平成26年度 学生選書

医

学科選定 図書・DVD

106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。
昨年までは全員リスト提出による選書だったのですが、今年は1回生のお2人が書店（ジュンク堂書店
難波店）での選書ツアーに参加してくれました！そのおかげで、たくさんのバラエティに富んだ本が集
まりましたので、ぜひご覧ください！
さらに選書会議の場で、利用頻度の高いものや、DVDのシリーズの追加の購入を決定しました。

No
1
2

タイトル
巻号次 配置場所
請求記号
効果的な論文発表のためのPowerPoint徹底ガイド : 研究発表に使える実
医8F図書 007.63//A26//4948
践テクニック / 相澤裕介著. -- カットシステム, 2005.9. -- (先輩が教える ;
研究発表のためのスライドデザイン : 「わかりやすいスライド」作りのルール
医8F図書 007.63//MI79//4949
/ 宮野公樹著. -- 講談社, 2013.4. -- (ブルーバックス ; B-1813).

3

Excel基本ワザ&便利ワザ : 2013&2010&2007対応 / 速効!ポケットマニュア
ル編集部著. -- マイナビ, 2014.5. -- (速効!ポケットマニュアル).

医8F図書 007.63//SO32//4946

4

PowerPoint基本ワザ&便利ワザ : 2013&2010&2007対応 / 速効!ポケットマ
ニュアル編集部著. -- マイナビ, 2014.5. -- (速効!ポケットマニュアル).

医8F図書 007.63//SO32//4947

5

死のまぎわに見る夢 / ケリー・バルクリー, パトリシア・バルクリー著 ; 秋田
恭子, 木村和喜子訳. -- 講談社, 2006.12. -- (こころライブラリー).

医8F図書 146.1//B88//4916

6

熱く生きる / 天野篤著. -- セブン&アイ出版, 2014.2.

医8F図書 289.1//A43//4945

7

野口英世 : 波乱の生涯 / 星亮一著. -- 三修社, 2008.5.

医8F図書 289.1//H92//4913

8

論理が伝わる世界標準の「プレゼン術」 : 一生モノの「説得技法」 / 倉島保
美著. -- 講談社, 2014.1. -- (ブルーバックス ; B-1847).

医8F図書 336.49//KU55//4950

9

余計な一言 / 齋藤孝著. -- 新潮社, 2014.7. -- (新潮新書 ; 577).

医8F図書 361.45//SA25//4944

10
11
12

子どもの虐待とネグレクト : 臨床家ハンドブック / Christopher James
Hobbs, Helga G.I. Hanks, Jane M. Wynne [著] ; 稲垣由子, 岡田由香監訳. -日本小児医事出版社, 2008.7.
ダウン症の若者支援ハンドブック : 学校から社会への移行期に準備してお
きたいことすべて / ジークフリード・M・プエスケル編著 ; ハリス淳子訳. -学生のレポート・論文作成トレーニング : スキルを学ぶ21のワーク / 桑田て
るみ編 ; 桑田てるみほか4名執筆. -- 実教出版, 2013.9.

医8F図書 367.6//H81//4960
医8F図書 369.28//P96//4927
医8F図書 377.15//KU98//4951

13

学習障害(LD)ってなに? / 高野清純, 渡辺弥生著. -- 黎明書房, 1998.8.

医8F図書 378//TA47//4918

14

身体巡礼 （ ドイツ・オーストリア・チェコ編）/ 養老孟司著. -- 新潮社,
2014.5.

医8F図書 385.6//Y84//4911

15

背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるのか? / ウイリアム・ブ
ロード, ニコラス・ウェイド著 ; 牧野賢治訳. -- 講談社, 2014.6.

医9F図書

402.8//B75//8862//西田蔵書

16

統計学をまる裸にする : データはもう怖くない / チャールズ・ウィーラン著 ;
山形浩生, 守岡桜訳. -- 日本経済新聞出版社, 2014.7.

医9F図書

417//W66//8863//西田蔵書

17

論文捏造はなぜ起きたのか? / 杉晴夫著. -- 光文社, 2014.9. -- (光文社新
書 ; 714).

医9F図書

460.21//SU32//8861//西田蔵書

18

生物学個人授業 / 岡田節人, 南伸坊著. -- 河出書房新社, 2014.8. -- (河
出文庫).

医9F図書 460.4//O38//4912

19

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts ... [et al.] ; with problems by
John Wilson, Tim Hunt. -- 6th ed. -- Garland Science, c2015.

医9F図書
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463//MO22//8871//西田蔵書

No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

20

Molecular biology of the cell / Bruce Alberts ... [et al.] ; with problems by
John Wilson, Tim Hun. -- 6th ed. -- Garland Science, c2015.

医9F図書

21

死を悼む動物たち / バーバラ・J・キング著 ; 秋山勝訳. -- 草思社, 2014.8.

医9F図書 481.78//KI43//4924

22

道徳性の起源 : ボノボが教えてくれること / フランス・ドゥ・ヴァール [著] ;
柴田裕之訳. -- 紀伊國屋書店, 2014.12.

医8F図書 489.97//W11//4974

463//MO22//8872//西田蔵書

（２３の本について） コメント 【M3の講義で何度か偽薬の話が出てきたので、興味深く感じました。】
23

偽薬のミステリー / パトリック・ルモワンヌ著 ; 小野克彦, 山田浩之訳. -- 紀
伊國屋書店, 2005.8.

医9F図書 490.14//L54//4953

24

戦争と医学 / 西山勝夫編著. -- 文理閣, 2014.7.

医9F図書 490.15//N87//4926

25

メメント・モリ : 僕の死学ノート / 菅正明 [著]. -- 海鳥社, 2012.8.

医9F図書 490.15//SU21//4920

26

図説世界を変えた50の医学 / スーザン・オールドリッジ著 ; 野口正雄訳. -原書房, 2014.6. -- (シリーズ知の図書館 ; 4).

医9F図書 490.2//A41//4914

27

医学は歴史をどう変えてきたか : 古代の癒やしから近代医学の奇跡まで /
アン・ルーニー著 ; 立木勝訳. -- 東京書籍, 2014.9.

医9F図書 490.2//R67//4923

28

緒方洪庵 : 幕末の医と教え / 中田雅博著. -- 思文閣出版, 2009.9.

医9F図書 490.21//N43//4921

29

江戸時代の医師修業 : 学問・学統・遊学 / 海原亮著. -- 吉川弘文館,
2014.11. -- (歴史文化ライブラリー ; 389).

医9F図書 490.21//U74//4982

30

だから医学は面白い : 幻 (ビジョン) を追い続けた私の軌跡 / 日野原重明
著. -- 日本医事新報社, 2014.9.

医9F図書

490.4//H61//8864//西田蔵書

31

若い医師たちに紡ぐことば / 宮地良樹編集. -- メディカルレビュー社,
2014.9.

医9F図書

490.4//MI71//8866//西田蔵書

32

本当にあった医学論文 = The incredible medical paper / 倉原優著. -- 中
外医学社, 2014.11.

医9F図書

490.7//KU51//8859//西田蔵書

33
34
35
36

漢方の歴史 : 中国・日本の伝統医学 / 小曽戸洋著. -- 新版. -- 大修館書
店, 2014.9. -- (あじあブックス ; 076).
胸部/腹部・骨盤部 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher著 ;
青山裕彦 [ほか] 訳. -- 第2版. -- 医学書院, 2015.1. -- (プロメテウス : 解
剖学アトラス / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著] ; [2]).
胸部/腹部・骨盤部 / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher著 ;
青山裕彦 [ほか] 訳. -- 第2版. -- 医学書院, 2015.1. -- (プロメテウス : 解
剖学アトラス / Michael Schünke, Erik Schulte, Udo Schumacher [著] ; [2]).
解剖学個人授業 / 養老孟司, 南伸坊著. -- 河出書房新社, 2014.9. -- (河
出文庫 ; [み26-2]).

医9F図書 490.9//KO88//4975
医9F図書 491.1//SC8//4967
医9F図書

491.1//SC8//8867//西田蔵書

医9F図書 491.1//Y84//4922

（37の本について） コメント 【版が新しくなったので購入を希望します。(第6版以前はあると思います。)】
37

人体解剖カラーアトラス / Peter H. Abrahams [ほか] 著 ; 佐藤達夫訳. -エルゼビア・ジャパン.

医9F図書 491.1038//A14//4964

38

脳単 (ノウタン) / 原島広至文・イラスト. -- エヌ・ティー・エス, 2005.4. -- (語
源から覚える解剖学英単語集 ; 脳・神経編).

医9F図書 491.17//H32//4959

39

脳と人体探求 / 笹山雄一著. -- 築地書館, 2014.8.

医9F図書

491.3//SA79//8855//西田蔵書

40

呼吸を科学する : 息の長い話 / 西野卓著. -- 克誠堂出版, 2014.11.

医9F図書

491.33//N85//8865//西田蔵書

41
42

よくわかる首・肩関節の動きとしくみ : 「動き」と「痛み」のメカニズムを図解で
学ぶ! : 障害を解くカギ : オールカラー / 永木和載著. -- 秀和システム,
2014.7. -- (How-nual図解入門).
脳科学は人格を変えられるか? / エレーヌ・フォックス著 ; 森内薫訳. -- 文
藝春秋, 2014.7.

医9F図書 491.366//N14//4977
医9F図書 491.371//F42//4925

43

〈わたし〉はどこにあるのか : ガザニガ脳科学講義 / マイケル・S.ガザニガ著
; 藤井留美訳. -- 紀伊國屋書店, 2014.9.

医9F図書

44

New薬理学 / 田中千賀子, 加藤隆一編集. -- 改訂第6版. -- 南江堂,
2011.4.

医9F図書 491.5//TA84//4961
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491.371//G29//8854//西田蔵書

No

タイトル

巻号次 配置場所

請求記号

（45～55の 「病気がみえる」について） コメント 【重複しているが有用であるため購入を希望します。】
45

心臓 / 中村滋著. -- 改訂2版. -- 金芳堂, 2014.9. -- (エコ蔵じいさんの楽し
い超音波診断Handy Text ; 2).

医9F図書 492.1//N37//4969

46

消化器 / 医療情報科学研究所編. -- 第4版. -- メディックメディア, 2010.4.
-- (病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 1).

医9F図書 492//B99//4983

47

循環器 / 医療情報科学研究所編. -- 第3版. -- Medic Media, 2010.8. -(病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 2).

医9F図書 492//B99//4984

48

糖尿病・代謝・内分泌 / 医療情報科学研究所編. -- 第4版. -- Medic
Media, 2014.9. -- (病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 3).

医9F図書 492//B99//4985

49

呼吸器 / 医療情報科学研究所編. -- 第2版. -- Medic Media, 2013.3. -(病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 4).

医9F図書 492//B99//4986

50

血液 / 医療情報科学研究所編. -- Medic Media, 2008.11. -- (病気がみえ
る / 医療情報科学研究所編 ; v. 5).

医9F図書 492//B99//4987

51

免疫・膠原病・感染症 / 医療情報科学研究所編. -- Medic Media, 2009.11.
-- (病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 6).

医9F図書 492//B99//4988

52

脳・神経 / 医療情報科学研究所編. -- Medic Media, 2011.3. -- (病気がみ
える / 医療情報科学研究所編 ; v. 7).

医9F図書 492//B99//4989

53

腎・泌尿器 / 医療情報科学研究所編. -- 第2版. -- Medic Media, 2014.9. - (病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 8).

医9F図書 492//B99//4990

54

婦人科・乳腺外科 / 医療情報科学研究所編. -- 第3版. -- Medic Media,
2013.3. -- (病気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 9).

医9F図書 492//B99//4991

55
56
57
58
59
60

産科 / 医療情報科学研究所編. -- 第3版. -- Medic Media, 2013.3. -- (病
気がみえる / 医療情報科学研究所編 ; v. 10).
神経系の疾患と薬 ; 循環器系の疾患と薬 ; 腎・泌尿器系の疾患と薬 / 医
療情報科学研究所編. -- Medic Media, 2014.10. -- (薬がみえる / 医療情
報科学研究所編 ; v. 1).
痛みの考えかた : しくみ・何を・どう効かす / 丸山一男著. -- 南江堂,
2014.5.

医9F図書 492//B99//4992
医9F図書 492//KU93//4978
医9F図書

極論で語る循環器内科 / 香坂俊編著. -- 第2版. -- 丸善出版, 2014.12.

492//MA59//8858//西田蔵書

医9F図書 493.2//KO82//4980

カテーテル時代に知っておきたい新しい心血行動態入門 : いちから学びた
い人にDr.大西から80のクエスチョン / 大西勝也著. -- メディカ出版,
2014.10. -- (Circulation up-to-date books ; 04).
よくわかる肺がんQ&A : 患者さんのためのガイドブック / 西日本がん研究
機構編集. -- 第4版. -- 金原出版, 2014.11.

医9F図書 493.23//O69//4981
医9F図書 493.385//N85//4973

61

早わかり精神医療10講義 / 中澤正夫著. -- 萌文社, 2014.9.

医9F図書

62

極論で語る神経内科 / 河合真著. -- 丸善出版, 2014.9.

医9F図書 493.72//KA93//4979

63
64
65

自信がもてる!せん妄診療はじめの一歩 : 誰も教えてくれなかった対応と処
方のコツ / 小川朝生著. -- 羊土社, 2014.10.
てんかん発作こうすればだいじょうぶ : 発作と介助 / 川崎淳著 ; 日本てん
かん協会編. -- 改訂版. -- クリエイツかもがわ, 2014.8. -- (「てんかん」入
門シリーズ ; 1).
消えたい : 虐待された人の生き方から知る心の幸せ / 高橋和巳著. -- 筑
摩書房, 2014.3.

493.7//N46//8868//西田蔵書

医9F図書 493.73//O24//4968
医9F図書 493.74//KA97//4919
医9F図書 493.74//TA33//4917

66

摂食障害という生き方 : その病態と治療 / 瀧井正人著. -- 中外医学社,
2014.6.

医9F図書

67

赤ちゃんと子どもの応急処置マニュアル / 井上信明 [ほか] 訳. -- 南江堂,
2014.11.

医9F図書 493.92//A28//4970

68

小児ICUマニュアル / 志馬伸朗総合編著 ; 橋本悟, 問田千晶編著. -- 改訂
第6版. -- 永井書店, 2012.9.

医9F図書 493.92//SH47//4958

69

ダウン症のすべてがわかる本 / 池田由紀江監修. -- 講談社, 2007.10. -(健康ライブラリー : イラスト版).

医9F図書 493.94//D45//4915

70

デビッドソン内科学 / Nicki R. Colledge, Brian R. Walker, Stuart H. Ralston
編. -- エルゼビア・ジャパン.

医9F図書 493//D46//4962

71

現代外科のいしずえ : 外科医の帝国 / トールヴァルト著 ; 小川道雄訳. -へるす出版, 2011.7-2014.11.
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上

医9F図書

493.74//TA72//8857//西田蔵書

494.02//TH8//8869//西田蔵書

No
72

タイトル
現代外科のいしずえ : 外科医の帝国 / トールヴァルト著 ; 小川道雄訳. -へるす出版, 2011.7-2014.11.

巻号次 配置場所
下

医9F図書

請求記号
494.02//TH8//8870//西田蔵書

（73の本について） コメント 【新書で興味深い内容のため購入を希望します。】
73

循環器内科医のための非心臓手術必須知識 : 術前コンサルト術後患者の
対応に役立つ / 吉野秀朗, 杉山政則編. -- メジカルビュー社, 2015.1.

74

日本麻酔科学史の知られざるエピソード / 松木明知著. -- 真興交易(株)医
戦後篇 医9F図書 494.24//MA79//4971
書出版部, 2014.10.

75

移植医療 / 橳島次郎, 出河雅彦著. -- 岩波書店, 2014.6. -- (岩波新書 ;
新赤版 1488).

76

病の皇帝「がん」に挑む : 人類4000年の苦闘 / シッダールタ・ムカジー著 ;
田中文訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2013.8.

上

医9F図書 494.5//MU25//4955

77

病の皇帝「がん」に挑む : 人類4000年の苦闘 / シッダールタ・ムカジー著 ;
田中文訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2013.8.

下

医9F図書 494.5//MU25//4956

医9F図書 494.22//Y92//4963

医9F図書 494.28//N99//4976

（78の本について） コメント 【新書で興味深い内容のため購入を希望します。】
78

救急白熱セミナー : 頭部外傷実践マニュアル = Incandescent seminar : a
clinical manual of head injury / 並木淳著. -- 中外医学社, 2014.11.

医9F図書 494.62//N47//4954

79

地域医療は、今 / 地域医療振興協会編. -- メディカルサイエンス社,
2011.10.

医9F図書 498.04//C43//4957

80

聖路加病院で働くということ / 早瀬圭一著. -- 岩波書店, 2014.10.

医9F図書

81

患者さんトラブル予防・解決Q&A : 知って得する100事例 / 一杉正仁編. -メジカルビュー社, 2014.9.

医9F図書 498.163//H77//4972

82

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 / 菊田千春, 北林利治
著. -- 東洋経済新報社, 2006.3.

医8F図書 816.5//KI29//4952

83

どんな論文でも書けてしまう技術 : 1億人の「知的生産」講座 / 鷲田小弥太
著. -- 言視舎, 2014.11. -- (言視books).

医8F図書

84
85
86

ピーター・パン = Peter Pan / ジェームス・マシュー・バリー著. -- IBCパブ
リッシング, 2012.2. -- (IBCオーディオブックス : やさしい英語を聴いて読む).
英語で読むピーター・パン / ジェームス・マシュー・バリー著 ; 出水田隆文英
語解説 ; 今西理恵訳. -- IBCパブリッシング, 2014.9. -- (IBC対訳ライブラ
リー).
And then there were none / by Agatha Christie. -- IBCパブリッシング,
2014. -- (洋販ラダーシリーズ ; Level 4(2000-word)).

498.14//H47//8856//西田蔵書

816.5//W42//8860//西田蔵書

医8F図書 837.7//B24//4932
医8F図書 837.7//B24//4935
医8F図書 837.7//C58//4934

87

Run, Melos, Run / 太宰治著 ; マイケル・ブレーズ訳. -- IBCパブリッシング,
2008.7. -- (IBCオーディオブックス : やさしい英語を聴いて読む).

医8F図書 837.7//D49//4938

88

アルジャーノンに花束を / ダニエル・キイス著 = Flowers for Algernon /
Daniel Keyes. -- 講談社インターナショナル, 1999.4. -- (Ruby books ; 6).

医8F図書 837.7//KE67//4930

89
90
91
92
93
94
95

クマのプーさん / A.A.ミルン著 ; E.H.シェパードさしえ. -- 講談社インターナ
ショナル, 2001.9. -- (Ruby books ; 33).
Anne of Green Gables / L. M. Montgomery ; abridged by Xanthe Smith
Serafin. -- IBCパブリッシング, 2008. -- (洋販ラダーシリーズ ; Level
3(1600-word)).
フランダースの犬 = A Dog of Flanders / ウィーダ著. -- IBCパブリッシング,
2008.5. -- (IBCオーディオブックス : やさしい英語を聴いて読む).
Dr. Jekyll and Mr. Hyde / by R.L. Stevenson. -- 新版. -- IBCパブリッシン
グ, 2014.6. -- (洋販ラダーシリーズ ; Level 2(1300-word)).
すぐに使えるトラベル英会話 : Super visual / Marcel Van Amelsvoort, 前田
道代共著 ; Language Research Associates編. -- ユニコム, 2006.7.
すぐに使える英会話 : super visual （2: アメリカ英語編）/ Language
Research Associates編. -- ユニコム, 2002.11-.
すぐに使える英会話 : super visual / Language Research Associates編. -改訂版. -- ユニコム, 2007.10.

医8F図書 837.7//MI28//4931
医8F図書 837.7//MO38//4936
医8F図書 837.7//O91//4937
医8F図書 837.7//ST5//4933
医8F図書 837.8//A44//4939
医8F図書 837.8//L26//4928
医8F図書 837.8//L26//4940

96

絵で見てパッと言う英会話トレーニング / Nobu Yamada著 ; 基礎編, 海外旅 海外旅
医8F図書 837.8//Y19//4929
行編. -- 学研教育出版.
行編

97

絵で見てパッと言う英会話トレーニング / Nobu Yamada著 ; 基礎編, 海外旅
基礎編 医8F図書 837.8//Y19//4965
行編. -- 学研教育出版.

98

胡蝶の夢 / 司馬遼太郎著. -- 改版. -- 新潮社, 2004-2005. -- (新潮文庫 ;
第1巻 医8F図書 913.6//SH15//4941
し-9-27).
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99

胡蝶の夢 / 司馬遼太郎著. -- 改版. -- 新潮社, 2004-2005. -- (新潮文庫 ;
第2巻 医8F図書 913.6//SH15//4942
し-9-28).

100

胡蝶の夢 / 司馬遼太郎著. -- 改版. -- 新潮社, 2004-2005. -- (新潮文庫 ;
第3巻 医8F図書 913.6//SH15//4943
し-9-29).

101

胡蝶の夢 / 司馬遼太郎著. -- 改版. -- 新潮社, 2004-2005. -- (新潮文庫 ;
第4巻 医8F図書 913.6//SH15//4966
し-9-30).

102

Dr.林の笑劇的救急問答（9 : 小児診療編） / 企画・制作ケアネット. -- ケア
ネット, c2005-. v.

医8FAV DV//198//1//493.92

103

Dr.林の笑劇的救急問答（10: 電解質異常編上巻） / 企画・制作ケアネット. - ケアネット, c2005-. v.

医8FAV DV//198//2//493.12

104

Dr.香坂の循環器診療最前線!. -- ケアネット, c2012-. v.

第3巻

医8FAV DV//199//1//493.2

105

Dr.香坂の循環器診療最前線!. -- ケアネット, c2012-. v.

第4巻

医8FAV DV//199//2//493.2

106

CliPS = Clinical presentation stadium : @Tokyo2013 / 企画・制作ケアネット
; . -- ケアネット, c2014. v.

医8FAV DV//200//1//490.7
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