
No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

1
京大医学部で教える合理的思考 (日経ビジネス人文庫 ; 776, [な7-
1])

中山健夫著
日本経済新聞
出版社

医8F図書 141.5//N45//6176

No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

2 知的障害者雇用ハンドブック 原町成年寮編著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

医8F図書 366.28//H32//6184

3 漂流女子:にんしんSOS東京の相談現場から (朝日新書;637) 中島かおり著 朝日新聞出版 医8F図書 367.21//N34//6183

学 生 選 書
2017

『京大医学部で教える合理的思考』
医師として働いていく上で役立ちそうなことが書かれているから。

『クルスティッチ立体組織学アトラス』
組織の立体構造に注目したアトラス。実習系授業でのスケッチのレポートのお供に

どうぞ。絵は微細かつ精密で、組織のモデルを理解するのに向いていると思われる。

テスト対策にも使える。

『私家版精神医学事典』
一精神科医が自身の脳内を自由連想で記述した奇書。精神科にロマンを感じる人、

精神分析学に興味のある方にオススメです。雑学が好きな方も是非どうぞ。

(※通常の事典としての役割は期待しないでください。)

『漂流女子 にんしんSOS東京の相談現場から』

『はい。赤ちゃん相談室、田尻です。』
純粋には喜べない妊娠のお話です。周産期医療に興味のある方に読んでもらいた

いです。

『知的障害者雇用ハンドブック』
知的障害者の雇用と企業としての成長を両立した事例がまとめられています。人を

活かす方法が学べると思います。

『恋する統計学 推測統計入門』
統計で苦しんでいる1回生の力になってくれる本です。



4 どうなってるんだろう?子どもの法律:一人で悩まないで!
山下敏雅, 渡辺雅
之編著

高文研 医8F図書 367.6//Y44//6192

5
はい。赤ちゃん相談室、田尻です。:こうのとりのゆりかご・24時間SOS
赤ちゃん電話相談室の現場
(シリーズ・福祉と医療の現場から;1)

田尻由貴子著 ミネルヴァ書房 医8F図書 369.41//TA26//6188

6 チームで育む病気の子ども:新しい病弱教育の理論と実践 松浦俊弥編著 北樹出版 医8F図書 378.4//MA86//6189

7 恋する統計学:推測統計入門:確率、推定、検定、t分布、χ〔2〕分布 金城俊哉著 秀和システム 医9F図書 417.6//KI44//6191

8 面白くて眠れなくなる解剖学 坂井建雄著
PHPエディター
ズ・グループ

医9F図書 491.1//SA29//6187

9 クルスティッチ立体組織学アトラス R.クルスティッチ著 西村書店 医9F図書 491.11//KR7//6181

10 科学知と人文知の接点:iPS細胞研究の倫理的課題を考える

山中伸弥監修
京都大学iPS細胞研究
所上広倫理研究部門
編

弘文堂 医9F図書 491.11//KY6//6178

11 こわいもの知らずの病理学講義 仲野徹著 晶文社 医9F図書 491.6//N39//6180

12 臨床医のための免疫キーワード110 ; 4版 矢田純一著
日本医事新報
社

医9F図書 491.8//Y66//6179

13 精神医学事典 ; 私家版 春日武彦著 河出書房新社 医9F図書 493.7//KA79//6177

14 怖くて眠れなくなる感染症 岡田晴恵著
PHPエディター
ズ・グループ

医9F図書 493.8//O38//6186

15 テキストブック児童精神科臨床 井上勝夫著 日本評論社 医9F図書 493.937//I55//6185

16
ミサイルの科学:現代戦に不可欠な誘導弾の秘密に迫る (サイエンス・
アイ新書;SIS-354)

かのよしのり著 SBクリエイティブ 医8F図書 559.5//KA58//6190

17 リカバリーの科学:スポーツパフォーマンス向上のための最新情報
Christophe
Hausswirth,Iñigo
Mujika編集

ナップ 医8F図書 780.19//H45//6182



No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

18 自閉症の僕が跳びはねる理由 ; 2 (角川文庫 ; 19802, 19816) 東田直樹[著] KADOKAWA 医8F闘病記 378//H55//6194//障害3

19 スピリチュアルケア (地球人選書,講座スピリチュアル学;第1巻)
鎌田東二企画・編
伊藤高章[ほか]執
筆

ビイング・ネット・
プレス

医9F図書 490.16//KA31//6203

20 医療者と宗教者のためのスピリチュアルケア:臨床宗教師の視点から 谷山洋三著 中外医学社 医9F図書 490.16//TA88//6199

21 禅僧が医師をめざす理由 対本宗訓著 春秋社 医9F図書 490.16//TS91//6196

22 僧医として生きる 対本宗訓著 春秋社 医9F図書 490.16//TS91//6197

23 『トシ、聴くだけであなたの医療英単語が100倍になるCDブックよ。』 田淵アントニオ著 SCICUS 医9F図書 490.34//TA12//6193

24 本当にあった医学論文=Theincrediblemedicalpaper ; 3 倉原優著 中外医学社 医9F図書 490.7//KU51//6198

25 美しい人体図鑑:ミクロの目で見る細胞の世界
コリン・ソルター総編
集
三村明子訳

ポプラ社 医9F図書 491.11//SA56//6200

26 病原微生物学:基礎と臨床
荒川宜親, 神谷茂,
柳雄介編.

東京化学同人 医9F図書 491.7//A63//6202

27 ウイルス (わかっちゃう図解) 阿部純子著 新紀元社 医9F図書 491.77//A12//6201

28 ウイルスと感染症:エボラ出血熱 (ニュートン別冊) -- ニュートンプレス 医9F図書 493.87//V81//6195

29 基礎から学ぶ楽しい疫学 ; 第3版 中村好一著 医学書院 医9F図書 498.6//N37//1396

『トシ、聴くだけであなたの医療英単語が１００倍になるＣＤブックよ。』
医学英語の学習にも読み物にも使える一冊です。

『医療者と宗教者のためのスピリチュアルケア:臨床宗教師の視点から』
皆さんは臨床宗教師という職業をご存知だろうか。現在、この職業が国家資格になる

ということで、話題を呼んでいる。

臨床宗教師が注目され始めたのは東日本大震災以降である。臨床宗教師とは、被災

地や医療現場において、死に直面した人々の精神的ケアを行う宗教者である。宗教

者ではあるが、布教活動は行わない。自分がなぜ死ななければならないのか、なぜ

家族は死ななければならなかったのか、死の苦しみにもがく人々に、自らの死生観を

持って新しい道筋を示していくことを仕事とする。臨床宗教師には誰でもなれるわけで

はなく、大学での修業課程を終えた者のみが名乗ることができる。

日本は超高齢化社会を迎えており、ベッドサイドケアを担う人材はどんどん必要に

なってくるであろうし、自らが医療従事者として臨床宗教師と一緒に仕事を行う機会も

ますます増えてくると考えられる。

本書を読むことで臨床宗教師について少しでも知っていただけたらと思い選書させて

いただいた。



No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

30
細胞と生命:生物を形づくる精緻な装置の神秘にせまる (ニュートン別
冊)

-- ニュートンプレス 医9F図書 463//SA17//6209

31 『通じる力』医師のためのコミュニケーションスキル入門 村田敬著 金芳堂 医9F図書 490.14//MU59//6215

32 皮膚科(シリーズまとめてみた) 天沢ヒロ著 医学書院 医9F図書 490.79//A43//6204

33
先端科学の現場で見る人体の神秘.日経ナショナルジオグラフィック
社 (日経BPムック.ナショナルジオグラフィック別冊;3)

-- 日経BP社 医9F図書 491.3//SE74//6216

34
脳とニューロン:ニューロンから脳の機能と仕組みに迫る (ニュートン別
冊)

-- ニュートンプレス 医9F図書 491.371//N97//6207

35
体と病気の科学知識:日頃の不調や病気を正しく理解する (ニュートン
別冊)

-- ニュートンプレス 医9F図書 491.6//KA62//6208

36 血液形態アトラス
矢冨裕, 増田亜希
子, 常名政弘編集

医学書院 医9F図書 492.17//Y66//6205

37 臨床につながる脳疾患学 岡島康友編著 医歯薬出版 医9F図書 493.73//O39//6206

38 医療否定本の嘘:ミリオンセラー近藤本に騙されないがん治療の真実 勝俣範之著 扶桑社 医9F図書 494.5//KA88//6212

39 がん治療の95%は間違い (幻冬舎新書 ; 398, [こ-23-1]) 近藤誠著 幻冬舎 医9F図書 494.5//KO73//6210

40 「抗がん剤は効かない」の罪:ミリオンセラー近藤本への科学的反論 勝俣範之著 毎日新聞社 医9F図書 494.53//KA88//6213

41 腎生検診断Navi ; 改訂第2版 片渕律子編著 メジカルビュー社 医9F図書 494.93//KA81//6214

42 テロメア生命(いのち)の回数券:健康長寿の秘密おしえます ; 改訂版 白鳥早奈英著 自由国民社 医9F図書 498.583//SH86//6211

『「抗がん剤は効かない」の罪』
EBMに基づく正しいがん治療を全てのがん患者に受けてほしいという筆者の熱い思いが

伝わってくる1冊です。



No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

43
高齢社会の政治経済学:日本の高齢者福祉政策を中心に (新・
Minerva福祉ライブラリー;26)

尹文九著 ミネルヴァ書房 医8F図書 369.26//Y98//1397

44
医学部に行きたいあなた、医学生のあなた、そしてその親が読むべき
勉強の方法

岩田健太郎著 中外医学社 医9F図書 490.7//I97//6217

45 今さら聞けない画像診断のキホン
西川正憲[ほか]著
日経メディカル編集

日経BP社 医9F図書 492.1//N83//6218

46 なぜベイズを使わないのか!?:臨床試験デザインのために 手良向聡著 金芳堂 医9F図書 417//TE54//6223

No 書名 著者 出版社 配置場所 請求記号

47 すべて、患者さんが教えてくれた終末期医療のこと 大津秀一著 河出書房新社 医9F図書 490.15//O87//6221

48 中国古代医学大系:漢方・鍼灸の源流:家本誠一論文集 家本誠一著 静風社 医9F図書 490.9//I21//6228

49 テロメア・エフェクト:細胞から若返る!:健康長寿のための最強プログラム
エリザベス・ブラック
バーン, エリッサ・エ
ペル著

NHK出版 医9F図書 491.358//B52//6229

50 一般社団法人日本静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養テキストブック
日本静脈経腸栄養
学会編集

南江堂 医9F図書 492.26//N77//6222

『高齢社会の政治経済学』
未来の医療に目を向けることで、今自分がなにをすべきかを改めてみつめなおす機会に

なると思います。

『今さら聞けない画像診断のキホン』
ポリクリ学生向けで、実習で当たった症例の画像診断を自分で読み解く手助けになると

思います。

『医学部に行きたいあなた、医学生のあなた、そしてその親が読むべき勉強の方法』
試験に追われている医学生全般に向けて、自分のために勉強することを考えさせられる

本です。今の医学生に必要なのは、学力よりも、勉強に対する意識ではないでしょうか。

今までは医学生の立場から、病気や治療そのものに視点を向けていました。最終学年にな

ると視野も広がり、実際に医療現場での医師の視点を知りたいという思いから、この度選書

させて頂きました。

普段している勉強とは一味違った視点で選書しました。

法律や経営などはいずれも医師になってから役に立つのではないかと思います。

また、勉強の合間に漫画的感覚で見て楽しく勉強になる画像診断の本も数冊選ばせていた

だきました。



51 医者よ、老人を殺すな! 和田秀樹著 ロングセラーズ 医9F図書 493.185//W12//6233

52 小児神経の画像診断:脳脊髄から頭頸部・骨軟部まで 大場洋編著
学研メディカル
秀潤社

医9F図書 493.937//O11//6224

53
子ども虐待の画像診断:エビデンスに基づく医学診断と調査・捜査のた
めに

ポール・K.クラインマ
ン編

明石書店 医9F図書 493.94//KL4//1399

54 病院は東京から破綻する:医師が「ゼロ」になる日 上昌広著 朝日新聞出版 医9F図書 498.021//KA37//6219

55 詳説再生医療法:再生医療等の安全性の確保等に関する法律 團野浩編著 ドーモ 医9F図書 498.12//D38//6234

56
裁判例から学ぶインフォームド・コンセント:患者と医療者をつなぐため
に

福崎博孝 民事法研究会 医9F図書 498.12//F85//6226

57 医療六法 ; 平成29年版
医療法制研究会監
修

中央法規出版 医9F参考 498.12//I67//1398

58 大学病院の奈落 高梨ゆき子著 講談社 医9F図書 498.12//TA46//6220

59 2025年へのカウントダウン:地域医療構想・地域包括ケアはこうなる! 武藤正樹著 医学通信社 医9F図書 498.13//MU93//6227

60 医師の過重労働:小児科医療の現場から 江原朗著 勁草書房 医9F図書 498.14//E34//6230

61 ブラック病院 富家孝著 イースト・プレス 医9F図書 498.16//F73//6232

62 診療所経営の教科書:院長が知っておくべき数値と事例  ;第2版
小松大介著:大石佳
能子監修

日本医事新報
社

医9F図書 498.163//KO61//6225

63 死体格差:解剖台の上の「声なき声」より 西尾元著 双葉社 医9F図書 498.9//N86//6231


