新着図書の紹介！

新しく加わった図書をご紹介いたします！

【図書】（書名／著者・編者名／出版社）
●避難弱者～あの日、福島原発間近の老人ホーム
で何が起きたのか？～／相川祐里奈／東洋経済新報
社

●患者必携 がんになったら手にとるガイド 普
及新版 ／国立がん研究センターがん対策情報セン
ター編著／学研メディカル秀潤社

○社協コミュニティワーカーさぽーと・ぶっく
黒子副読本／栃木県社会福祉協議会

○社会福祉法人だからできた誰も制度の谷間に落
とさない福祉／大阪府社会福祉協議会編著／ミネル
ヴァ書房

●改訂 きちんと感染管理～介護職員のための感
染対策マニュアル／辻明良／全国社会福祉協議会
○支えられて生きる 支えて生きる ～生活保護
受給者の自立と、それを支援するということ～ ／
川崎市

●生活保護と就労支援 ～福祉事務所における自
立支援の実践～／池谷秀登／山吹書店
○ひと目でわかる実用手話辞典 ／NPO手話技能検
定協会監修／新星出版社

●災害ソーシャルワーク入門 ～被災地の実践知
から学ぶ～／社団法人日本社会福祉士養成校協会編
集／中央法規

●平成25年度版 厚生労働白書～若者の意識を探
る～／厚生労働省編／日経印刷

○１００％あらたくん ～自閉くんあらたとママ
の奮戦記～／茂木和美／朝日新聞厚生文化事業団

地域福祉情報バンクの蔵書検索は『ふくみみ』で！
http://www.k-fukumimi.com/

●情報バンク開所カレンダー(平成２６年３月～６月）
平成26年3月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

4月
日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26

5月
日 月 火 水 木
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

6月
日 月
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

火
3
10
17
24

水
4
11
18
25

木
5
12
19
26

金
6
13
20
27

土
7
14
21
28

…開所日（８時３０分～１７時(図書等の貸し出しは１６時３０分まで)）

～～ おススメします、この一本 ～～
ＤＶＤ 逃げ遅れる人々 ～東日本大震災と障害者～
≪製作：東北関東大震災障害者救済本部≫
２０１１年３月１１日の東日本大震災、未曾有の大災害の中、障害
を持つ人々に何が起きたのか？福島県を中心に、被災した障害者とそ
こに関わる人々の証言をまとめた。被災地の障害者を取り巻くさまざ
まな課題や問題点が浮かび上がる。（２０１２年制作／７４分）

地域福祉情報バンク通信
発行月のお知らせ
３月・６月・９月・１２月の
発行です
次号は６月１日発行予定です

みなさまからのご意見・ご感想などを、ぜ
ひお寄せください。今後の紙面に活かした
いと思っております。
お待ちしています！
Email：jyoho＠csw－kawasaki.or.jp
電話：044-739-8720
FAX：044-739-8739

地域福祉情報バンクにて貸出中！
どんな特集なら皆さまに関心
を持っていただけるか、様々な
情報に接する中で、迷い、悩み
ながら作成してきました。そん
な中「通信を見て」と聞くと、
読んでいただけていると実感で
き、嬉しかったです♪《い》

イラスト：わんぱぐ・イラストポップ・いらすとや・矢印デザイン・Ｆｒｏｇｓ Ａｒｔ

川崎市社会福祉協議会

ボランティア活動振興センター
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季刊（№22）

発行：川崎市社会福祉協議会ボランティア活動振興センター

地域福祉情報バンク

川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター6階
電話：044-739-8720／FAX：044-739-8739／Email：jyoho@csw-kawasaki.or.jp

２０１４年春号の内容は…
～「知っておきたい 『がん』のこと」
～～『がん』に関する本の紹介
～～～２０１３年図書・ＤＶＤ貸出年間ランキング
～～～～新規登録図書の紹介

春号のどこかに
隠れている私を
見つけてね！

読みながら
ちょっと休憩

…など、今号も情報満載でお届けします！

知っておきたい
国民の２人に１人が何らかの『がん』にかか
り、高齢になるほどその確率が高くなると言われ
ており、日本ではこれからがん患者が一層増えて
いくと予想されています。また、男女別にみる
と、男性は胃がんに、女性では乳がんにかかった
人が一番多いとの統計も出ています。
そこで国は、予防や早期発見を目的とした各種
の検診・検査を推進しており、対象年齢の方に子
宮頸がん、乳がん、大腸がんの検診無料クーポン
を配布するなど、１人でも多くの方に受診してい
ただけるよう呼びかけています。

『がん』のこと
とともに少しずつ落ち着き、医者からの説明でわ
からなかったことに気づいたり、これからのこと
を考えられるようになってきた時に、『がん』につ
いて知りたいと思われるのではないでしょうか。
情報を探す時に便利なのはインターネットです
が、その分様々な情報が溢れています。あまりの
情報の多さに、かえって混乱してしまうかもしれ
ません。まずは、自分の『がん』について一番
知っている主治医とよく話すことが大事なのでは
ないでしょうか。
また、病気に対する気のもちようは人それぞれ
ですが、一人でかかえ込まず、家族や友人、同じ
『がん』の仲間（患者会）、相談窓口など、誰かに
話す方が良いようです。

それでも自分や家族がもし『がん』と診断され
たら…。誰でもショックを受けてしまうでしょ
う。これからのことなど、すぐには考えられない
と思います。医者から説明されたことも、よくわ
からないままかもしれません。ただ、時間の経過 中面では『がん』に関する本を特集しています
全国どこでも質の高いがんの医療が受けら
れるように、各地域に「がん診療連携拠点病
院」が整備され、がんについていろいろな相
談ができる「がん相談支援センター」も設置
されています。
川崎市では、２ヵ所の病院が、がんの治療
に関する疑問や生活に対する不安などの相談
を受けています。

◆川崎市立井田病院 がん相談支援センター
電話番号：０４４－７５１－８２８０
受付時間：月曜日～金曜日
９時～１２時、１３時～１６時
（祝日、年末年始を除く）
◆聖マリアンナ医科大学病院

がん相談支援センター

電話番号：０４４－９７７－８１１１（代表）
受付時間：月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時
第2･4･5土曜日 ８時３０分～１２時３０分
※面談の場合は、受付時間が異なります
（祝日、年末年始を除く）
参考：厚生労働省HP、国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービスHP」

特集

2013年 図書･ＤＶＤ貸出 年間ランキング
がんに関する本の紹介

２０１３年、１年間の図書等の貸出件数は３７０件でした。その中で、貸出件数の多かったタイトルを
ご紹介します。

【図書】 （書名／出版社）

患者必携 がんになったら
手にとるガイド 普及新版

受診する 通院する 入院する！
１２０の患者術

国立がん研究センターがん対策情報センター
／学研メディカル秀潤社

ささえあい医療人権センターCOML監修
／医学通信社

“がん”といわれて、つらい。でも、自分な
りに向き合いながら、治療とこれからのことを
考えていきたい。“がん”と診断されて間もな
い患者さんの想いに寄り添い、支えることの助
けとなることを目指して、「信頼できる、役に
立つ情報」をわかりやすくまとめたものです。
例えば、“がん”についてのまとまった情報が
ほしい、これからのことが不安、話を聞いても
らいたい、医療費・生活費のことを心配してい
る、など、こうしたことにぜひ活用してくださ
い。（本書より抜粋）

賢い患者になるには、病気になった事実を
きちんと受け止め、どんな医療を受けたいか
を考え、説明を求め、わからないことは質問
し・確認し、最後は「私が受ける医療は私が
決める」自己決定が大切です。（本書より抜
粋）

がん治療の前と後
納得できる治療を受けて
前向きに過ごすための手引き
竹中文良監修／法研

消化器外科医として、長年、がんの施術を続
けてきた私も大腸がんになりました。同僚が
行った手術は無事に終わり、退院後も忙しく仕
事を続けました。しかし、がん治療の後に「何
かが違う」という気持ちになりました。正直を
言うと、がんになる前の医師としての私は、手
術が成功した患者さんの退院後のことはあまり
考えていませんでした。しかし、自分ががんに
なってみると、がん治療の前よりも後の方が、
日々の健康管理や再発、転移の不安など、気に
かかることが多いのです。
（本書より抜粋）
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１位
２位
３位
４位
５位

相談援助職の記録の書き方／中央法規
プロケースワーカー１００の心得／現代書館
刑務所のいま～受刑者の処遇と更生／ぎょうせい
うつ病患者と家族の支援ガイド／プリメド社
障害者虐待～その理解と防止のために／中央法規
統合失調症からの回復に役立つ治療と日常生活のポイント／星和書店
地域福祉から未来へ～社協職員が向き合った3.11～／「地域福祉から未来へ」編集委員会

利用された図書の一覧を見ると、４位・５位にあるような、病気や障害に関する図書の利用が多く、
次いで相談援助関係という傾向でした。

【ＤＶＤ】 （タイトル／発売・製作）
１位
２位
３位
４位
５位

がん！患者会と相談窓口全ガイド
いいなステーション編／三省堂

最初は誰だって不安にさいなまれ、怖くて
たまらないはずです。でも大丈夫。どんな種
類のがんにも、あなたと同じ苦しみを体験し
た「先輩患者」が存在しており、闘病をナビ
ゲートしてくれるでしょう。本書は、あなた
が「がん」と言われたら次にどうすればよい
かを、主に「情報武装」という視点から書い
ています。（本書より抜粋）

診療科別 患者さんにそのまま見せる！
医療福祉相談の本 ２０１０年度版
向山憲男(医学監修)・黒木信之(編集)／日総研

診療科ごとの主な疾患、その疾患に対して
利用が考えられる制度が記載されており、探
しやすくなっている。また、医療費や生活に
関 す る 制 度 な ど、MSW（医 療 ソ ー シ ャ ル
ワーカー）向けの書籍となっているが、タイ
トルどおり、患者が見てもわかりやすい内容
になっている。

地域福祉情報バンク通信

大笑い健康プログラム 全３笑／ヴィワン
社会福祉施設における人権～私たちの声が聴こえますか／人権教育啓発推進センター
認知症の基礎知識とケア 全５巻／丸善
釜石の“奇跡”～子どもたちが語る3.11～／ＮＨＫエンタープライズ
地域力こそ防災力！！小規模介護施設が火災（災害）から生命を守る、知恵とコツ
／ＮＰＯ法人全国コミュニティライフサポートセンター

２０１３年は、民生委員の皆さんの研修に使われることが多く、利用希望が重なってしまうこともあ
りました。皆さまにご利用いただけるよう、様々なＤＶＤを揃えていきたいと思います。

●図書・ビデオ・ＤＶＤの貸出しについて
《利用時間》

月曜日～金曜日・第3土曜日

8時３０分～17時
（貸出業務は16時30分まで）
2週間まで／ビデオ・ＤＶＤ：3本 1週間まで

《貸出内容》

図書：3冊

※川崎市内に在住・在勤・在学の方が利用できます。初めて利用される方は、利用登録が必要
となりますので、住所を確認できるもの（免許証・保険証など）をご持参ください。登録カー
ドを発行いたします。2回目からは利用の際に登録カードの提示をお願いいたします。
※「利用時間内に借りに行くことはできても、またその時間に返却に行くことが難しい…」、
という方のために、【夜間および休日返却】があります！利用時間以外の夜間（～２１時ま
で）、土・日・祝日（年末年始を除く）は、総合福祉センター１階の受付窓口にて返却がで
き、お勤め帰りでも安心です！詳しくは、地域福祉情報バンク（電話：044-739-8720）
までお問い合わせください。
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