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－本の紹介 胃がん 
春が待ち遠しいこの頃、全国的に雪の多い今年ですが、春の気配はこんなところか

ら･･･戸内で芽吹きはじめたタラの芽です。 

なかなかたくましいですね。 

さて今号は、胃がんの本の紹介です。 

胃がんは、日本人のがんに罹る（かかる） 

割合の中で男性 1位、女性 2位であり 

（2005 年の部位別粗罹患率）、 

年々その割合は減少しているものの、 

死因をみると、新潟県では胃がんによる死亡率が 

全国と比べて高いということがわかっています。 

（国立がん研究センターがん対策情報センター の資料より

http://ganjoho.ncc.go.jp/professional/statistics/  ） 

新潟県は、がん検診の受診、食塩取りすぎの注意、適度な運動習慣などを呼びかけて 

います。（新潟県福祉保健部 http://www.kenko-niigata.com/21/step2/sp_ganyobou/index.html） 

 

からだのとしょかんにある胃がんの本は次のページに一覧しました。 

パンフレットは下記のがん対策情報センター、がん研究振興財団のものがあります。 

患者会の会報 「胃・友の会だより」、  

胃を切った人・胃腸のリハビリ情報紙 「ALPHA CLUB アルファ・クラブ」、 

当院のホームページ「がんおよび各種疾患についての説明」もあります。 

（http://www.niigata-cc.jp/contents/disease/setsumei/index.html） 

どうぞご利用ください。

 

 



 

分類 番号 内容 書名 著者 出版年 出版社

WI 1291 胃 患者さんと家族のための胃食道逆流症(GERD)ガイド
ブック

日本消化器
病学会

2010 南江堂

WI 1190 胃 やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 瀧内比呂也
編

2008 医薬ジャー
ナル社

WI 1249 胃 新版　防ぐ、治す　胃ガンの最新治療 笹子三津留 2008 講談社

WI 932 胃 胃がん治療ガイドラインの解説 : 一般用 : 胃がんの
治療を理解しようとするすべての方のために

日本胃癌学
会編

2004 金原出版

WI 1110 胃 防ぐ．治す胃ガンの最新治療 笹子三津留 2004 講談社

WI 1133 胃 胃がん治療の正しい知識 : 適切な治療を受けるため
に

山田哲司 2004 橋本確文堂

WI 945 胃 Q&A知っておきたい胃がん質問箱106 西條長宏監
修

2003 メディカル
レビュー社

WI 875 胃 よくわかる最新医学　胃・十二指腸の病気 主婦の友社
編　平塚秀
雄　監修

2002 主婦の友社

WI 555 胃 胃がん治療ガイドラインの解説　一般用2001年12月版 日本胃癌学
会　編

2001 金原出版

WI 567 胃 胃を切った人・警戒したい12疾患 高山美治
編

2001 協和企画

WI 576 胃 やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理 寺野彰 2001 医薬ジャ－
ナル社

WI 463 胃 やさしい胃の手術後の自己管理 山本研二郎 2000 医薬ジャ－
ナル社

WI 421 胃 胃のことがよくわかる本　（名医登場シリ－ズ） 山下克子 1998 小学館

WI 183 胃 胃を切った人の養生学　胃を切る人・切った人のため
に

梅田幸雄 1997 ㈱協和企画

WI 3-1 胃 胃がん治療のすべて(ICのために） 笹子三津留 1995 築地書館

WI 3-2 胃 胃がん治療のすべて(ICのために） 笹子三津留 1995 築地書館

WI 3-3 胃 胃がん治療のすべて(ICのために） 笹子三津留 1995 築地書館

WI 39-1 胃 胃・十二指腸潰瘍と胃ガンが気になる人へ 横山　泉 1995 東洋出版

WI 39-2 胃 胃・十二指腸潰瘍と胃ガンが気になる人へ 横山　泉 1995 東洋出版

WI 24-1 胃 同文名医シリーズ　食道・胃の病気 森　治樹 1994 同文書院

WI 24-2 胃 同文名医シリーズ　食道・胃の病気 森　治樹 1994 同文書院

WI 40-1 胃 胃を切った仲間たち 胃切除患者
会健胃会

1994 桐書房

WI 40-2 胃 胃を切った仲間たち 胃切除患者
会健胃会

1994 桐書房

WI 41-1 胃 胃を切った人の後遺症の克服 松尾　裕
監

1994 協和企画

WI 41-2 胃 胃を切った人の後遺症の克服 松尾　裕
監

1994 協和企画

WI 566 胃 胃を切った人の体験記　第2巻 梅田幸雄
編

1994 協和企画

WI 184 胃 胃を切った人の長寿学　統計でも胃切った人は長生き
する

梅田幸雄 1991 ㈱協和企画

WI 181 胃 胃を切った人の体験記　胃を切る人・切った人のため
に

梅田幸雄 1988 ㈱協和企画

WB 1260 食事 胃・腸を切った人のおいしい特効メニュー 吉田美香 2008 主婦の友社

WB 1261 食事 胃手術後の人の朝昼夕献立カレンダ 女子栄養大
学出版部

2003 女子栄養大
学出版部

WB 197-1 食事 胃を切った私たちの食事塾　患者２００人の貴重な食
体験

梅田幸雄 1997 ㈱協和企画

WB 197-2 食事 胃を切った私たちの食事塾　患者２００人の貴重な食
体験

梅田幸雄 1997 ㈱協和企画

WB 62-1 食事 すこやか食生活⑧胃・十二指腸が悪い人の食事 市岡四象 1996 保健同人社

WB 62-2 食事 すこやか食生活⑧胃・十二指腸が悪い人の食事 市岡四象 1996 保健同人社

WB 68-2 食事 すこやか食生活⑭胃・腸を手術した人の食事 安井　昭 1995 保健同人社

※※からだのとしょかんにある胃の病気や食事の本※※ 

 
   
 

 


