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【がん検診、治療と暮らし】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1 がんの治療と暮らしのサポート実践ガ
イド 通院・在宅治療の継続を支える

キャンサーリボンズ／
編集

エス・エム・エス 2017.2 4H/494.5/ｶﾝ/ 0111677262

2
国立がん研究センターの正しい
がん検診

中山 富雄／監修
小学館クリエイ
ティブ

2019.11 4H/494.5/ｺｸ/ 0112069479

3
国立がん研究センターのがんと
お金の本

片井 均／監修
小学館クリエイ
ティブ

2016.11 4H/494.5/ｺｸ/ 1108439447

4 日本一まっとうながん検診の受け方、
使い方 医者がマンガで教える 近藤 慎太郎／絵と文 日経BP社 2018.8 4H/494.5/ｺﾝ/ 1109267698

5
お酒を飲んで、がんになる人、ならな
い人 知らないと、がんの危険が200倍
以上

横山 顕／著 星和書店 2017.4 4H/494.5/ﾖｺ/ 0111709474

【食道がん】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

6
食道がんのすべてがわかる本
（健康ライブラリー）

細川 正夫/監修 講談社 2015.7
4H/493.445/ｼﾖ
/

1108029537

7
食道癌診療ガイドライン 2017年
版

日本食道学会／編 金原出版 2017.6
4H/494.644/ｼﾖ
/

1108715051

8
食道がん診断専門の医者が食
道がんになった。

山本 勇／著 柏艪舎 2019.4
4N/493.445/ﾔ
ﾏ/

1109436160

9 生きる力 心でがんに克つ なかにし 礼/著 講談社 2012.12
4N/493.445/ﾅｶ
/

1106962903

【胃がん】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

10 国立がん研究センターの胃がんの本 片井 均／ほか監修
小学館クリエイ
ティブ

2018.6
4H/493.455/ｺｸ
/

1109124733

11
胃がん・食道がん病後のケアと食事
手術後・退院後のベストパートナー（再
発・悪化を防ぐ安心ガイドシリーズ）

山田 和彦／監修 法研 2019.12
4H/493.455/ｲｶ
/

0112086438

12
胃を切った人を元気いっぱいにする食
事160 再発を防ぐ!体をいたわるおいし
いレシピ（再発しないがんレシピ）

土田 知史／監修 主婦の友社 2020.1
4H/494.655/ｲｵ
/

1109654663

【大腸がん】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

13
大腸癌治療ガイドライン 医師用
2019年版

大腸癌研究会／編 金原出版 2019.1
4H/493.465/ﾀｲ
/

1109366680

14
国立がん研究センターの大腸が
んの本

金光 幸秀／ほか監修
小学館クリエイ
ティブ

2018.6
4H/493.465/ｺｸ
/

1109124691

15 大腸がんを生きるガイド 杉原 健一／監修 日経BP社 2017.9
4H/493.465/ﾀｲ
/

1108819713

16
大腸を切った人のための毎日おいし
いレシピ200 手術後すぐから、普通の
食事まで

塩澤 学／監修 学研プラス 2019.10
4H/494.656/ﾀｲ
/

0112178715

17
泣いて笑って食べた! 大腸がん
ステージ4を乗り越えて

高野 久美子／著 ゆいぽおと 2017.7
4N/493.465/ﾀｶ
/

0111728053

第59回地域医療連携研修会

         消化器がん　ブックリスト
第59回地域医療連携研修会テーマ「消化器がん」に関する本のリストです。
消化器がん（食道、胃、大腸、肝臓、胆道、膵臓など）の治療や術前術後のケアに関する本、闘病記、地域包括ケアなどの本を
集めました。

闘

闘

闘
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【胆・肝・膵がん】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

18 最先端治療胆道がん・膵臓がん（国が
ん中央病院がん攻略シリーズ）

国立がん研究センター中
央病院肝胆膵内科／[ほ
か]編著

法研 2019.2 4H/493.47/ｻｲ/ 0111970750

19
患者・市民・医療者をつなぐ膵がん診
療ガイドライン2019の解説

日本膵臓学会膵癌診療ガ
イドライン改訂委員会／編
集

金原出版 2020.7
4H/493.475/ｶﾝ
/

0111884217

20
国立がん研究センターの肝・胆・
膵がんの本

島田 和明／ほか監修
小学館クリエイ
ティブ

2018.6
4H/493.475/ｺｸ
/

0111970750

21 私の仕事は、生きることです 膵臓がん
ステージⅣaになって思うこと

フジシゲ 三太郎／著 文芸社 2020.4
4N/493.475/ﾌｼ
/

0112133436

【消化器がん全般（医療従事者向け）】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

22 病気がみえる vol.1 消化器
医療情報科学研究所
／編集

メディックメディア 2020.4 4H/492/ﾋﾖ/1 0112138837

23
臓器別やさしい消化器がん化学療法・
薬物療法 32のレジメン×副作用ケア
×退院指導

古瀬 純司／編集 メディカ出版 2020.10
4H/492.926/ｿｳ
/

1109946556

24
これだけは読んでおきたい!消化器内
科医・外科医のための重要論文201篇
肝臓疾患編

高木 均／[ほか]編集 シービーアール 2020.6 4H/493.4/ｺﾚ/ 1109914059

25
消化器がん化学療法副作用マ
ネジメント（プロのコツ）

小松 嘉人／編集 メジカルビュー社 2019.10 4H/493.4/ｼﾖ/ 1109631901

26 上部消化管癌に対する標準手術 手
技習得へのナビゲート（新DS NOW）

白石 憲男／担当編集
委員

メジカルビュー社 2019.4
4H/494.644/ｼﾖ
/

1109605434

27
消化器外科手術手術の基礎知識 イラ
ストと動画で学ぶ手術の基本（ビジュ
アルサージカル）

上西 紀夫／編集
学研メディカル秀
潤社

2019.9 4H/494.65/ｼﾖ/ 1109663797

28 消化器外科インフォームド・コンセント
のための説明ワザとイラストスキル 原 貴生／著 メジカルビュー社 2018.3 4H/494.65/ｼﾖ/ 1108970243

【医療連携/地域包括ケア】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

29
情報を地域につないで多職種連携が
うまくいく看護記録の活用術 退院後の
療養の質を高める

大久保 清子／編著 メディカ出版 2018.11
4H/492.912/ｼﾖ
/

1109057339

30
医師にとっての「地域包括ケア」疑問・
トラブル解決Q&A60 あなたも名医!
（jmed）

長尾 和宏／編 日本医事新報社 2020.4 4H/498/ｲｼ/ 1109764793

31
医療連携 医療ニーズの高い人への
支援のポイント（だいじをギュッと!ケア
マネ実践力シリーズ）

鶴本 和香／著 中央法規出版 2018.9
4W/369.16/ﾂﾙ
/

1109078905

32
退院における医療ソーシャルワーカー
の実践 「退院援助」から「地域ネット
ワーク構築」へ

高山 恵理子／著 相川書房 2020.3 4W/369.92/ﾀｶ/ 1109851392

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。

○　　　は闘病記を示しています。

○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。

○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library
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