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                       ２０１９年３月２９日 

 

大腸がんについて調べる 

 生涯のうちに約 2人に 1 人が罹患すると推計される「がん」。「第 3次岐阜県がん対策推進

計画」（2018年 3月策定）によると、岐阜県においては昭和 57（1982）年から連続してがん

が死因の第１位であり、がんは岐阜県民の健康と生活にとって重大な課題となっています。 

「岐阜県がん登録の罹患部位別の状況」（平成 25 年集計、第 3次岐阜県がん対策推進計画

掲載）によれば、男女合わせた罹患件数が最も多かったのが｢大腸がん｣です。 

ご自身や身近な方がもしも大腸がんになってしまったときなど、大腸がんについて調べる

際に参考になる図書等をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 
【目次】１ まずは辞典などで全体を把握する 

２ 検査から治療、術後の生活までの概要を調べる（図書） 

３ さらに詳しく図書で調べる 

（１）検査 

（２）治療 

（３）術前術後の食事 

（４）人工肛門 

（５）お金と生活、就労 

（６）セカンドオピニオン 

（７）緩和ケア、終末期ケア 

（８）闘病記など 

４ インターネットやデータベースで最新情報を調べる 

５ 地域のがん対策を調べる（自治体のウェブ情報等） 

６ 関係機関に相談する（保健センター等） 

７ 各図書館問い合わせ先等 

★大腸がんに関するキーワード・分類番号（ラベルの番号）★ 

【キーワード】大腸癌､大腸腫瘍､結腸腫瘍､直腸腫瘍､肛門腫瘍､消化器腫瘍､大腸疾患､下血､

治療､大腸内視鏡､外科手術､薬物療法､ストーマ、人工肛門造設術、オストメイト 

【分類番号】366.3、493.4、494.5、494.6 

※このしらべかた案内は、「がん情報ギフト」を設置している岐阜県図書館のほか次の公立
図書館（予定含む）と岐阜県立看護大学図書館が共同作成しました。 

 岐阜市立中央図書館、各務原市立中央図書館、大垣市立図書館、美濃加茂市立中央図書館、
多治見市図書館、土岐市図書館、高山市図書館煥章館 

※“届けるを贈る届けるを支える「がん情報ギフト」プロジェクト”について 
国民から募った寄付金で、がんに関する冊子のセットを図書館等に寄贈するプロジェク
ト。2017 年 7 月から開始されました。がんに関する正しい情報をなかなか得られない現
状を改善するために、信頼できるがんの情報を掲載した小冊子（国立がん研究センターが
作成）を、地域の誰もが利用できる図書館等に設置していく取り組みです。寄付者は支援
したい都道府県を選ぶことができます。「がん情報ギフト」の「大腸がん」の小冊子とあ
わせて、このしらべかた案内をご活用いただけますと幸いです。 

がん情報ギフト＋
ﾌﾟﾗｽ

 
（ し ら べ か た 案 内 ） 
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１ まずは辞典などで全体を把握する 

 

２ 検査から治療、術後の生活までの概要を調べる（図書） 

書名／（副書名、版表示など）／著者等／出版者／出版年［所蔵館］ 

ゼロからわかる大腸がん 聖路加国際病院 世界文化社 2013 

［岐阜市、美濃加茂市、高山市、看護大］ 

 大腸がんの概要を知りたい方に向けて、わかりやすく解説されています。 

マンガと図解でわかる胃がん・大腸がん 瀬戸泰之 法研 2017  

[岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市、高山市] 

手術後に起こる可能性のある合併症や対応法、副作用、食事の注意点、気持ちの落ち

込みや回復に至るサイクル…。胃がん、大腸がんの治療を受け、療養生活を送る人に向

けて、知っておくべきことを、マンガと図と共に解説しています。 

大腸がん（治療法と手術後の生活がわかる本／イラスト版）高橋慶一 講談社 2014 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、美濃加茂市、多治見市、高山市、看護大］  

治療の法の選び方、入院の目安、手術後の生活と人工肛門についてなど、治療後を安

心して暮らすコツ、再発転移時の対応まで、イラストをまじえやさしく解説しています。 

大腸がん（よくわかる最新医学／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）福長洋介 主婦の友社 2016 

［岐阜市、各務原市、大垣市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、高山市、看護大］ 

大腸がんの基礎的な知識や最新の治療法に加え、治療後の生活や病院選び、医療費な

ど大腸がんと診断された人に役立つ情報を網羅した１冊。巻頭・巻末には、「大腸がんの

治療早わかりチャート」「大腸がんを理解するために役立つ用語」を掲載しています。 

大腸がんを生きるガイド 杉原健一ほか 日経 BP 社 2017 

［岐阜県、岐阜市、美濃加茂市、多治見市、高山市］  

大腸がんの基礎知識・検査法・治療法について、図や写真、表を交えながらわかりや

すく解説。検査や治療にかかる費用等の情報、大腸がんに関する Q&Aも収録しています。 

※副書名などは、書名のみでは特定しづらい場合に記載しています。 

タイトル 著者名 出版者名 出版年 所蔵館 

今日の治療指針 2018 福井 次矢/総編集 医学書院 2018 岐阜県、看護大 

南山堂医学大辞典   南山堂 2015 
岐阜県、岐阜市、 

看護大 

病気がみえる Vol.1   
メディック

メディア 
2016 

岐阜県、岐阜市、 

多治見市、看護大 

がん 

図説カラダ大辞典 2 

図説カラダ大辞典

編集委員会 

金沢医科大

学出版局 
2010 岐阜県、看護大 
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３ さらに詳しく図書で調べる 

（１）検査 

検査と数値を知る事典 和田高士 日本文芸社 2015 

［岐阜県、岐阜市、多治見市、高山市］ 

検便、X線バリウム検査、内視鏡検査、がん判定検査を掲載しています。 

消化器疾患ビジュアルブック（第 2 版）針原康ほか 学研メディカル秀潤社 2014 

［岐阜県、岐阜市、美濃加茂市、看護大］ 

 大腸がんを含む消化器の病気を分かりやすく見やすく解説しています。 

「食道/胃/大腸ガンの早期発見・予防＆内視鏡」最前線 豊島 治 医学舎 2016 

 ［土岐市］ 

がんの検査方法の良いところはもちろん、悪いところも紹介してくれます。 

大腸がん診療における遺伝子関連検査のガイダンス（第 3 版）日本臨床腫瘍学会 

金原出版 2016                           ［岐阜県］ 

遺伝子関連検査について専門的に知りたい方に。用語索引も収録しています。 

☆岐阜県立看護大学図書館にはこんな本もあります☆ 

・がん健診のすすめ（外科医が訴える早期発見早期治療の大切さ）城戸哲夫 現代書林 

2011.8 請求記号:494.5-KI-2011 資料ｺｰﾄﾞ:61089051(大腸がん以外のがんも含みます) 

（２）治療 

最新大腸がん治療（“納得して自分で決める”ための完全ガイド） 福長洋介 主婦と生

活社 2017 ［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、美濃加茂市、多治見市、高山市］ 

大腸がんになったとき、納得いく治療を受けることができるよう、進行度やがんの部

位別に選べる治療や、手術後の食生活、人工肛門をつくった場合の生活などもくわしく

解説しています。 

岐阜県立看護大学図書館のご案内 

 

岐阜県立看護大学は、岐阜県羽島市に 2000 年 4 月に開学し

た、まだまだ新しい大学です。図書館はそのキャンパスの中

にあり、蔵書冊数約 9 万冊のうち看護学書・医学書の専門書

が約半数を占める、県内有数の看護学の専門図書館です。 

学生・教職員の利用はもちろんですが、広く一般公開をしていますので、どなたでもご

利用（図書や雑誌の閲覧、複写）が可能です。ただし、図書の貸出ができるのは、岐阜県

内に在住または在勤の看護職者（看護師・准看護師・保健師・助産師・養護教諭の免許を

お持ちの方）に限定しておりますのでご了承ください。 

身体のことや病気のことなどについて、より詳細な情報をお調べになりたい方は、ぜひ

お気軽にご利用ください。 
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最先端治療大腸がん（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

院消化管内科他 法研 2018 

［岐阜県、岐阜市、高山市、多治見市、美濃加茂市、土岐市］ 

検査・診断から治療まで、国立がん研究センター中央病院で実施されている最先端の

大腸がん治療を紹介。治療についてステージ別にわかりやすく解説しています。 

大腸がんと診断されました 朝日新聞出版 2017    ［岐阜県、岐阜市、土岐市］ 

大腸がんの診断・治療についてわかりやすく解説するほか、大腸がんの「いい病院」

全国 501リスト、がんで困ったときの Q&A88を収録。がんの悩みへの向き合い方、入院・

手術の流れなども掲載しています。  

「がん治療」の正しい受け方 「きょうの健康」番組制作班 主婦と生活社 2016 

［岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市、高山市］ 

診断されたあとの心構えや準備、治療の基本的な流れをわかりやすいチャート図で解

説。がんの治療が具体的にどのように進められるかを、緩和ケア、リハビリ、栄養サポ

ートなどのチーム医療を中心に紹介しています。 

 

☆岐阜県図書館・岐阜県立看護大学図書館にはこんな本もあります☆ 

・患者さんのための大腸癌治療ガイドライン（2014 年版） 

大腸癌研究会 金原出版 2014 請求記号：493.46-DA-2014 資料コード：61098828 

大腸癌の標準治療が患者さん向けにわかりやすく解説されています。ただし、ガイ

ドラインの最新版（2016 年版）には対応していないので注意してください。 

・大腸癌治療ガイドライン（医師用，2016 年版）大腸癌研究会 金原出版 2016 

請求記号：493.46-DA-2016 資料コード：61103574 

大腸癌の標準治療をより詳しく専門的に知りたい方に。 

 

（３）術前術後の食事 

がん研有明病院の大腸がん治療に向きあう食事 此企直樹 女子栄養大学出版部 2015 

［岐阜市、高山市、多治見市、看護大］  

大腸がん治療をしている人の手術前から退院後、日常生活に戻ってから、ストーマを

つけた場合などそれぞれの場面で発生する食生活の変化と注意点がわかります。術後の

気になる症状を克服するレシピや、掲載料理の栄養成分値一覧表も収録しています。  

大腸がん手術後の 100日レシピ 森谷冝皓ほか 女子栄養大学出版部 2010 

［岐阜県、岐阜市、高山市、多治見市、土岐市、各務原市、看護大］ 

腸閉塞の予防を基本に､大腸の回復に合わせて食事の量や材料､切り方､調理法を変化

させた退院後 100日間の食事を紹介しています。著者自身のがん体験をもとに「おいし

くおなかにやさしく」を目指して、退院したその日から安心して食べられるレシピです。 
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毎日おいしく食べる!大腸を切った人のための食事 金光幸秀 ナツメ社 2016 

［岐阜県、岐阜市、大垣市、多治見市、高山市］ 

大腸がんと大腸の手術についてやさしく解説し、大腸がんの再発を防ぎながら、おい

しく食べて元気になるレシピ 184や、便秘・頻便・下痢を防ぐ食事のすすめ方、献立の

立て方などを紹介しています。  

（４）人工肛門 

はじめてでもやさしいストーマ・排泄ケア（基礎知識とケアの実践） 

宮嶋正子 学研メディカル秀潤社 2018 ［岐阜県、美濃加茂市、多治見市、高山市］ 

ストーマ・排泄ケアに慣れていない看護師に向けて、基礎知識からケアの実践までを、

写真やイラストを多く用いてわかりやすく解説されています。 

快適！ストーマ生活 松浦信子・山田陽子 医学書院 2012 

［岐阜市、多治見市、看護大］ 

ストーマのお手入れや日常生活を快適に過ごすためのノウハウ、合併症のトラブルにつ

いて解説。写真やイラストが豊富でわかりやすいです。 

☆岐阜県立看護大学図書館にはこんな本もあります☆ 

・ストーマ装具選択がサクサクできる本 熊谷英子監修 メディカ出版 2016  

請求記号：494.65-KU-2016 資料コード：61102944 

  専門的な内容の本ですが、ストーマ装具を選択する際の参考に。 

・ストーマケアのコツとワザ 201 熊谷英子監修 メディカ出版 2014  

請求記号：N571-KU-2014 資料コード：61100162 

 看護師向けの専門書ですが、ストーマについてより詳しく知りたい方に。 

（５）お金と生活、就労 

国立がん研究センターのがんとお金の本 片井均ほか 小学館クリエイティブ 2016 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、高山市、看護大］ 

公的医療費助成制度、傷病手当金、障害年金、介護保険制度を解説。 

国立がん研究センターの大腸がんの本 金光幸秀ほか 小学館クリエイティブ 2018 

［岐阜市、大垣市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、高山市］  

 大腸がんを疑われたときの対応から、治療、手術後の注意、再発・転移まで、国立が

ん研究センターの経験と先端的情報を基に、がん患者や家族が知りたいと思う知識を網

羅的に収録。心のケアと療養についても紹介しています。     

がん患者、お金との闘い 札幌テレビ放送取材班 岩波書店 2010 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、多治見市、土岐市、高山市、看護大］ 

保険に加入していても、貯金があっても、がん治療によって暮らしが追い詰められて

いく現実。がん患者が直面する「お金」の問題に迫ったドキュメント。 
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がん経験者のための就活ブック NPO 法人 HOPE プロジェクトほか 合同出版 2015 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、高山市］ 

 がんになっても働きたいという思いを実現するための方法や相談機関を紹介。 

がんと仕事のＱ＆Ａ（第 2版）国立がん研究センターがん対策情報センター 2014 

［岐阜県、大垣市、土岐市、高山市］ 

「がん情報ギフト」でご寄贈いただいた冊子のひとつ。「治療と就労の両立に関するア

ンケート調査」をもとにつくられました。調査で寄せられた体験談が随所に掲載されて

います。 

がんは働きながら治す! 中川恵一ほか 労働調査会 2018 

［岐阜市、各務原市、多治見市、高山市、看護大］ 

職場等での「働く人のがん」支援についてまとめられています。 

働く女性のためのがん入院・治療生活便利帳 岩井ますみ 講談社 2015 

［岐阜市、各務原市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、高山市］ 

がんを経験した著者が、女性の視点から告知から入院、退院後までのヒントを紹介。 

 

（６）セカンドオピニオン 

家族が「がん」になったら知っておくべきこと 中川 恵一 池田書店 2013 

［岐阜市、美濃加茂市、多治見市、高山市］ 

セカンドオピニオンを上手に受けるにはどうすればよいのかなど、家族が「がん」と

診断された人のために、病院や治療法の選び方、医師との付き合い方から、患者のサポ

ートの仕方まで紹介しています。     

がん治療迷いのススメセカンドオピニオン活用術 

渡辺亨・森絹江 朝日新聞出版 2011   ［多治見市、土岐市、高山市、看護大］ 

いつ、どのようにセカンドオピニオンを受けたらいいのか?そのために患者がしなけれ

ばいけないことは何か?がん専門医とがん患者が自らの経験をもとに語ります。 

がん難民にならないためのサードオピニオン 

野口哲英ほか 幻冬舎ルネッサンス 2013     ［岐阜市、多治見市、各務原市］ 

病院や治療法を選択できない人や、がんについて正しい情報を得たい人など、広い意

味での「がん難民」に向けて、予防から治療法、緩和ケアに至るまでを詳しく解説。 
 

＜お近くの図書館に所蔵していない図書を利用できます－相互貸借のご案内＞ 

図書館同士が所蔵している資料を貸し借りすることを、図書館では「相互貸借」

と呼んでいます。お近くの図書館にお探しの資料がない場合、全国の図書館から所

蔵している図書館を探して、そこから借りて利用することができます（相手館の事

情により借りられない場合もあります）。 

この制度は、岐阜県図書館やほとんどの市町村図書館でご利用いただけます。お

近くの図書館にお問い合わせください。 
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（７）緩和ケア、終末期ケア 

国立がん研究センターのこころと苦痛の本 清水研 小学館クリエイティブ 2018 

［岐阜県、岐阜市、大垣市、多治見市、土岐市、高山市］ 

 がんを発症した人の心や体の苦痛にふれるとともに、体のつらさに対する緩和ケアや、

自分でできる心や体のケアの方法が紹介されています。 

末期がん患者の家族のための「看取り」の教科書 吉澤明孝 主婦の友社 2015 

［岐阜県、岐阜市、多治見市、高山市、看護大］ 

最期を過ごす場所は病院、ホスピス、自宅などがありますが、本書は自宅を選択した

場合の過ごし方を、実例を紹介しながら家族に向けて解説したものです。 

（８）闘病記など 

走って治すぞ、ガン闘病。 山本悦秀 徳間書店 2014     ［岐阜市、多治見市］ 

オストメイトでありながらランナーとして走り続ける著者の闘病記。 

余命半年からの生還 小野允雄 幻冬舎ルネッサンス 2010  ［岐阜市、多治見市］ 

余命半年から生還した大腸がん患者による闘病記。 

医者が妻を看取る 小野寺久 中央公論新社 2017 

［岐阜市、各務原市、大垣市、美濃加茂市、高山市、看護大］ 

大腸がんを生涯のテーマとし、数多くのがん患者を救ってきた外科医の著者が、妻の

大腸がんを見つけた日から、妻が亡くなる日まで医者として冷静に立ち向かい、夫とし

て苦しむ日々を綴った日記。 

わたしでよかった 今井美沙子 東方出版 2015［岐阜市、大垣市、多治見市、高山市］  

ガン宣告から、入院、手術、そして元の生活へ戻るまでをありのままに綴った闘病記。

早期発見し、適切な治療を受ければ、克服できる病であることを伝えています。  

オストメイトビジネスマン世界を駆ける 佐々木豊 WAVE 出版 2014 

［岐阜県、岐阜市、高山市、多治見市］ 

働き盛りの 41歳で人工肛門保有者「オストメイト」となった著者が、ネガティブにな

りがちな境遇の中で、どんな工夫で仕事に集中し、海外勤務やベンチャー立ち上げなど

をこなしていけたのか。仕事をしながら生きながらえることの大切さを伝える一冊です。 

闘病記専門書店の店主が、がんになって考えたこと 星野史雄 産経新聞出版 2012 

［岐阜市、各務原市、美濃加茂市、多治見市、土岐市、高山市］ 

妻を乳がんで亡くしたのをきっかけに闘病記専門古書店を開き、自らも末期の大腸が

んと闘う著者が自らの闘病や闘病記探しの日々を綴っています。 

女性のがん心のケア 大西秀樹 滋慶出版・土屋書店 2014［岐阜市、大垣市、土岐市］ 

精神腫瘍学の第一人者が、がん患者の「心の治療」についてわかりやすく教えてくれ

ます。（大腸がん以外のがんも含みます） 
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泣いて笑って食べた! （大腸がんステージ 4を乗り越えて） 

髙野久美子 ゆいぽおと 2017           ［岐阜市、各務原市、土岐市］ 

2005年の大腸がん発覚。その後肝臓、肺への転移がみつかり 5度目の手術を乗り越え、

検査結果「満点！」といわれるまでの闘病記。料理レシピや、お医者様へのインタビュ

ーも掲載され、不思議と元気になれる一冊です。 

私らしく死にたい 国際長寿センター日本ほか 水曜社 2016 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市］ 

大腸がん、COPD、糖尿病など、6つの疾病にかかった場合、選択肢によってどのような経

過をたどるのか、診断から旅立ちまでの道のりを紹介する。事例や用語解説も収録。（が

ん以外の病気も含みます） 

 

４ インターネットやデータベースで最新情報を調べる 

・ぎふがんねっと http://gifugan.net/ 

  岐阜大学医学部付属病院がん情報センターが企画・運営しているサイトです。病気や

生活に関すること、各種申請窓口の情報をはじめ、岐阜県内で開催されるがんに関する

勉強会の情報などが掲載されています。 

・国立がん研究センター がん情報サービス（一般の方向けサイト）  

http://ganjoho.jp/public/index.html 

国立がん研究センターがん対策情報センターが実施する「がん情報サービス」の、イン

ターネットによる情報提供サービスです。一般の方が適切かつ効果的に情報を入手・活用

できるように、がんに関する信頼のおける情報をわかりやすく提供しています。 

・公益財団法人 がん研究会 http://www.jfcr.or.jp/ 

  明治 41年(1908年) に設立された日本最初のがん専門機関である「がん研究会」のウ

ェブサイトでは、研究会の情報のほか、がんに関する情報も掲載しています。 

・公益財団法人 日本対がん協会 http://www.jcancer.jp/ 

  「がんに負けない社会をつくる」活動を行う「日本対がん協会」。がん予防・がん検診

に関する情報や、がん患者の家族の支援に関する情報を掲載しています。 

・大腸がん検診 知っておきたいがん検診  

https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/type/largeintestine 

日本医師会の運営する「知っておきたいがん検診」のサイト内にあるページです。「大

腸がんとは？」「大腸がんの原因」「大腸がんの検査方法」「大腸がん検診 Q&A」の項目別

に、イラストとともにわかりやすく紹介されています。 

 ・CiNii https://ci.nii.ac.jp/ 

国立情報学研究所が提供する、論文、図書・雑誌や博士論文などの学術情報で検索でき

るデータベース・サービスです。インターネットで無料で利用できます。 

http://gifugan.net/
http://ganjoho.jp/public/index.html
http://www.jfcr.or.jp/
http://www.jcancer.jp/
https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/type/largeintestine
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・医中誌 Web（有料版） 

特定非営利法人医学中央雑誌刊行会が運営する国内医学論文情報のインターネット検

索サービスで、約 1,000 万件の論文情報をキーワードから検索可能。（岐阜県立看護大学

図書館、岐阜県図書館の館内で利用できます。有料版のほかにデモ版もあり、無料で公開

されています） 

 

５ 地域のがん対策を調べる（自治体のウェブ情報等） 

 ・岐阜市  

  http://www.city.gifu.lg.jp/3737.html 

     岐阜市が実施している各種がん検診についての案内を掲載。 

・各務原市 各務原市役所 

 http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kenko/75/015351.html 

がんは、早期発見・早期治療することで治る確率が高くなっています。定期的に検診を

受けることを勧めるとともに、日常生活においての予防の仕方、早期発見のための各種が

ん検診の案内を掲載。 

・大垣市 大垣市保健センター 大人の健診（電話）0584-75-2322 

  http://www.city.ogaki.lg.jp/soshiki/7-47-0-0-0_8.html 

  大垣市が実施している各種がん検診等の情報を掲載。 

・美濃加茂市  

美濃加茂市ホームページ→健康・福祉→健康診査・予防接種→ＦＡＱよくあるご質問

http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28339&mi_id=3&g1_id=12&g2

_id=56#guide 

美濃加茂市が実施している各種「がん検診」について、対象者や費用、申し込み方法を

紹介。 

・多治見市  保健センター（多治見市がん検診） 

http://www.city.tajimi.lg.jp/iryo/kenko/kenkoshinsa/gan.html 

がんの早期発見と早期治療のために、職場などで検診を受ける機会のない多治見市民を

対象に各種がん検診を実施。 

・土岐市 保健センター（健康増進課）0 

http://www.city.toki.lg.jp/shisei/soshiki/shimin/hokencenter/ 

検診等の情報を掲載。 

・高山市 高山市ウェブサイト 健康・医療・保健 

  http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000016/index.html 

   がんをはじめとする市民の健康課題に対応するため策定された「健康たかやま 21」を

掲載。「健康診査・がん検診」では、各種がん検診等の案内が掲載されています。 

 

http://www.city.gifu.lg.jp/3737.html
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kenko/75/015351.html
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28339&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=56#guide
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28339&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=56#guide
http://www.city.tajimi.lg.jp/iryo/kenko/kenkoshinsa/gan.html
http://www.city.toki.lg.jp/shisei/soshiki/shimin/hokencenter/
http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000016/index.html


 

10 

 

 

６ 関係機関に相談する（保健センター等） 
  地域の保健センターでは、がん検診やがんに関する理解を深める講座を実施しているほ

か、保健師による健康相談や健康診断の事後相談などを受け付けています。また、がん患

者の皆さんが語り合うサロンが開催されいている地域もあります。各市の保健センターや、

図書館を会場としているがんサロンをご紹介します。 

 

 ・各務原市 

 健康管理課（電話）058-383-1115（総合福祉会館） 

  東保健相談センター（電話）058-379-7888(鵜沼市民サービスセンター庁舎内) 

 ・大垣市 

  大垣市保健センター （電話）0584-75-2322   （FAX）0584-75-2320 

・美濃加茂市 

 美濃加茂市保健センター（健康課）  

（電話）0574-25-2111【内線 386,387】 （FAX）0574-28-1108 

・多治見市 

がんサロン「綿の実会」 多治見市豊岡町 1-55 会場：多治見市図書館集会室 

 がん患者及びその家族が体験や悩みを共有し語り合う会。 

毎月第１金曜日 14:00～16：00に開催しています。 

・土岐市 

保健センター（健康増進課） （電話）0572-55-2010 （FAX）0572-53-0095 

・高山市 

高山市保健センター （電話）0577-35-3160  （FAX）0577-35-3173 

 

＜第３次岐阜県がん対策推進計画について＞ 

岐阜県では、県民の視点に立ったがん対策を総合的かつ計画的に推進するため、

平成３０年３月に「第３次岐阜県がん対策推進計画」を策定しました。この計画は、

岐阜県のがん対策を推進するための基本方針であり、県、市町村、がん患者を含め

た県民、医療従事者、医療保険者、事業主、患者団体等の関係団体等が一体となっ

て、「がん患者とその家族を含めた県民が、がんを知り、がんと向き合える暮らしを

めざす」ことを目標に、取組みを進めていくものです。 

この計画は、がん対策基本法第１２条に基づく都道府県計画であり、平成３０年

度から平成３５年度までの６年間を計画期間とし、県、関係団体等が推進するがん

対策の取組内容や個別目標等を定めています。 

※詳細は岐阜県公式ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/gan-taisaku/11223/ 

 （トップ >  子ども・女性・医療・福祉 >  健康 >  がん対策 > 岐阜県のがん対策） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/gan-taisaku/11223/
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＜がん相談支援センターのご案内＞ 

  岐阜県内には都道府県がん診療連携拠点病院が１箇所、地域がん診療連携拠点病院が各

圏域ごとに計６箇所あります。それぞれの院内には「相談支援センター」が設置されてお

り、研修を受けた専門の相談員がいます。他の病院を受診されている場合でも、がんのこ

と、がんの治療のこと、今後の療養や生活のことなど、がんについていろいろな相談がで

きます。詳細は各病院ホームページまたはお電話で直接お問い合わせください。 

 

 

◎岐阜大学医学部附属病院 がん相談支援センター【都道府県がん診療連携拠点病院】 

岐阜市柳戸 1-1 直通 058-230-7049 

http://hosp.gifu-u.ac.jp/center/gan/sodan/consult.html 

 

○岐阜県総合医療センター がん相談支援センター 

岐阜市野一色 4-6-1 代表 058-246-1111 

http://www.gifu-hp.jp/CancerCareCenter/#point03 

 

○岐阜市民病院 がん相談支援センター 

岐阜市鹿島町 7-1 代表 058-251-1101(内線)2236 

http://gmhosp.jp/shinryoubu/gansoudan/ 

 

○大垣市民病院 よろず相談・地域連携課 

大垣市南頬町 4-86 代表 0584-81-3341(内線)6180 

http://www.omh.ogaki.gifu.jp/yorozu/gan.html 

 

○木沢記念病院 相談支援センター 

美濃加茂市古井町下古井 590 直通 0574-24-1455 

http://kizawa-memorial-hospital.jp/ 

 

○岐阜県立多治見病院 がん相談支援センター 

多治見市前畑町 5-161 代表 0572-22-5311(内線)2488 

http://www.tajimi-hospital.jp/cancer/cancer2.html 

 

○高山赤十字病院 がん相談窓口 

高山市天満町 3丁目 11 番地 代表 0577-32-1111(内線)3380 

http://www.takayama.jrc.or.jp/patient/gansinryou/gansoudan.html 

 

http://hosp.gifu-u.ac.jp/center/gan/sodan/consult.html
http://www.gifu-hp.jp/CancerCareCenter/#point03
http://gmhosp.jp/shinryoubu/gansoudan/
http://www.omh.ogaki.gifu.jp/yorozu/gan.html
http://kizawa-memorial-hospital.jp/
http://www.tajimi-hospital.jp/cancer/cancer2.html
http://www.takayama.jrc.or.jp/patient/gansinryou/gansoudan.html
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７ 各図書館問い合わせ先等 

図書館名 電話 所在地 

岐阜県図書館 058-275-5111 岐阜市宇佐 4-2-1 

健康や医療に関する図書を集約した「健康医療情報コーナー」を１階に設置していま

す。岐阜県総合医療センターのほっとサロンに蔵書を設置し、がん患者の方やそのご

家族にご利用いただいています。（担当：サービス課調査相談係） 

岐阜市立図書館 058-262-2924 岐阜市司町 40-5 

こどもの育成、郷土の情報収集・発信、本を介して人と人がつながる環境づくりに取

り組み、ビジネス支援などを展開する図書館です。（担当：中央図書館） 

各務原市立中央図書館 058-383-1122 各務原市那加門前町 3-1-3 

中央図書館では、郷土、航空、ビジネスなどに関連する資料を重点的に収集していま

す。また、中央ライフデザインセンター図書室では、美容・健康に関する本や、大活

字本なども含めたシニア応援コーナーを設置しています。また、がん関係のパンフレ

ット等により、各種情報提供もしています。 

大垣市図書館 0584-78-2622 大垣市室本町 5-51 

「暮らしと文化を創る読書活動」を基本理念に揚げ、暮らしに役立つ図書館として多

様なサービスを提供し､皆様の読書活動を推進します｡また､「がん情報ギフト」など関

係図書を生活情報コーナーに配置し､情報提供をしています｡(担当:大垣市立図書館) 

美濃加茂市中央図書館 0574-25-7316 美濃加茂市太田町 1921-1 

館内に「がん情報ギフト」を設置するとともに、がんについて地域に暮らす皆さまに

役立つ情報（チラシ、パンフレット等）を提供しています。図書資料とあわせて、ぜ

ひご利用ください。 

多治見市図書館 0572-22-1047 多治見市豊岡町 1-55 

多治見市図書館の医療情報コーナーは､岐阜県立多治見病院患者図書室「ぬくた～らい

ぶらり」と連携して､市民の健康に役立つ本や闘病記文庫､各種パンフレットなどを設

置しています。また､美濃焼の街の図書館として､陶磁器関連の資料を重点収集してい

ます。中でも､全国の博物館・美術館などで発行された陶磁器の展覧会図録及びカタロ

グは､約 1,500 タイトルを所蔵し､他にはない貴重なコレクションとなっています｡ 

土岐市図書館 0572-55-1253 土岐市土岐津町土岐口 2154-9 

医療図書コーナーの中に「がん情報ギフトコーナー」を設置しています。がんに関連

した図書や、その他の関係情報（チラシ、パンフレット等）をご利用いただけます。 

高山市図書館煥章館 0577-32-3096 高山市馬場町 2-115 

高山市図書館では、高山市と連携し、市医師会・薬剤師会・歯科医師会のご協力のも

と「市民の健康講座」を開催しています。常設の特集コーナーには講座内容に関する

資料のほか、ブックリスト、「がん情報ギフト」などがん関係のパンフレット類を設置

し、健康・医療の情報を得る身近な場所としてご利用いただいています。 

岐阜県立看護大学図書館 058-397-2304 羽島市江吉良町 3047-1 

（３ページをご覧ください） 

※本書（総合版）に関するお問い合わせは岐阜県図書館まで。 


