
コード 記号 分類名 タイトル 著者 禁帯出

236 Fs 胃腸 胃腸手術後の人の食事
河村一太, 吉田千恵, 小川
久惠 著

10050 Fs 胃腸 胃腸手術後の人の食事
河村一太, 吉田千恵, 小川
久惠 著

516 Fs 胃腸 胃・十二指腸潰瘍の人の食事 林田康男 ［ほか］著

530 Fs 胃腸 ウンココロ : しあわせウンコ生活のススメ 寄藤文, 藤田紘一郎 著

533 Fs 胃腸 やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 寺野彰 編

10034 Fs 胃腸 やさしい小腸・大腸疾患の自己管理 寺野彰 編

534 Fs 胃腸 やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理 寺野彰 編

10035 Fs 胃腸 やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理 寺野彰 編

10347 Fs 胃腸 快適!ストーマ生活 : 日常のお手入れから旅行まで （第2版） 松浦信, 山田陽子 著

2044 Fs 胃腸 食道がん術前・術後の100日レシピ : 回復までの食事プラン
外村修一 医療解説, 松原弘
樹 栄養指導, 小菅陽子 レシ
ピ・料理作成

2045 Fs 胃腸 胃手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン
加藤チイ 栄養指導・レシピ作
成, 斉藤君江 料理作成, 青木
照明 監修

2047 Fs 胃腸
胃ろうという選択、しない選択 : 「平穏死」から考える胃ろうの功と
罪

長尾和宏 著

2114 Fs 胃腸 ひどい便秘の治し方 松生恒夫 監修

2178 Fs 胃腸
便秘を治す81のワザ+α : その手があったか! : 発言小町の知恵+
医師のアドバイス

小林暁子, 読売新聞大手
小町編集部 著

10234 Fs 胃腸 消化器疾患ビジュアルブック（第2版）
小西敏郎, 松橋信行 編,
落合慈之 監修

2289 Fs 胃腸 はじめてのストーマケア
片山育子, 中北順子, 河村
光子 著

2290 Fs 胃腸 はじめての排泄ケア 西谷葉子 著

2294 Fs 胃腸 はじめてのドレーン管理 清水潤三, 曽根光子 著

2386 Fs 胃腸 胃ろう(PEG)ケア : はじめの一歩
西山順博 著,
小山茂樹 監修

10313 Fs 胃腸
「排便力」をつけて便秘を治す本 : 専門医のアドバイスで「健康な
腸」を取り戻そう （新版）

松生恒夫 著

2519 Fs 胃腸 痔の最新治療 : 可能な限り切らずに治す 平田雅彦 著

2520 Fs 胃腸 本気で治したい人の腸の不調便秘下痢 : 最新版 山口トキコ 監修

2521 Fs 胃腸 ウンチのうんちく : 大便・おなら・腸内細菌のはなし 左巻健男 著

10356 Fs 胃腸 病気がみえる : vol.1消化器 （第6版） 医療情報科学研究所 編

8018 Fs 胃腸 潰瘍性大腸炎・クローン病の人の食事
松本誉之 病態, 斎藤恵子
栄養指導・調理

8061 Fs 胃腸 よくわかる高齢者の排便障害 : イラスト・図解入りでやさしく解説 高野正博 編著

8082 Fs 胃腸 腸の病気は連鎖する 寺野彰 監修

10042 Fs 胃腸 やさしい胃の手術後の自己管理
山本研二郎 監修,
平川弘聖 [ほか] 編

10095 Fs 胃腸
「胃がん・大腸がんを薬で抑えましょう」と言われた時 : これから薬
物療法を受ける患者さん,患者さんに説明する全ての医療スタッフ
のために

小松嘉人 編

10103 Fs 胃腸 胃を切った仲間たち : 胃切後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 著

10104 Fs 胃腸 胃を切った仲間たち : 胃切者が語る後遺症とその克服法
健胃会 監修,
升田和比古 編

10153 Fs 胃腸 便秘と痔の悩みを解消 : セルフケアと治療 山名哲郎 監修

10163 Fs 胃腸
「胃もたれ・胸やけ」は治せる : 機能性ディスペプシア・胃食道逆流
症・慢性胃炎

三輪洋人 監修

【 Fs　胃腸】



10180 Fs 胃腸 消化器疾患の最新医療
戸田剛太郎, 井廻道夫,幕内
雅敏, 白鳥敬子[ほか] 編

10320 Fs 胃腸 シニアの逆流性食道炎 : こみ上げる胃酸にもう悩まない！ 三輪洋人 監修

10397 Fs 胃腸
クローン病・潰瘍性大腸炎と診断されたらまっ先に読む本 : 炎症
性腸疾患の革命的治療

伊藤裕章 著

2026 Fs5 胃がん
手術日までに患者が知りたい胃癌 : 検査から治療,術後経過,手術
費用まで/腹腔鏡下手術について

市原隆夫 著

2115 Fs5 胃がん 食道がん : 正しい知識でより良い治療を : イラスト版 細川正夫 監修

2118 Fs5 胃がん 防ぐ、治す胃ガンの最新治療 笹子三津留 監修

10314 Fs5 胃がん
胃がん : 手術から最新の薬物療法まで治療選択に必要な情報の
すべて （新版）

比企直樹 著

2187 Fs5 胃がん
「食道がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる : 検査 診断 治療・手術

桑野博行, 宮崎達也 著

2192 Fs5 胃がん
「胃がん」と言われたら… : 検査・診断・治療・手術 : お医者さんの
話がよくわかるから安心できる

平山廉三, 松木盛行 著

2213 Fs5 胃がん 胃がん 笹子三津留 編

2343 Fs5 胃がん 食道癌診断・治療ガイドライン 日本食道学会 編

2522 Fs5 胃がん
胃がん手術後の生活読本 : 早期回復のための食事ケア退院後の
生活と健康管理

佐野武 監修,              主
婦と生活社 編

8028 Fs5 胃がん やさしい胃がん外来化学療法の自己管理 瀧内比呂也 編

8068 Fs5 胃がん 心配しないでいいですよ再発・転移胃がん 山口俊晴 編著

2046 Fs6 大腸がん 大腸がん手術後の100日レシピ : 退院後の食事プラン
森谷宜皓 医療解説, 桑原節
子 栄養指導, 重野佐和子 レ
シピ・料理作成

2158 Fs6 大腸がん
名医が語る最新・最良の治療 大腸がん : あなたに合ったベストな
治療法が必ず見つかる!!

山口茂樹 [ほか] 著

2195 Fs6 大腸がん
「大腸がん」と言われたら… : お医者さんの話がよくわかるから安
心できる

杉原健一, 石黒めぐみ 著

2218 Fs6 大腸がん 大腸癌 杉原健一 編

2230 Fs6 大腸がん 抗悪性腫瘍薬大腸癌 杉原健一 編

2241 Fs6 大腸がん やさしい大腸がん外来化学療法の自己管理 朴成和 編

10315 Fs6 大腸がん
大腸がん : 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 （新版）

福長洋介 著

2388 Fs6 大腸がん おしりの健康 : 大腸がん・肛門の病気のわかりやすい話 森田博義 著

2389 Fs6 大腸がん
手術日までに患者が知りたい大腸癌 : 検査から治療,術後経過,手
術費用まで/腹腔鏡下手術

市原隆夫 著

2390 Fs6 大腸がん 大腸がん手術後の生活読本 高橋慶一 著

2523 Fs6 大腸がん ゼロからわかる大腸がん
聖路加国際病院 監修, 小
野寺久 著

10093 Fs7 クローン病 クローン病ってこんな病気 福田能啓 編

10366 Fs7 クローン病 クローン病ってこんな病気 : 食生活から見直す(新版) 福田能啓 編

2074 Fs9 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎の診療ガイド
日本炎症性腸疾患協会
(CCFJ) 編

10235 Fs9 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎の診療ガイド（第3版）
日本炎症性腸疾患協会
(CCFJ) 編

10094 Fs9 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎ってどんな病気
下山孝 監修,
里見匡迪, 福田能啓 編


