学生選書
医学科学生が選んだオススメ本 ９５冊がやってきた！！
今年も学生の皆さんに、図書館に置いて欲しい本を選んでもらいました。
★が今回購入した図書です。ぜひご利用ください。
＜医１回生＞

他の人の意見や上級生、Amazonなどで選びました。
医療入門書を中心に、ITの観点や1回生はあまり知らないので、
「病院」関係も選びました。
展示解除後
請求記号
配置場所
498.163//KI64//3446
医9F図書
★ 「病院」がトヨタを超える日 : 医療は日本を救う輸出産業になる! / 北原茂実 [著]. -- 講談社, 2011.1. -- (講談社+
医9F図書
498.04//KI64//3447
★ 「病院」が東北を救う日 / 北原茂実〔著〕. -- 講談社, 2011.11. -- (講談社+

タイトル

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

コメント

ためらいのリアル医療倫理 : 命の価値は等しいか? / 岩田健太郎著. -- 技術評論社, 2011.10. -- (Art of living生きる技術!叢書).
医9F図書
490.15//I97//3448

498.163//W22//3450
医療現場のデータベース活用 : ファイルメーカーを用いた医療データベース構築・活用術 / 若宮俊司, 吉田茂編集.
医9F図書
-- ライフサイエンス出版,
2011.6.

新IT医療革命 : スマホ、タブレットが変える / Team医療3.0著. -- アスキー・メディアワークス. -- (アスキー新書
医9F図書
; 207).

498//TE11//3449

医者は現場でどう考えるか / ジェローム・グループマン著 ; 美沢惠子訳. -- 石風社, 2011.10.

医9F図書

490.14//G87//3451

490.7//E44//3452

医療現場iPad活用ガイド / エクスナレッジ医学出版部編著. -- エクスナレッジ, 2011.1.

医9F図書

医療崩壊―「立ち去り型サボタージュ」とは何か

9F図書にあり 498.021//KO61//2001

延命医療と臨床現場 : 人工呼吸器と胃ろうの医療倫理学 / 会田薫子著. -- 東京大学出版会, 2011.7.

医9F図書

490.15//A25//3453

ケアの社会学 : 当事者主権の福祉社会へ / 上野千鶴子著. -- 太田出版, 2011.8.

医8F図書

369//U45//3454

医学と仮説 : 原因と結果の科学を考える / 津田敏秀著. -- 岩波書店, 2011.9. -- (岩波科学ライブラリー ; 184).
医9F図書

491.6//TS34//3455

精神科医隠された真実 : なぜ心の病を治せないのか / 斉尾武郎著. -- 東洋経済新報社, 2011.8. -- (プレミア健康選書).
医9F図書

493.7//SA22//3456

病院のしくみ : イラスト図解 / 木村憲洋, 川越満著. -- 日本実業出版社, 2005.2.

医9F図書

498.16//KI39//3457

石巻赤十字病院の100日間

9F図書にあり 498.89//I79//4584

; 山本雄士訳.
498.13//P83//3458
-- 日経BP社.
★ 医療戦略の本質 : 価値を向上させる競争 / マイケル・E・ポーター, エリザベス・オルムステッド・テイスバーグ著医9F図書
循環器疾患ビジュアルブック

493.2//O66//2344

脳神経疾患ビジュアルブック

493.73//MO66//2345

消化器疾患ビジュアルブック

493.4//KO75//2343

呼吸器疾患ビジュアルブック

493.3//I74//3891
このシリーズの本は見やすくわかり 9FSS,
494.93//SH23//3047
やすいと聞いたので医学生には良 9F図書にあ
493.12//H48//3050
いかと思いました
り
496.5//N41//4613

腎・泌尿器疾患ビジュアルブック
糖尿病・代謝・栄養疾患ビジュアルブック
耳鼻咽喉科疾患ビジュアルブック
婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック

495.4//TS82//4615

皮膚科疾患ビジュアルブック

494.8//I23//4554

リハビリテーションビジュアルブック

494.78//I52//4015

医学評論社のCBTこあかりシリーズ
1.オリエンテーション
2.オールチェック
3.（新）プール2012五肢択一形式篇【エッセンス】
3.（新）プール2012五肢択一形式篇【エッセンス】
3.（新）プール2012五肢択一形式篇【エッセンス】
3.（新）プール2012五肢択一形式篇【パーフェクト】
4.（新）プール2012連問形式篇【エッセンス】
4.（新）プール2012連問形式篇【パーフェクト】
5.（新）リ・コ 2012 最新問題篇
シリーズこあかりPlus 主要症候・医療面接がわかる

カリキュラム
もし可能ならCBT対策のものとして
改訂後、購
欲しいと思いました。
入します

＜医２回生＞

2回生全体の意見、書店で見つけたもの、先生と話題になった図書です。

タイトル
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

カラー図解 人体の正常構造と機能〈1〉呼吸器
カラー図解 人体の正常構造と機能〈2〉循環器
カラー図解人体の正常構造と機能 (3) 消化管
カラー図解 人体の正常構造と機能〈4〉肝・胆・膵
カラー図解 人体の正常構造と機能〈5〉腎・泌尿器
カラー図解人体の正常構造と機能 (6) 生殖器
カラー図解 人体の正常構造と機能〈7〉血液・免疫・内分泌
カラー図解 人体の正常構造と機能〈8〉神経系1
カラー図解人体の正常構造と機能 (9) 神経系2
カラー図解 人体の正常構造と機能〈10〉運動器
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. -- 日本医事新報社, 2012.1.
★ ギャノング生理学 原書23版
★ ガイトン生理学 原著１１版
★
★
★
★

症例ファイル 解剖学
症例ファイル 生理学
症例ファイル 生化学
解剖医ジョン・ハンターの数奇な生涯

★ グレイ解剖学の誕生―二人のヘンリーの1858年

コメント

展示解除後
配置場所

請求記号

近日中に改訂版が出るので、そ
準備中
ちらを購入して欲しいです。

２冊購入し、１冊をＳＳに置いて
欲しい
和訳本の最新版がないので入
れて欲しいという要望が多数あ
りました。
勉強している内容が臨床でどう
役立つかということが解る本が
欲しいです。

医9F図書
医9FSS

491//SA29//3492
491//SA29//3493

医9FSS

491.3//G19//3459

準備中
医9F図書
医9F図書
医9F図書

491.1//TO78//3460
491.3//TO78//3461
491.4//TO78//3462

読んだ事があり、先生とも話題 医9Fよみもの 289//MO39//3463
になった良い本なので。
医9F図書 491.1//R35//3464

＜医３回生＞

特にありません…。
＜医４回生＞

「病気がみえる」「Step」は基本なので、「講義録」シリーズを選びました。
タイトル
講義録呼吸器学
講義録循環器学
講義録消化器学
講義録血液・造血器疾患学
講義録内分泌・代謝学
講義録神経学
講義録小児科学
講義録眼・視覚学
講義録泌尿器科学
講義録産科婦人科学
講義録運動器学
講義録腎臓学
画像診断コンパクトナビ
心電図・心エコーコンパクトナビ

コメント

展示解除後
配置場所

請求記号
493.3//SU49//7143
493.2//KO69//1315

493.4//KA37//1316
493.17//O97//1322
494.93//KI39//8099

9F図書に
あり

493.7//SU96//1320
493.9//SA26//1321

496//Y31//1318
494.9//A62//1319
495//I74//2351
493.6//MI37//1324
494.93//KI39//8099
492.43//MO27//3854

492.12//I85//3275

＜医５回生＞

ポリクリで現場に生かせる本、洋書や留学関係の本を選びました。
ケアネットDVDはもっと増やしてほしい。

タイトル

コメント
臓器別で取り上げられない、集中

★ ICU/CCUの薬の考え方, 使い方 / 大野博司著. -- 中外医学社, 2011.2. 治療部の本
コンサルテーション・スキル

岩田健太郎

展示解除後
配置場所
医9F図書

請求記号
492.3//O67//3465

他科コンサルトする、受けるときの
注意など。学生時代には学びにくい 9F図書にあり 498.14//I97//3303
もの

身体所見にEBMの根拠を付加して
9F図書にあり 492.1//MA15//2056
くれる。
厄介な薬の処方を症例ごとにトレー
医9F図書
/ 藤村昭夫編集
; 安藤仁, 岡山雅信編
★ つまずき症例で学ぶ薬の処方徹底トレーニング : これだけは知っておきたい“つまずきポイント"と“処方のコツ"
492.3//F63//3466
ニング
少しばかりマニアックな、抗生剤の本
-- 南江堂, 2010.11.
医9F図書
★ マップでわかる抗菌薬ポケットブック : グラム染色による整理 / 藤田浩二著.
493.8//F67//3467
★ Kaplan Medical USMLE Step 1 Qbook 5th
Evidence based physical diagnosis 2nd ed （マクギーの身体診断学）

★
★
★
★
★
★
★
★
★

Kaplan Medical USMLE Step 2 CK Qbook 5th
Kaplan Medical USMLE Step 3 Qbook 5th
国試コーナー

First Aid for the USMLE Step 1 2012
First Aid for the USMLE Step 2 CS 4th
First Aid for the USMLE Step 2 CK 8th
First Aid for the USMLE Step 3, 3rd

準備中

留学する人もいるので、
選びました。

感染症診療にみる医学留学へのパスポート / 日米医学医療交流財団編. -- はる書房, 2009.11. -- (シリーズ日米医学交流
医9F図書
; No.9).
490.7//N71//3468
外科診療にみる医学留学へのパスポート / 日米医学医療交流財団編. -- はる書房, 2010.10. -- (シリーズ日米医学交流
医9F図書 ; 490.7//N71//3469
No.10).
女性医師のための医学留学へのパスポート / 日米医学医療交流財団編. -- はる書房, 2011.10. -- (シリーズ日米医学交流
医9F図書
; No.11).
490.7//N71//3470
救急医療にみる医学留学へのパスポート

9F図書にあり

家庭医学・総合診療にみる医学留学へのパスポート

9F図書にあり

ＪＩＮ－仁ー シリーズ

＜医５・６回生選定 ケアネットDVD＞

ケアネットDVDはもっと増やしてほしい。聖路加シリーズ入れて欲しい。

タイトル
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

コメント

展示解除後
配置場所

マッシー池田の神経内科快刀乱麻!<上下巻>
医8FAV
聖路加GENERAL 【心療内科】
聖路加GENERAL 【腎臓内科】
聖路加GENERAL 【内分泌疾患】<上下巻>
聖路加GENERAL 【神経内科】
ケアネットもっと増やしてほしい
聖路加GENERAL 【一般診療に役立つ腫瘍内科学】
準備中
聖路加GENERAL 【がん検診】
人のハいで読める！Dr.山口の胸部写真読影 免許皆伝<上下巻>
Dr.須藤のビジュアル診断学<第1-3巻>
Dr.林の笑劇的救急問答<第1-7巻>

請求記号
DV//93//1//493.7
DV//92//1//493.09

＜医６回生＞

臨床をイメージして、研修医になって必要なものを選びました。
雑誌は研修医も使えるので、是非入れて欲しい。
ケアネット増やしてほしい。

ステップビヨンドレジデント 1 救急診療のキホン編 林 寛之

展示解除後
請求記号
配置場所
医9F図書
492.29//H48//3471

ステップビヨンドレジデント 2 救急で必ず出合う疾患編 林 寛之

医9F図書

492.29//H48//3472

ステップビヨンドレジデント ３ 外傷・外科診療のツボ編 林 寛之

医9F図書

492.29//H48//3473

タイトル
★
★
★
★
★
★

コメント

ステップビヨンドレジデント 4 救急で必ず出合う疾患編 林 寛之

救急を勉強していく上で必読！！

医9F図書

492.29//H48//3474

ステップビヨンドレジデント 5 外傷・外科診療のツボ編 Part2 林 寛之

医9F図書

492.29//H48//3475

ステップ ビヨンド レジデント 6 救急で必ず出合う疾患編 Part 3 林 寛之

医9F図書

492.29//H48//3476

誰も教えてくれなかった血算の読み方・考え方 岡田 定

胸部X線診断に自信がつく本 / 郡義明著. -- カイ書林, 2010.1. --

★ (「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ ; 1).

血算の系統的な読み方を教えても
らうことや本はほとんどなく、また学
9F図書にあり 492.17//O38//4363
生にもわかりやすいので実習でま
わるまでに読んでおきたい本
X線の読影の本は専門的なものが
多いが、これは研修医に必要なライ
医9F図書
ンを明確にしているので非常に勉
強しやすい

492.433//KO79//
3477

医9F図書
; 4).
492//TO35//3478
★ ジェネラリスト診療が上手になる本 / 徳田安春編集. -- カイ書林, 2011.3. -- (「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ
医9F図書
493.123//I71//3479
; 5).
★ データが語る質の高い糖尿病クリニック超入門 / 石橋不可止著. -- カイ書林, 2011.5. -- (「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ
493.123//O54//3480
医9F図書
; 6).
★ 糖尿病診療に自信がつく本 : Basic and update / 大久保雅通著. -- カイ書林, 2011.7. -- (「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ
心療内科ケーススタディ―プライマリケアにおける心身医療 中野 弘一

9F図書にあり 493.09//N39//1885

★ 周術期輸液の考えかた : 何を・どれだけ・どの速さ / 丸山一男著. -- 南江堂, 2005.2.

医9F図書

492.26//MA59//3481

492.28//MA59//
人工呼吸器を勉強するのに一番初
9F図書にあり
めに読むと理解しやすい
4547

人工呼吸の考えかた 丸山 一男

栄養を勉強するのに一番初めに読

★ 栄養塾 : 症例で学ぶクリニカルパール / 大村健二編集. -- 医学書院, 2010.2.
むと理解しやすい

医9F図書

498.58//O64//3482

１～３回生のときに読んでおけばよ
かったと思った本。医学部での勉強
の仕方や、自分のモチベーションの
準備中
Evans
★ How to Succeed at Medical School: An Essential Guide to Learning 著者Dason
上げ方など高校までと異なる大学
での勉強の仕方について書かれて
いる
神経内科ケース・スタディ―病変部位決定の仕方

黒田 康夫

9F図書にあり 493.72//KU72//2078

/ 藤村昭夫編集
; 安藤仁, 岡山雅信編
492.3//F63//3466
★ つまずき症例で学ぶ薬の処方徹底トレーニング : これだけは知っておきたい“つまずきポイント"と“処方のコツ"医9F図書
外来での診断の本は多いが、この
Dr宮城の教育回診実況中継 : ホンモノの診察技法と疾患を劇的に絞り 本は入院患者さんの回診を通して
医9F図書
★ 込む思考プロセス / 重森保人著 ; 徳田安春編. -- 羊土社, 2006.10.
の診断や治療の考え方が勉強でき
る数少ない本
クリニカル・リーズニング・ラーニング

★ 医学生の基本薬 / 渡邉裕司編集. -- 医学書院, 2010.8.
★ レジデントノート（別冊含む）2011バックナンバー
Intensivist = インテンシヴィスト
レジデント

492.1//SH28//3483

臨床推論の考え方の本で、すべて
9F図書にあり 492.1//KA78//4601
の医学生・研修医が読むべき本
現場で良く使う薬を学生向けに書
かれている本で勉強しやすい

医9F図書

499.1//W46//3484

学生、研修医にとって下の３つ欠か
せない
世界標準の集中治療の雑誌で集中
治療のみならず幅広く応用できそう
な内容
レジデントノートと同じような雑誌

大阪市立大学学術情報総合センター医学分館 2012.1.26

