
（推薦者氏名の50音順）

医分棟4F図書

491.8//TA16//9316

医9F図書

492.79//SI8//6991

医9F図書

491.1//I92//1334

医8F図書

914.6//U14//1349

(杉本）4F開架新体系

304//TA59//8581

(杉本）B3法学部

124.2//S

(杉本）4F新書版

392.1//H29//1579

医8F図書

914.6//O17//1351

干したから… /
森枝 卓士 写真・文 -- フレーベル館,2016.3.

「干した」食べ物を集めた写真絵本。私たちがどれだけ多
くの、干した食べ物に囲まれているか。また、干物から見
る文化の違いなどに思いを馳せて。

医9F図書

498.8//MA92//1352

日本型リーダーはなぜ失敗するのか /
半藤一利著. -- 文藝春秋, 2012.10

昭和の近代史の中で、実在の人物像の考察。より詳細は
同じく半藤氏の『昭和史』を。

現代では毎日のように目にする様々な現象の中から、鋭
い切り口で問題をあぶり出し、その背景となる日本社会の
「反知性手技」を分析する。

超・反知性主義入門 /
小田嶋隆著. --日経BP社、2015.9

産業医の経験をもとにした構成。ハラスメントの精神構造
を読み解く。

クラッシャー上司 平気で部下を追い詰める人たち /
松崎 一葉著. --PHP新書, 2017.1

孔子伝 /
白川静著. -- 中央公論社, 1972.11.

(ご推薦いただいたタイトルは2003年の改版のものです
が、所蔵は1972年版になります）

およそ“聖人”のイメージからは程遠い、孔丘（孔子）の人
生の実相を辿る。難しい時代、複雑な「所与」の中で生き
る私たちが、どのように自らの主体性を得るか。

北島正二朗
（分子病態
薬理学）

呪いの時代 /
内田樹著. --新潮社, 2014.7.

呪いと言ってもオカルトではなく、情報化時代に、我々の
発する言葉がどう伝播するのかというコミュニケーション
論。人の心の有り様、負の感情や情報との付き合い方に
ついて考えるきっかけとなる。

紋切型社会 : 言葉で固まる現代を解きほぐす /
武田砂鉄著. -- 朝日出版社, 2015.4.

型に嵌った言葉がはびこる現代社会を生き抜くために。

コメント

宇留島隼人
（機能細胞
形態学）

図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれた激動の歴史 /
岩堀修明著. -- 講談社, 2014.2.

本書は魚類、は虫類、両生類、鳥類から、ヒトを含むほ乳
類までの脊椎動物の内蔵を進化の時間軸からの視点で
解説しており、１，２年生に読んで頂くと解剖学への興味
や実習における理解度が増すと思われる。
また生理学的視点からの記載も多く含まれており、医学
生後半の方々が読まれても、もう一度人体の構造を復習
するのにふさわしい書となっている。

代替医療のトリック /
サイモン・シン, エツァート・エルンスト [著] ; 青木薫訳.
-- 新潮社, 2010.1.

（ご推薦いただいたタイトルは文庫版『代替医療解剖』
ですが、所蔵は単行本になります）

巷にはびこる「トンデモ医学」が、なぜトンデモナイのかを
明快に説明してあります。

推薦者氏名 タイトル 所蔵

乾健太郎
（整形外科学）

免疫の意味論 /
多田富雄著. -- 青土社, 1993.4.

免疫学の概念が非常に解りやすく、また興味深く解説さ
れています。

秋の夜長の ベッドサイドライブラリ～

ウィリアム・オスラーの薦める「就寝前30分の読書」に、先生方の推薦図書を伺いました。

紹介だけになる図書もありますが、ぜひ今後の読書の参考にしてください。

（展示期間：2017．10/16-11/13）
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コメント推薦者氏名 タイトル 所蔵

医8F図書

159//I53//1335

医9F図書

493.95//MI88//9751

医8F図書

914.6//SO42//1317

したたかな魚たち -カコクな世界を生きぬけ!-(角川新
書 K-127) /
松浦 啓一[著] -- KADOKAWA,2017.3.

スキューバダイビングが趣味なので、海中で出会うお魚た
ちについての生態などがわかり、次に出会った時に思い
出してよく観察するようになりました。好きなことや興味の
あることを別の角度から調べると面白いですよ。

コウノドリ /
鈴ノ木ユウ[著] --講談社.

産科医療を取り上げたマンガで、綾野剛さんが産科医に
なってテレビドラマにもなりました。現役の産科医師が監
修しているので、とにかく産科医療、NICU医療がリアルに
描かれていて、「あるある」の連発です。母と子の生命を
守り、家族を支える産科・小児科医療・看護をぜひ見てほ
しいです。

医9F図書

491.65//H61//1347

医9F図書

493.47//SH18//1295

医9F図書

495.5//W74//9618

医9F図書

495.5//W74//8088

医9F図書

491.42//TS64//2010

赤ちゃんが大好きで助産師になった私ですので、とにか
く、かわいい赤ちゃんの写真に魅せられました。写真に添
えられたメッセージから、改めて大切ないのちを守る医
療・看護のすばらしさ、いのちのはかなさ、臨床で感じる
生命力のちから強さを感じます。

田守昭博
（輸血部）

肝疾患レジデントマニュアル /
柴田実, 加藤直也編集. -- 第3版. -- 医学書院,
2017.6.

治療法の進歩がめざましいウイルス性肝疾患について最
新の肝疾患診療を概説しているため学生・研修医の学習
に有用と考え推薦します。

※上記図書の原著
Williams obstetrics /
[edited by] F. Gary Cunningham ... [et al.]. -- 24th
ed.-- McGraw-Hill Medical, c2014.

（同上）

がん哲学外来の話 : 殺到した患者と家族が笑顔を取
り戻す / 樋野興夫著. --小学館, 2008.8

がん患者に接するときに参考になります。

玉上麻美
（母性看護学）

NICUのちいさないのち : 新生児集中治療室からの
フォトメッセージ /
宮崎雅子写真 ; ネオネイタルケア編集室編. -- メディ
カ出版, 2011.11.

出会いの幸福 /
曽野綾子著. -- ワック, 2017.3.

橘大介
（女性生涯

医学）

ウィリアムス産科学 /
[ウィリアムス著 ; F. Gary Cunninghamほか編] ; 東京
慈恵会医科大学産婦人科学講座「Williams
OBSTETRICS」翻訳委員会訳. -- 南山堂, 2015.7.

ベーシックから臨床現場にまで使用可能な必携本

鶴田大輔
（皮膚病態学）

小さな小さなクローディン発見物語 : 若い研究者へ遺
すメッセージ /
月田承一郎著. -- 羊土社, 2006.2.

著名な細胞生物学者の亡くなるひと月前の自叙伝。研究
成果発見への道筋、対人関係、夫婦関係など、学ぶべき
ところが多い。

藏城雅文
（代謝内分泌
病態内科学）

考え方 : 人生・仕事の結果が変わる /
稲盛和夫著. -- 大和書房, 2017.4.

社会人として今後の人生の分岐点に立った際に非常に
有益な本である。

曽野綾子氏に人生を語ってくれた素晴らしき人たちを取
り上げた本です。この本を読んで、世界の貧困や知らな
いことを知る機会となり、人との出会いについて考えまし
た。たくさんの人と出会う必要はなくても、いろんな意味で
ステキな人との出会いを大切にしたいと思います。

玉田聡
（泌尿器
病態学）
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コメント推薦者氏名 タイトル 所蔵

(杉本）4F新書版

491.371//R41//5199

(杉本）2F学生選書

491.371//L63//0053

医8F図書

(杉本）3F開架新体系

467.3//C17//4890

(杉本）3F開架新体系

467.3//C17//1476

医9F図書

410.36//E49//1319

快感回路 : なぜ気持ちいいのかなぜやめられないの
か / デイヴィッド・J・リンデン著 ; 岩坂彰訳. -- 河出書
房新社, 2012.1.

秋の夜長におすすめです。

中島裕司
（器官構築
形態学）

つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前
線 / 理化学研究所脳科学総合研究センター編. --
講談社, 2016.11.

秋の夜長におすすめです。

ジャンクDNA : ヒトゲノムの98%はガラクタなのか? /
ネッサ・キャリー著 ; 中山潤一訳. -- 丸善出版,
2016.4.

上記書籍と同じ著者および訳者の書籍。ゲノムの98%を
占めるジャンクDNA（遺伝子をコードしていないDNA。も
ちろん今はジャンクという認識はない）と様々な遺伝病の
関わりについて、生物学の基礎だけでなく最新のトピック
や研究成果をまじえて、non coding RNAを中心に分かり
やすく紹介している。
こちらも上記書籍と同様に非常に分厚い本であるが、著
者による多種多様な例え話をはじめとした生物学になじ
みのない読者に対する工夫が随所に織り込まれており、
非常に読みやすく、また前作よりもさらに専門(すぎる)用
語を抑えているので、初学者に特におすすめである。

マスペディア1000 = Mathpedia 1000 /
リチャード・エルウィス著 ; 宮本寿代訳. -- ディスカ
ヴァー・トゥエンティワン, 2016.12.

数学の広範囲な分野をカバーしている数学辞典。ふわっ
と疑問が出たときにサッと調べたり、数学好きな人には基
礎の確認ができたり、数学に興味がない人にも分かり易
く、かつ短い文章で解説が為されているので、デスクのそ
ばに置いておきたい書籍。辞書なので、調べたい項目の
周囲の2～3項目が目に入り、数学の世界にどんどん引き
込まれていきます。

藤岡正喜
（分子病理学）

エピジェネティクス革命 : 世代を超える遺伝子の記憶
/ ネッサ・キャリー著 ; 中山潤一訳. -- 丸善出版,
2015.7.

一卵性双生児においても違いがあるのは何故なのか。癌
とは何か。など、非常に興味の持てる内容について身近
な比喩表現を用いて、塩基配列によらない遺伝形質であ
る「エピジェネティクス」について解説している。私自身、
学部生時代にエピジェネティクスの魅力に取りつかれた
一人であるが、この本は非常に楽しく読ませていただい
た。エピジェネティクス研究者だけでなく、生命の不思議
に興味のある学生に読んでもらいたい。

188.84//H64//1350

根来伸夫
（循環器
内科学）

「見えないもの」を大切に生きる。 :  生活と心を調える
禅的思考のすすめ /
平井正修著. --幻冬舎, 2015.12

市大医の学生さんに必要なものは「見えないもの」をどう
取り扱うかである。
例えば、「鎌状赤血球症」は、異常ヘモグロビン（ヘモグ
ロビンβ鎖の6番目のアミノ酸に置換）が原因で生じること
が発見された。同じ異常ヘモグロビンが原因の溶血性貧
血である「βサラセミア」は、日本人の８００人から１０００人
に１人に存在する頻度の多い疾患である。日本人臨床医
の多くはその存在すら知らないのだ。
原因不明の溶血性貧血の患者が受診してきた時、他人
の力を借りず自分だけで診断ができるかどうか、自分自
身に問うことである。後に、鎌状赤血球症およびサラセミ
アは世界ではじめての「分子構造異常症」であることが明
らかになってくる。

想像力が必要なものは、単に本を読んで知識を増やして
も、どうしてもたどり着けないものである。これらは真に
迫った体験にて理解することができる。
「禅」に通じるところである。世俗に染まっていない新入生
の内に、この「見えないもの」を大切に生きることが将来の
自分を育てていくことに気づいてほしい。さらに、医学書
ではないが、「自分が生きているこの世界が何物なのか」
を知るきっかけにしてほしい。

以下はその文章のさわりである。
「自信が持てない。やりたいことが見つからない。何を
やっても充実感がない。人を許せない。年をとるのが怖
い。人が妬ましい。片付けができない。SNSの「いいね! 」
が気になって仕方ない……。
日々、悩みが尽きないのは、「自分にとって大切なものが
なにか」を見失っているから。」
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コメント推薦者氏名 タイトル 所蔵

医8F図書

350.1//N86//8800

医8F図書

689.5//MO62//1315

医8F図書

913.6//Y91//0070
913.6//Y91//0071

医8F図書

913.6//A38//1316

医8F図書

368.6//Y79//2496

医8F図書

336.3//KE18//1288

医8F図書

336.3//E22//0247

医8F図書

361.454//SC2//1318

医8F図書

141.5//ME11//0249

医8F図書

336.2//O35//1286

海の翼 : エルトゥールル号の奇蹟 /
秋月逹郎著. -- PHP研究所, 2014.7.

日本人を誇りに思える。

溝端康光
（救急医学）

データ分析のための思想と方法 /
ダイヤモンド社, 2014.10. (統計学が最強の学問である
/ 西内啓著 ; 実践編).

統計についてわかりやすく勉強できます。

USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったの
か? / 森岡毅 [著]. -- KADOKAWA, 2016.4.

USJがなぜディズニーを追い越すまでにいたったか。計
画的な取り組みが興味深い。

世界はシステムで動く : いま起きていることの本質をつ
かむ考え方 /
ドネラ・H・メドウズ著 ; 枝廣淳子訳. -- 英治出版,
2015.1.

世界では、システム思考が、病院の組織運営、医療の
質・安全の向上の基本中の基本。

トヨタの失敗学 : 「ミス」を「成果」に変える仕事術 /
OJTソリューションズ著. -- KADOKAWA, 2016.8.

職員が一番成長できる組織は、失敗から学ぶことを奨励
している組織。失敗を責めず、失敗に向き合い仕組みを
変えようとする人は尊重する。失敗から学ばない、動かな
い、隠す人を冷遇する組織だ。世界のトヨタからのメッ
セージ。

チームが機能するとはどういうことか : 「学習力」と「実
行力」を高める実践アプローチ /
エイミー・C・エドモンドソン著 ; 野津智子訳. -- 英治
出版, 2014.5.

自由に意見を述べあい、失敗に向き合える組織を作る
と、安全と創造が両方手に入る。最も重要なのはリーダー
シップ。

問いかける技術 : 確かな人間関係と優れた組織をつく
る / エドガー・H・シャイン著 ; 原賀真紀子訳. -- 英治
出版, 2014.12.

GO & SEE & ASK（三現主義）はリーダーの務め。問いか
ける・聴く技術は、リーダーとして必須のスキル。

山口悦子
（医療安全
管理学）

なぜ人と組織は変われないのか : ハーバード流自己
変革の理論と実践 /
ロバート・キーガン, リサ・ラスコウ・レイヒー著 ; 池村千
秋訳. -- 英治出版, 2013.10.

しない・させない・できない理由ばかり考える人―通称
SSD―がはびこるのはなぜか？その理由と、組織として乗
り越える方法を示す。

白い航跡 /
吉村昭 [著]. -- 上, 下. -- 講談社, 1994.5.

脚気の治療法を突き止めた高木兼寛の話。疫学を知るう
えでも興味深い。

森口由佳子
（小児看護学）

身近な危険から子どもを守る本 : 子どもの安全・安心
ノート / 横矢真理. --大和書房, 2004.8

子どもの日常生活の中で起こり易いいろいろな困りごとに
ついて、子どもがどのように行動したらよいかがクイズ形
式等で取り上げられています。子どもが学校や地域社会
で、自分の身を守りながら、幸せに生きてゆけるための知
識が詰まっていて、私たち大人が子どもから相談を受け
た時にも役立つと思います。
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