
コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

352 Fe がん がん術後の人の食事
太田博俊, 伊吹幸, 小川久
惠 著

10049 Fe がん がん術後の人の食事
太田博俊, 伊吹幸, 小川久
惠 著

2011 Fe がん 心配しないでいいですよ放射線治療
がん研有明病院 放射線
治療部 編著

2013 Fe がん がんに負けない、あきらめないコツ 鎌田實 著

2029 Fe がん がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ 川口美喜子, 青山広美 著

2113 Fe がん ガン免疫療法の最新治療がわかる本 有賀淳 監修

2207 Fe がん ガンを切らずに治す内視鏡治療「ESD」がわかる本 講談社 編

2345 Fe がん がん患者のリハビリテーション : リスク管理とゴール設定 宮越浩一 編

2346 Fe がん 図解がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと 土屋了介, 奥仲哲弥 著

2347 Fe がん がん放射線治療 唐澤久美子, 藤本美生 編

2348 Fe がん 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
対策情報センター 編著

2349 Fe がん
がん研が作ったがんが分かる本 : 初歩から最先端、そして代替医
療まで

ロハスメディア 編,
がん研究会 監修

10286 Fe がん
がん研が作ったがんが分かる本 : 初歩から最先端、そして代替
医療まで （新装版）

ロハスメディア 編,
がん研究会 監修

8013 Fe がん がんの教科書 : ビジュアル版 中川恵一 著

8053 Fe がん 絵でわかるがんと遺伝子 野島博 著

8088 Fe がん
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、悩んだとき

季羽倭文子 著

10065 Fe がん あなたのためのがん用語事典
日本医学ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ協会 編
著,国立がんｾﾝﾀｰ監修

10066 Fe がん 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

10107 Fe がん もしも、がんが再発したら : 本人と家族に伝えたいこと : 患者必携
国立がん研究センターがん
対策情報センター編著

10114 Fe がん わたしも、がんでした。 : がんと共に生きるための処方箋
独立行政法人国立がん研究
センターがん対策情報セン
ター 編

10134 Fe がん がん再発予防の食事＆生活術
野口節子 監修, 家庭栄養
研究会 編

10150 Fe がん がん告知以後 季羽倭文子 著

10157 Fe がん
今からできるがんに克つ体の鍛え方 : 余命宣告も取り消すことが
できる３つのステップ

星野泰三, 松島修司 著

10377 Fe がん よくわかるがん免疫療法ガイドブック : 患者さんとご家族のために

日本バイオセラピィ学会「よく
わかる免疫療法ガイドブック
～患者さんのために～」作成
ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 編

2350 Fe5 がん介護 がんの花道 : 患者の「平穏生」を支える家族の力 長尾和宏, 藤野邦夫 著

2351 Fe5 がん介護 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

2352 Fe5 がん介護 がん疼痛マネジメント 林章敏 編著

2353 Fe5 がん介護
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 : 症例で選ぶ!

山口建 監修, 静岡県立静岡
がんセンター, 日本大学短期
大学部食物栄養学科 編

10287 Fe5 がん介護
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 : 症例で選ぶ! （改訂版）

山口建 監修, 静岡県立静岡
がんｾﾝﾀｰ,日本大学短期大
学部食物栄養学科 編,山口
建,稲野利美, 吉田隆子,石川
睦弓, 廣瀬弥生 編著

2000 Fe6 化学療法 がん化学療法と患者ケア 柳原一広, 福島雅典 監修

2097 Fe6 化学療法 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン
日本緩和医療学会緩和医療
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会 編

【 Fe　がん】



10374 Fe6 化学療法 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン (2020年版)
日本緩和医療学会ガイド
ライン統括委員会 編

2354 Fe6 化学療法
国立がん研究センターあなたが受けられる抗がん剤治療 : 気にな
る副作用とかかるお金

荒井保明 監修

2355 Fe6 化学療法 基本まるわかり!分子標的薬 石川和宏 著

2356 Fe6 化学療法 がん化学療法 長場直子, 本村茂樹 編

2357 Fe6 化学療法 新がん化学療法ベスト・プラクティス
佐々木常雄, 岡元るみ子
編

8051 Fe6 化学療法 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

10067 Fe6 化学療法 がん化学療法の理解とケア 長場直子, 本村茂樹 編

10135 Fe6 化学療法
抗がん剤治療中の生活ケアBOOK : 副作用の症状別に引けるアド
バイスと注意点

中川靖章 監修

10228 Fe6 化学療法 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
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成委員会 編

10403 Fe6 化学療法 患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド （増補版）
日本緩和医療学会ガイド
ライン統括委員会 編

2021 Fe7 緩和ケア ここが知りたかった緩和ケア 余宮きのみ 著

10209 Fe7 緩和ケア ここが知りたかった緩和ケア （増補版） 余宮きのみ 著

2358 Fe7 緩和ケア
患者・家族のためのがん緩和マニュアル : 米国国立がん研究所
(NCI)PDQ・支持療法と緩和ケア版

先端医療振興財団・臨床研
究情報センター 監修


