09/ 1117723231

がん　 1 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 ２０１３．６ 闘病記916/ﾏ-13/ 1211346612

がん　 1 乳がん
私、乳がん。夫、肺がん。３９歳、夫婦で余命宣告。：
私は、“私の命”をあきらめない

芽生／著 大和出版 ２０１３．８ 闘病記916/ﾒ-13/ 1119128194

がん　 1 乳がん
娘はまだ６歳、妻が乳がんになった：ドキュメント「妻
ががんになったら」

桃山　透／著 プレジデント社 ２０１６．２ 闘病記916/ﾓ-16/ 1119852259

がん　 1 乳がん 毛のない生活 山口　ミルコ／著 ミシマ社 ２０１２．６ 闘病記916/ﾔ-12/ 1118586003

がん　 1 乳がん 余命１ケ月の花嫁
ＴＢＳ「イブニング・ファイブ」／
編

マガジンハウス ２００７．１２ 闘病記916/ﾖ-08/ 1117133459

がん　 1 乳がん
癌と闘わない-私の選択：私の人生、私が選んでは
いけませんか？

吉野　実香／著
ぜんにちパブリッシ
ング

２０１３．４ 闘病記916/ﾖ-13/ 1119097110

がん　 1 乳がん 彼女が乳がんになって考えた ブレンダン・ハルピン／著 ソニー・マガジンズ ２００３．２ 闘病記936/ﾊ-03/ 1115483665

がん　 1 乳がん わたしが口紅をつけた理由 ジェラリン・ルーカス／著 文園社 ２００６．１１ 闘病記936/ﾙ-06/ 1116647889

がん　 1 乳がん 妻ががんなのに、僕は恋人のベッドにいる。 クルーン／著 バジリコ ２００９．２ 闘病記949.3/ｸ-09/ 1117387211

がん　 2 子宮頸がん
がん「余命半年」からの生還：患者と家族のための
実践マニュアル

平塚　厚子／著 梧桐書院 ２００９．９ 闘病記494.5/ﾋ-09/ 1211207281

がん　 2 子宮頸がん 子宮会議 洞口　依子／著 小学館 ２００７．６ 闘病記772.1/ﾄﾞ-07/ 1116847654

がん　 2 子宮頸がん
がんを身籠って：４６歳で子宮頚がんになった女優の
告白

古村　比呂／著 主婦と生活社 ２０１３．２ 闘病記778.2/ｺ-13/ 1118841950

がん　 2 子宮頸がん １６週：あなたといた幸せな時間 向井亜紀／著 扶桑社 ２００２．９ 闘病記779.9/ﾑ-02/ 1116038117

がん　 2 子宮頸がん
子宮癌のおかげです：女弁護士の全摘５７日間の記
録

渥美雅子／著 工作舎 ２００３．９ 闘病記916/ｱ-03/ 1115695669
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がん　 2 子宮頸がん がんだってルネッサンス しえ／著 中央法規出版 ２００７．１２ 闘病記916/ｼ-07/ 1117068306

がん　 2 子宮頸がん
私、延命治療はしません：ガンで余命告知された妹・
智子の選択

戸田和子／著 リヨン社 ２００３．５ 闘病記916/ﾄ-03/ 1115535699

がん　 2 子宮頸がん 「子宮頚がん」経験したからこそ伝えたい! 仁科 亜季子／著 潮出版社 ２０１１．１１ 闘病記916/ﾆ-11/ 1118377793

がん　 2 子宮頸がん HPV：24歳、子宮頚がん患者デビュー 723／著 祥伝社 ２０１１．７ 闘病記916/ﾅ-12/ 1118335766

がん　 2 子宮頸がん
神様に生かされた理由：23歳で子宮頚がんを宣告さ
れて。

阿南 里恵／著 合同出版社 ２０１５．２ 闘病記916/ｱ-15/ 1119525433

がん　 3 子宮体がん 看護婦ががんになって 小笠原信之／著 日本評論社 ２０００．２ 闘病記494.5/ｵ/ 1113988187

がん　 3 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 ２０１３．７ 闘病記779.9/ﾊ-13/ 1119066715

がん　 3 子宮体がん 赤い蝶々 ますい志保／著 小学館 ２００４．８ 闘病記916/ﾏ-04/ 1115985793

がん　 4 卵巣がん いのち再び：手話通訳者ががんになって 大西康子／著 クリエイツかもがわ ２００６．１２ 闘病記916/ｵ-06/ 1116729442

がん　 5 肺がん 僕の死に方：エンディングダイアリー５００日 金子　哲雄／著 小学館 ２０１２．１１ 闘病記289.1/ｶ-12/ 1118841423

がん　 5 肺がん 癌家族：運命に感謝できますか？ 根岸康雄／著 リヨン社 ２０００．５ 闘病記913.6/ﾈﾔ/ 1114202264

がん　 5 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 ２０１２．８ 闘病記916/ｱ-12/ 1118609050

がん　 5 肺がん
僕はガンと共に生きるために医者になった：肺癌医
師のホームページ（光文社新書057）

稲月明／著 光文社 ２００２．８ 闘病記916/ｲ-02/ 1115169157

がん　 5 肺がん ３１歳ガン漂流 奥山貴宏／著 ポプラ社 ２００３．１１ 闘病記916/ｵ-03/ 1115750750

がん　 5 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 ２００９．１２ 闘病記916/ｶ-09/ 1117723062

がん　 5 肺がん ６％の明日：もう一度あなたのお母さんになりたい キャシー中島／著 幻冬舎 ２０１０．４ 闘病記916/ｷ-10/ 1117800522

がん　 5 肺がん 負けてたまるか：肺ガン刑事の長生き奮闘記 腰原常雄／著 二見書房 ２００２．１１ 闘病記916/ｺ-02/ 1115221081

がん　 5 肺がん
癌よ、ありがとう：宣告されてはじめて知った生きてい
ることへの感謝と感動

水津征洋／著 風雲舎 ２００５．１２ 闘病記916/ｽ-05/ 1116424155

がん　 5 肺がん まどろみの海へ：ある尊厳死の記録 堀江誠二／著 ＰＨＰ研究所 ２００６．１１ 闘病記916/ﾎ-06/ 1116635678
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がん　 5 肺がん その夜、妻に最期のキスをした。 横山　文野／著 マガジンハウス ２００９．８ 闘病記916/ﾖ-09/ 1117622091

がん　 5 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 ２０１４．９ 闘病記916/ｺ-16/ 1119973020

がん　 6 胃がん
胃を切った仲間たち：胃切者が語る後遺症とその克
服法

健胃会／監修 桐書房 ２０１２．８ 闘病記493.4/ｲ-12/ 1118583373

がん　 6 胃がん
自らがん患者となって：私の胃全摘とその後：がん研
究と臨床の明日に想いを致す

杉村隆／著 哲学書房 ２００５．１２ 闘病記493.4/ｽ-05/ 1116417449

がん　 6 胃がん 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 ２０１７．９ 闘病記494.5/ﾀ-17/ 1211307968

がん　 6 胃がん
がんに負けない心理学：臨床心理士が教える心の
応急手当てとケアの方法

和田　のりあき／著 ＰＨＰ研究所 ２００９．６ 闘病記494.5/ﾜ-09/ 1118510647

がん　 6 胃がん ふたりごころ：生と死の同行二人 篠田　治美／著 藤原書店 ２０１５．１２ 闘病記728.2/ｼ-15/ 1119870971

がん　 6 胃がん 吾輩はがんである 笑福亭小松／著 講談社 ２００２．１０ 闘病記779.1/ｼ-02/ 1115200675

がん　 6 胃がん 妻の大往生 永六輔／著 中央公論新社 ２００２．１１ 闘病記916/ｴ-02/ 1115222197

がん　 6 胃がん
僕は、慢性末期がん：「余命半年」の宣告どおりに死
にたくない人におくる本（文春新書694）

尾関　良二／著 文芸春秋 ２００９．４ 闘病記916/ｵ-09/ 1117464280

がん　 6 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 文芸春秋 ２０１５．３ 闘病記916/ｸ-15/ 1119594627

がん　 6 胃がん 終わりよければすべてよし 宍戸　游子／著 日本放送出版協会 ２０１０．１ 闘病記916/ｼ-10/ 1117760745

がん　 6 胃がん 三文ガン患者 谷岡雅樹／著 太田出版 ２００１．１１ 闘病記916/ﾀ/ 1114744518

がん　 6 胃がん 作家がガンになって試みたこと 高橋　三千綱／著 岩波書店 ２０１８．６ 闘病記916/タ-18/ 1211517400

がん　 6 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 ２０１３．１１ 闘病記916/ﾑ-13/ 1119194943

がん　 6 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 ２０１２．７ 闘病記916/ﾖ-12/ 1118598134

がん　 6 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 ２０１６．９ 闘病記916/ﾆ-16/ 1211014284

がん　 6 胃がん ものいう患者：参加する医療を求めて 小林 俊三／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

２０１４．１２ 闘病記490.4/ｺ-14/ 1119483354

がん　 6 胃がん いのちの落語 樋口強／著 文藝春秋 ２００５．１ 闘病記916/ﾋ-05/ 1116342707
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がん　 7 肝臓がん
奪われし愛と生命：「新婚さんいらっしゃい！」に刻ま
れたある夫婦の物語

中井一夫／著 出版文化社 ２００３．１ 闘病記289.1/ﾅ-03/ 1115262680

がん　 7 肝臓がん
生体肝移植を受けて：癌告知から八四〇日の闘い
（光文社新書101）

是永美恵子／著 光文社 ２００３．６ 闘病記494.6/ｺ-03/ 1115617252

がん　 7 肝臓がん ガンに生かされて 飯島夏樹／著 新潮社 ２００５．３ 闘病記916/ｲ-05/ 1116173211

がん　 7 肝臓がん 生きる者の記録佐藤健 佐藤健と取材班／著 毎日新聞社 ２００３．３ 闘病記916/ｻ-03/ 1116709044

がん　 7 肝臓がん
書かずに死ねるか：難病がんの記者がそれでも伝え
ないこと

野上　祐／著 朝日新聞社出版 2019.2 闘病記916/ノ-19/ 1211636166

がん　 7 肝臓がん 百万回の永訣：がん再発日記 柳原　和子／著 中央公論新社 ２００５．１２ 闘病記916/ﾔ-05/ 1116417903

がん　 8 胆管がん カーテンコール 川島　なお美／著 新潮社 ２０１５．１２ 闘病記772.1/ｶ-15/ 1119773200

がん　 8 胆管がん 友情：平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 山中　伸弥／著 講談社 ２０１７．１０ 闘病記783.4/ﾕ-17/ 1211363540

がん　 8 胆管がん お父ちゃんの片道キップ 真崎弥寿子／著 文芸社 ２０００．７ 闘病記916/ﾏ/ 1114277345

がん　 8 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 講談社 ２０１２．５ 闘病記956/ﾋﾟ-12/ 1118560129

がん　 9 膵臓がん ガンと上手につきあいなはれ 黒田清／著 徳間書店 ２０００．１０ 闘病記493.4/ｸ/ 1114236013

がん　 9 膵臓がん 語り部歌人・鳥海昭子のほんのり入院記 鳥海昭子／著 本の泉社 ２００３．４ 闘病記916/ﾄ-03/ 1115544063

がん　 9 膵臓がん
ホスピスが私に残された唯一の道：愛する人を看
取って

中村浩子／著 海鳥社 ２０００．３ 闘病記916/ﾅ/ 1114052784

がん　 9 膵臓がん 転移 中島　梓／著 朝日新聞出版 ２００９．１１ 闘病記916/ﾅ-09/ 1117707222

がん　 9 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 ２０１４．１０ 闘病記916/ｺ-15/ 1119543468

がん　 9 膵臓がん 軽やかに余命を生きる 田中 雅博／著 KADOKAWA ２０１６．５ 闘病記490.1/ﾀ-16/ 1119925537

がん　 9 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 ２０１６．１２ 闘病記289.1/ﾀ-16/ 1211097892

がん　 9 膵臓がん
余命宣告を受けて考えた生の意味
膵臓がんサバイバーの医師

佐藤 昇樹／著 文芸社 2018.10 闘病記916/ｻ-18/ 1211602880

がん　　 10 腎臓がん 勝手にしやがれ：阿久悠やせ我慢の美学 河村　シゲル／著 ベストセラーズ ２００８．９ 闘病記767.8/ｶ-08/ 1117288104
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がん　　 10 腎臓がん わたしのガン子ちゃん! 出木谷 潤子／著 鳥影社 ２０１８．２ 闘病記916/ﾃﾞ-18/ 1211495158

がん　　 11 食道がん 英彦、パパ愛してる 松本佳子／著 日本放送出版協会 ２００３．９ 闘病記764.7/ﾏ-03/ 1115710392

がん　　 11 食道がん
桜の花が咲くまでは：俳優・三浦洋一食道ガンと闘っ
た日々

三浦真理子／著 扶桑社 ２００１．１ 闘病記772.1/ﾐ/ 1114289421

がん　　 11 食道がん ガンは宿命癒しは運命：闘って克つ新・夫婦養生訓 関根進／著 太陽企画出版 ２０００．８ 闘病記916/ｾ/ 1114957995

がん　　 11 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 新潮社 ２０１１．８ 闘病記916/ﾀﾞ-11/ 1118343793

がん　　 11 食道がん
ガン日記：二〇〇四年二月八日ヨリ三月十八日入院
マデ

中野孝次／著 文芸春秋 ２００６．１０ 闘病記916/ﾅ-06/ 1116635598

がん　　 11 食道がん 生きる力：心でがんに克つ なかにし　礼／著 講談社 ２０１２．１２ 闘病記916/ﾅ-12/ 1118780623

がん　　 12 舌がん
原発死：一人息子を奪われた父親の手記　増補改訂
版

松本　直治／著 潮出版社 ２０１１．８ 闘病記543.5/ﾏ-11/ 1118345559

がん　　 12 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（ルネッサンスBOOKS）

山下久仁子／著 幻冬舎ルネッサンス ２００５．１０ 闘病記916/ﾔ-05/ 1116383066

がん　　 13 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 ２０１４．１０ 闘病記916/ｵ-14/ 1119429421

がん　　 13 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 ２０１２．６ 闘病記916/ﾄ-12/ 1118586290

がん　　 13 咽頭がん 声をなくして 永沢光雄／著 晶文社 ２００５．５ 闘病記916/ﾅ-05/ 1116234002

がん　　 13 咽頭がん 天との通信 森脇佐和子／著 文芸社 ２００２．８ 闘病記916/ﾓ-02/ 1115154690

がん　　 13 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 ２０１７．３ 闘病記916/ﾐ-17/ 1211161526

がん　　 13 咽頭がん ママの声、聞こえるよ 筒井 好美／著 朝日新聞出版 ２００８．１２ 闘病記916/ﾂ-08/ 1117361631

がん　　 14 横紋筋肉腫
がんを生きる子：ある家族と小児がんの終わりなき
闘い

松永　正訓／著 講談社 ２０１１．１１ 闘病記493.9/ﾏ-11/ 1118662251

がん　　 14 横紋筋肉腫 ソフィー９つのウィッグを持つ女の子
ソフィー・ファン・デア・スタップ
／著

草思社 ２０１０．７ 闘病記949.3/ｽ-10/ 1117911466

がん　　 15 大腸がん 夫婦純愛 金　美齢／著 小学館 ２００７．１０ 闘病記289.2/ｷ-07/ 1117036082

がん　　 15 大腸がん わたしでよかった：さよなら大腸ガン 今井　美沙子／著 東方出版 ２０１５．２ 闘病記916/ｲ-15/ 1119540514
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がん　　 15 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 ２０１７．１１ 闘病記916/ｵ-17/ 1211392072

がん　　 15 大腸がん がんフーフー日記 川崎フーフ／著 小学館 ２０１１．４ 闘病記916/ｶ-11/ 1118141037

がん　　 15 大腸がん 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 ２００１．７ 闘病記916/ｾ/ 1114654400

がん　　 15 大腸がん 断腸の思い：エレキの神様、大腸ガンに克つ 寺内タケシ／著 マキノ出版 ２００４．７ 闘病記916/ﾃ-04/ 1116002628

がん　　 15 大腸がん がんと闘った科学者の記録 戸塚　洋二／著 文芸春秋 ２００９．５ 闘病記916/ﾄ-09/ 1117484464

がん　　 15 大腸がん がん患者 鳥越　俊太郎／著 講談社 ２０１１．６ 闘病記916/ﾄ-11/ 1118299798

がん　　 15 大腸がん
病みながら老いる時代を生きる（岩波ブックレット
NO.717）

吉武　輝子／〔著〕 岩波書店 ２００８．１ 闘病記916/ﾖ-08/ 1117086564

がん　　 15 大腸がん がんと生きる 高橋 賢司／著 財界さっぽろ ２０１８．３ 闘病記916/ﾀ-18/ 1211500909

がん　　 16
大腸がん
／胃がん

三度目のガンよ、来るならごゆるりと 梅原猛／著 光文社 ２００１．４ 闘病記494.5/ｳ/ 1114623809

がん　　 17 直腸がん 私のがん患者術（岩波ブックレットNO.569） 井上平三／〔著〕 岩波書店 ２００２．５ 闘病記494.5/ｲ-02/ 1115019201

がん　　 18
虫垂がん

（盲腸がん）
がんから５年：「ほどほど」がだいじ 岸本　葉子／著 文芸春秋 ２００７．９ 闘病記914.6/ｷ-07/ 1116964330

がん　　 18
虫垂がん

（盲腸がん）
がんから始まる 岸本葉子／著 晶文社 ２００４．１ 闘病記916/ｷ-04/ 1115840984

がん　　 19 膀胱がん オレは陽気ながん患者：心筋梗塞もやったぜ！ 山中恒／著 ベストセラ－ズ １９９５．０４ 闘病記916/ﾔ/ 1112511782

がん　　 19 膀胱がん 見落とされた癌 竹原 慎二／著 双葉社 ２０１７．６ 闘病記788.3/ﾀ-17/ 1211255265

がん　　 19 膀胱がん
夫・竹原慎二のがんを消したカラダにいい食べ物と
習慣43

竹原 香織／著 宝島社 ２０１８．７ 闘病記788.3/ﾀ-18/ 1211522707

がん　　 20 甲状腺がん ミラクルガール 大塚　弓子／著 無明舎出版 ２０１０．４ 闘病記289.1/ｵ-10/ 1117792818

がん　　 20 甲状腺がん からだに寄りそう：がんと暮らす日々 波多江伸子／著 春秋社 ２００３．４ 闘病記916/ﾊ-03/ 1115536250

がん　　 21 腺がん ガンとともに生きる
ゲール・エルトン・メーヨー／
著

作品社 ２００３．１０ 闘病記936/ﾒ-03/ 1115742358

がん　　 22 ユーイング肉腫 少しは、恩返しができたかな 北原美貴子／著 講談社 ２００５．１ 闘病記916/ｷ-05/ 1116133371
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がん　　 22 ユーイング肉腫
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 ２００２．７ 闘病記916/ﾔ-02/ 1115044719

がん　　 23 多発性骨髄腫
あるがままに生きる：ある多発性骨髄腫患者の闘病
記

石川純一郎／著 ライティング 2019.1 闘病記916/イ-19/ 1211626382

がん　　 23 多発性骨髄腫 闘癌記：「死の宣告」と私の選択
マイケル・ギアリン‐トッシュ／
著

原書房 ２００３．６ 闘病記936/ｷﾞ-03/ 1115617047

がん　　 24 骨肉腫
僕は絶対あきらめない：車いすテニスに夢をかけた２
２歳の生と死

竹畠　明聡／著 麗沢大学出版会 ２０１１．８ 闘病記916/ﾀ-11/ 1118354156

がん　　 25 神経芽細胞腫 僕は、なんのために生きてきたんだ！ 太田哲生／著 清流出版 ２００６．２ 闘病記916/ｵ-06/ 1116443518

がん　　 25 神経芽細胞腫
いのちのバトンタッチ：小児がんで逝った娘から託さ
れたもの

鈴木中人／著 致知出版社 ２００３．１２ 闘病記916/ｽ-03/ 1115753631

がん　　 26 悪性リンパ腫 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 ２００２．４ 闘病記916/ﾀ-02/ 1114992938

がん　　 26 悪性リンパ腫 ガンでもくじけない：誰かのために生きること 都 啓一／著 講談社 ２０１１．９ 闘病記764.7/ﾐ-11/ 1118362290

がん　　 27 白血病
命よ孫よ：骨髄移植をのりこえた家族の絆－－その
全記録

大泉逸郎／著 光文社 ２０００．１２ 闘病記767.8/ｵ/ 1114278817

がん　　 27 白血病 團十郎復活：六十兆の細胞に生かされて 市川　團十郎／著 文芸春秋 ２０１０．３ 闘病記774.2/ｲ-10/ 1117797251

がん　　 27 白血病
運命を生きる：闘病が開けた人生の扉（岩波ブック
レットNO.835）

浅野　史郎／著 岩波書店 ２０１２．５ 闘病記916/ｱ-12/ 1118708827

がん　　 27 白血病 無菌室ふたりぽっち 今田　俊／著 朝日新聞出版 ２０１０．１０ 闘病記916/ｲ-10/ 1118211970

がん　　 27 白血病 無菌病棟より愛をこめて 加納　朋子／著 文芸春秋 ２０１２．３ 闘病記916/ｶ-12/ 1118722801

がん　　 27 白血病
あたりまえの日に帰りたい：骨髄性白血病からの生
還

小林茂登子／著 時事通信社 ２０００．９ 闘病記916/ｺ/ 1114217178

がん　　 27 白血病
絶望の色を見た人の「死」を選ぶ権利：急性リンパ性
白血病・闘病生活６４１日

清水　欽次／著 風詠社 ２０１４．１１ 闘病記916/ｼ-14/ 1119424391

がん　　 27 白血病 天国の真帆へ：白血病と闘った娘への手紙 山口　悦子／著 あけび書房 ２００７．２ 闘病記916/ﾔ-07/ 1116754432

がん　　 27 白血病
成人Ｔ細胞白血病ＡＴＬ闘病記：乗り越えることが運
命ならば(ＡＴＬシリーズ 2)

屋形　千秋／著 南方新社 ２００８．１２ 闘病記916/ﾔ-08/ 1117405423

がん　　 28 白血病／脳腫瘍 一寸先は光：それでも生きたい 中田完二／著 広済堂出版 ２００１．７ 闘病記916/ﾅ/ 1114665621

がん　　 29 白血病／心筋症 病院を出よう！：ネコの脱出奮闘記 平美樹／著 星湖舎 ２００４．３ 闘病記916/ﾀ-04/ 1115852266

8／27



2021/1/21現在

病名 書名 著者名 出版社 出版年月 請求記号 資料番号

闘病記文庫リスト
闘病記文
庫の分類

がん　　 30
骨髄異形成症候

群
みんながいるから今があるから 中溝　裕子／著 ホーム社 ２００１．２ 闘病記916/ﾅ/ 1119473847

がん　　 30
骨髄異形成症候

群
死の海を泳いで：スーザン・ソンタグ最期の日々 デイヴィッド・リーフ／〔著〕 岩波書店 ２００９．３ 闘病記936/ﾘ-09/ 1117449136

がん　　 31 小腸がん
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 中経出版 ２００７．５ 闘病記916/ﾓ-07/ 1116832302

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 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 ２０１３．１１ 闘病記281.0/ﾂ-13/ 1119139780

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 命のカレンダー：小児固形がんと闘う 松永　正訓／著 講談社 ２００８．５ 闘病記493.9/ﾏ-08/ 1117227572

がんＸ 　Ｘ 複数のがん がん　患者を生きる 朝日新聞医療グループ／編 朝日新聞社 ２００７．２ 闘病記494.5/ｶﾞ-07/ 1116754245

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 多重がんを克服して：体験的治療学 黒川宣之／著 金曜日 ２００６．２ 闘病記494.5/ｸ-06/ 1116442180

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 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

三省堂 ２０１０．３ 闘病記494.5/ﾋﾞ-10/ 1117777479

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 新・がん５０人の勇気 柳田　邦男／著 文芸春秋 ２００９．１２ 闘病記494.5/ﾔ-09/ 1117718792

がんＸ 　Ｘ 複数のがん
大空真弓、「多重がん」撃退中！：乳がん胃がん食
道がん

大空真弓／著 宝島社 ２００５．９ 闘病記772.1/ｵ-05/ 1116320650

がんＸ 　Ｘ 複数のがん いのちの一句：がんと向き合う言葉
いのちの歳時記編集委員会
／著

毎日新聞社 ２０１０．１０ 闘病記911.3/ｲ-10/ 1118208233

がんＸ 　Ｘ 複数のがん
生きることをあきらめない：転移性進行がんの告知を
受けて

間　裕子／著 ゆいぽおと ２０１３．７ 闘病記916/ｱ-13/ 1119062639

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 生きる。：がんと向きあう７人のストーリー 井上　怜奈／〔ほか〕著 幻冬舎 ２００９．８ 闘病記916/ｲ-09/ 1117598547

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 二本の木：夫婦がん日記 小沢　爽／著 日本放送出版協会 ２０１０．５ 闘病記916/ｵ-10/ 1117830955

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 「がん」は患者に聞け！：有名人１６人の全闘病記録 吉田　健城／編 徳間書店 ２００９．２ 闘病記916/ｶﾞ-09/ 1117459214

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 夫婦同時ガンになって：ガン患者の最新治療報告 菅沼定憲／著
阪急コミュニケーショ
ンズ

２００６．２ 闘病記916/ｽ-06/ 1116442171

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 闘う力：再発がんに克つ なかにし　礼／著 講談社 ２０１６．２ 闘病記916/ﾅ-16/ 1119862006

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 北海道でがんとともに生きる 大島　寿美子／編 寿郎社 ２０１７．５ 闘病記916/ﾎ-17/ 1211195688

がんＸ 　Ｘ 複数のがん
「がん」はいい病気：前立腺がん、尿管がん、両耳の
失聴…でも元気（ビタミン文庫）

丸山　寛之／著 マキノ出版 ２００９．９ 闘病記916/ﾏ-09/ 1119716030
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がんＸ 　Ｘ 複数のがん 全身がん政治家 与謝野　馨／著 文芸春秋 ２０１２．６ 闘病記916/ﾖ-12/ 1118575533

がんＸ 　Ｘ 複数のがん 天使に見守られて：癌と向きあった女性の闘病記録 イェンス・グルンド／〔著〕 新評論 ２００９．５ 闘病記949.7/ｸﾞ-09/ 1117553899

がんＸ 　Ｘ 複数のがん
ある臨床心理学者の自己治癒的がん体験記：余命
一年の宣告から六年を経過して

山中 寛／著 金剛出版 ２０１６．５ 闘病記916/ﾔ-16/ 1119938121

がんＹ 　Ｙ その他のがん 沙恵ちゃん２５年間ありがとう 北村美代子／〔著〕 明窓出版 ２００６．２ 闘病記916/ｷ-06/ 1116446328

がんＹ 　Ｙ その他のがん 未分化癌の遺伝子 松尾達也／著 文芸社 ２００６．１０ 闘病記916/ﾏ-06/ 1116808517

がんＹ 　Ｙ その他のがん ガンに勝つ！！ 湯浅　純／著 ブレーン ２０１３．４ 闘病記916/ﾕ-13/ 1211046311

がんＹ 　Ｙ その他のがん 再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子／著 文藝春秋 ２０１６.１２ 闘病記786.1/ﾀ-16/ 1211101233

がんＹ 　Ｙ その他のがん 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 ２００９．７ 闘病記916/ｻ-09/ 1117786021

がんＹ 　Ｙ その他のがん
希望のごはん：夫の闘病を支えたおいしい介護食ス
トーリー

クリコ／著 日経BP社 ２０１７．７ 闘病記498.5/ｸ-17/ 1211289489

がんＹ 　Ｙ その他のがん 癌を追って：ある貴重な闘病体験 石 弘光／著 中央公論新社 ２０１０．６ 闘病記494.9/ｲ-10/ 1117842013

がんＹ 　Ｙ その他のがん 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 ２０１７．６ 闘病記916/ﾉ-17/ 1211289774

がんＹ 　Ｙ その他のがん
いま、希望を語ろう
末期がんの若き医師が家族と見つけた「生きる意
味」

ポール・カラニシ／著 早川書房 2016.11 闘病記936/ｶ-16/ 1211036591

疾病　 1
アスペルガー

症候群
親子アスペルガー：ちょっと脳のタイプが違います 兼田　絢未／著 合同出版 ２０１１．３ 闘病記369.2/ｶ-11/ 1118095801

疾病　 1
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 ２０１１．５ 闘病記493.7/ｱ-11/ 1118186454

疾病　 1
アスペルガー

症候群
アスペルガー流人間関係：１４人それぞれの経験と
工夫

ジュネヴィエーヴ・エドモンズ
／編著

東京書籍 ２０１１．８ 闘病記493.7/ｴ-11/ 1118352041

疾病　 1
アスペルガー

症候群
ずっと「普通」になりたかった。 グニラ・ガーランド／著 花風社 ２０００．４ 闘病記493.7/ｶﾞ/ 1114062415

疾病　 1
アスペルガー

症候群
ぼく、アスペルガーかもしれない。 中田　大地／著 花風社 ２０１２．１１ 闘病記916/ﾅ-12/ 1118846286

疾病　 1
アスペルガー

症候群
わが家は自閉率４０％：アスペルガー症候群親子は
転んでもただでは起きぬ

星空　千手／著 中央法規出版 ２００７．７ 闘病記916/ﾎ-07/ 1116953762

疾病　 2 アトピー １％の奇跡：アトピーから生き返った私の２５年間 明石郁生／著 ＷＡＶＥ出版 ２００６．９ 闘病記916/ｱ-06/ 1116612380
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疾病　 3 アルコール依存症 パピヨン 田口　ランディ／著 角川学芸出版 ２００８．１２ 闘病記914.6/ﾀ-08/ 1117363184

疾病　 3 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 講談社 ２０１０．１０ 闘病記933.7/ﾌ-10/ 1118202686

疾病　 3 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 ２０１８．３ 闘病記916/ｵ-18/ 1211456315

疾病　 4 うつ病
病気は人生の挫折ではない：－アナウンサーの“奇
跡”（My　book）

小川宏／著 文化創作出版 ２００１．９ 闘病記289.1/ｵ/ 1114704098

疾病　 4 うつ病 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 ２００４．１ 闘病記493.7/ﾆ-04/ 1115780503

疾病　 4 うつ病
「うつ」への復讐：絶望から六年目の復活（Kappa
books）

高島忠夫／著 光文社 ２００４．３ 闘病記778.2/ﾀ-04/ 1115865627

疾病　 4 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 文芸春秋 2018.7 闘病記796.0/ｾ-18/ 1211523733

疾病　 4 うつ病
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 ２００２．４ 闘病記916/ｲ-02/ 1114969624

疾病　 4 うつ病 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 ２００６．９ 闘病記916/ｵ-06/ 1116599422

疾病　 4 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 ２００３．３ 闘病記916/ｶ-03/ 1115582763

疾病　 4 うつ病 やまない雨はない：妻の死、うつ病、それから… 倉嶋厚／著 文芸春秋 ２００２．８ 闘病記916/ｸ-02/ 1115173035

疾病　 4 うつ病 うつ病放浪記：絶望をこえて生きる 工藤　美代子／著 講談社 ２０１３．７ 闘病記916/ｸ-13/ 1119113584

疾病　 4 うつ病 凄絶な生還、うつ病になってよかった 竹脇無我／著 マキノ出版 ２００３．７ 闘病記916/ﾀ-03/ 1115638560

疾病　 4 うつ病 僕のうつ人生 谷沢　永一／著 海竜社 ２００９．２ 闘病記916/ﾀ-09/ 1117416822

疾病　 4 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 ２０１１．９ 闘病記916/ﾎ-11/ 1118386096

疾病　 4 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 ２０１３．１０ 闘病記916/ﾏ-13/ 1119141008

疾病　 4 うつ病 うつ病の妻と共に（文春文庫み33-1） 御木　達哉／著 文芸春秋 ２００７．５ 闘病記916/ﾐ-07/ 1116844737

疾病　 4 うつ病 うつ時々、躁：私自身を取り戻す 海空　るい／著 岩波書店 2019.2 闘病記916/ミ-19/ 1211633070

疾病　 4 うつ病 知性は死なない 與那覇　潤／著 文芸春秋 2018.4 闘病記916/ヨ-18/ 1211470737
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疾病　 4 うつ病 背後の世界 トーマス・メレ／著 河出書房新社 2018.10 闘病記9４6/メ-18/ 1211577328

疾病　 4 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 2017.1 闘病記916/ﾀ-17/ 1211132263

疾病　 5 うつ病 脱産後うつ　私はこうして克服した ミィ／著 講談社 2018.9 闘病記916/ﾐ-18/ 1211565779

疾病　 5 エイズ
ぼくもあなたとおなじ人間です。：エイズと闘った小さ
な活動家、ンコシ少年の生涯

ジム・ウーテン／著 早川書房 ２００６．８ 闘病記493.8/ｳ-06/ 1116596256

疾病　 5 エイズ 神様がくれたＨＩＶ 北山翔子／著 紀伊国屋書店 ２０００．５ 闘病記498.6/ｷ/ 1114150267

疾病　 5 エイズ 希望の子 家西知加子／著 ワニブックス ２０００．９ 闘病記916/ｲ/ 1114243336

疾病　 5 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 ２０１０．１０ 闘病記916/ﾅ-10/ 1118200142

疾病　 5 エイズ 親友は、エイズで死んだ：沙耶とわたしの２０００日 今井　COCO／著 青土社 ２０１４.１１ 闘病記916/ｲ-14/ 1119414017

疾病　 5 エイズ 薬害エイズで逝った兄弟：１２歳・命の輝き 坂上　博／著 ミネルヴァ書房 ２０１７.５ 闘病記916/ｻ-17/ 1211188356

疾病　 6
ADHD／ADD（注意
欠陥・多動性障害）

ＡＤＨＤの恭平くん 上田淑子／著 本の時遊社 ２０００．４ 闘病記378/ｳ/ 1114061194

疾病　 6
ADHD／ADD（注意
欠陥・多動性障害）

私と三人息子は発達障害です。何か？：育つ力と育
てる力

笹森　理絵／著 広済堂出版 ２０１３．１２ 闘病記916/ｻ-13/ 1211017834

疾病　 6
ADHD／ADD（注意
欠陥・多動性障害）

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 ２０１８．１ 闘病記916/ｽ-18/ 1211462166

疾病　 7 黄斑変性
お父さんほら、山が見えるよ！：視力を失ってから始
めた僕の山歩き

金山広美／著 山と溪谷社 ２００１．１ 闘病記786.1/ｶ/ 1114289850

疾病　 8 解離性障害 １７人のわたし：ある多重人格女性の記録 リチャード・ベア／著 エクスナレッジ ２００８．８ 闘病記936/ﾍﾞ-08/ 1117326796

疾病　 9 化学物質過敏症 化学物質過敏症・家族の記録（健康双書） 小峰奈智子／著 農山漁村文化協会 ２０００．７ 闘病記493.1/ｺ/ 1115273294

疾病　　 10 顎関節症 勇気をください：重症「顎関節症」との闘い 吉武祥子／著 鳥影社 ２００２．５ 闘病記916/ﾖ-02/ 1115227772

疾病　　 12 肝硬変 僕は、これほどまで生きたかった。 萩原正人／著 扶桑社 ２００１．４ 闘病記916/ﾊ/ 1114615327

疾病　　 13 肝炎 がんばらんと！：薬害に遭って、見えてきたこと 福田　衣里子／著 朝日出版社 ２００９．２ 闘病記916/ﾌ-09/ 1117407387

疾病　　 13 肝炎 いのちの歌：薬害肝炎、たたかいの軌跡 山口　美智子／著 毎日新聞社 ２０１０．３ 闘病記916/ﾔ-10/ 1117797322
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疾病　　 15 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 学苑社 ２０１５．８ 闘病記378.5/ｱ-15/ 1119661572

疾病　　 16 拒食症 春一番が吹いたよ：拒食症の子どもたちへ 山崎蓉子／著 東銀座出版社 ２００４．８ 闘病記916/ﾔ-04/ 1115984070

疾病　　 17
ギラン･バレー症

候群
生かされて：ギラン・バレー症候群からの生還 田丸務／著 健友館 ２００３．５ 闘病記916/ﾀ-03/ 1115589980

疾病　　 17
ギラン･バレー症

候群
ギラン・バレー症候群からの生還 橋本　正浩／著 文芸社 ２００８．１ 闘病記916/ﾊ-08/ 1117103562

疾病　　 17
ギラン･バレー症

候群
ノクターン２００７：私とギラン・バレー症候群 宮城　房夫／著 文進印刷 ２０１３．４ 闘病記916/ﾐ-13/ 1119019687

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
生きる力：神経難病ＡＬＳ患者たちからのメッセージ
（岩波ブックレットNO.689）

「生きる力」編集委員会／編 岩波書店 ２００６．１１ 闘病記493.6/ｲ-06/ 1116715420

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
逝かない身体：ＡＬＳ的日常を生きる（シリーズケアを
ひらく）

川口　有美子／著 医学書院 ２００９．１２ 闘病記493.6/ｶ-09/ 1117773731

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
マドンナの首飾り：橋本みさお、ＡＬＳという生き方 山崎摩耶／著 中央法規出版 ２００６．１１ 闘病記493.6/ﾔ-06/ 1116699565

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
泣いて暮らすのも一生笑って暮らすのも一生 照川貞喜／著 岩波書店 ２００３．１２ 闘病記914.6/ﾃ-03/ 1115772567

疾病　　 19
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 2019.9 闘病記916/ﾀ-18/ 1211560372

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
神様がくれた弱さとほほえみ：２０編の小さな物語 西村隆／著

いのちのことば社
フォレストブックス

２００４．８ 闘病記916/ﾆ-04/ 1116889252

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
９９％ありがとう：ＡＬＳにも奪えないもの 藤田　正裕／著 ポプラ社 ２０１３．１１ 闘病記916/ﾌ-13/ 1119159071

疾病　　 19
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 ２０１７．３ 闘病記916/ﾌ-17/ 1211154721

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
限界を作らない生き方：KEEP MOVING 武藤　将胤／著 誠文堂新光社 2018.6 闘病記916/ﾑ-18/ 1211503559

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
それでも私にできること。：さよならを言うまでの一年
の記録

スーザン・スペンサー＝ウェン
デル／著

講談社 ２０１３．１０ 闘病記936/ｽ-13/ 1119110658

疾病　　 19
筋萎縮性

側索硬化症
絆：進行性神経難病ALSとの共生を模索する一内科
医の手記

川﨑 晃一／著 海鳥社 ２０１３．１ 闘病記916/ｶ-13/ 1118842253

疾病　　 20 筋ジストロフィー 介助犬が家族になったとき 石田　俊浩／著 ＷＡＶＥ出版 ２０００．１２ 闘病記369.2/ｲ/ 1114275838

疾病　　 20 筋ジストロフィー
こんな夜更けにバナナかよ：筋ジス・鹿野靖明とボラ
ンティアたち

渡辺　一史／著 北海道新聞社 ２００３．３ 闘病記369.2/ﾜ-03/ 1115581031

疾病　　 20 筋ジストロフィー しんちゃん：筋ジストロフィーの慎大郎君の日々 菊池　和子／写真 草土文化 ２００１．３ 闘病記748/ｷ/ 1119016206
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疾病　　 20 筋ジストロフィー
二十歳（はたち）になりました（筋ジストロフィーの慎
大郎君の日々　２）

菊池　和子／写真・文 子どもの未来社 ２００８．５ 闘病記748/ｷ-08/ 1119016215

疾病　　 20 筋ジストロフィー
いのち煌めくとき：施設介護から地域へ自立する三
兄弟物語

小西弘一／著 ハート出版 ２０００．１ 闘病記916/ｺ/ 1114038406

疾病　　 20 筋ジストロフィー
筋肉の崩壊と常に闘う男！：進行性筋ジストロフィー
なんて怖くない

鈴木進二／著 東京図書出版会 ２００４．７ 闘病記916/ｽ-04/ 1116353688

疾病　　 20 筋ジストロフィー
１１０センチの視野：電動車椅子のファンキー野郎ア
メリカ留学激闘記

平野　誠樹／著
アートオフィスプリズ
ム

２００７．１０ 闘病記916/ﾋ-07/ 1117177715

疾病　　 20 筋ジストロフィー
筋ジス患者の証言「生きるたたかいを放棄しなかった人び
と」：逝きし者の想影（障害のある人わたしが語る　３）

山田富也／著 明石書店 ２００５．９ 闘病記916/ﾔ-05/ 1116332709

疾病　　 20 筋ジストロフィー 聖芯源流：難病と共に生きる風景 山田　富也／著 七つ森書館 ２００９．２ 闘病記916/ﾔ-09/ 1117411014

疾病　　 20 筋ジストロフィー 仲が良かったのは、難病のおかげ 春山 由子／著 講談社 ２０１５．５ 闘病記289.1/ﾊ-15/ 1119598801

疾病　　 20 筋ジストロフィー 筋ジストロフィーの青年と家族 菊池 和子／著
現代写真研究所出
版局

２０１２．４ 闘病記748/ｷ-12/ 1119016224

疾病　　 21 筋無力症（重症） 病床からのＩＮ　ＭＹ　ＬＩＦＥ 吉川みき／著 扶桑社 ２００２．４ 闘病記767.8/ﾖ-02/ 1114992410

疾病　　 22 クルゾン症候群 ママと呼んで！由くん 稲川尚子／著 まどか出版 ２００１．４ 闘病記916/ｲ/ 1114623489

疾病　　 23
頚椎損傷

（頸髄損傷）
命をくれたキス：「車椅子の花嫁」愛と自立の１６年 鈴木ひとみ／著 小学館 ２０００．１１ 闘病記916/ｽ/ 1114232008

疾病　　 23
頚椎損傷

（頸髄損傷）
ママの足は車イス：絶望を救ったたくさんの愛と小さ
な生命

又野　亜希子／著 あけび書房 ２００９．１０ 闘病記916/ﾏ-09/ 1117634140

疾病　　 23
頚椎損傷

（頸髄損傷）
キャッチ！JR福知山線脱線事故がわたしに教えてく
れたこと

岡崎　愛子／著 ポプラ社 ２０１５.４ 闘病記916/ｵ-15/ 1119588090

疾病　　 24 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
文芸春秋企画出版
部

２０１５．１０ 闘病記916/ｵ-15/ 1119843643

疾病　　 25
結節性

多発動脈炎
奇跡のごはん 宮成　なみ／著 東洋経済新報社 ２００７．９ 闘病記916/ﾐ-07/ 1116959480

疾病　　 26 膠原病
膠原病の生活術：住まいの工夫から、生活＆暮らし
の工夫まで

なかむら　ふみ／著 保健同人社 ２００７．１２ 闘病記493.1/ﾅ-07/ 1117074782

疾病　　 26 膠原病 安奈淳、膠原病と闘う：生まれ変わった私 安奈淳／著 法研 ２００４．１ 闘病記772.1/ｱ-04/ 1115980985

疾病　　 26 膠原病 病院の外で：膠原病と生きて三十四年 康山　みやび／著 幻冬舎ルネッサンス ２０１１．１０ 闘病記916/ｺ-11/ 1118657721

疾病　　 26 膠原病 神様は、いじわる（文春新書725） さかもと　未明／著 文芸春秋 ２００９．１０ 闘病記916/ｻ-09/ 1117635229
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疾病　　 26 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 ２０１４．７ 闘病記916/ｼ-14/ 1119372670

疾病　　 27 更年期 はらたいらのジタバタ男の更年期 はらたいら／著 芳賀書店 ２０００．１１ 闘病記493.1/ﾊ/ 1114240222

疾病　　 27 更年期 女はみんな華になれ：私の更年期障害 黛ジュン／著 世界文化社 ２００３．１０ 闘病記767.8/ﾏ-03/ 1115703846

疾病　　 29 ゴーシュ病 呼吸器の子 松永　正訓／著 現代書館 ２０１７．６ 闘病記493.9/ﾏ-17/ 1211245874

疾病　　 30 骨形成不全症 ガラスの骨：１メートル８センチの女性社長 岩本良子／著 総合法令出版 ２００１．２ 闘病記289.1/ｲ/ 1114292828

疾病　　 31 骨折 私がアナウンサー 菊間千乃／著 文芸春秋 ２００１．４ 闘病記289.1/ｷ/ 1114346467

疾病　　 31 骨折 転んだあとの杖：老いと障害と 島田とみ子／著 未来社 ２０００．３ 闘病記493.1/ｼ/ 1114028168

疾病　　 31 骨折
ひび割れた晩鐘：山岳遭難・両足切断の危機を乗り
越えて

亀山　健太郎／著 本の泉社 ２００７．６ 闘病記786.1/ｶ-07/ 1116892211

疾病　　 32 再生不良性貧血 ポンコツズイ：都立駒込病院血液内科病棟の４年間 矢作　理絵／著 集英社 ２０１６．１ 闘病記916/ﾔ-16/ 1119847229

疾病　　 33 サリドマイド
青い鳥はいなかった：薬害をめぐる一人の親のモノ
ローグ

飯田進／著 不二出版 ２００３．７ 闘病記498.1/ｲ-03/ 1115730094

疾病　　 34 視覚障害 決断。全盲のふたりが、家庭をつくるとき 大胡田　誠／著 中央公論新社 ２０１７．１１ 闘病記916/ｵ-17/ 1211392125

疾病　　 34 視覚障害
視覚障碍をもって生きる：できることはやる、できない
ことはたすけあう

栗川　治／著 明石書店 ２０１２．７ 闘病記916/ｸ-12/ 1118593317

疾病　　 34 視覚障害 目の旅路：ある網膜色素変性症患者の生き方 宮本　忠／著 作品社 ２００８．４ 闘病記916/ﾐ-08/ 1117157764

疾病　　 34 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 ２０１３．５ 闘病記916/ﾓ-13/ 1118943046

疾病　　 34 視覚障害
盲導犬イザベルが教えてくれたこと：失明して見えた
光

米田　明三／著 北国新聞社（発売） ２０１１．４ 闘病記916/ﾖ-11/ 1118127919

疾病　　 35 色素性乾皮症 月夜に遊ぶ天使たち 越阪部重之／〔著〕 新潮社 ２００３．５ 闘病記916/ｵ-03/ 1115590281

疾病　　 36 子宮筋腫 妙魔：さよなら筋腫くん！ 庄野真代／著 泉書房 ２０００．８ 闘病記916/ｼ/ 1114200695

疾病　　 37 神経線維腫症
手のひらから広がる未来：ヘレン・ケラーになった女
子大生

荒　美有紀／著 朝日新聞出版 ２０１５．３ 闘病記916/ｱ-15/ 1119570170

疾病　　 38 自閉症 高機能自閉症：誕生から就職まで 内藤　祥子／著 ぶどう社 ２００８．２ 闘病記378/ﾅ-08/ 1117200484
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疾病　　 38 自閉症 おばあちゃんの孫育ち 門野晴子／著 小学館 ２００３．２ 闘病記379.9/ｶ-03/ 1115270028

疾病　　 38 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 ２０１９．１ 闘病記493.7/ﾏ-18/ 1211561988

疾病　　 38 自閉症 私の障害、私の個性。 ウェンディ・ローソン／著 花風社 ２００１．５ 闘病記493.7/ﾛ/ 1114639338

疾病　　 38 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 ２０１１．２ 闘病記493.7/ﾛ-11/ 1118302309

疾病　　 38 自閉症 ちづる：娘と私の「幸せ」な人生 赤崎　久美／著 新評論 ２０１１．１１ 闘病記916/ｱ-11/ 1118662288

疾病　　 38 自閉症
僕の妻はエイリアン：「高機能自閉症」との不思議な
結婚生活

泉流星／著 新潮社 ２００５．９ 闘病記916/ｲ-05/ 1116341244

疾病　　 38 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 ２０１０．１１ 闘病記916/ｳ-10/ 1118222422

疾病　　 38 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 ２０１２．９ 闘病記916/ｽ-12/ 1118854955

疾病　　 38 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 ２０１３．２ 闘病記916/ﾄ-13/ 1118888366

疾病　　 38 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 ２０１２．１２ 闘病記916/ﾋ-12/ 1119038746

疾病　　 38 自閉症 あるがままに自閉症です：東田直樹の見つめる世界 東田　直樹／著 エスコアール出版部 ２０１４．９ 闘病記916/ﾋ-14/ 1119385719

疾病　　 38 自閉症 発達障害だって大丈夫：自閉症の子を育てる幸せ 堀田　あけみ／著 河出書房新社 ２００７．１ 闘病記916/ﾎ-07/ 1116744934

疾病　　 38 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 ２０１１．１ 闘病記916/ﾎ-11/ 1118021201

疾病　　 38 自閉症
僕だって普通に生きたかったよ：ある自閉症児の生
涯

真木田　清彦／著 七つ森書館 ２０１２．１２ 闘病記916/ﾏ-12/ 1118763053

疾病　　 38 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 ２０１１．４ 闘病記916/ﾔ-11/ 1118132743

疾病　　 38 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 飛鳥新社 ２０１６．１０ 闘病記936/ｹ-16/ 1211086822

疾病　　 38 自閉症 自閉症児エリーの記録　新版 クララ・パーク／著 河出書房新社 ２０００．２ 闘病記936/ﾊﾟ/ 1113992403

疾病　　 38 自閉症
レックス：母と自閉症の息子、ふたりの人生を変えた
音楽

キャスリーン・ルイス／著 主婦の友社 ２００９．１０ 闘病記936/ﾙ-09/ 1117730732

疾病　　 38 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 ２０１６．１０ 闘病記916/ｶ-16/ 1211027305
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疾病　　 38 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 柏書房 ２０１１．１０ 闘病記936/ﾅ-11/ 1118464582

疾病　　 38 自閉症
わが子の発達障害告知を受けた、父親への「引継
書」。

白山 宮市／著 ぶどう社 ２０１７．５ 闘病記916/ｼ-17/ 1211196552

疾病　　 39 乾癬 かいかい日記：「乾癬」と「無言館」と「私」 窪島　誠一郎／著 平凡社 ２００８．４ 闘病記916/ｸ-08/ 1117166629

疾病　　 40 腎不全 臓器移植体験者の立場から 沢井繁男／著 中央公論新社 ２０００．１ 闘病記494.9/ｻ/ 1113971328

疾病　　 40 腎不全 修復腎移植の闘いと未来 林　秀信／著 生活文化出版 ２０１０．１ 闘病記494.9/ﾊ-10/ 1117885192

疾病　　 40 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 ２０００．６ 闘病記913.6/ｱﾉ/ 1114160658

疾病　　 40 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 ２００１．１２ 闘病記916/ｻ/ 1118860742

疾病　　 40 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 ２００７．１２ 闘病記916/ﾏ-07/1 1117075843

疾病　　 40 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 ２０１６．１１ 闘病記916/ﾏ-16/2 1211095643

疾病　　 40 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 ２０１１．６ 闘病記916/ﾔ-11/ 1118296844

疾病　　 41 スモン症 春は残酷である 星三枝子／著 毎日新聞社 １９７７ 闘病記915.9/ﾎ/ 1111655558

疾病　　 42 脊髄空洞症 生れ来る子への手紙 デヴィッド・アイアランド／著 春秋社 ２００１．６ 闘病記936/ｱ/ 1114654446

疾病　　 43 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 ２０１６．１２ 闘病記916/ｻ-16/ 1211105855

疾病　　 43 脊髄性筋萎縮症
まあ、空気でも吸って：人と社会：人工呼吸器の風が
つなぐもの

海老原　宏美／著 現代書館 ２０１５．９ 闘病記916/ｴ-15/ 1119672668

疾病　　 44 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 ２００６．１１ 闘病記494.6/ｾ-06/ 1116699378

疾病　　 44 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 ２００２．１１ 闘病記916/ｶ-02/ 1118860751

疾病　　 44 脊髄損傷 車いす弁護士奮闘記 髙田 知己／著
金融財政事情研究
会

2017.1 闘病記916/ﾀ-17/ 1211507126

疾病　　 44 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 新潮社 ２００２．７ 闘病記956/ﾒ-02/ 1115156858

疾病　　 46 早老症 みじかい命を抱きしめて：Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｍｙ　ｌｉｆｅ ロリー・ヘギ／著 フジテレビ出版 ２００４．３ 闘病記936/ﾍ-04/ 1115860588
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疾病　　 47 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 ２００３．１１ 闘病記289.1/ｶ-03/ 1115760909

疾病　　 47 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／編 晃洋書房 ２０１１．７ 闘病記493.9/ﾀﾞ-11/ 1118339315

疾病　　 47 ダウン症 あなたが生まれて 小田ゆり／著 ポプラ社 ２００１．６ 闘病記916/ｵ/ 1114652519

疾病　　 47 ダウン症
天使がこの世に降り立てば：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 ２０１０．４ 闘病記916/ｶ-10/ 1117915702

疾病　　 47 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 雲母書房 ２０１０．１０ 闘病記916/ｺ-10/ 1118212013

疾病　　 47 ダウン症 笑うと勝ちよ！アップップ 坂本悠／著 吉備人出版 ２０００．５ 闘病記916/ｻ/ 1115590923

疾病　　 48 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２
０００日

林家　こん平／著 講談社 ２０１０．３ 闘病記779.1/ﾊ-10/ 1117793648

疾病　　 48 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 ２００１．１１ 闘病記916/ｱ/ 1118249181

疾病　　 48 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 ２００８．６ 闘病記916/ﾏ-08/ 1117215236

疾病　　 49 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 ２００１．１０ 闘病記916/ｼ/ 1116144663

疾病　　 50 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 明石書店 ２０１６．１ 闘病記496.6/ﾌﾞ-16/ 1119791646

疾病　　 50 聴覚障害 聴こえないピアニスト 宮本　まどか／著 幻冬舎 ２０１０．９ 闘病記762.1/ﾐ-10/ 1117964892

疾病　　 50 聴覚障害
Ｓｉｇｎ　ｗｉｔｈ　Ｍｅ：店内は手話が公用語（学研の
ヒューマンケアブックス）

柳　匡裕／著 学研教育出版 ２０１２．１２ 闘病記916/ﾔ-12/ 1118766541

疾病　　 51 低体温症 凍る体：低体温症の恐怖 船木上総／著 山と溪谷社 ２００２．２ 闘病記493.1/ﾌ-02/ 1114930094

疾病　　 52 糖原病 小さな命が呼ぶとき　上（新潮文庫ア-25-1） ジータ・アナンド／〔著〕 新潮社 ２０１０．４ 闘病記936/ｱ-10/1 1117813287

疾病　　 52 糖原病 小さな命が呼ぶとき　下（新潮文庫ア-25-2） ジータ・アナンド／〔著〕 新潮社 ２０１０．４ 闘病記936/ｱ-10/2 1117813296

疾病　　 53 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 ２０１１．１１ 闘病記493.1/ｷ-11/ 1118465349

疾病　　 53 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）

２００３．１０ 闘病記493.1/ｻ-03/ 1116251421

疾病　　 53 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 ２０００．１０ 闘病記493.1/ﾊﾞ/ 1114236611
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疾病　　 53 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 時事通信出版局 ２００９．６ 闘病記493.1/ﾏ-09/ 1117541875

疾病　　 53 糖尿病 夫婦愛：糖尿病が教えてくれたこと 藤木悠／著 アミューズブックス ２０００．７ 闘病記778.2/ﾌ/ 1114163539

疾病　　 53 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 ２００２．１ 闘病記788.2/ｱ-02/ 1114917484

疾病　　 53 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 ２００９．１２ 闘病記916/ﾆ-09/ 1117752343

疾病　　 53 糖尿病 糖尿病と私 水野　肇／著 中央公論新社 ２０１１．９ 闘病記916/ﾐ-11/ 1118383991

疾病　　 54 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 ２００９．１２ 闘病記493.7/ﾅ-09/ 1117751853

疾病　　 54 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 ２００２．２ 闘病記493.7/ﾌ-02/ 1114980745

疾病　　 54 統合失調症 統合失調症がやってきた ハウス加賀谷／著 イースト・プレス ２０１３．１２ 闘病記779.1/ﾊ-13/ 1119173797

疾病　　 54 統合失調症 ぼくは統合失調症：１５年の闘病生活をふりかえる 川村実／著 雲母書房 ２００６．２ 闘病記916/ｶ-06/ 1116475154

疾病　　 54 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 ２０１０．１１ 闘病記916/ｷ-10/ 1118244686

疾病　　 54 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 金剛出版 ２００９．１０ 闘病記936/ｽ-09/ 1118463583

疾病　　 54 統合失調症 統合失調症の母と生きて ローラ・フリン／〔著〕 みすず書房 ２０１４．２ 闘病記936/ﾌ-14/ 1119218257

疾病　　 54 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 ２００４．９ 闘病記936/ﾏ-04/ 1116005689

疾病　　 54 統合失調症 そして、希望 千広 つなぐ／著 文芸社 ２０１４．１ 闘病記916/ﾁ-14/ 1119298073

疾病　　 55 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 ２０１５．８ 闘病記916/ｵ-15/ 1119672391

疾病　　 56 二分脊椎
見えない障害二分脊椎：人となる樹（障害のある人
わたしが語る2）

神原　史直／著 明石書店 ２００５．３ 闘病記916/ｶ-05/ 1116385288

疾病　　 57 熱中症 熱中症－息子の死を糧にして 中村　純友／著 悠飛社 ２００２．８ 闘病記916/ﾅ-02/ 1115164830

疾病　　 59
肺気腫症／
心房細動

ふたりのためのレクイエム 三郎／絵 文芸社 ２０００．１１ 闘病記723.1/ﾀ/ 1116147713

疾病　　 60 パニック障害 パニックマン：ある体育教師のパニック障害克服記 高尾　淳／著 新潮社 ２００９．３ 闘病記916/ﾀ-09/ 1117429470
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疾病　　 60 パニック障害 パニック障害に悩むあなたへ：希望の光を与えたくて 【ミ】允／著 文芸社 ２００２．４ 闘病記916/ﾐ-02/ 1115227736

疾病　　 62 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 ２０１０．１０ 闘病記498.6/ｺ-10/ 1117970385

疾病　　 62 ハンセン病 花に逢はん 伊波　敏男／著 日本放送出版協会 １９９７．０６ 闘病記916/ｲ/ 1113120309

疾病　　 62 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 2018.1 闘病記9１6/ﾌ-18/ 1211579255

疾病　　 62 ハンセン病 長い道 宮﨑　かづゑ／〔著〕 みすず書房 ２０１２．７ 闘病記916/ﾐ-12/ 1118594576

疾病　　 62 ハンセン病
アメリカのハンセン病カーヴィル発「もはや一人ではない」：
真実がつかんだ勝利の光（世界人権問題叢書65）

スタンレー・スタイン／著 明石書店 ２００７．６ 闘病記936/ｽ-07/ 1116897494

疾病　　 62 ハンセン病 てっちゃん：ハンセン病に感謝した詩人 権　徹／著 彩流社 ２０１３．１２ 闘病記911.5/ｺﾞ-13/ 1119173019

疾病　　 63 ハンチントン病
ウェクスラー家の選択：遺伝子診断と向きあった家
族

アリス・ウェクスラー／〔著〕 新潮社 ２００３．９ 闘病記493.7/ｳ-03/ 1115708823

疾病　　 64 不妊症 生まれた命にありがとう 野田　聖子／著 新潮社 ２０１１．２ 闘病記916/ﾉ-11/ 1118093483

疾病　　 64 不妊症
母になるための〈知りたくもなかった〉教訓について：
不妊・乳がん、私のアラフォー成長記

ペギー・オレンスタイン／著 現代書館 ２０１２．８ 闘病記936/ｵ-12/ 1118599660

疾病　　 64 不妊症
それでも、産みたい
40歳目前、体外受精を選びました

小林 裕美子／著 新潮社 2016.11 闘病記495.4/ｺ-16/ 1211103848

疾病　　 65 ベーチェット病
お父さんの失明は私が治してあげる：娘の顔も知ら
ないお父さん、だから私は眼科医になりました

西田朋美／著 主婦の友社 ２００１．５ 闘病記493.1/ｵ/ 1114346252

疾病　　 66 慢性疲労症候群 慢性疲労症候群日記 湯浅俊恭／著
講談社出版サービス
センター

２００１．９ 闘病記916/ﾕ/ 1116250128

疾病　　 67 ミトコンドリア病
娘よ、ゆっくり大きくなりなさい：ミトコンドリア病の子
と生きる（集英社新書0346）

堀切和雅／著 集英社 ２００６．６ 闘病記916/ﾎ-06/ 1116551848

疾病　　 68 ムコ多糖症 新薬、ください！：ドラッグラグと命の狭間で 湯浅　次郎／著 新潮社 ２００７．９ 闘病記493.1/ﾕ-07/ 1117006097

疾病Ｘ 複数の疾病
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 ２０１１．４ 闘病記916/ｳ-11/ 1118118134

疾病Ｘ 複数の疾病 わたし、生きるからね：重度障がいとガンを超えて 小山内　美智子／著 岩波書店 ２００９．７ 闘病記916/ｵ-09/ 1117554272

疾病Ｘ 複数の疾病
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 ２０１１．５ 闘病記916/ﾅ-11/ 1118309606

疾病Ｘ 複数の疾病
不死身のひと：脳梗塞、がん、心臓病から１５回生還
した男（講談社＋α新書751-2B）

村串　栄一／〔著〕 講談社 ２０１７．７ 闘病記916/ﾑ-17/ 1211279614
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疾病Ｙ その他の疾病 断ちきれない絆：読字障害南雲明彦発言集 小菅　宏／著 宝島社 ２０１１．１１ 闘病記289.1/ﾅ-11/ 1118648884

疾病Ｙ その他の疾病 ふたたびの生 柳沢桂子／著 草思社 ２０００．３ 闘病記289.1/ﾔ/ 1114046522

疾病Ｙ その他の疾病
Ｓｅａｒｃｈ～きみがいた：ＧＩＤ（性同一性障害）ふたり
の結婚

平安名祐生／著 徳間書店 ２０００．１０ 闘病記367.9/ﾍ/ 1114236086

疾病Ｙ その他の疾病 アルビノを生きる 川名　紀美／著 河出書房新社 ２０１３．６ 闘病記493.1/ｶ-13/ 1118964363

疾病Ｙ その他の疾病
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 ２０１１．１１ 闘病記493.2/ﾅ-11/ 1118644011

疾病Ｙ その他の疾病
脳をだまして、おだてる“チャレンジリハビリ”のすす
め

小園　凱夫／著 五曜書房 ２０１１．６ 闘病記493.7/ｺ-11/ 1118292599

疾病Ｙ その他の疾病 顔とトラウマ：医療・看護・教育における実践活動 藤井輝明／編著 かもがわ出版 ２００１．６ 闘病記493.7/ﾌ/ 1114643903

疾病Ｙ その他の疾病
朝起きられない子の意外な病気：「起立性調節障害」
患者家族の体験から（中公新書ラクレ428）

武　香織／著 中央公論新社 ２０１２．９ 闘病記493.9/ﾀ-12/ 1118620439

疾病Ｙ その他の疾病 運命の子：トリソミー 松永　正訓／著 小学館 ２０１３．１２ 闘病記493.9/ﾏ-13/ 1119191777

疾病Ｙ その他の疾病
あなたは顔で差別をしますか：「容貌障害」と闘った
五十年

藤井　輝明／著 講談社 ２００８．８ 闘病記494.8/ﾌ-08/ 1117280451

疾病Ｙ その他の疾病
わたし“前例”をつくります：気管切開をした声楽家の
挑戦

青野　浩美／著 クリエイツかもがわ ２０１２．５ 闘病記762.1/ｱ-12/ 1118699356

疾病Ｙ その他の疾病 不死身の落語家（はなしか）：笑いがお薬 春風亭柳桜／著 うなぎ書房 ２００５．１２ 闘病記779.1/ｼ-05/ 1116439809

疾病Ｙ その他の疾病
病とフットボール：エコノミークラス症候群との闘い
（角川SSC新書016）

高原　直泰／著
角川ＳＳコミュニケー
ションズ

２００７．１２ 闘病記783.4/ﾀ-07/ 1117073872

疾病Ｙ その他の疾病 もう一回蹴りたかった 望月　重良／著 ぴあ ２００８．４ 闘病記783.4/ﾓ-08/ 1117374547

疾病Ｙ その他の疾病 心さえ負けなければ、大丈夫 織田　友理子／著 鳳書院 ２０１１．１２ 闘病記916/ｵ-11/ 1118658524

疾病Ｙ その他の疾病 困ってるひと 大野　更紗／著 ポプラ社 ２０１１．６ 闘病記916/ｵ-11/ 1118350141

疾病Ｙ その他の疾病
僕は、字が読めない。：読字障害と戦いつづけた南
雲明彦の２４年

小菅　宏／著
集英社インターナ
ショナル

２００９．８ 闘病記916/ｺ-09/ 1117609534

疾病Ｙ その他の疾病
あなたは、わが子の死を願ったことがありますか？：
２年３カ月を駆け抜けた重い障がいをもつ子との
日々

佐々　百合子／著 現代書館 ２０１６．４ 闘病記916/ｻ-16/ 1119926812

疾病Ｙ その他の疾病 ＯＨＡＮＡ：“奇跡の明日”を信じて 塩沢　淳子／著 主婦と生活社 ２０１１．５ 闘病記916/ｼ-11/ 1118151982
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疾病Ｙ その他の疾病 ステロイド漬けの日々と骨粗鬆症 芹沢茂登子／著 法研 ２０００．７ 闘病記916/ｾ/ 1114182876

疾病Ｙ その他の疾病
手をつなぐ認知症介護：かくさず、おくさず、みんなの
なかへ

立花　美江／著 かもがわ出版 ２０１０．１１ 闘病記916/ﾀ-10/ 1118015772

疾病Ｙ その他の疾病 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 ２０１３．１１ 闘病記916/ﾀ-13/ 1119142936

疾病Ｙ その他の疾病
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 ２０１２．１ 闘病記916/ﾄ-12/ 1118666873

疾病Ｙ その他の疾病 おにぎりを作りたい 水間摩遊美／著 葦書房 ２００１．８ 闘病記916/ﾐ/ 1114673381

疾病Ｙ その他の疾病 ぼくの大切なもの：再移植をまえに逝った息子・健 三宅　健／著 はる書房 ２０１３．１１ 闘病記916/ﾐ-13/ 1119237941

疾病Ｙ その他の疾病
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 ２０１７．２ 闘病記916/ﾐ-17/ 121131040

疾病Ｙ その他の疾病 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 ２０１０．９ 闘病記916/ﾓ-10/ 1117978038

疾病Ｙ その他の疾病 神様からの宿題 山本　育海／著 ポプラ社 ２０１２．１２ 闘病記916/ﾔ-12/ 1118770063

疾病Ｙ その他の疾病
３年と３日の命をありがとう：免疫不全で逝った息子
へ

吉川　理江／著 マガジンハウス ２００８．１２ 闘病記916/ﾖ-08/ 1117338630

疾病Ｙ その他の疾病 私のディスレクシア フィリップ・シュルツ／著 東京書籍 ２０１３．７ 闘病記936/ｼ-13/ 1119076268

疾病Ｙ その他の疾病 ミラクル・ツインズ！：難病を乗り越えた双子の絆 イサベル・ステンツェル／著 岩波書店 ２００９．９ 闘病記936/ｽ-09/ 1117621225

疾病Ｙ その他の疾病
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 勁草書房 ２０１３．９ 闘病記936/ﾊﾞ-13/ 1119116456

疾病Ｙ その他の疾病 僕は人生を巻き戻す テリー・マーフィー／著 文芸春秋 ２００９．８ 闘病記936/ﾏ-09/ 1117627587

疾病Ｙ その他の疾病 濡れた砂の上の小さな足跡
アンヌ＝ドフィーヌ・ジュリアン
／著

講談社 ２０１３．４ 闘病記956/ｼﾞ-13/ 1118937768

心臓　 1 心筋梗塞 突然死！：私は急性心筋梗塞から生還した 香取　章子／著 河出書房新社 ２０００．１１ 闘病記493.2/ｶ/ 1119058233

心臓　 1 心筋梗塞 完全職場復帰：心筋梗塞リハビリ戦記 渡辺紘一／著 講談社 ２００２．５ 闘病記493.2/ﾜ-02/ 1115004584

心臓　 2 大動脈弁狭窄症 心臓手術：私の生還記 石岡荘十／著 文芸春秋 ２００４．１１ 闘病記916/ｲ-04/ 1116076353

心臓　 3
特発性拡張型

心筋症
友輝へ：お願い、ママにキスして 今井　広美／著 竹書房 ２００８．２ 闘病記916/ｲ-08/ 1117162847
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心臓　 3
特発性拡張型

心筋症
三つの命にありがとう 若林登志子／著 扶桑社 ２００２．８ 闘病記916/ﾜ-02/ 1115177639

心臓　 4 不整脈 千住家の命の物語 千住　文子／〔著〕 新潮社 ２００９．３ 闘病記916/ｾ-09/ 1117445989

脳　 1 滑脳症 寝たきり天使・真帆：ゆっくり生きて、いいんだよ 有木真樹／著 講談社 ２００３．１２ 闘病記916/ｱ-03/ 1118860699

脳　 2 クモ膜下出血 晴れのちくも膜下 有田直子／著 ＷＡＶＥ出版 ２０００．１１ 闘病記916/ｱ/ 1114254039

脳　 2 クモ膜下出血 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 ２０１３．１２ 闘病記916/ｺ-13/ 1119178685

脳　 2 クモ膜下出血 お母さんがんばって：くも膜下出血を乗り越えて 中村博／著 文芸社 ２００４．２ 闘病記916/ﾅ-04/ 1116006268

脳　 2 クモ膜下出血 突然、妻が倒れたら 松本　方哉／著 新潮社 ２００９．１０ 闘病記916/ﾏ-09/ 1117648144

脳　 2 クモ膜下出血 コータリンは要介護5：車椅子の上から見た631日 神足　裕司／著 朝日新聞出版 ２０１８．３ 闘病記916/ｺ-18/ 1211495130

脳　 3
進行性核上性麻

痺
いのち抱きしめて：在宅介護１３年 田沼祥子／文 日本評論社 ２００２．５ 闘病記916/ﾀ-02/ 1115160110

脳　 4 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 ２０００．１２ 闘病記916/ﾔ/ 1114279209

脳　 5 脊髄小脳変性症 お手本なしの人生：『１リットルの涙』亜也の詩 木藤亜也／著 小学館 ２００６．１２ 闘病記911.5/ｷ-06/ 1118561799

脳　 5 脊髄小脳変性症 ラスト・バースデー 梅邑貫／著 中央アート出版社 ２００５．１０ 闘病記916/ｳ-05/ 1116346507

脳　 5 脊髄小脳変性症
りーたんといつも一緒に：難病「脊髄小脳変性症／アプラタ
キシン欠損症」と闘う少女と彼女に寄り添う犬たちの物語

大塚　良重／著 光文社 ２０１３．６ 闘病記916/ｵ-13/ 1118964158

脳　 5 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 文芸春秋 ２０１３．４ 闘病記916/ﾖ-13/ 1118931291

脳　 6 てんかん
てんかんと発達障害をあわせもつ子の親の語り：日
本とアメリカの場合：ポジティブな意味を求めて

立脇　恵子／著 ふくろう出版 ２０１３．２ 闘病記493.9/ﾀ-13/ 1118907540

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

マイウェイ：認知症と明るく生きる「私の方法」 太田　正博／著 小学館 ２００７．３ 闘病記493.7/ｵ-07/ 1116794845

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

私は誰になっていくの？：アルツハイマー病者からみ
た世界

クリスティーン・ボーデン／著 クリエイツかもがわ ２００３．１０ 闘病記493.7/ﾎﾞ-03/ 1115735946

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

花を：若年性アルツハイマー病と生きる夫婦の記録 真鍋弘樹／著 朝日新聞社 ２００６．１ 闘病記493.7/ﾏ-06/ 1116429614

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

医者がぼけた母親を介護するとき 米山公啓／著 講談社 ２０００．２ 闘病記493.7/ﾖ/ 1113993313
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脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

記憶が消えていく：アルツハイマー病患者が自ら語
る

一関開治／著 二見書房 ２００５．１０ 闘病記916/ｲ-05/ 1116332978

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

介護はしないぞ：私と母の１０００日戦争 井上　雅義／著 小学館 ２０１３．７ 闘病記916/ｲ-13/ 1119169042

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

妻が「若年認知症」になりました：限りなき優しさでア
ルツハイマー病の妻・正子と生きる（介護Library）

大沢　幸一／著 講談社 ２００８．１２ 闘病記916/ｵ-08/ 1117371602

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

認知症の私は「記憶より記録」 大城　勝史／著 沖縄タイムス社 ２０１７．６ 闘病記916/ｵ-17/ 1211422940

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

ボケたっていいじゃない 関口　祐加／著 飛鳥新社 ２０１３．６ 闘病記916/ｾ-13/ 1118952278

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

ふたたびのゆりかご：アルツハイマー型認知症の夫
と笑い合う日々（介護ライブラリー）

多賀　洋子／著 講談社 ２００９．５ 闘病記916/ﾀ-09/ 1117489085

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

私お先にゆきますわ：認知症の妻、星になる 武元　弘文／著 春秋社 ２０１３．１０ 闘病記916/ﾀ-13/ 1119133642

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

丹野智文笑顔で生きる：認知症とともに 丹野　智文／著 文芸春秋 ２０１７．７ 闘病記916/ﾀ-17/ 1211269910

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

夕光の中でダンス：認知症の母と娘の物語 エレノア・クーニー／著 オープンナレッジ ２００６．２ 闘病記936/ｸ-06/ 1116434368

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

アルツハイマーある愛の記録 アン・デヴィッドソン／〔著〕 新潮社 ２００２．８ 闘病記936/ﾃﾞ-02/ 1115172821

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

アルツハイマーと闘う：言葉と記憶がすべり落ちる前
に

トマス・デバッジオ／著 原書房 ２００３．４ 闘病記936/ﾃﾞ-03/ 1115514390

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

わが母最後のたたかい：介護３０００日の真実 相田　洋／著 NHK出版 ２０１５．３ 闘病記916/ｿ-15/ 1119570670

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

若年性アルツハイマーの母と生きる 岩佐　まり／著 KADOKAWA ２０１５．６ 闘病記916/ｲ-15/ 1119616808

脳　 7
認知症（アルツハ
イマー病含む）

晴れときどき認知症：父と母と私の介護3000日 脇谷 みどり／著 鳳書院 ２０１７．７ 闘病記916/ﾜ-17/ 1211278277

脳　 8 脳卒中 回生を生きる：本当のリハビリテーションに出会って 鶴見和子／〔ほか〕著 三輪書店 １９９８．０５ 闘病記494.7/ｶ/ 1113569362

脳　 8 脳卒中 花舞台へ帰ってきた。：吉田蓑助と山川静夫 吉田　簑助／著 淡交社 ２００７．２ 闘病記777.1/ﾖ-07/ 1116749395

脳　 8 脳卒中 介護レッスン 倉本四郎／著 マガジンハウス ２０００．４ 闘病記916/ｸ/ 1114057449

脳　 8 脳卒中 脳卒中サバイバル：精神科医と妻の闘病日誌 東山　あかね／著 新曜社 ２００９．１１ 闘病記916/ﾋ-09/ 1117715946

脳　 8 脳卒中
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 亜紀書房 ２０１５．４ 闘病記936/ｱ-15/ 1119569155
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脳　 9 脳梗塞
栗本慎一郎の脳梗塞になったらあなたはどうする：
予防・闘病・完全復活のガイド

栗本慎一郎／著 たちばな出版 ２０００．５ 闘病記493.7/ｸ/ 1114160818

脳　 9 脳梗塞 あきらめない：脳梗塞からの挑戦 西城秀樹／著 リベロ ２００４．１０ 闘病記767.8/ｻ-04/ 1116012742

脳　 9 脳梗塞 寡黙なる巨人 多田　富雄／著 集英社 ２００７．７ 闘病記914.6/ﾀ-07/ 1116923106

脳　 9 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 文芸春秋 ２０１０．７ 闘病記916/ｳ-10/ 1117917951

脳　 9 脳梗塞
笑顔の介護力：妻たちが語るわが夫を見守る介護の
日々

小山　明子／著 かまくら春秋社 ２００９．１１ 闘病記916/ｺ-09/ 1117648411

脳　 9 脳梗塞 脳が壊れた（新潮新書673） 鈴木　大介／著 新潮社 ２０１６．８ 闘病記916/ｽ-16/ 1119973333

脳　 9 脳梗塞 自宅介護で「胃ろう」をやめた日 杉浦　和子／著
幻冬舎メディアコン
サルティング

２０１７．９ 闘病記916/ｽ-17/ 1211316814

脳　 9 脳梗塞
脳は回復する：高次脳機能障害からの脱出（新潮新
書754）

鈴木　大介／著 新潮社 ２０１８．２ 闘病記916/ｽ-18/ 1211461309

脳　 9 脳梗塞 奇跡　失くした言葉が取り戻せた！ 沼尾　ひろ子／著 講談社 ２００８．１ 闘病記916/ﾇ-08/ 1117138730

脳　 9 脳梗塞 リハビリ・ダンディ：野坂昭如と私　介護の二千日 野坂　暘子／著 中央公論新社 ２００９．２ 闘病記916/ﾉ-09/ 1117415001

脳　 9 脳梗塞
脳梗塞日誌：病棟から発信！涙と笑いとリハビリの１
００日間

日垣　隆／著 大和書房 ２０１６．５ 闘病記916/ﾋ-16/ 1119911097

脳　 9 脳梗塞
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 ２０１３．７ 闘病記916/ﾛ-13/ 1119084820

脳　　 10 脳腫瘍 カムバック！先生：脳腫瘍と二人三脚で生きる日々 浅井丈子／著 樹心社 ２０００．３ 闘病記916/ｱ/ 1114038291

脳　　 10 脳腫瘍 パパ、ママ、あいしてる：エレナが残したメッセージ ブルック・デザリック／著 早川書房 ２０１０．３ 闘病記936/ﾃﾞ-10/ 1117780232

脳　　 10 脳腫瘍 大事なことはみ～んな脳腫瘍に教わった スージー・ベッカー／著 長崎出版 ２００５．１１ 闘病記936/ﾍﾞ-05/ 1116385993

脳　　 11 脳出血
ことばを超える：中村京亮の素描-失語症の世界か
ら

菅　正明／著 海鳥社 ２００９．６ 闘病記493.7/ｽ-09/ 1117552309

脳　　 11 脳出血
高次脳機能障害者の世界：私の思うリハビリや暮ら
しのこと

山田　規畝子／著 協同医書出版社 ２００９．６ 闘病記493.7/ﾔ-09/ 1118236159

脳　　 11 脳出血 ありのまま 真屋順子／著 主婦の友社 ２００３．５ 闘病記772.1/ﾏ-03/ 1115513784

脳　　 11 脳出血 癒されゆく日々 大島渚／著 日本放送出版協会 ２０００．１０ 闘病記778.2/ｵ/ 1114240820
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脳　　 11 脳出血
いのち、輝く！：もう一度メガホンを－－大島渚を支
えた介護の日々

小山明子／著 経済界 ２００１．１ 闘病記778.2/ｺ/ 1114279183

脳　　 11 脳出血 あのころ 川村年勝／著 北星堂書店 ２００５．９ 闘病記916/ｶ-05/ 1116314756

脳　　 11 脳出血 車いすで旅に出よう！：脳幹部出血をのりこえて 佐藤俊彦／著 風媒社 ２００２．７ 闘病記916/ｻ-02/ 1115162609

脳　　 11 脳出血 それでも脳は学習する 山田　規畝子／著 講談社 ２００７．２ 闘病記916/ﾔ-07/ 1116835283

脳　　 11 脳出血
左手一本のシュート：夢あればこそ!脳出血、右半身
麻痺からの復活

島沢 優子／著 小学館 ２０１１．５ 闘病記916/ｼ-11/ 1118189737

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
生きててもええやん ：「脳死」を拒んだ若者たち

頭部外傷や病気による後遺
症を持つ若者と家族の会／編

せせらぎ出版 ２０００．３ 闘病記916/ｲ/1 1114747373

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
破損した脳、感じる心：高次脳機能障害のリハビリ家
族学

犬塚　芳美／著 亜紀書房 ２０１２．９ 闘病記916/ｲ-12/ 1118628422

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
生きててもええやん　PARAT2：もう一度うまれてきて
くれてありがとう

頭部外傷や病気による後遺
症を持つ若者と家族の会／編

せせらぎ出版 ２０１３．１ 闘病記916/ｲ-13/2 1118854722

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
失った記憶ひかりはじめた僕の世界：高次脳機能障
害と生きるディジュリドゥ奏者の軌跡

ＧＯＭＡ／著 中央法規出版 ２０１６．８ 闘病記916/ｺﾞ-16/ 1119991484

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
神様、ボクをもとの世界に戻してください：高次脳機
能障害になった息子・郷

鈴木真弓／著 河出書房新社 ２００６．８ 闘病記916/ｽ-06/ 1116587417

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
ぼくらはみんな生きている：１８歳ですべての記憶を
失くした青年の手記

坪倉優介／著 幻冬舎 ２００１．６ 闘病記916/ﾂ/ 1114641049

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
オーバーマイヘッド：脳外傷を超えて、新しい私に クローディア・オズボーン／著 クリエイツかもがわ ２００６．１２ 闘病記936/ｵ-06/ 1116727257

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
パパの脳が壊れちゃった：ある脳外傷患者とその家
族の物語

キャシー・クリミンス／著 原書房 ２００１．１１ 闘病記936/ｸ/ 1114726494

脳　　 14
脳外傷

（頭部外傷）
目印はフォーク！：カーラの脳損傷リハビリ日記 カーラ．Ｌ．スワンソン／著 クリエイツかもがわ ２００８．１ 闘病記936/ｽ-08/ 1117129204

脳　　 15 脳死 長期脳死：娘、有里と生きた一年九カ月 中村　暁美／著 岩波書店 ２００９．１１ 闘病記916/ﾅ-09/ 1117653950

脳　　 15 脳死
あぁ、ター君は生きていた：１５年待ち続けた息子と
の”命の約束”

吉川隆三／著 河出書房新社 ２００１．３ 闘病記916/ﾖ/ 1114330483

脳　　 16 脳炎 脳に棲む魔物 スザンナ・キャハラン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２０１４．６ 闘病記936/ｷ-14/ 1119295496

脳　　 16 脳炎 キミの目が覚めたなら　8年越しの花嫁 中原 尚志／著 主婦の友社 ２０１５．７ 闘病記916/ﾅ-15/ 1119629956

脳　　 17 脳性麻痺 私の手になってくれたあなたへ 小山内　美智子／著 中央法規出版 ２００７．２ 闘病記369.2/ｵ-07/ 1116763600
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脳　　 17 脳性麻痺 リハビリの夜（シリーズケアをひらく） 熊谷　晋一郎／著 医学書院 ２０１０．４ 闘病記493.7/ｸ-10/ 1117955339

脳　　 17 脳性麻痺 笑ってよ、ゆっぴい 石井めぐみ／著 フジテレビ出版 １９９６．７ 闘病記916/ｲ/ 1112746798

脳　　 17 脳性麻痺
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 ２０１２．９ 闘病記916/ｶ-12/ 1118797339

脳　　 17 脳性麻痺 ハラハラ、ドキドキ、なぜ歩くの、智恵子さん 柴田　智恵子／文 レイライン ２０１３．５ 闘病記916/ｼ-13/ 1119114618

脳　　 18 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 ２０１１．６ 闘病記493.7/ｱ-11/ 1118292615

脳　　 18 パーキンソン病
オン・オフのある暮らし：パーキンソン病をしなやかに
生きる

あとうだ　としこ／著 アルタ出版 ２０１０．８ 闘病記493.7/ｵ-10/ 1117928789

脳　　 18 パーキンソン病 ラッキーマン マイケル・Ｊ．フォックス／著
ソフトバンクパブリッ
シング

２００３．１ 闘病記778.2/ﾌ-03/ 1115560885

脳　　 18 パーキンソン病 いつも上を向いて：超楽観主義者の冒険 マイケル・Ｊ・フォックス／著
ソフトバンククリエイ
ティブ

２０１０．４ 闘病記778.2/ﾌ-10/ 1117811314

脳　　 18 パーキンソン病
僕の神経細胞：パーキンソン病歴２０年の元毎日新
聞記者の手記

杉浦　啓太／著 三和書籍 ２００９．４ 闘病記916/ｽ-09/ 1117454380

脳　　 19 ピック病
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 ２０１１．１１ 闘病記916/ﾅ-11/ 1118640079

脳　　 19 ピック病 愛する人の壮絶なる闘病記録 松尾千鶴子／著 文芸社 ２００４．３ 闘病記916/ﾏ-04/ 1115989708

脳　　 20
ロックト・イン
シンドローム

おしゃべり目玉の貫太郎 鈴木　公子／著 講談社 ２００７．４ 闘病記916/ｽ-07/ 1116803763

脳　　 20
ロックト・イン
シンドローム

動くのは瞼だけ：ロックトイン・シンドロームからの奇
跡の再生

レティシア・ボーン＝デリアン
／著

イースト・プレス ２００８．２ 闘病記956/ﾎﾞ-08/ 1117107031

脳　　 　Ｙ その他の脳疾患
七秒しか記憶がもたない男：脳損傷から奇跡の回復
を遂げるまで

デボラ・ウェアリング／著
ランダムハウス講談
社

２００９．９ 闘病記936/ｳ-09/ 1117625123

脳　　 　Ｙ その他の脳疾患 アイリーンといっしょに
テレル・ハリス・ドゥーガン／
著

ポプラ社 ２０１２．９ 闘病記936/ﾄﾞ-12/ 1118625318

闘病記 闘病記 生きる力の源に：がん闘病記の社会学 門林　道子／著 青海社 ２０１１．１０ 闘病記494.5/ｶ-11/ 1118677218

闘病記 闘病記 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 ２０１２．１０ 闘病記916/ﾎ-12/ 1118632211
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