
医療従事者の世界
書名 巻、版 著者、編者 出版社 出版年

1 腐女医の医者道！ さーたり KADOKAWA 2016

2 腐女医の医者道！ 2 さーたり KADOKAWA 2017

3 腐女医の医者道!(私も子どもたちも大きくなりました!編) 3 さーたり KADOKAWA 2017

4
まどか26歳、研修医やってます！: 女の子のお仕事応援コミック

エッセイ
水谷緑 KADOKAWA 2015

5 精神科ナースになったわけ 水谷緑 イースト・プレス 2017

6 じたばたナース = JITABATA NURSE : 4年目看護師の奮闘日記 水谷緑 KADOKAWA 2016

7
あたふた研修医やってます。 : 24時間お医者さん修行中コミック

エッセイ
水谷緑 KADOKAWA 2014

8
離島で研修医やってきました。 : お医者さん修行中コミックエッ

セイ
水谷緑 KADOKAWA 2015

9
患者さまは外国人 : 無国籍ドクターと空飛ぶナースのドタバタ診

療日誌

山本ルミ原案 ;

世鳥アスカ漫画

阪急コミュニケー

ションズ
2014

10
病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イ

ラストエッセイ
仲本りさ いろは出版 2018

11 がんばれ!猫山先生 1 茨木保 日本医事新報社 2008-

12 がんばれ!猫山先生 2 茨木保 日本医事新報社 2008-

13 がんばれ!猫山先生 3 茨木保 日本医事新報社 2008-
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14 がんばれ!猫山先生 4 茨木保 日本医事新報社 2008-

15 がんばれ!猫山先生 5 茨木保 日本医事新報社 2008-

16
今日も私は、老人ホームの看護師です : おとぼけナースと、かわ

いい仲間たち
1 鈴橋加織

 リーダーズノート

出版
2016

17
今日も私は、老人ホームの看護師です : おとぼけナースと、かわ

いい仲間たち
2 鈴橋加織

 リーダーズノート

出版
2016

18 踊る産科女医
吉川景都著 ; 宋

美玄原案・監修
小学館 2011

19 ハードロック介護! コバヤシ ワニブックス 2016

20 アラフィフでヘルパーはじめました ゆるゆらり KADOKAWA 2017



患者さんの世界
書名 巻、版 著者、編者 出版社 出版年

1 うつヌケ : うつトンネルを抜けた人たち 田中圭一 KADOKAWA 2017

2
重粒子の旅 = HEAVY PARTICLEODYSSEY :

鼻にガンができた!
中川いさみ 小学館 2019

3 さよならしきゅう = Goodbye My Womb 岡田有希 講談社 2017

4 がんまんが : 私たちは大病している 内田春菊 ぶんか社 2018

5 すとまんが : がんまんが人工肛門編 内田春菊 ぶんか社 2018

6 旦那 (アキラ) さんはアスペルガー 野波ツナ コスミック出版 2011

7 ツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 2009

8 その後のツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 2009

9 7年目のツレがうつになりまして。 細川貂々 幻冬舎 2011

10 夫が骨肉腫になりました まきりえこ 扶桑社 2015

11
乳がんになったけど私もおっぱいも元気です : 左乳房を全摘出→

形成したアラフィフママさんの乳がんポジティブ闘病マンガ
シェリーカトウ ぴあ 2016

12 漫画家、パーキンソン病になる。 島津郷子 ぶんか社 2016

13 わが家の母はビョーキです 1 中村ユキ サンマーク出版 2008
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14 わが家の母はビョーキです 2 中村ユキ サンマーク出版 2008

15 今日から第二の患者さん : がん患者家族のお役立ちマニュアル 青鹿ユウ 小学館 2017

16 アル中病棟 吾妻ひでお
イースト・プレ

ス
2013

17 不妊治療、やめました。 : ふたり暮らしを決めた日
堀田あきお&

かよ
ぶんか社 2011

18 生きづらいと思ったら親子で発達障害でした モンズースー KADOKAWA 2016

19 さよならタマちゃん 武田一義 講談社 2013

20 こころを病んで精神科病院に入院していました。 安藤たかゆき KADOKAWA 2015

21 となりのお尻が気になります 加藤のりこ 実業之日本社 2015

22 ふんばれ、がんばれ、ギランバレー! たむらあやこ 講談社 2016



医療技術の世界
書名 巻、版 著者、編者 出版社 出版年

1 感染症とワクチンについて専門家の父に聞いてみた さーたり KADOKAWA 2020

2 尿失禁・認知症ケア : マンガでリアルに対処法 内田陽子原作 ; 江原美幸漫画日総研出版 2011

3 ズルいくらいに1年目を乗り切る看護技術 中山有香里 メディカ出版 2018

4 悲しいくらい人に聞けない看護技術 中山有香里 メディカ出版 2019

5 ねじ子のヒミツ手技.改訂版 森皆ねじ子 エスエムエス 2013

6 ねじ子のヒミツ手技 1st lesson 森皆ねじ子 エスエムエス 2009

7 ねじ子のヒミツ手技# 森皆ねじ子 エスエムエス 2018

8 ねじ子のぐっとくる体のみかた 森皆ねじ子 医学書院 2013

9 ねじ子のぐっとくる脳と神経のみかた 森皆ねじ子 医学書院 2013

10 平成医療手技図譜 夜間外来編 森皆ねじ子 2006-

11 平成医療手技図譜 救命救急編 森皆ねじ子 2006-

12 平成医療手技図譜 管モノ編 森皆ねじ子 2006-

13 平成医療手技図譜 診察編 森皆ねじ子 2006-
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14 平成医療手技図譜 針モノ編 森皆ねじ子 2006-

15 平成医療手技図譜 針モノ編改 森皆ねじ子 2006-

16 平成医療手技図譜 神経編 森皆ねじ子 2006-

17 平成医療手技図譜 手術編 森皆ねじ子 2006-

18 平成医療手技図譜 手術編改 森皆ねじ子 2006-

19 平成医療手技図譜  ICU編 森皆ねじ子 2006-

20 平成医療手技図譜 精神編 森皆ねじ子 2006-

21 平成医療手技図譜 心療内科編 森皆ねじ子 2006-

22 人が病気で死ぬワケを考えてみた : ねじ子の医療絵図 森皆ねじ子 主婦と生活社 2014


