平成25年度 学生選書

医

学科選定図書・DVD

36点

が入りました!!

今年も、学生図書委員の皆さんに、図書館に置いて欲しい本を選んでいただきました。
例年どおり、リスト提出の形で希望を出していただき、選書会議で購入を決定しました。
2回生・4回生以外は、既に必要なものは揃っているということでリスト提出ありませんでした。
6回生からは、具体的には出ませんでしたが電子ブックの購入も検討して欲しいとの希望が
ありました。
選書会議の場で、利用頻度の多いものや、以前の学生選書希望図書・DVDのシリーズの
追加・改版の購入を決定しました。

No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

1-5 【最近生の捉え方が変わりつつあることが話題だと聞いたため】
1

死生学とは何か / 島薗進, 竹内整一編. -- 東京大学出版会, 2008.5. -- (死
生学 / 島薗進, 竹内整一, 小佐野重利責任編集 ; 1).

医8F図書 114.2//SH89//4478

2

死と他界が照らす生 / 熊野純彦, 下田正弘編. -- 東京大学出版会,
2008.12. -- (死生学 / 島薗進, 竹内整一, 小佐野重利責任編集 ; 2).

医8F図書 114.2//SH89//4479

3

ライフサイクルと死 / 武川正吾, 西平直編. -- 東京大学出版会, 2008.7. -(死生学 / 島薗進, 竹内整一, 小佐野重利責任編集 ; 3).

医8F図書 114.2//SH89//4480

4

死と死後をめぐるイメージと文化 / 小佐野重利, 木下直之編. -- 東京大学
出版会, 2008.9. -- (死生学 / 島薗進, 竹内整一, 小佐野重利責任編集 ; 4).

医8F図書 114.2//SH89//4481

5

医と法をめぐる生死の境界 / 高橋都, 一ノ瀬正樹編. -- 東京大学出版会,
2008.11. -- (死生学 / 島薗進, 竹内整一, 小佐野重利責任編集 ; 5).

医8F図書 114.2//SH89//4482

イラストレイテッドハーパー・生化学 / ハーパー [原著] ; R.K. Murray [ほか
6 著] ; 五十嵐和彦 [ほか訳]. -- 丸善出版, 2013.10. -- (Lange textbook シ
リーズ).
休み時間の生化学 / 大西正健著. -- 講談社, 2010.12. -- (休み時間シリー
7
ズ).
8

からだの地図帳 = The atlas of the human body / 佐藤達夫監修. -- 新版. - 講談社, 2013.11.

医9F図書

464//MU79//7611
//西田蔵書

医9F図書 464//O66//4475
医9F図書 491.1//KO19//4486

9-12 【先生が持っているのを見せていただいたときにとても良かったので。
分館で探したがその時書棚にありませんでした。学生に人気なのだと思います】
9

プロメテウス : 解剖学コアアトラス / Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson,
Lawrence M. Ross [著] ; 市村浩一郎, 澤井直訳. -- 医学書院, 2010.6.

医9F図書 491.1//G45//4469

10

頭部/神経解剖. -- 医学書院, 2009.2. -- (プロメテウス : 解剖学アトラス /
Michael Schunke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著]).

医9F図書 491.1//SC8//4470

11

頸部/胸部/腹部・骨盤部. -- 医学書院, 2008.7. -- (プロメテウス : 解剖学
アトラス / Michael Schuke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著]).

医9F図書 491.1//SC8//4471

12

解剖学総論/運動器系 . -- 第2版. -- 医学書院, 2011.3. -- (プロメテウス :
解剖学アトラス / Michael Schunke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著]).

医9F図書 491.1//SC8//4472

13

ムーア人体発生学 / Moore and Persaud原著 ; 瀬口春道, 小林俊博, Eva
Garcia del Saz訳. -- 原著第8版. -- 医歯薬出版, 2011.3.

医9F図書

491.2//MO39//7612
//西田蔵書
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消化管 / 医療情報科学研究所編集. -- 第1版. -- メディックメディア,
14 2013.11. -- (イメカラ : イメージするカラダのしくみ / 医療情報科学研究所編
集).
休み時間の解剖生理学 / 加藤征治著. -- 講談社, 2010.4. -- (休み時間シ
15
リーズ).

請求記号

医9F図書 491.3//I67//4484
医9F図書 491.31//KA86//4476

16

解明病理学 : 病気のメカニズムを解く / 青笹克之編. -- 第2版. -- 医歯薬
出版, 2013.3.

17

イラストレイテッド免疫学 / Thao Doan [ほか著] ; 東みゆき [ほか訳]. -- 丸
善出版, 2013.11. -- (リッピンコットシリーズ).

医9F図書

18

休み時間の免疫学 : 1テーマ10分 / 斎藤紀先著. -- 第2版. -- 講談社,
2012.2. -- (休み時間シリーズ).

医9F図書 491.8//SA25//4477

医9FSS 491.6//A58//4485
491.8//D81//7610
//西田蔵書

19 【個人的におもしろかったから】
19

診断のゲシュタルトとデギュスタシオン / 岩田健太郎 編集. -- 金芳堂,
2013.4.

医9F図書 492.1//I97//4483

20-21 【今年度から始まったTBLの指定教科書。複数冊数希望】
20

医9F図書 492.1//ST5//4492

考える技術 : 臨床的思考を分析する / スコット・スターン, アダム・シーフー,
21
ダイアン・オールトカーム著 ; 竹本毅訳. -- 第2版. -- 日経BP社.
22

医9F図書 492.1//ST5//4493
医9F図書 492.1//ST5//4494

23 【心臓は難しい…】
23

ティアニー先生の心臓の診察 = Principles of Dr. Tierney's cardiac
examination / ローレンス・ティアニー, 松村正巳, 青木眞著. -- 医学書院,
24 【感染症科が新設され感染症の講義が強化されたため】

医9F図書 492.12//TI2//4473

24 感染症入門レクチャーノーツ / 大野博司著. -- 医学書院, 2006

医9F図書 493.8//O67//4474

25-26 【診断学の講義で必要になるので、出来るだけ冊数を置いて欲しい】
25 ハリソン内科学 / ハリソン [原著] ; ダン L. ロンゴ [ほか] 編著. -- : セット, 1,
2. -- 第4版. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2013.3.
26
27

Dr.衛藤の皮膚科疾患アーカイブ. -- 上巻: 団体用著作権処理済, 下巻: 団
体用著作権処理済. -- ケアネット, c2012-2013. -- (聖路加GENERAL). v.

1

医9F図書 493//H33//4487

2

医9F図書 493//H33//4488

下巻

医8FAV DV//169//1//494.8

28 Dr.石松の帰してはいけない患者症例. -- 上巻: 団体用著作権処理済, 下巻:
29 団体用著作権処理済. -- ケアネット, c2012-2013. -- (聖路加GENERAL). v.

上巻

医8FAV DV//170//1//492.1

下巻

医8FAV DV//170//2//492.1

30 Dr.林の笑劇的救急問答 / 企画・制作ケアネット. -- [1] : 上巻 - 8 : 外傷診
31 療編下巻(団体用著作権処理済). -- ケアネット, c2005-. v.

8:外傷
診療編

医8FAV DV//171//1//492.29

32 Dr.岩田の感染症アップグレードbeyond / ケアネット企画・制作. -- 上巻 : 団
33 体用著作権処理済, 下巻 : 団体用著作権処理済. -- ケアネット, c2013. v.

上巻

医8FAV DV//172//1//493.8

下巻

医8FAV DV//172//2//493.8

Dr.香坂の循環器診療最前線!. -- 第1巻: 団体用著作権処理済, 第2巻: 団体
第2巻
用著作権処理済. -- ケアネット, c2012-.

医8FAV DV//173//1//493.2

34

35 こどものみかた : シミュレーションで学ぶ見逃せない病気 / ケアネット企画・
制作. -- 上巻 : 団体用著作権処理済, 下巻 : 団体用著作権処理済. -- ケア
36 ネット, c2013. v.

医8FAV DV//171//2//492.29

上巻

医8FAV DV//175//1//493.92

下巻

医8FAV DV//175//2//493.92
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