
テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他

あ行 アサーション 平木 典子著 マンガでやさしくわかるアサーション 日本能率協会マネジメントセンター 2017年 シリーズもの

アミロイドーシス 松村 正男著
妻へ、私は貴方に何ができますか アミロイドーシス・
骨髄腫との闘い

文芸社 2008年

医学大辞典 鈴木 正二 医学大辞典 南山堂 1990年

ALS 研究班
ALS患者に対するコミュニケーション機器導入支援
ガイドブック

不明 平成27年

AМED再生医療
日本医療研究開
発機構

AМED再生医療公開シンポジウム 内閣府他 平成27年度

か行 福島 恒男著 潰瘍性大腸炎 保健同人社 2003年
ＮＰO法人 日本炎症
性腸疾患協会他編

潰瘍性大腸炎　－ 患者が本当に聞きたいこと 弘文堂 平成20年

CCJAPAN 三雲社 2014年
CCJAPAN 三雲社 2015年
CCJAPAN 三雲社 2017年

学会誌 - 日本神経科学大会 - 2017年
小屋 二六他編 気管支ぜん息に関わる家庭内吸入性アレルゲン 公害健康被害補償予防協会 2003年 複数配架
小屋 二六他編 気管支ぜん息に関わる家庭内吸入性アレルゲン 公害健康被害補償予防協会 2003年 複数配架
山城 雄一郎他監修 ぜんそく・アトピーの子どもたち 大月書店 2000年
環境庁保健業務課 ぜんそく・アトピーの子どもたちキャンプ運営マニュアル 公害健康被害補償予防協会 平成5年
藤元 健二著 閉じ込められた僕 中央公論新社 2017年
川口 有美子著 逝かない身体 医学書院 2010年
日本ALS協会編 新ALSケアブック 川島書店 2005年
厚生省特定疾患「難病ケアシス
テム」調査研究班 患者と家族のためのしおり 筋委縮性側索硬化症 日本出版サービス 平成8年
不明 ラジオ深夜便難病ALSと闘う日々 松浦 和敏発行 2007年

筋ジストロフィー
月刊『難病と在宅ケ
ア』編

筋ジストロフィーのすべて 日本ライフプランニングセンター 2015年

とちぎ難病相談支援センター「蔵書リスト」

クローン病と
潰瘍性大腸炎の

総合情報誌

2020（R2）年5月21日現在

潰瘍性
大腸炎

気管支喘息

筋萎縮性
側索硬化症



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他
ＮＰO法人 日本炎症性腸
疾患協会

クローン病って何だろう？ 味の素ファマル 2008年 非売品

福田 能啓編 クローン病ってこんな病気 診断と治療社 2005年
クローン病トータル
ケア推進協議会

ひとりで悩まないでクローン病と共に生きる 大阪難病医療情報センター 平成16年

ＮＰO法人 日本炎症性腸
疾患協会

クローン病患者が本当にききたいこと 弘文堂 平成20年

田中 可奈子他 クローン病・潰瘍性大腸炎の安心ごはん 女子栄養大出版部 2016年
田中 可奈子他 クローン病・潰瘍性大腸炎の安心ごはん 女子栄養大出版部 2016年
多田 正大 潰瘍性大腸炎とクローン病 日本メディカルセンター 2009年
大津 秀一著 傾聴力 大和書房 2013年
古宮 昇著 マンガでやさしくわかる傾聴 日本能率協会マネジメントセンター 2018年 シリーズもの

古宮 昇著 はじめての傾聴術 ナツメ書房 2018年
研究報告書 - 特定疾患患者のり自立支援体制の確立に関する研究 - 2011年

検査 中原 一彦監修 ナースのための検査値ガイド 総合医学社 2012年
全国膠原病友の会編 膠原病ハンドブック 不明 2011年
松井 良樹著 膠原病に克つ本 マキノ出版 平成19年
宮坂 信之著 膠原病・リウマチがわかる本 法研 平成30年
岸本 忠三他 現代演繹物語beyond免疫が挑むがんと難病 講談社 2018年

子育て 越阪部 重之著 わかった！子育てが楽しくなるコツ ゴマブックス 2004年
あすなろ会 JIA親の子どもをもつ親のガイドブック 若年性特発性関節炎親の会 2018年
遺伝子性筋疾患児を抱え
る親への子育て支援研究
会委員会編

筋疾患児の子育てQ＆A 平成15年

キッズエナジー編著 難病の子ども情報ブック 東京書籍 2001年
三宅 雄一郎他監修 難病の子どもを支える人たち 大月書店 2001年 「難病の子ども」

再掲

鴨下 重彦ほか監修 こどもの病気の地図帳 講談社 2005年
池田 文子著 子どもが病気になったとき 春秋社 2002年

コミュニケーション 里見 精一著 医者と患者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 新潮新書 2015年

クローン病

こどもの難病

膠原病

傾聴

子供の病気



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他

さ行 在宅 川口 有美子他編 在宅人工呼吸器ポケットマニュァル 医歯薬出版 2009年
酸素 林 ？史・青木民子監 酸素吸入・人工呼吸器のホームケア 中央法規出版 2006年

若年性
関節リウマチ

山口 和子 若年性関節リウマチのお子さんをもつご両親のために あすなろ会 平成15年

重症
筋無力症

全国筋無力症
ともの会編

筋無力症ハンドブック 不明 2012年

障害のある人
障害のある人のための安
心ねっと・とちぎ理解啓
発資料編集委員会編

障害のある人のくらしを守るために　　
障害のある人のための
安心ネット・とちぎ事務局

平成18年

神経難病 内藤 春子他編 神経難病の子どもたち 大月書店 2001年 「難病の子どもた
ち」再掲

心臓病 石澤 瞭他編 心臓病の子どもたち 大月書店 2000年 「難病の子どもた
ち」再掲

腎臓病 香坂 隆夫他編 腎臓病の子どもたち 大月書店 2000年 「難病の子どもた
ち」再掲

生理学 石川 隆監修 カラー図解 生理学の基本がわかる事典 西東社 2015年

里宇 明元他監 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症のリハビリテーション
特定ＮＰＯ法人 全国脊髄小脳変性症・多
系統萎縮症友の会発行

2014年

西澤 正豊監 脊髄小脳変性症 日本プランニングセンター 2015年
水澤 英洋監 脊髄小脳変性症のすべて 日本プランニングセンター 2006年
戸田 克広著 線維筋痛症がわかる本 主婦の友社 平成22年
西岡 久寿樹編 線維筋痛症ハンドブック 日本医事新報社 2007年
チェット・カニン
グハム著

線維筋痛症こうすれば楽になる 保健同人社 2008年

ホールネス研究会著 線維筋痛症とたたかう 医歯薬出版 2006年
今野 孝彦著 線維筋痛症は改善できる 保健同人社 平成23年
一般社団法人 日本線維筋痛症学
会/国立研究開発法人 日本医療
研究開発機構 線維筋痛症研究班

線維筋痛症ガイドライン 日本医事新報社 2017年

牛田 享宏企画・編集 長引く痛みに向き合う 振興医学出版 2019年
ＮＰＯ法人 線維筋
痛症友の会編

ＦＭ白書2016 神奈川県障害者定期刊行物協会発行 2016年

橋本 裕子著 そうしてまで生きるわけ 佐久書房 2012年

脊髄
小脳変性症

線維筋痛症



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他
全国難病セン
ター研究会

- 第25回研究大会(栃木) - 2016年

た行 多系統萎縮症 里宇 明元他監 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症のリハビリテーション
特定ＮＰＯ法人 全国脊髄小脳変性症・多
系統萎縮症友の会発行

2014年

多発性硬化症完全ブック第2版 不明 2006年
多発性硬化症完全ブック第3版 不明 2011年
多発性硬化症完全ブック第3版 不明 2011年

「THE IMAGE OF MS」事務局
企画・編集 THE IMAGE OF MS多発性硬化症と共に エルゼビア・ジャパン 2008年 複数配架
「THE IMAGE OF MS」事務局
企画・編集 THE IMAGE OF MS多発性硬化症と共に エルゼビア・ジャパン 2008年 複数配架
「My photo Story」事務局企画・編集私の未来、私にできること バイエル薬品 2009年
オムニバス 多発性硬化症患者さんの作文集 この手のなかの夢 未来 バイオジェン・アイデック・ジャパン 2013年 複数配架
オムニバス 多発性硬化症患者さんの作文集 この手のなかの夢 未来 バイオジェン・アイデック・ジャパン 2013年 複数配架

透析 江川 宏寿著 透析生活が楽しくなる本 幻冬舎 2019年
糖尿病 三木 裕子他編 小児糖尿病の子どもたち 大月書店 2000年

桝井諭平 上を向いて話そう ほんの木 2016
中井 宏編 「むちうち症」はこれで治る！ 日本医療企画 2006
岡西 雅子著 生きることは尊いこと 医学書院 2012
増山カツ子著 生きる‐わたしの闘病記 下野新聞社 平成16年 脊髄後縦靭帯骨化

症

滝口仲秋著 立てない・座れない・あるけなくなって・・・ 本の泉社 2008
森 富男著 歌集 いのちの旅 短歌研究社 平成22年
嶋 均三著 だいすきな おづる婆っぱ 下野新聞社 2008年
ガイ・ウィンチ著 NYの人気セラピストが教える自分で心を手当てする方法 かんき出版 2017年
ノーマン・カズンズ著 死の淵からの生還 講談社 1981年
牛久保 結紀著 支えられて ALS療養者になって 文芸社 2010年
清水哲男著 決してあきらめない あきらめさせない 道出版 不明
東野 圭吾著 変身 講談社 2010年
下田 憲著 病があるから素敵に人生 幻冬舎 2015年 医師からの応援

メッセージ

NPO法人
 ＭＳャビン

闘病記

多発性硬化症



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他
社会福祉法人あ
りのまま舎編

生命のキャッチボール ユーメディア 2007年

宗本 智之著 私の世界 牧歌社 2008年
間下 このみ ゆう著 ママになりたい・・・/たまご日記 ランダムハウス講談社 2007年 ハイリスク出産を

乗り越えて

柳澤 桂子著 認められぬ病‐現代医療への根源的な問い 山手書房 1992年
山崎 摩耶著 マドンナの首飾り‐橋本みさお、ALSという生き方 中央法規出版 2006年
小笠原 文雄著 なんとめでたいご臨終 小学館 2019年
内藤 佐和子著 難病東大生 サンマーク出版 2009年 多発性硬化症

村松 正男著 妻へ、私は貴方に何ができますか 文芸社 2008年 アミロイドーシ
ス・骨髄腫

超阪部 重之著 月夜に遊ぶ天使たち 新潮社 2003年
荒木 智子他 晃一君の桜吹雪 クリエイツかもがわ 2004年 乳児脊髄性筋萎縮

症

村中 璃子著 10万個の子宮 平凡社 2018年
千葉 敦子著 よく死ぬことは、よく生きることだ 文藝社 1989年
茂木 志津子著 きづな ハンドメイド装丁 2014年
茂木 志津子著 こんにちはお兄ちゃん、さよならお兄ちゃん ハンドメイド装丁 2014年
茂木 志津子著 父への思い、兄への思い ハンドメイド装丁 2014年
茂木 志津子著 雨のち晴れ ハンドメイド装丁 不明
茂木 志津子著 兎と亀 ハンドメイド装丁 2014年
茂木 志津子著 母への思い、娘への思い ハンドメイド装丁 2009年
茂木 志津子著 こころのスケッチブック ハンドメイド装丁 2017年
茂木 志津子著 こころのシャッターチャンス ハンドメイド装丁 2009年

栃木県行政 栃木県 栃木県地域福祉支援計画(第4期) 栃木県 平成28年
な行 岸本 忠三他 現代演繹物語beyond免疫が挑むがんと難病 講談社 2018年

河原 仁志・中山 優季編 難病ケア スターティングガイド 医学書院 2016年
疾病対策研究会監修 特定疾患ハンドブック 社会保険出版会 平成16年

闘病記

難病



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他
独立行政法人 国立病
院機構 宇多野病院
看護部著

難病ケアガイド 日総研 2005年

西澤 正豊ほか編 難病相談支援マニュアル 社会保険出版会 平成30年
著者多数 手記集 ともに生きる 群馬県難病相談支援センター発行 2007年
著者多数 手記集 ともに生きる2 群馬県難病相談支援センター発行 2008年
著者多数 手記集 ともに生きる3 群馬県難病相談支援センター発行 2010年
小長谷 正明著 難病にいどむ遺伝子治療 岩波書店 2016年
浅川 透著 難病患者の教科書 日本ブレインウェア 2016年
髙本 哲史 指定難病テキスト 社会保険出版社 平成27年
浦島 充佳著 外来でよく診処方箋る病気のスレスレな症例への生活 医学書院 2018年
尾崎 承一編集責任 難病事典 学研メディカル秀潤社 2015年
鈴木 俊一発行 公費医療・難病医療ガイド 社会保険研究所 2019年
蒔田 備憲著 難病カルテ‐患者たちのいま 生活書院 2014年
菅又 雅章編 一葦 第19号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2001年
菅又 雅章編 一葦 第20号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2002年
菅又 雅章編 一葦 第21号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2003年
菅又 雅章編 一葦 第22号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2004年 23号欠
菅又 雅章編 一葦 第24号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2006年
菅又 雅章編 一葦 第25号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2007年
菅又 雅章編 一葦 第27号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2009年 26号欠
菅又 雅章編 一葦 第28号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2010年
菅又 雅章編 一葦 第29号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2011年
菅又 雅章編 一葦 第30号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2012年
菅又 雅章編 一葦 第31号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2013年
菅又 雅章編 一葦 第32号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2014年
菅又 雅章編 一葦 第33号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2015年

難病の続き

難病連機関誌



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他
菅又 雅章編 一葦 第34号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2016年

難病連機関誌 菅又 雅章編 一葦 第37号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2019年 35・36号欠

菅又 雅章編 一葦 第38号 栃木県難病団体連絡協議会発行 2020年
難病と在宅ケア 専門雑誌 難病と在宅ケア 日本プランニングセンター 2015年

三宅 雄一郎他監修 難病の子どもを支える人たち 大月書店 2001年
山城 雄一郎他監修 ぜんそく・アトピーの子どもたち 大月書店 2000年
内藤 春子他編 神経難病の子どもたち 大月書店 2001年
大橋 十也他編 ホルモンと代謝の病気 大月書店 2001年
三木 裕子他編 小児糖尿病の子どもたち 大月書店 2000年
香坂 隆夫他編 腎臓病の子どもたち 大月書店 2000年
石澤 瞭他編 心臓病の子どもたち 大月書店 2000年

は行
ファシリテー

ション
谷 益美著 マンガでやさしくわかるファシリテーション

日本能率協会
マネジメントセンター

2018年 シリーズもの

白血病 石本 浩市他編 白血病の子どもたち 大月出版 2000年
作田 学監 図解よくわかるパーキンソン病の最新治療とリハビリのすべて 日東書院 2018年
水野 美那著 パーキンソン病とともに楽しく生きる 中外医学社 2014年

ピア・サポーター 雑誌 精神科臨床サービス 特集「ピア」が拓く新しい支援 星和書店 2013年
福祉と医療を
結ぶ専門誌

伊藤智樹編著 ピアサポートの社会学 晃洋書房 2013年

岩崎 香編 障害ピアサポート 中央法規 2019年
大久保 昭行監修 健康の地図帳 講談社 2005年
山内昭雄・鮎川 武荷共
著

感覚の地図帳 講談社 2001年

山口 和克監修 新班病気の地図帳 講談社 2005年
和氣 健次郎著 細胞と組織の地図帳 講談社 2003年
原 一之著 脳の地図帳 講談社 2005年

ホルモン 大橋 十也他編 ホルモンと代謝の病気 大月書店 2001年 「難病の子ども」
再掲

補完代替治療 大野 智他編 補完代替療法とエビデンス 医歯薬出版 2016年

病気

難病の子ども

ピアサポート

パーキンソン病

シリーズ本



テーマ 著・編者名 書名 出版社 出版年 その他
ま行 「慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究」研究班監慢性疼痛ガイドライン 真興交易医書出版部 2018年

半場 道子著 慢性痛のサイエンス 医学書院 2018年
後藤 文夫著 神経障害性疼痛の緩和術 真興交易医書出版部 2017年
児玉 知之著 心因性愁訴を極める 日本医事新報社 2015年
日本整形外科学会 運
動器疼痛対策委員会
編集

運動器慢性痛診療の手引き 南江堂 2013年

土井 永史編 心因性疼痛の診断と治療 真興交易医書出版部 2003年
ニーヤ・オスト
ローム著

慢性疲労症候群 診断と治療社 平成4年

倉恒 弘彦監修 ある日突然、慢性疲労症候群になりました。 合同出版 2019年
メンタルヘルス 杉 春夫著 ストレスとは何だろう 講談社 2008年

や行 菊地 臣一著 一問一答 腰痛のエビデンス 金原出版 2018年
NHｋスペシャル
取材班著

脳で治す腰痛ＤVDブック 2015？

ら行 リウマチ 宮坂 信之著 膠原病・リウマチがわかる本 法研 平成30年
略語辞典 エキスパートナース編集部パッとひける医学略語・看護略語 照林社 2016年

わ行

腰痛

慢性疲労症候群

慢性疼痛


