
◆仕事と治療の両立
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

若年認知症の人の“仕事の場づくり”Q&A
「支援の空白期間」に挑む

藤本直規／著,奥村典
子／著

クリエイツかもがわ 2014.3 366.2ﾌ

がんと共に生き、考え、働く　未来を見つめて 石川邦子／著 方丈社 2019.7 366.3ｲ

がん治療と就労の両立支援相談対応ハンドブック
東京都社会保険労務士会が
ん患者・障がい者等就労支援
特別委員会／編著

日本法令 2020.12 366.3ｶﾞ

がん経験者のための就活ブック
サバイバーズ・ハローワーク

HOPEプロジェクト／編、
CSRプロジェクト／編

合同出版 2015.8 366.3ｶﾞ

がん治療と仕事の両立支援　あなたの職場でも始めよう 染谷由美／著 大蔵財務協会 2019.8 366.3ｿ

治療と就労の両立支援ガイダンス
疾患別に見た就労支援の実務

遠藤源樹／著 労務行政 2020.3 336.4ｴ

がん治療と就労の両立支援
制度設計・運用・対応の実務

近藤明美／ほか編著 日本法令 2017.12 336.4ｶﾞ

選択制がん罹患社員用就業規則標準フォーマット
がん時代の働き方改革

遠藤源樹／編著、がん患者
就労支援ネットワーク／著、
小島健一／監修

労働新聞社 2019.5 336.4ｾ

がんは働きながら治す!
一億総活躍社会のためのがん教育

中川恵一／著、関谷徳泰
／著

労働調査会 2018.1 336.4ﾅ

治療と仕事の両立支援ハンドブック
従業員を辞めさせないためにできること

服部文／著 労働調査会 2018.8 336.4ﾊ

すぐに役立つ!　社労士がこたえる社員が病気になったと
きの労務管理　治療と仕事の両立支援ハンドブック

古川飛祐／著 税務経理協会 2017.7 336.4ﾌ

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 2018.3 494.5ｻ

がんに罹患した労働者に対する治療と就労の両立支
援マニュアル

― 労働者健康安全機構 2017.3 498.8ｶﾞ

治療と仕事の「両立支援」 メンタルヘルス不調編１、2 小山文彦／著 労働調査会 ― 498.8ｺ

糖尿病に罹患した労働者に対する治療と就労の両立
支援マニュアル

中島英太郎／執筆 労働者健康安全機構 2017.3 498.8ﾄ

脳卒中に罹患した労働者に対する治療と就労の両立
支援マニュアル

豊田章宏／執筆 労働者健康安全機構 2017.3 498.8ﾉ

メンタルヘルス不調を抱えた労働者に対する治療と就
労の両立支援マニュアル

小山文彦／執筆 労働者健康安全機構 2017.3 498.8ﾒ

◆認知症になるってどういうこと？
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

認知症フレンドリー社会 徳田雄人／著 岩波書店 2018.11 369.2ﾄ

ルポ希望の人びと　ここまできた認知症の当事者発信 生井久美子／著 朝日新聞出版 2017.2 493.7ｲ

脳科学者の母が、認知症になる
記憶を失うと、その人は“その人”でなくなるのか?

恩蔵絢子／著 河出書房新社 2018.1 493.7ｵ

気持ちが楽になる認知症の家族との暮らし方 繁田雅弘／監修 池田書店 2018.6 493.7ｷ

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 2019.3 493.7ｻ

若年性認知症を笑顔で生きる笑顔で寄り添う
松本恭子／編著,田中聡
子／編著

クリエイツかもがわ 2020.12 493.7ｼﾞ

「脳コワさん」支援ガイド 鈴木大介／著 医学書院 2020.5 493.7ｽ
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認知症を乗り越えて生きる
“断絶処方”と闘い、日常生活を取り戻そう

ケイト・スワファー／著,寺
田真理子／訳

クリエイツかもがわ 2017.5 493.7ｽ

認知症と笑顔で暮らす本
正しく知ることが予防と治療への近道

― 洋泉社 2018.11 493.7ﾆ

認知症になっても人生は終わらない
認知症の私が、認知症のあなたに贈ることば

認知症の私たち／著 harunosora 2017.4 493.7ﾆ

認知症を生きる　正しく知ることが予防と治療への近道 ― マガジンハウス 2017.1 493.7ﾆ

認知症でも心は豊かに生きている
認知症になった認知症専門医長谷川和夫100の言葉

長谷川和夫／著 中央法規出版 2020.8 493.7ﾊ

認知症になってもだいじょうぶ!
そんな社会を創っていこうよ

藤田和子／著 メディア・ケアプラス 2017.4 493.7ﾌ

認知症とともに生きる私　「絶望」を「希望」に変えた20年
クリスティーン・ブライデン
／著、馬籠久美子／訳

大月書店 2017.4 493.7ﾌﾞ

誤作動する脳 樋口直美／著 医学書院 2020.3 916ﾋ

◆がんになるってどういうこと？
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性のがん心のケア
がん患者さんと家族のための診療室

大西秀樹／著 つちや書店 2019.11 494.5ｵ

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

2016.7 494.5ｵ

がん患者の「知りたい」がわかる本
日常生活の安心を支援するQ&A集

青儀健二郎／ほか監修,
阿南節子／ほか編著

じほう 2016.2 494.5ｶﾞ

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

黒田ちはる／著、日経メ
ディカル開発／編集

日経メディカル開発 2019.1 494.5ｸ

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 2017.6 494.5ｻ

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本由香／著 河出書房新社 2019.3 494.5ﾂ

子どもと一緒に知る　「がん」になるってどんなこと? 林和彦／編著 セブン&アイ出版 2017.2 494.5ﾊ

女性のがんと外見ケア　治療中でも自分らしく 分田貴子／著 法研 2018.9 494.5ﾜ

一歩先へススメ
本当に知っていますか!乳がんを早く見つけるための知識

中京テレビ放送恩田千佐
子と「ススメ」プロジェクト／
編著

丸善出版 2020.7 495.4ｲ

Q&Aでよくわかる「子宮体がん」 市川喜仁／著 講談社 2018.11 495.4ｲ

子宮がん　頸がんと体がんの診断・治療・生活
小田瑞恵／著,斎藤元章
／著

主婦の友社 2018.4 495.4ｵ

がん研有明病院婦人科最新治療ガイド
子宮頸がん・子宮体がん・卵巣がんと診断されたあなたへ

金尾祐之／著,竹島信宏
／著

新興医学出版社 2020.7 495.4ｶ

患者さんのための乳がん診療ガイドライン　2019年版 日本乳癌学会／編 金原出版 2019.7 495.4ｶ

最新子宮がん・卵巣がん治療
“納得して自分で決める”ための完全ガイド

加藤友康／監修 主婦と生活社 2018.3 495.4ｻ

新こちら「がん研有明相談室」　子宮頸がん・子宮体がん・
卵巣がん患者さんへのドクターズアドバイス

竹島信宏／監修,的田眞
紀／ほか著

新興医学出版社 2019.11 495.4ｼ

女性のがんの本当の話
がん専門女医と先輩患者からの本音のアドバイス

仲田洋美／著 ワニブックス 2016.11 495.4ﾅ

乳がん治療をのりきる生活・食事・お金
山内英子／監修,主婦の
友社／編

主婦の友社 2019.11 495.4ﾆ

乳がん　自分に合った治療を選ぶために 山内英子／著 主婦の友社 2020.11 495.4ﾔ

※新型コロナウィルス感染症対策のため、利用時間等を一部制限している場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

○貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

○利用時間：火～日曜 ○休業日：毎週月曜日、国民の祝日（土日は開業）、年末年始、整理期間

○問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （名古屋市東区上竪杉町１番地）
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