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1 看護学大辞典 メヂカルフレンド社

2 難病の病名告知　脊髄小脳変性症・多系統委縮症 近畿SCD・MSA友の会 近畿SCD・MSA友の会

3 ＡＬＳマニュアル決定版！ 中島孝 日本プランニングセンター

4 病気の子どもと家族のためのガイドブック
和歌山県難病
子ども保健相談支援センター

5
インフォームドコンセントのための図説シリーズ
関節リウマチ　薬剤追補版

川合眞一 医薬ジャーナル社

6 股関節がよくわかる本 伊丹康人 日本股関節研究振興財団

7 糖尿病食事療法のための食品交換表　第６版 日本糖尿病学会 日本糖尿病学会・文光堂

8 小児・思春期　糖尿病管理の手びき 日本糖尿病学会 南江堂

9
新ＡＬＳケアブック
筋萎縮性側索硬化症の手引き

日本ＡＬＳ協会 川島書店

♦センター図書一覧



10 膠原病ハンドブック　改訂版 全国膠原病友の会 全国膠原病友の会

11
友の会発足３０周年記念誌（まきば別冊）
ベーチェット病ってなあ～に

北海道ベーチェット病友の会 北海道ベーチェット病友の会

12
支部結成３０周年記念誌
発病間もないベーチェット病患者へのアドバイス

ベーチェット病友の会大阪府
支部

ベーチェット病友の会大阪府支
部

13
ALSと告知された患者・家族に最初に手にとってほしい本

ALSケアガイド
一般社団法人日本ALS協会

14
うれしかった言葉悲しかったことば
難病のわが子と生きるお母さんたちの声

麦の会声だより編集委員会 海島社

15
脊髄小脳変性症・多系統委縮症のリハビリテーション神経
難病患者のQOL向上をめざして

里宇明元
川上途行

全国SCD・MSA友の会

16 ともに生きる３　難病療養者とその家族の手記 群馬県難病相談支援センター

17 ともに生きる２　難病療養者とその家族の手記 群馬県難病相談支援センター

18 ともに生きる　難病療養者とその家族の手記 群馬県難病相談支援センター

19
白血病・悪性リンパ腫がわかる本
ここまで進んだ最新治療

永井正 法研



20 医療・看護・介護で役立つ嚥下治療エッセンスノート 福村直毅 全日本病院出版会

21 スモン療養のしおり

22 続　潰瘍性大腸炎とクローン病 多田正大 日本メディカルセンター

23 クローン病のためのクッキングレシピ
松本誉之
藤原政嘉

味の素ファルマ株式会社

24 ある日突然、慢性疲労症候群になりました。
ゆらり
倉恒弘彦

合同出版

25 安心レシピでいただきます！ 斎藤恵子 弘文堂

26
クローン病
QOLを高めるための患者・家族へのアドバイス

高添正和 保健同人社

27 潰瘍性大腸炎とクローン病　改訂版 多田正大 日本メディカルセンター

28 炎症性腸疾患ケアマニュアル
高添正和
前川厚子

医学書院

29
ステロイドを使うと言われたとき
知っておきたい効果と副作用の不安にこたえる

橋本博史 保健同人社



30 多発性硬化症完全ブック　第２版 中田郷子 ＭＳキャビン

31 多発性硬化症完全ブック　第３版 中田郷子 ＭＳキャビン

32 神経難病患者と家族のための相談援助 坂野尚美 高菅出版

33
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
パン株式会社

34 新訂版　神経難病の手引き 岩下宏 （株）ヒガシ印刷

35
医療機器と一緒に街で暮らすために
～シンポジウム報告書～

権藤眞由美  野崎泰伸 立命館大学生存学研究センター

36 逝かない身体ＡＬＳ的日常を生きる 川口有美子 医学書院

37
難病の子ども情報ブック
子どもの無限の可能性を信じて

キッズエナジー 東京書籍

38 心臓病児者の幸せのために　病気と制度の解説 全国心臓病の子どもを守る会 全国心臓病の子どもを守る会

39 寝たきり天使・真帆　ゆっくり生きて、いいんだよ 有木真樹 講談社



40
白血病と言われたら　疾患・治療編
発症間もない患者さんとご家族のために

特定非営利活動法人全国骨髄バンク
推進連絡協議会

41
白血病と言われたら
病初期の患者さん・家族に向けて

特定非営利活動法人全国骨髄バンク
推進連絡協議会

42
白血病と言われたら　闘病支援編
発症間もない患者さんとご家族のために

特定非営利活動法人全国骨髄バンク
推進連絡協議会

43 １型糖尿病と歩こう　この子への療養指導 青野繁雄 医学書院

44
ぴんくのハート
パーキンソン病と明るく向き合う実録体験記

ごとう和 赤城印刷株式会社

45 患者が編集したパーキンソン病ノート 全国パーキンソン病友の会 新高速印刷株式会社

46
１リットルの涙
難病と闘い続ける少女　亜也の日記

木藤亜也 エフエー出版

47 五体不満足 乙武洋匡 講談社

48 みゅうの足（あんよ）パパにあげる 山口隼人 日本文学館

49 エッセイ集　ＭＳ　多発性硬化症とともに生きる 田中耕太郎 医学書院



50 難病東大生　できないなんて、言わないで 内藤佐和子 サンマーク出版

51 看護師マザー夢都子物語 鈴木夢都子 日本プランニングセンター

52 一日でわかる傾聴ボランティア
鈴木絹英
工藤ケン

NHK出版

53 ステロイド漬けの日々と骨粗鬆症 芹沢茂登子 法研

54
しあわせの王様
全身麻酔のＡＬＳを生きる舩後靖彦の挑戦

舩後靖彦    寮美千子 小学館

55 命輝ける毎日 中井まり 青志社

56
華花　生命の旋律
生まれてきてくれて本当にありがとう

片山美華 日本文芸社

57
ママ、ありがとう
９歳の誕生日に、そう囁いて去った男の子がいます。

各務優子 角川書店

58
ココロノウタ
～息子と歩んだ４年間、そしてこれから～

今井恵理子 祥伝社

59 悪妻とのたたかい　神経難病ＡＬＳと共に 松本茂 静山社



60
僕の神経細胞
パーキンソン病歴二〇年の元毎日新聞記者の手記

杉浦啓太 三和書籍

61 クスクスせんせい 長野ひろかず
福島医大病院薬剤部

プレジデント社

62 ＭＳマイブック 糸山泰人 バイエル薬品株式会社

63
ベタフェロン　MSマイブック

　多発性硬化症（MS）を理解するために
糸山泰人
藤原一男

日本シエーリング株式会社

64 膠原病の治し方 村島温子 講談社

65 ナースのための基準値ハンドブック 巽典之 南江堂

66 元気が出る患者学 柳田邦男 新潮新書

67 体質と食物　健康への道 秋月辰一郎 クリエー出版

68

69



101 ALSと告知されたあなたへ 日本ALS協会福島支部 映像記録社

102 リュウマチ体操 日本リュウマチ友の会

103 先天性無痛無汗症（病気の理解と支援） 昭和大学　田中　千鶴子 （株）シネマティックデイズ

104 この手に希望を　～ME/CFSの真実～ 筋痛性脳脊髄炎の会

105 咲き誇れ、強く みらいプラネット 東京大学映像制作スピカ

106

医療的ケア支援の構造化と実践事業

①「私らしくALS」

②「吸引」について考えよう

日本ALS協会 東京シネ・ビデオ株式会社

107
チュータンー家のこころのみちしるべ

（筋ジストロフィーと診断された患者さんとご家族へ）
筋ジストロフィー研究事業

108 ALS患者の映像 ICT救助隊

109 医療講演会：筋ジストロフィー
日本筋ジストロフィー協会

福島支部

♦センターDVD一覧



110 医療講演会：潰瘍性大腸炎 日本炎症性腸疾患協会

111 医療講演会：クローン病 日本炎症性腸疾患協会

112
日本難病センター研究会

（第22回～第33回）

日本難病・疾患団体協議会

（JPA）

113

114

115


