メディカルパス がんシリーズ

小児がん
小児がんとは 15 歳までに発症する
悪性腫瘍の総称です。白血病や脳腫
メディカルパスの使 い方
瘍など、とても怖い病気ばかりです
が、 医学 の 進歩 によ り 長 期生 存率
図書館を上手に活用するための「調べ方ガイド」です。
（克服できる可能性）は確実に伸びて
尾張旭市、瀬戸市、長久手町、日進市、愛知医科大学の図書館で利用できる資料を
きています。患児には未来がありま
中心に、図書館員おすすめの情報を掲載しています，
す。疾患知識も重要ですが、闘病中
なお、図書館員は医療相談には応じかねます。図書館利用に関するご質問は、遠慮なく
そして退院後の生活を支えるための
お申し出ください。
情報も大切です。
★資料が貸出中等の場合があります。事前にお問合せいただくことをおすすめします。
“闘病は情報戦”とも言われます。
ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここ 膨大な情報に左右されないために、
自己診断は禁物です。診断・治療については必ず医師にご相談ください。
に本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本 このメディカルパスをご活用ください。
文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。

１．小児がんに関係する言葉
パーソナルコンピューティング

小児がん、小児癌、悪性腫瘍、子どもの権利条約、院内学級、復学支援、チャイルド・ライフ・スペシャリスト、遺族ケア

ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここ

に本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本

２．まずは、用語や全体像を確認する

文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を

資料名
出版社
年
入力します。ここに本文を入力します。ここに本文を入力します。
小児看護事典

へるす出版

３．身近な図書館で情報を得る

2007

所蔵館

請求記号

医大

N 400 SH

備考
索引の活用が効
果的

貸出
不可

1 冊だけでなく読み比べてみることをお勧めします

●小児がんに関する本の多くは「493」に分類し、医学の棚に並べています。
●尾張旭市立図書館では、朝見武彦文庫健康コーナーに並べています。
でも、棚から目的の本を探すのは意外と大変！！そこで、「パソコンでの検索」をご紹介します。
１．蔵書検索をする
今あなたが図書館にいるなら、館内の検索用パソコンを使ってください。図書館以外の場所にいるなら、
下記 URL にアクセスし、「１．小児がんに関係する言葉」で紹介した語や、思いついた言葉を入力します。
●●●医学書選びのポイント●●●

①出版年や版が新しい図書を選ぶ ②医師や専門家が執筆・監修しているものがよい ③内容が偏っていない
ものがよい（個人的な考えを述べているものは要注意） ④同じテーマの本を、数冊比較してみる
本の内容が、あなたにピッタリ当てはまらない場合があることを前提に利用しましょう “自己診断は禁物！”

操作法や棚の場所など、ご不明な点は職員に問い合わせください。
尾張旭
蔵書検索
http://lib.city.owariasahi.lg.jp/asp/WwKensakuKani.aspx
長久手

本の検索

http://library.toshokan.nagakute.aichi.jp/f-hajimete.html

瀬 戸

資料検索

http://www.lib.seto.aichi.jp/wehome/we/opac/kensaku.jsp

日 進

蔵書検索

http://lib.city.nisshin.lg.jp/koukinou/index.html

医 大

オーパック

OPAC

http://www.opac.aichi-med-u.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do
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２．図書館員が選んだ本はコチラ
[表の見かた]
本のタイトル
出版社
出版年
著者
表紙の
図書館員からの推薦コメント
写真
図書館名 ○：「所蔵あり」 ×：「所蔵なし」 △：「貸出不可」
星が多いほど専門的
■本を読むためには・・・■
方法１ 所蔵している図書館に出向いて利用する。
方法２ 他館の本を借りることができます。お近くの公共図書館でカウンターの職員にご相談ください。
（ただし、愛知医科大学所蔵の本については、借り受けができません。直接訪問してください。）
親・学校関係者に
がんの子供を
守る会

子どものがん
病気の知識と療養の手引き

2008

がんの子供を
守る会

患者会が編集した資料ということもあり、最初に手にとる本としてお勧めします。
やわらかなイラストが動揺した心を落ち着かせてくれそうです。

尾張旭 ×

瀬戸 ×

長久手 ×

日進 ×

おにちゃんが病気になったその日から

医大 △（QZ 275 KO）

佐川 奈津子

2001

難易度 ★

小学館

家族の誰かが入院するということは、病気になった本人が辛いことはもちろん、その兄弟姉妹や周り
も辛いのです。病気の弟を持った著者が、自らの体験をもとにその心模様を描いた感動の童話絵本

尾張旭 ×

瀬戸 ×

長久手 ○

こどもにやさしい病院

日進 ×

藤井 あけみ

医大 ×

2010

難易度 ★

小学館

わたしはチャイルド・ライフ・スペシャリスト
入院中の子どもたちの立場に立ち、不安をやわらげ、気持をサポートする「チャイルド・ライフ・スペシ
ャリスト」。日本で最初のスペシャリスト藤井あけみさんの心あたたまる体験が綴られています。

尾張旭 ○

瀬戸 ○

長久手 ○

小児がん チーム医療とトータル・ケア

日進 ×
細谷 亮太

医大 ×
2008

難易度 ★
中央公論社

小児がんと大人のがんの違いや、患児に対して、まわりの大人がどのようにサポートすべきか。症例
コラムを交え、緩和ケアや家族への対応についても考察しています。

尾張旭 ×

瀬戸 ○

長久手 ○

ココからはじめる小児がん看護

日進 ×

丸 光惠

医大 ×

2009

難易度 ★★

へるす出版

疾患の理解から臨床での活用まで
一般向けの図書ではもの足りないが医学書では難しい，という方にお勧めします。第 5 章で治療中に
起こり得る障害（晩期障害）については記載が充実しています。また，p19～p21 では，発達段階に応
じてどのように情報提供をしていくべきかを一覧表にまとめてあり，とても参考になります。

尾張旭 ×

瀬戸 ×

長久手 ○

よくわかる小児の造血細胞移植

日進 ×

医大 △ (N 440 KO)

加藤 俊一

2010

難易度 ★★★
医薬ジャーナル

造血細胞移植の原理、移植方法、合併症、ドナーと提供方法、移植後の注意点などを、患者側、ドナ
ー側から解説。移植後の食事についても詳しく掲載されています。また復学、給食、部活動、きょうだ
いへの説明など長期にわたる本人や家族の支援に役立つ一冊。

尾張旭 ○

瀬戸 ×

長久手 ×

日進 ×
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医大 ×

難易度 ★★★

本人・きょうだい・お友達に・親・学校関係者に
小児白血病

渡辺 新

きみの病気について知ろう

2002

南山堂

２～８歳向けの絵本と、おとな向けの解説書の２冊組。絵本では治療の進め方が時系列でよく
分かります。解説書は、移植など項目別に Q&A 方式でシンプルにまとめられています。まず大
人が解説書で理解し、その後子どもに読み聞かせてあげるという使い方がよさそうです。

尾張旭 ×

瀬戸 ×

長久手 ×

日進 ×

医大 △(WS 300 SH)

難易度 ★

ご遺族に
ささえあうグリーフケア

金子 絵里乃

2009

ミネルヴァ書房

小児がんで子どもを亡くした母親にインタビューを行い、セルフヘルプ・グループやサポート・グルー
プの活動や運営の課題、また、そこで行われているグリーフケアの営みとはどのようなものか、その
活動の実際を通して、グリーフケアにおけるソーシャルワーカーのあり方や役割を探っている。

尾張旭 ○

瀬戸 ×

長久手 ×

日進 ×

医大 ×

難易度 ★★

手記
命のダイアリー

松永正訓

小児がんを乗り越えた少年・少女たち

2009

講談社

がんとの闘いに挑み、打ち克ち、乗り越えて、今を生きている子どもたちの姿を丹念に描いていま
す。生きる力の素晴らしさとそれを支える両親の姿を通じて勇気をあたえてくれます。

尾張旭 ×

瀬戸 ○

長久手 ○

日進 ×

医大 ×

難易度 ★

４．他の図書館の資料を探す
あいぞう

愛知県内図書館横断検索 愛蔵くん http://www.aichi-pref-library.jp/oudan/aichi_oudan_f.htm
愛知県内の公共図書館（一部を除く）で利用できる資料を一度に検索できます。遠方の図書館しか所蔵し
ていなくても取り寄せることができますので、気軽にご相談ください。（注）検索結果の表示には時間がか
かる場合があります。
５．インターネットで調べる

（URL 確認日 2011.10.04）

がんの子供を守る会

http://www.ccaj-found.or.jp/

病気別リーフレットなど

ゴールドリボンネットワーク

http://www.goldribbon.jp/index.htm

イベント、講演会など

小児白血病研究会

http://www.jacls.jp/

日本骨髄バンク

http://www.jmdp.or.jp/

日本さい帯血バンクネットワーク

http://www.j-cord.gr.jp/index.jsp

造血幹細胞適合検索サービス

日本造血細胞移植学会

http://www.jshct.com/

各種ガイドライン、ドナー保険，
移植成績データ など

愛知医科大学病院小児科
愛知医科大学病院院内学級
入級案内

ご家族のためのハンドブック
治療生活の知恵袋 など
闘病に役立つ情報
骨髄バンク利用料金 など

http://www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/cli
血液腫瘍科外来 など
nic/syoni.html
http://www.hm5.aitai.ne.jp/~nenaga/osirase/pdf/1tanpopo.pdf#search='愛知
医科大学 院内学級'

小児の血液腫瘍に大変力を注いでいます。また８A 病棟には保育士を配置しています。
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公立陶生病院院内学級

http://www.tosei.or.jp/nyuuin/seikatu.html

医療給付・助成（瀬戸保健所）

http://www.pref.aichi.jp/0000023166.html

小児慢性特定疾患医療給付事業

■インターネット上には個人のブログや体験記、あるいは営利目的のサイトが含まれます。その点を十分
理解した上で利用しましょう。
６．視聴覚資料で学ぶ
早く元気になりたいな 入院する子どもと家族への援助
パパ、ママ、がんばるよ！ 手術を体験する子どもと家族への援助

VHS

医大

WS 400 KA

貸出不可

学校にもどろう 慢性疾患を持つ児童への援助
７．ガイドライン（手引書）を参考にする
がんの子どもの教育支援に関するガイドライン
小児がんの患児とその家族の支援に関するガイドライン
この子のためにできること 緩和ケアのガイドライン

がんの子供を守る会のホームページで公開
「発行冊子・資料」という項目をクリックしてください。
難易度★

小児がん経験者のためのガイドライン
医大

小児白血病・リンパ腫の診療ガイドライン

貸出
不可

抗がん剤適正使用のガイドライン

ガイドライン書架

WS 400 SH

雑誌『小児がん』42 巻 2 号 p307-384

難易度
★★★

８．学術雑誌から情報を得る
雑誌論文では，最新・専門的・具体的な事例や研究成果を知ることができます。下記に一例を紹介します。
小児がん

41 巻 1 号（2004 年）から CiNII というサイトで無料公開されています。
http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN00116159_ja.html

小児看護

医大

看護の視点なので、親や周辺にも役立つ情報が多いです。

小児保健研究

医大

学校教育、ソーシャルサポートに関する論文が多く掲載されます。

貸出不可

難易度
★★★

●ご自身で雑誌論文を検索するには●
提供：国立国会図書館 http://opac.ndl.go.jp/index.html
医学だけでなくあらゆる分野の雑誌論文を検索できます。雑誌記事検索を選択し、検索ボックスに
「1．小児がんに関連する言葉」で紹介した語を１つ入力してから検索してみましょう。検索した雑誌論文の
入手方法については、図書館職員にお尋ねください。

（１）NDL-OPAC（雑誌記事索引）

いち ゅう しウェブ

（２）医中誌Web 提供：医学中央雑誌刊行会 http://www.jamas.or.jp/
国内の医学・薬学・歯学および看護学などの関連領域の論文情報を検索。医師や看護師が日常的に使う
データベースのためで少々難しいですが、医学文献を調べたい方には最適。 医大でのみ利用できます。
詳しい使い方は、医大の図書館員に遠慮なくお問い合わせください。
参加館
尾張旭市立図書館
日進市立図書館

瀬戸市立図書館
長久手町中央図書館
愛知医科大学医学情報センター（図書館）

「めりーらいん」参加館は、様々な活動を通じ、
みなさまの健康生活を応援します！
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