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「おなかのがん」に 

関する本のブックリスト 

徳島大学附属図書館監修  



「おなかのがん」に関する本のブックリスト 

徳島市立図書館所蔵（2020 年 10 月現在） 

※展示は一般書のみです。 

消化管のがん 

 

 

  

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

胃がんでいのちを落とさないために 493.4

日本の胃がん死亡者数がついに減少に転じた! 改訂版 アサ

浅香 正博∥著 493.4

秋野 公造∥著 アサ

胃がん 493.4

完治をめざす最新治療ガイド イラスト版 イカ

胃がん手術後の生活読本 佐野 武∥監修 493.4

早期回復のための食事ケア 退院後の生活と健康管理 主婦と生活社∥編 イカ

胃がん・食道がん病後のケアと食事 493.4

手術後・退院後のベストパートナー イカ

イラストでわかる胃がん・大腸がん 手術後の食事・生活、再発・転移の防ぎ方 浦山 雅弘∥監修 493.4

生活処方と後遺症・副作用への対処法、社会復帰と経済支援のいろいろ 川口 清∥監修 イラ

小野寺 久∥著 493.4

聖路加国際病院∥監修 オノ

493.4

カト

「食道がん」と言われたら… 桑野 博行∥著 493.4

手術で食道を切除した場合の食道再建 永久気管孔も解説 宮崎 達也∥著 クワ

片井 均∥ほか監修 493.4

朴 成和∥ほか監修 コク

金光 幸秀∥ほか監修 493.4

朴 成和∥ほか監修 コク

国立がん研究センター中央病院 493.4

消化管内科∥ほか編著 サイ

493.4

サシ

食道がん 493.4

正しい知識でより良い治療を イラスト版 シヨ

食道がんのすべてがわかる本 493.4

イラスト版 シヨ

大腸がん 493.4

治療法と手術後の生活がわかる本 イラスト版 タイ

杉原 健一∥ほか監修 493.4

日経メディカル∥編集 タイ

大腸がんを治す本 493.4

最新 トップ専門医がわかりやすく解説 検査・診断・治療が詳しくわかる タカ

胃がんの最新治療 493.4

診断、治療から栄養療法まで 安心して病気と向き合うために ヒキ

毎日おいしく食べる!胃を切った人のための食事 493.4

一部摘出・全摘出おすすめのメニューと術後の症状・対処法がわかる! ヒキ

宮崎 招久∥監修 493.4

川邉 正人∥監修 ヒヨ

大腸がんの最新治療 493.4

手術、内視鏡的治療、化学療法知っておきたい情報のすべて フク

マンガと図解でわかる胃がん・大腸がん 瀬戸 泰之∥監修 493.4

治療と退院後の安心ガイド 高橋 慶一∥監修 マン

名医が語る最新・最良の治療 大腸がん 493.4

あなたに合ったベストな治療法が必ず見つかる!! メイ

がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 比企 直樹∥監修 494.6

術前術後の疑問に答えます!  高木 久美∥食事指導 カン

食道がん術前・術後の１００日レシピ 外村 修一∥医療解説 494.6

回復までの食事プラン 松原 弘樹∥栄養指導 シヨ

大腸がん病後のケアと食事 494.6

手術後・退院後のベストパートナー タイ
上野 秀樹∥監修 法研 2019

26 女子栄養大学出版部 2011

2017

24 山口 茂樹∥ほか著 法研 2012

25 女子栄養大学出版部 2015

27

22 福長 洋介∥著 主婦の友社 2011

23 法研

比企 直樹∥著 ナツメ社 2013

21 病気を見きわめる胃腸のしくみ事典 技術評論社 2017

19 比企 直樹∥著 主婦の友社 2011

20

17 大腸がんを生きるガイド 日経BP社 2017

18 高橋 慶一∥著 法研 2011

15 細川 正夫∥監修 講談社 2015

16 高橋 慶一∥監修 講談社 2014

13 胃腸の検査・手術で困ったときに読む本 指山 浩志∥著 彩流社 2016

14 細川 正夫∥監修 講談社 2012

11 国立がん研究センターの大腸がんの本 小学館クリエイティブ 2018

12 最先端治療大腸がん 法研 2018

9 保健同人社 2011

10 国立がん研究センターの胃がんの本 小学館クリエイティブ 2018

7 ゼロからわかる大腸がん 世界文化社 2013

8 大腸がんと告知されたときに読む本 加藤 隆佑∥著 緑書房 2019

5 山田 和彦∥監修 法研 2019

6  法研 2012

3 佐野 武∥監修 講談社 2016

4 主婦と生活社 2013

中央公論新社 2019

2 胃がんは「ピロリ菌除菌」でなくせる 潮出版社 2013

1 浅香 正博∥著



 徳島市立図書館  

キャラクター  

ひよタン  

 

資料が見つからない時や、何かお困りの時は 

いつでもお気軽にお声がけください。 

消化管以外のがん 

その他資料 

移動図書館に所蔵されている本です。※展示はしておりません 

（貸出または閲覧を希望の方はご予約ください。） 

  

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

肝臓病 493.4

ウイルス性肝炎・肝臓がん・脂肪肝・肝硬変 イス

493.4

カン

がん研有明病院の肝臓がん・胆道がん・膵臓がん治療に向きあう食事 比企 直樹∥監修 493.4

術前術後の不安を解消します!  中浜 孝志∥ほか食事指導 カン

島田 和明∥ほか監修 493.4

奥坂 拓志∥ほか監修 コク

国立がん研究センター中央病院 493.4

肝胆膵内科∥ほか編著 サイ

C型肝炎・B型肝炎・脂肪肝・肝硬変・肝がん 493.4

治療が大きく変わった! シカ

神澤 輝実∥監修 493.4

主婦の友社∥編 スイ

私の仕事は、生きることです 916

膵臓がんステージⅣaになって思うこと フシ

3 女子栄養大学出版部 2015

8 フジシゲ 三太郎∥著 文芸社 2020

6 泉 並木∥総監修 NHK出版 2016

7 膵臓がん・胆道がん 主婦の友社 2020

4 国立がん研究センターの肝・胆・膵がんの本 小学館クリエイティブ 2018

5 最先端治療胆道がん・膵臓がん 法研 2019

1 泉 並木∥著 主婦の友社 2018

2 肝炎・肝硬変・肝がん 土本 寛二∥監修 高橋書店 2018

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

「がん」はなぜできるのか 国立がん研究センター S491.6

そのメカニズムからゲノム医療まで 研究所∥編 カン

S491.6

ツカ

491.6

カン

胃を切った人のための毎日おいしいレシピ250 木下 敬弘∥監修 493.4

一部摘出・全摘出の方も 千歳 はるか∥監修 イオ

国がん東病院発 抗がん剤・放射線治療をしている人のための食事 後藤 功一∥監修 494.5

悩みの原因と対策をわかりやすく図解 千歳 はるか∥監修 コク

494.5

コク

4 学研プラス 2019

5 ナツメ社 2020

6 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

2 科学的根拠にもとづく最新がん予防法 津金 昌一郎∥著 祥伝社 2015

3 「がん」にならないための5つの習慣 津金 昌一郎∥監修 NHK出版 2014

1  講談社 2018

大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ200 塩澤 学∥監修 494.6

手術後すぐから、普通の食事まで 藤井 理恵薫∥監修 タイ

腸を切った人を元気いっぱいにする食事170 齋藤 典男∥ほか監修 494.6

再発を防ぐ!体をいたわるおいしいレシピ 加藤 知子∥献立プラン レシピ作成 チヨ

毎日おいしく食べる!大腸を切った人のための食事 494.6

おすすめのメニューと術後の症状・対処法がわかる! マイ

泣いて笑って食べた! 916

大腸がんステージ4を乗り越えて タカ

30 金光 幸秀∥監修 ナツメ社 2016

31 高野 久美子∥著 ゆいぽおと 2017

28 学研プラス 2019

29 主婦の友社 2019

書名 著者名 出版社 背ラベル 出版年

Ｂ493.4

フシ

493.4

ヒキ

大腸がん 493.4

手術、内視鏡的治療、薬物療法 自分に合った治療を選ぶために フク
3 福長 洋介∥著 主婦の友社 2016

2 胃がん 比企 直樹∥著 主婦の友社 2016

1 がんにならない整腸術 藤田 紘一郎∥著 PHP研究所 2016



 徳島大学附属図書館と徳島市立図書館は、図書館による地域貢献

を果たすとともに利用者の利便性や図書館サービスを向上させ、図

書館の利用を促進し、価値を高めることを目的として、それぞれの

特性を活かした幅広い連携協力を推進しています。 

 その取り組みの一つとして、徳島大学附属図書館の協力を得て 

徳島市立図書館６階一般室に徳島大学コーナーを設置し、テーマに

沿った企画展示を行っています。                   

今回のテーマは「おなかのがん」です。徳島大学附属図書館監

修のもと、当館に所蔵されている関連する本を集めました。 

あわせて「徳島読書人が選ぶ３１冊の本」の展示も行っています。 

ぜひ徳島大学コーナーへお立ち寄りください。 

請求記号とは、本の背ラベルに表示された記号のこと

です。背ラベルには、分類記号と著者記号（またはタ

イトル）カナ２文字を合わせたものを表記していま

す。図書館の本は、この記号の順に並べられています。

数字の前のアルファベットは別置記号です。 

「分類記号」について 

0 類 総記 

1 類 哲学・宗教 

2 類 歴史・地理 

3 類 社会科学 

4 類 自然科学 

5 類 技術・工学 

6 類 産業 

7 類 芸術 

8 類 言語 

9 類 文学 

十進分類表  

「別置記号」について 

別置記号とは、図書館独自の基準で、分類記号では 

表現することのできない形態を記号化したものです。 

Ｂ…文庫本 ※ＢＦは小説の文庫本です。 

Ｔ…郷土資料 

Ｙ…ＹＡコーナーの本 ＹＡとは「ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ」の略です。 

※ＹＦは小説、ＹＥは絵本です。 

Ｗ…ビジネスコーナーの本 

Ｒ…参考資料 ※貸出はできない資料です。 

館内でご覧ください。 

Ｓ…新書 

洋…洋書 ※別置の他に日本の小説（913.6）Ｆが 

      漫画にはＭがつけられています。 

 

 

 

 

 

 

コ
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番
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棚
で
す
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「請求記号」について 現在、徳島大学コーナーに展示している本の 

背ラベルには緑色のシールを貼っています。 

分類記号とは、本を書かれている内容によってグルー

プ分けしたもので、ＮＤＣ（日本十進分類法）によっ

て決まります。同じような内容の資料を集めるなど 

類似した内容や関係のある資料を近くの場所に置く

ことができるようになります。 


