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                        ２０２２年３月８日 

 

胃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、がんへの対策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。 

中でも胃がんは、日本人に多く見られるがんであり、罹患の傾向として男女とも 40歳代後

半から増加しています。ここでは、ご自身や家族が胃がんになったときの対応など、胃がん

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）お金と生活、就労 

（５）セカンドオピニオン 

（６）緩和ケア、終末期ケア 

（７）家族や周りのひと 

（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 

★胃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】胃癌､スキルス胃癌､胃Ｘ線検査（バリウム検査）､内視鏡検査､ＣＴ､ＭＲＩ､

ＰＥＴ検査､注腸検査、腹膜転移、ピロリ菌 

【分類番号】336.4、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、郡上市図書館、美濃加
茂市中央図書館、美濃加茂市東図書館、多治見市図書館、中津川市立図書館、瑞浪市民
図書館、恵那市中央図書館、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「胃がん」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］ 

胃がん・大腸がんを治す、防ぐ！ 近藤慎太郎 さくら舎 2019 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、多治見市、中津川市、高山市］ 

 胃カメラ検査の受け方、がんと遺伝について等、胃がん・大腸がんの正しい知識と予

防法を 100のＱ＆Ａ方式で解説しています。 

胃がんでいのちを落とさないために 改訂版（日本の胃がん死亡者数がついに減少に転

じた！） 浅香正博 中央公論新社 2019 

[岐阜県、岐阜市、各務原市、高山市、看護大] 

ピロリ菌の除菌とその後の内視鏡検査を組み合わせることで、胃がんに対応する可能

性があることをわかりやすく解説しています。 

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 

［岐阜県、岐阜市、大垣市、美濃加茂市中央、多治見市、瑞浪市、恵那市、土岐市、 

高山市、看護大］ 

胃がんを疑われたときの対応から、治療、術後の生活、再発・転移、心のケアと療養

まで、患者や家族が知りたい知識を網羅的にまとめています。 

胃がん（完治をめざす最新治療ガイド）佐野武監修 講談社 2016 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、美濃加茂市中央、多治見市、瑞浪市、

恵那市、土岐市、高山市、看護大］ 

胃の働きのこと、手術の方法、手術以外の治療法、手術後の食生活の注意点などを、

イラストを交えて分かりやすく解説しています。 

※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 2021 福井 次矢/総編集 医学書院 2021 岐阜県、看護大 

南山堂医学大辞典   南山堂 2015 
岐阜県、岐阜市、 

瑞浪市、看護大 

病気がみえる Vol.1   
メディック

メディア 
2020 

岐阜県、岐阜市、 

多治見市、土岐市、

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、高山市、 

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、大垣市、多治見市］ 

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。 

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 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、美濃加茂市中央、多治見市、瑞浪市、

恵那市、高山市、看護大］ 

がん検診を最大限に活用し、過剰な心配をしなくてもいいように、知っておくべき正

しい知識とデータを紹介しています。 

☆岐阜県立看護大学図書館にはこんな本もあります☆ 

・胃がんリスク層別化検診＜ＡＢＣ検診＞ （胃がんを予知・予防し、診断・治療する

ために） 三木一正編 南山堂 2019 請求記号: 493.45-MI-2019 資料コード: 61111837 

（２）治療 

胃腸の検査・手術で困ったときに読む本 指山浩志 彩流社 2016 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、郡上市、美濃加茂市中央、多治見市、高山市］ 

内視鏡検査・治療、内視鏡下手術を中心に、基本的な胃腸の検査・手術にについて解

説しています。 

胃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、高山市］ 

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

512リスト、がんで困ったときの Q&A88 を収録。術後のＱＯＬ、進行胃がんの薬物療法な

ども特集しています。 

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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「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 

［岐阜県、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。 

☆岐阜県立看護大学図書館にはこんな本もあります☆ 

・胃癌治療ガイドライン（医師用） 日本胃癌学会 金原出版 2021 

請求記号：493.45-NI-2021 資料コード：61114521 

胃癌の治療に対する指針で、手術、内視鏡的切除、化学療法のそれぞれに関して、

治療法の定義をし、推奨される治療法と適応を示しています。 

 

（３）術前術後の食事 

がん研有明病院の胃がん治療に向きあう食事 比企直樹監修 女子栄養大学出版部 

2015［岐阜県、岐阜市、多治見市、土岐市、高山市］ 

胃がん治療をしている人に向けて、ＱＯＬの高い人生を歩むための食事療法を生活様

式に合わせて紹介・解説しています。掲載料理の栄養成分値一覧表も収録しています。 

胃がん手術後の安心ごはん 青木照明病態監修 女子栄養大学出版部 2020 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、美濃加茂市中央、多治見市、瑞浪市、

恵那市、高山市］ 

胃を切除して病気は治っても、胃を失うことで「後遺症」が起こることはあまり知ら

れていません。食事内容や食べ方に注意することで後遺症を防ぐ「食べ方リハビリ」が

紹介されています。 

胃がん・食道がん病後のケアと食事 山田和彦監修 法研 2019 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、美濃加茂市東、多治見市、高山市］ 

手術後の期間別食事のとり方や化学療法中の美味しいレシピを多数紹介しています。

治療や病気の基礎知識や、後遺症と副作用への対処法、医療保険などの提出書類の書き

方も収録し、患者さんの療養生活を支える一冊です。 

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 学研プラス 2019 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、美濃加茂市東、多治見市、高山市］ 

胃を切除した患者さんを最も悩ます問題が食生活です。本書で紹介されている工夫を

凝らした 250のレシピを使えば、胃を切った後でも食事を美味しく楽しくできます。 
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（４）家族、周りのひとへ 

はじめよう！がんの家族教室 小森康永編 日本評論社 2015 

［岐阜県、岐阜市、多治見市、高山市、看護大］ 

がんサバイバーの家族に向けた心理教育プログラムの実際と、がん医療における心理社

会的治療の最近のトピックスを紹介しています。 

親ががんになったら読む本 山口建 主婦の友社 2019 

［岐阜県、岐阜市、多治見市、中津川市、恵那市、高山市］ 

がん患者を看病する家族に向けて、患者の悩みや負担、高齢者のがん、親の気持ちに寄

り添う方法、がん治療のプロセスなどの情報をまとめています。 

あのひとががんになったら 桜井なおみ 中央公論新社 2018 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、美濃加茂市東、多治見市、恵那市、高山市、看護大］ 

がん患者が持ちがちな性質や悩み、気持ち、がん患者とのコミュニケーションの方法な

どについて紹介しています。改正がん対策基本法に対応。 

パパやママががんになったら 藤井あけみ 新教出版社 2015 

［岐阜県、岐阜市、郡上市、多治見市、看護大］ 

病気の子どもとその家族を精神的にサポートする専門医療スタッフが、現場での出会い

から考えたことを綴り、「いのちの教育」について提言しています。 

「がん」になるってどんなこと 林和彦 セブン＆アイ出版 2017 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、郡上市、美濃加茂市東、多治見市、中津川市、瑞浪市、高山市］ 

もし将来、自分や身内な人ががんになった時、正しい知識をもってがんと向き合うこと

ができるよう、実際のがん患者さんとそのご家族の物語から学ぶことができます。 

（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 片井均ほか監修 小学館クリエイティブ 2016 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、郡上市、美濃加茂市東、多治見市、瑞浪市、恵那市、土岐市、高山市、

看護大］ 

がんの検査や治療にかかる費用から、医療負担軽減のための公的制度まで、がん患者

や家族が知りたいと思う知識を、図版をまじえ分かりやすく解説しています。 

がんになったら知っておきたいお金の話 黒田ちはる 日経メディカル開発 2019 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、多治見市、中津川市、瑞浪市、高山市、看護大］  

看護師経験者のファイナンシャル・プランナーが、お金の困りごとについての対処法や

考え方をケース別で紹介し、より良い療養生活を送るためのアドバイスをしています。 

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 辻本由香 河出書房新社 2019 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、美濃加茂市東、恵那市、高山市、看護大］ 

カラダと心の痛み、治療費の工面、仕事・収入といった悩みを解決すべく、がん患者

であり相談支援のプロである著者が、がんを生き抜く知恵と情報を紹介しています。 
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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、美濃加茂市東、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３版）国立がん研究センターがん対策情報センター 2019 

［岐阜県、多治見市、瑞浪市、恵那市、高山市］ 

「がん情報ギフト」の冊子のひとつ。「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! 追補版 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、美濃加茂市東、多治見市、瑞浪市、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 2017 

［岐阜県、岐阜市、美濃加茂市東］ 

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。 

 

（７）緩和ケア、終末期ケア 

患者さんと家族のためのがんの痛み治療ガイド 増補版 日本緩和医療学会ガイドライ

ン統括委員会 金原書店 2017 

［岐阜県、岐阜市、多治見市、看護大］ 

 がん患者とその家族に向けて、痛みの治療を受けるために知っておきたいこと、痛み

の緩和方法などについて解説しています。 

＜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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Ｑ＆Ａでわかるがん疼痛緩和ケア 第 2版 的場元弘 じほう 2019 

［岐阜県、看護大］ 

 痛みとがんの進行の関係や、痛みに応じた鎮痛剤の選択等、がんの疼痛緩和について、

がん診療の現場で活躍する第一人者が、Ｑ＆Ａ形式で解説しています。 

がん疼痛緩和の薬がわかる本 第 3版 余宮きのみ 医学書院 2019 

［岐阜県、看護大］ 

 がん疼痛緩和の薬の効用、副作用、使用前後のアセスメント等について、症例を盛り

込みながら解説しています。 

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、郡上市、多治見市、瑞浪市、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。 

みんなで支える終末期のケア 奥野滋子ほか 技術評論社 2019 

［岐阜県、岐阜市、大垣市、瑞浪市］ 

看取りと緩和ケアのノウハウをまとめた一冊で、緩和ケアの実践者が現場ならではの

知恵と工夫を紹介しています。 

（８）闘病記など 

作家がガンになって試みたこと 高橋三千綱 岩波書店 2018 

［岐阜市、各務原市、大垣市、美濃加茂市東、多治見市、中津川市、恵那市、高山市、看護大］ 

胃ガンが見つかった時、医者の奨める手術を拒否し、自らが納得できる治療法を求め

続けた著者が選んだ道を綴ります。 

未来のことは未来の私にまかせよう 黒木 奈々 文藝春秋 2015 

［岐阜市、各務原市、大垣市、郡上市、多治見市、瑞浪市、土岐市、高山市］ 

働く女性ががんになったとき、何を考え、悩み、決断するのか。涙と希望と勇気あふ

れる記録を綴ります。 

ふたりごころ 篠田治美 藤原書店 2015 

［岐阜県、岐阜市、各務原市、大垣市、中津川市、高山市］ 

書家・篠田瀞花を看取った娘が、その生と死を綴ります。 

 

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 https://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。 

 

https://gifugan.net/
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・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）  

https://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 https://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。 

 

・胃がん検診 知っておきたいがん検診 （日本医師会運営サイト） 

https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/type/stomach/what/ 

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。「胃

がんとは？」「胃がんの原因」「胃がんの検査方法」「胃がん検診 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。インターネットにて無料で利用できます。 

 

・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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ganjoho.jp/public/index.html
https://www.jfcr.or.jp/
http://www.jcancer.jp/
https://www.med.or.jp/forest/gankenshin/type/stomach/what/
https://ci.nii.ac.jp/
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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  

  https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/kenshin/1004327/index.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 健康診査・がん検診 

 https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/kenko/1002613/index.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 

https://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 

美濃加茂市ウェブサイト→健康・福祉→健康診査・予防接種→ＦＡＱよくあるご質問 

https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28744&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 多治見市ウェブサイト がん検診 

https://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。 

・中津川市 中津川市ウェブサイト がん検診 

  http://www.city.nakatsugawa.lg.jp/health/health/3/3080.html 

   がん検診等の情報を掲載 

・瑞浪市 瑞浪市ウェブサイト→健康・福祉→成人の健康→各種健診・検診→がん検診 

https://www.city.mizunami.lg.jp/kenkou_fukushi/otonakenkou/1001254/1001907.html 

がんの早期発見、早期治療のために、検診などの情報を掲載。 

・土岐市 土岐市ウェブサイト→健康・福祉→成人の検診 

https://www.city.toki.lg.jp/kenko/seijinkensin/ 

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→健康診査・がん検診 

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000016/1000093/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。 

https://www.city.gifu.lg.jp/kenko/kenshin/1004327/index.html
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/kenko/1002613/index.html
https://www.city.ogaki.lg.jp/soshiki/7-47-0-0-0_8.html
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28744&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=56#guide
https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/answer.cfm?id=28744&mi_id=3&g1_id=12&g2_id=56#guide
https://www.city.tajimi.lg.jp/iryo/kenko/kenkoshinsa/gan.html
http://www.city.nakatsugawa.lg.jp/health/health/3/3080.html
https://www.city.mizunami.lg.jp/kenkou_fukushi/otonakenkou/1001254/1001907.html
https://www.city.toki.lg.jp/kenko/seijinkensin/
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000016/1000093/index.html
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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）0574-66-1360 

・多治見市 

 保健センター （電話）0572-22-1111（代表）（FAX）0572-25-8866 

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 

・瑞浪市 

瑞浪市役所 健康づくり課 （電話）0572-68-9785 

・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/ 

 （トップページ >  組織でさがす >  保健医療課 >  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 7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 

https://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 

https://www.gifu-hp.jp/CancerCareCenter/#point04 

 

○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 がん相談支援センター 

大垣市南頬町 4-86 代表 0584-81-3341(内線 6174) 

https://www.ogaki-mh.jp/yorozu/gan.html 

 

○木沢記念病院 がん相談支援センター 

美濃加茂市古井町下古井 590 直通 0574-24-1455 

  http://kizawa-memorial-hospital.jp/cancer_quickguide02.php 

 

〇JA岐阜厚生連 中濃厚生病院 がん相談支援センター 

  関市若草通 5-161 代表 0575-22-2211 

http://www.chuno.gfkosei.or.jp/gan_kyoten.html 

 

○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)3820 

https://www.tajimi-hospital.jp/wp-content/uploads/2020/04/Cancer_Consultation_S

upport_Center_set20200409.pdf 

 

○高山赤十字病院 がん相談支援センター 

高山市天満町 3丁目 11番地 代表 0577-32-1111(内線)1203 

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

https://hosp.gifu-u.ac.jp/center/gan/sodan/consult.html
https://www.gifu-hp.jp/CancerCareCenter/#point04
http://gmhosp.jp/shinryoubu/gansoudan/
https://www.ogaki-mh.jp/yorozu/gan.html
http://kizawa-memorial-hospital.jp/cancer_quickguide02.php
http://www.chuno.gfkosei.or.jp/gan_kyoten.html
https://www.tajimi-hospital.jp/wp-content/uploads/2020/04/Cancer_Consultation_Support_Center_set20200409.pdf
https://www.tajimi-hospital.jp/wp-content/uploads/2020/04/Cancer_Consultation_Support_Center_set20200409.pdf
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。「がん情報ギフト」も同コーナーに設置し、利用者の皆さんに情報提供しています。

また、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。健康医療情報については、がん情

報コーナーを設け、“がん情報ギフト”を配置し、がん関係のパンフレット・チラシの

提供もしています。（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 

中央図書館には、がん関連の書棚に「がんの冊子」やチラシなどを配備し、また中央

ライフデザインセンター図書室では、シニア応援コーナーやがんについてのパンフ

レットラックを設置して情報提供しています。 

大垣市図書館 0584-78-2622 大垣市室本町 5-51 

大垣市立図書館では１階に生活情報コーナーを配置し、健康や医療の本を集約。がん

に関する本のほか、がん関係のパンフレットや、「がん情報ギフト」の冊子も配備。が

んに関することは年間を通じて情報提供できるようがんコーナーを常設しています。

大垣市保健センターとの共催で、がんの検診受診の呼びかけ展示を毎年実施していま

す。(担当:大垣市立図書館) 

郡上市図書館 0575-82-6006 郡上市白鳥町白鳥 359-26 

館内のからだ・健康コーナーにがんに関する図書資料と併せて、「がん情報ギフト」、

がんに関するチラシやパンフレットを設置しています。 

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。 

美濃加茂市東図書館 0574-26-3001 美濃加茂市本郷町 9-2-22 

医学・薬学の棚と闘病記（認知症、がん、難病、その他）の棚の間に「がん情報コー

ナー」を設置しています。 

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､がんに関するチラシ・パン

フレットなどを設置し、利用者の皆さまに情報提供をしています。また、がん患者さ

んやご家族の方が語り合ったり情報交換をする場として、がんサロン「綿の実会」を

開催しています。 
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中津川市立図書館 0573-66-1308 中津川市本町 2-3-25 

館内に「がん情報ギフト」を設置しています。また、がんに関するチラシやパンフレッ

ト、ケア帽子の作り方など、さまざまな資料を設置しています。 

医療やがんに関する図書とあわせてご利用いただいています。 

瑞浪市民図書館 0572-68-5529 瑞浪市土岐町 7267-4 

医療関係資料の書棚は、「がん」、「感染症」、「小児科」、「病院」など分類にこだわらず、

内容から 22 のカテゴリに分けられ、利用者が手に取りたい分野が一目でわかるように

並べてあります。 

恵那市中央図書館 0573-25-5120 恵那市長島町中野二丁目 2番地 5 

医学のコーナーの棚に「がんコーナー」を常設し、国立がん研究センターなどから送

られたチラシ・パンフレットのほか、さまざまながんについて学べる本、闘病記の本

も設置しています。不安を抱えている方々の参考となれば幸いです。 

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「みんなの健康シリーズ」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。 


