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■検診で早期発見、早期治療
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

あなたも名医!プライマリケア現場での女性診療
押さえておきたい33のポイント

池田裕美枝、対馬ルリ
子／編

日本医事新報社 2016 495.2/ア 

遺伝性乳がん・卵巣がんと生きる
スー・フリードマン／ほか著、
田口淳一／監訳、青木美保、
堀尾留里子／訳

彩流社 2017 495.4/イ

乳がん予防・治療・再発防止がよくわかる本
専門の名医が教える「乳がん治療」最前線

井本滋／著
滋慶出版／土屋
書店

2013 495.4/イ

自分で見つける乳がん
自己検診＆定期検診で早期発見！もう他人事ではすまされませ
ん！

尹玲花／監修
ヴィレッジブック
ス

2008 495.4/イ

がんになる前に乳房を切除する
遺伝性乳がん治療の最前線

小倉孝保／著 文藝春秋 2017 495.4/オ

ピンクリボン咲いた!
認知率95%のひみつ

岡山慶子、高木富美子
／著

ブックエンド 2015 495.4/オ

患者さんのための乳がん診療ガイドライン ２０１６年版 日本乳癌学会／編 金原出版 2016 495.4/カ

４０歳からの女性の医学  乳がん
早期発見から納得した治療まで

佐伯俊昭／著 岩波書店 2009 495.4/サ

■乳がんと診断されたら
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性のがん心のケア
乳がん／子宮がん／卵巣がん／大腸がん　がん患者さんの「心の
悩み」治療法

大西秀樹／著
滋慶出版／土屋
書店

2013 494.5/オ

これからの乳房再建ＢＯＯＫ
乳房を失ってしまった人へ　失ってしまうかもしれない人へ

岩平佳子／著
主婦の友イン
フォス情報社

2015 495.4/イ

女性なら知っておきたい「遺伝性がん」のこと
遺伝性乳がん・卵巣がんのすべて

市川喜仁／著 講談社 2014 495.4/イ

ウルトラ図解乳がん　最新の正しい知識で不安を解消 齊藤光江／監修 法研 2017 495.4/ウ

乳がんの処方箋
後悔しないためのリスクと対策

小林俊三／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2015 495.4/コ

最新乳がん治療
“納得して自分で決める”ための完全ガイド

福田護／監修 主婦と生活社 2017 495.4/サ

最先端治療乳がん
国立がん研究センター中央
病院乳腺外科／[ほか]編著 法研 2017 495.4/サ

乳がんを美しく治す
〈オーダーメイド〉の乳房再建

佐武利彦／著 扶桑社 2009 495.4/サ

寿命を10年延ばす「乳がん専門医」の教え 竹原めぐみ／著 中央公論新社 2016 495.4/タ

はじめての乳がん
働くあなたが聞きたい本音Ｑ＆Ａ８３

土屋美樹／著、浜岡剛
／監修

亜紀書房 2014 495.4/ツ

願いをかなえる乳房再建
自分の幹細胞を用いたＣＡＬで実現する柔らかく自然な乳房

辻直子／著 現代書林 2012 495.4/ツ

知っておきたい 乳がんのこと



「乳がん死ゼロの日」を目指して
乳がん診療の歴史を生きた専門医の記録

冨永健／著 星の環会 2017 495.4/ト

乳がんと診断されたらすぐに読みたい本
私たち１００人の乳がん体験記

豊増さくらと乳がん患者会ｂａ
ｍｂｉ＊組／著、高尾 信太
郎、脇田 和幸／監修

健康ジャーナル
社

2014 495.4/ト

乳がんと言われたら読む本　治療・生活・食事・ケア 土井卓子／著 蕗書房 2015 495.4/ド

乳がんから自分をまもるために、知っておきたいこと。 島田菜穂子／監修 日本医療企画 2014 495.4/ニ

乳がん　治療・検査・療養
国立がん研究センターのがんの本

木下貴之、藤原康弘／
監修

小学館クリエイ
ティブ

2013 495.4/ニ

がんに不安を感じたら読む本
本荘そのこ／著、中村
清吾／監修

光文社 2014 495.4/ホ

乳がんと生きる
ステージ4記者の「現場」

毎日新聞生活報道部／
著

毎日新聞出版 2016 495.4/マ

乳がん  知識を力に、あなたらしい選択を 山内英子／著 主婦の友社 2017 495.4/ヤ

乳がんって遺伝するの？
遺伝性乳がん・卵巣がんのすべて

山内英子、吉野美紀子
／著

主婦の友社 2013 495.4/ヤ

■がんと生きるときに
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

がん経験者のための就活ブック
サバイバーズ・ハローワーク

ＨＯＰＥプロジェクト、ＣＳ
Ｒプロジェクト／編

合同出版 2015 366.3/ガ

がんと一緒に働こう！　必携ＣＳＲハンドブック ＣＳＲプロジェクト／編 合同出版 2010 366.3/ガ

がんと仕事のＱ＆Ａ
診断されたらはじめに見る　第２版

国立がん研究センターがん
対策情報センター／編集

国立がん研究セン
ターがん対策情報セ
ンター

2014 D366.3/ガ

がんは働きながら治す!
一億総活躍社会のためのがん教育  追補版

中川恵一,関谷徳泰／著
中川恵一／企画・監修 労働調査会 2018 366.4/ナ

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 494.5/イ

孤独を克服するがん治療
患者と家族のための心の処方箋

押川勝太郎／著
サンライズパブ
リッシング

2016 494.5/オ

国立がん研究センターのがんとお金の本
片井均、大江裕一郎／
監修

小学館クリエイ
ティブ

2016 494.5/コ

あのひとががんになったら　「通院治療」時代のつながり方 桜井なおみ／著 中央公論新社 2018 494.5/サ

がん治療中の女性のためのLIFE&Beauty さとう桜子／著 主婦の友社 2017 494.5/サ

ピンクリボンと乳がんまなびBOOK
ピンクリボンアドバイザー認定試験公式テキスト 身近な病気だから
正しく知りたい　改訂版

福田護／[ほか]編著 社会保険出版社 2018 494.5/ピ

乳がんの人のための日常レシピ
かんたん＆からだがよろこぶ６０品

キャンサーリボンズ／編、三
輪教子／ほか著 ブックエンド 2015 495.4/ニ

乳がんの人のためのおいしい療養レシピ
毎日安心のとっておき“ごはん”

斉藤 光江／監修、金丸 絵里
加／料理監修 法研 2012 495.4/ニ

乳がんを前向きに乗り越えるごはん
24歳で患った管理栄養士のリアルレシピ

本田祥子／著 主婦と生活社 2017 495.4/ホ

◆利用時間◆ 火～日曜日 9:00～19:00

◆休業日◆ 毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、年末年始（12／29～1／3）、整理期間

◆電 話：052-962-2510 ◆Ｆ A Ｘ：052-962-2610
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