
NO. 書名 配置場所 請求記号

1 人間の未来 AIの未来 / 山中伸弥, 羽生善治著. -- 講談社, 2018.2. 医9F図書北 007.13//Y34//1996

2
「自己決定権」という罠 : ナチスから相模原障害者殺傷事件まで / 小松美彦著 ; 今野哲男聞き手.
-- 言視舎, 2018.8.

医9F図書北 151.2//KO61//6569

3
看取りのお医者さん / CBCラジオ原案 ; ひぐらしカンナ漫画. -- KADOKAWA, 2017.4. -- (MF
comic essay).

医9F図書北 369.261//MI62//1972

4 佳く生きる / 天野篤著. -- セブン&アイ出版, 2018.7. 医9F図書南 490.4//A43//1967

5 いち病理医の「リアル」 / 市原真著. -- 丸善出版, 2018.2. 医9F図書南 491.6//I13//6568

6
ヘレンハウス物語 : 世界で初めてのこどもホスピス / ジャクリーン・ウォースウィック著 ; 仁志田博司,
後藤彰子監訳. -- クリエイツかもがわ, 2018.9.

医9F図書北 492.918//W89//6567

7
研修医になったら必ず読んでください。 : 診療の基本と必須手技、臨床的思考法からプレゼン術まで
/ 岸本暢将, 岡田正人, 徳田安春著. -- 羊土社, 2014.3.

医9F図書南 492//KI58//6583

8
ザ・総合診療医 : 地域医療を語り合った仲間たち / 山田隆司著 ; 地域医療振興協会編. -- メディ
カルサイエンス社, 2015.6.

医9F図書南 498//Y19//1970

9
開業医のための資産形成術 / 恒吉雅顕著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング. -- (経営者新書 ;
144).

医9F図書南 498.14//TS79//1964

10
医師のための資産形成入門 / 山下晃司著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング, 2018.9. -- (経営
者新書 ; 205).

医9F図書南 498.14//Y44//1965

11 65歳、医師はじめて挑む病院経営 / 川村一彦著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング. 医9F図書南 498.163//KA95//1966

12
21の成功事例に見る!地域から支持・信頼される"地域対話型"の診療所経営 / TKC全国会医業・会
計システム研究会医科クリニック支援委員会編著. -- TKC出版, 2015.10.

医9F図書南 498.163//TI9//1969

13 学生のための法医学 / 田中宣幸 [ほか] 著. -- 改訂6版. -- 南山堂, 2006.11. 医9F図書南 498.9//TA84//1997

14 監察医の祈り / 上野正彦 [著]. -- ポプラ社, 2016.2. -- (ポプラ文庫). 医9F図書南 498.9//U45//1968
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15 Rによるやさしいテキストマイニング / 小林雄一郎著 ; 活用事例編. -- オーム社, 2017.2-. 医9F図書南 007.6//KO12//6572

16
中動態の世界 : 意志と責任の考古学 / 國分功一郎著. -- 医学書院, 2017.4. -- (シリーズケアを
ひらく).

医9F図書北 130//KO45//6586

17
吃音の当事者研究 : どもる人たちが「べてるの家」と出会った / 向谷地生良, 伊藤伸二著. -- 金子
書房, 2013.9.

医9F図書北 369.276//MU24//6584

18
Rによる多変量解析入門 : データ分析の実践と理論 / 川端一光, 岩間徳兼, 鈴木雅之共著. --
オーム社, 2018.7.

医9F図書南 417//KA91//6588

19 統計学図鑑 / 栗原伸一, 丸山敦史共著. -- オーム社, 2017.9. 医9F図書南 417//KU61//1993

20 はじめてのR : ごく初歩の操作から統計解析の導入まで / 村井潤一郎著. -- 北大路書房, 2013.9. 医9F図書南 417//MU41//2000

21 「医療統計」わかりません!! / 五十嵐中, 佐條麻里著. -- 東京図書, 2010.7. 医9F図書南 490.19//I23//6585

22
神秘の巨大ネットワーク ; "腎臓"が寿命を決める / NHKスペシャル「人体」取材班編. -- 東京書籍,
2018.1. -- (NHKスペシャル . 人体 : 神秘の巨大ネットワーク ; 1).

医9F図書南 491.3//J52//1985

23
驚きのパワー!"脂肪と筋肉"が命を守る : "骨"が出す!最高の若返り物質 / NHKスペシャル「人体」取
材班編. -- 東京書籍, 2018.4. -- (NHKスペシャル . 人体 : 神秘の巨大ネットワーク ; 2).

医9F図書南 491.3//J52//1986

24
"生命誕生"見えた!母と子ミクロの会話 ; "健康長寿"究極の挑戦 / NHKスペシャル「人体」取材班編.
-- 東京書籍, 2018.8. -- (NHKスペシャル . 人体 : 神秘の巨大ネットワーク ; 4).

医9F図書南 491.3//J52//6589

25
万病撃退!"腸"が免疫の鍵だった ; "脳"すごいぞ!ひらめきと記憶の正体 / NHKスペシャル「人体」取
材班編. -- 東京書籍, 2018.6. -- (NHKスペシャル . 人体 : 神秘の巨大ネットワーク ; 3).

医9F図書南 491.3//J52//6590

26
最新精神・神経遺伝医学研究と遺伝カウンセリング / 戸田達史編集. -- メディカルドゥ, 2017.4. --
(遺伝子医学MOOK ; 別冊 . 最新遺伝医学研究と遺伝カウンセリング ; シリーズ2).

医9F図書南 491.69//TO17//1999

27
失われてゆく、我々の内なる細菌 / マーティン・J・ブレイザー [著] ; 山本太郎訳. -- みすず書房,
2015.7.

医9F図書南 491.7//B55//6587

28
相模原事件はなぜ起きたのか : 保安処分としての措置入院 / 井原裕著. -- 批評社, 2018.7. --
(メンタルヘルス・ライブラリー ; 39).

医9F図書南 493.7//I25//1974

29
成人の高機能広汎性発達障害とアスペルガー症候群 : 社会に生きる彼らの精神行動特性 / 広沢
正孝著. -- 医学書院, 2010.11.

医9F図書南 493.76//H72//6570

『中動態の世界 意志と責任の考古学』

生活習慣病や精神病など、往々にして「意志の弱さ」が原因にされがちな病に多く

の人が苦しんでいる。

「強くなる」ことだけが本当に解決の道なのだろうか？「意志」という言葉・概念の歴

史を問い直すことで、私たちは新しいアプローチを得ることができるかもしれない。

知的好奇心を満たしつつ人間観を広げることの出来る一冊。

『人体〜神秘の巨大ネットワーク〜』

美しいグラフィックがたくさん載っています。眺めているだけでも楽しいです。

休憩時間の読みものとしておすすめです！

『Rによる多変量解析入門』

『はじめてのR』

『Rによるやさしいテキストマイニング』

統計ソフトRについて書かれた図書です。医療統計学やプログラミングなどに興味が

ある方におすすめです！
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30
「ADHD(注意欠陥/多動性障害)関連」論文集. -- 星和書店, 2007.10. -- (「精神科治療学」選定
論文集).

医9F図書南 493.937//A16//1998

31 医療通訳入門 / 連利博監修. -- 松柏社, 2007.9. 医9F図書南 498.14//I67//6571

32
病気はなぜ、あるのか : 進化医学による新しい理解 / ランドルフ・M・ネシー, ジョージ・C・ウィリアムズ
著 ; 長谷川眞理子, 長谷川寿一, 青木千里訳. -- 新曜社, 2001.4.

医9F図書南 491.69//N66//1988

33
よくみる子どもの皮膚疾患 : 診療のポイント&保護者へのアドバイス / 佐々木りか子編集 ; 佐々木りか
子, 日野治子, 馬場直子執筆. -- 医学書院, 2018.7. -- (ジェネラリストBOOKS).

医9F図書南 493.94//SA75//1987

34
10万個の子宮 : あの激しいけいれんは子宮頚がんワクチンの副反応なのか / 村中璃子著. -- 平凡
社, 2018.2.

医9F図書南 495.43//MU51//1992

35
世界を救った日本の薬 : 画期的新薬はいかにして生まれたのか? / 塚﨑朝子著. -- 講談社,
2018.3. -- (ブルーバックス ; B-2050).

医9F図書南 499.6//TS67//2025

NO. 書名 配置場所 請求記号

36
日経サイエンスで鍛える科学英語 : Scientific english with Scientific American/Nikkei Science / 日
経サイエンス編集部編 ; [1] - 医療・健康編. -- 日経サイエンス社.

医9F図書南 407//N73//6593

37 もやしもんと感染症屋の気になる菌辞典 / 岩田健太郎著 ; 石川雅之絵. -- 朝日新聞出版, 2017.3. 医9F図書南 491.7//I97//1973

38
京都ERポケットブック / 洛和会音羽病院救命救急センター・京都ER編集 ; 荒隆紀執筆. -- 医学書
院, 2018.6.

医9F図書南 492.29//R12//6574

39 NICUのギ・モ・ン98+2 / 河井昌彦著. -- 金芳堂, 2016.6. 医9F図書南 493.95//KA93//1975

40 NICU : ベッドサイドの診断と治療 / 河井昌彦著. -- 第4版. -- 金芳堂, 2016.12. 医9F図書南 493.95//KA93//1976

41 公衆衛生がみえる2018-2019 / 医療情報科学研究所編集. -- 第3版. -- Medic Media, 2018.3. 医9F図書南 498//I67//6594

42 疑問・難問を解決! : 外国人診療ガイド / 西村明夫著. -- メジカルビュー社, 2009.9. 医9F図書南 498//N84//6573

43 病気と健康の世界地図 / Diarmuid O'Donovan [著] ; 千葉百子訳. -- 丸善, 2009.11. 医9F図書南 498//O17//6591

44
子どもと健康の世界地図 : 劣悪な環境におかれた子どもたち / Bruce Gordon, Richard Mackay, Eva
Rehfuess [著] ; 平野裕二訳. -- 丸善, 2008.2.

医9F図書南 498.7//G67//1971

45
臨床法医学入門 : コメディカルにも役立つ虐待・性犯罪・薬物対応の基礎知識 / 山田典子編著. --
明石書店, 2017.12.

医9F図書南 498.9//Y19//6575

NO. 書名 配置場所 請求記号

46
ゲノム編集からはじまる新世界 : 超先端バイオ技術がヒトとビジネスを変える / 小林雅一著. -- 朝日
新聞出版, 2018.3.

医9F図書南 467.25//KO12//1981

『子どもと健康の世界地図 劣悪な環境におかれた子どもたち』

『病気と健康の世界地図』

図や写真がたくさん載って、とてもわかりやすいけれどお値段が高めの本だったの

で、こういう本こそ図書館にあったらたくさんの人が読めるのではないかと思って選

びました。

英語は大切だと思ったから。

診断力を付けたいと思ったから。
（英語学習用資料多数）

『USMLE Step1 Lecture Notes』

医学英語を勉強する上で取っ掛かりとなる良いテキストだ

と思います。USMLEを取得したい、留学をしたい、英語で

医学を学んでみたいといった思いを持つ学生は是非読ん

でみてください。



NO. 書名 配置場所 請求記号

51
ゲノムが語る生命像 : 現代人のための最新・生命科学入門 / 本庶佑著. -- 講談社, 2013.1. --
(ブルーバックス ; B-1800).

医9F図書南 467.3//H85//1995

52
キクタンメディカル : 聞いて覚える医学英単語 / 高橋玲著.. -- アルク, 2010.1-
 1.人体の構造編 ,2.症候と疾患編 ,3.診療と臨床検,4.保健医療編,6.薬剤編

医9F図書南
490.7//TA33//6576～
　　　　　　　　　　　　　6580

53 Rapid Review Pathology 5th Edition 医9F図書南 491.6//G61//2128

54
「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで / 国立がん研究センター研究所編. --
講談社, 2018.6. -- (ブルーバックス ; B-2062).

医9F図書南 491.65//KO49//2024

55
脳・脊椎病変の画像診断 / Osborn [ほか著] ; 青木茂樹, 星地亜都司, 斉藤延人監訳. -- 南江堂,
2013.4.

医9F図書南 492.43//O74//2001

56
産科 / 医療情報科学研究所編. -- 第4版. -- Medic Media, 2018.10. -- (病気がみえる / 医療
情報科学研究所編 ; v. 10).

医9F図書南 492//B99//1978

57
婦人科・乳腺外科 / 医療情報科学研究所編. -- 第4版. -- Medic Media, 2018.10. -- (病気がみ
える / 医療情報科学研究所編 ; v. 9).

医9F図書南 492//B99//6581

58
免疫・膠原病・感染症 / 医療情報科学研究所編. -- 第2版. -- Medic Media, 2018.9. -- (病気が
みえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 6).

医9F図書南 492//B99//6592

59 イラストで理解するみんなの血液内科学 / 渡邉純一著. -- 中外医学社, 2018.8. 医9F図書南 493.17//W46//1963

60 Dr.山本のこの一冊で血栓症がとことんわかる! / 山本晃士著. -- 中外医学社, 2018.5. 医9F図書南 493.24//Y31//6582

61 骨軟部病変の画像診断 / Manaster [ほか著] ; 吉川秀樹, 田中壽監訳. -- 南江堂, 2014.4. 医9F図書南 493.6//MA43//1980

62 医学生・研修医のための神経内科学 / 神田隆著. -- 改訂3版. -- 中外医学社, 2018.4. 医9F図書南 493.7//KA51//1982

63
実践Onco-Cardiology : がん臨床医と循環器医のための新しいテキスト / 向井幹夫編著. -- 中外医
学社, 2018.9.

医9F図書南 494.5//MU24//2002

64 日米がん格差 : 「医療の質」と「コスト」の経済学 / アキよしかわ著. -- 講談社, 2017.6. 医9F図書南 494.5//Y89//1983

65 皮膚症状110症例でみる内科疾患 : カラーアトラス / 出光俊郎編. -- 日本医事新報社, 2018.9. 医9F図書南 494.8//D56//1977

66 皮膚疾患クエスチョン100+α / 岸本和裕著. -- 中外医学社, 2018.10. 医9F図書南 494.8//KI58//1979

67 Jump-start! : 英語は39日でうまくなる! / 高山英士著. -- Linkage Club, 2017.9. 医9F図書北 830//TA56//2003

68 ハートで感じる英文法 : 決定版 / 大西泰斗, ポール・マクベイ著. -- NHK出版, 2018.8. 医9F図書北 835//O66//1984

69 USMLE Step1 Lecture Notes 2018 国試コーナー 貸出可能です

NO. 書名 配置場所 請求記号

68 目でみる薬理学入門　第3版Vol.1　心疾患の治療薬 電子ブック

69 目でみる薬理学入門　第3版Vol.8　感染症の治療薬 電子ブック

70
グレイ解剖学 / Richard L.Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M.Mitchell原著 ; 塩田浩平, 秋田恵一監
修・監訳. -- エルゼビア・ジャパン, 2016.2.

医9F図書南 491.1//D91//1991

71 解剖実習の手びき / 寺田春水, 藤田恒夫著. -- 11版. -- 南山堂, 2004.1. 医9F図書南 491.1//TE43//1990

72
カラー図解人体の正常構造と機能 / 坂井建雄, 河原克雅総編集. -- 全10巻縮刷版, 改訂第3版.
-- 日本医事新報社, 2017.1.

医9F図書南 491//SA29//1989

73
脳・神経 / 医療情報科学研究所編. -- 第2版. -- Medic Media, 2017.11. -- (病気がみえる / 医
療情報科学研究所編 ; v. 7).

医9F図書南 492//B99//1994
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