
No タイトル 巻号次 配置場所 請求記号

1 神様のカルテ / 夏川草介著. -- 小学館 , 2011.6-. -- (小学館文庫 ; 2). 2 医9Fよみもの

2 神様のカルテ / 夏川草介著. -- 小学館 , 2009.9-. 0 医9Fよみもの

3
「戦国大名」失敗の研究 : 政治力の差が明暗を分けた / 瀧澤中著. -- PHP研
究所, 2014.6. -- (PHP文庫 ; [た97-1]).

医8F図書 210.47//TA73//5396

4
「幕末大名」失敗の研究 : 政治力の差が明暗を分けた / 瀧澤中著. -- PHP研
究所, 2015.2. -- (PHP文庫 ; た97-2).

医8F図書 210.58//TA73//5395

5
大村智 : 2億人を病魔から守った化学者 / 馬場錬成著. -- 中央公論新社,
2012.2.

医8F図書 289//B12//5389

6
世界がもし100人の村だったら : 総集編 / 池田香代子, マガジンハウス編著. -
- マガジンハウス, 2008.10. -- (マガジンハウス文庫).

医8F図書 304//I32//5408

7 「自分」の壁 / 養老孟司著. -- 新潮社, 2014.6. -- (新潮新書 ; 576). 医8F図書 304//Y84//5406

8 バカの壁 / 養老孟司著. -- 新潮社, 2003.4. -- (新潮新書 ; 003). 医8F図書 304//Y84//5430

9 世界を救う7人の日本人 : 国際貢献の教科書 / 池上彰編・著. -- 日経BP社. 医8F図書 333.8//I33//9875

10
医者をめざす君へ : 心臓に障害をもつ中学生からのメッセージ / 山田倫太郎
著. -- 東洋経済新報社, 2015.10.

医9F図書 490.145//Y19//5399

11 社会医療文化誌案内 / 澤田祐介著. -- 荘道社, 2000.2. -- (面白医話 ; [1]). 医9F図書 490.2//SA93//5386

12
イタリア社会医療文化誌紀行 / 澤田祐介著. -- 荘道社, 2001.11. -- (面白医
話 ; 2).

医9F図書 490.2//SA93//5387

13
ローマ社会医療文化誌紀行 / 澤田祐介著. -- 荘道社, 2002.8. -- (面白医話
; 3).

医9F図書 490.2//SA93//5388

　　　（1～2の本について）　コメント　【医学コミュニケーション論で紹介され、良好な医師患者関係を築くために、役に立つと
思ったから。】

　　　（3～5の本について）　コメント　【リーダーとして身につけておくべき素養が歴史上の著名な出来事を通じて分かり易く解
説されているため。】

　　　（6,9,25の本について）　コメント　【国境なき医師団や国際貢献について書かれている。将来そのような道に進むことを
考えている学生は少なくない。】

　　　（7～8の本について）　コメント　【養老孟司先生は東大医学部を卒業された有名な解剖学者である。そんな彼の人生に
関する著書を読むのは医学生にとって、非常に有意義であると考える。】

　　　（11～13の本について）　コメント　【社会文化の変化に焦点を当てて医学を捉え直しこれからの医学のあり方を探るとい
う独自の形式をとっており、医学史や医療倫理学等を学ぶ良書と考えられるため。】

平成27年度 学生選書

医 学科選定 図書・DVD 94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。

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。
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No タイトル 巻号次 配置場所 請求記号

14
ライフサイエンス必須英和・和英辞典 = Life science English-Japanese
Japanese-English dictionary  / ライフサイエンス辞書プロジェクト編著. -- 改
訂第3版. -- 羊土社, 2010.4.

医9F図書 490.33//L62//5432

15
トシ、1週間であなたの医療英単語を100倍にしなさい。できなければ解雇よ。
/ 田淵アントニオ著. -- SCICUS, 2009.6.

医9F図書 490.34//TA12//5390

16
『トシ、明日あなたの医療英単語でパリを救いなさい。できなければ離婚よ。』
/ 田淵アントニオ著. -- SCICUS, 2015.4.

医9F図書 490.34//TA12//5391

17
ニュースで読む医療英語 : CD付き / 川越栄子編著 ; 森茂 [ほか] 著. -- 講
談社, 2014.8.

医9F図書 490.7//KA92//5403

18
関節を動かし骨や筋を確かめよう / 竹内修二著. -- 講談社, 2005.9. -- (好き
になるシリーズ . 好きになる解剖学 / 竹内修二著 ; Part 2).

医9F図書 491.1//TA67//5415

19
海のむこうの総合診療 / 竹村洋典編. -- 南山堂, 2015.7. -- (治療 ; Vol. 97
no. 7).

医9F図書 492//C47//5393

20
外科医須磨久善 / 海堂尊 [著]. -- 講談社, 2011.7. -- (講談社文庫 ; [か-
115-3]).

医9F図書 494.643//KA21//5397

21
医者になりたい君へ : 心臓外科医が伝える命の仕事 / 須磨久善著. -- 河出
書房新社, 2014.1. -- (14歳の世渡り術).

医9F図書 494.643//SU56//5398

22
はっちゃんベトナムに行く : 自分さがしの旅 / 服部匡志著. -- アーティストハ
ウスパブリッシャーズ, 2007.5.

医9F図書 496//H44//9861

23
どうする!医療改革 : 対談 : 日本の医療再生へのシナリオ / 松村博史, 鶴蒔靖
夫著. -- IN通信社, 2015.4.

医9F図書 498.021//MA82//5401

24
マンガ誰でもわかる医療政策のしくみ / 鳥海和輝編著 ; 岡本圭一郎漫画 ; 田
淵アントニオ漫画原作 ; vol.1. -- SCICUS, 2014.

vol.1 医9F図書 498.021//TO68//5382

25
世界で一番いのちの短い国 : シエラレオネの国境なき医師団 / 山本敏晴著.
-- 小学館, 2012.7. -- (小学館文庫 ; [や21-1]).

医9F図書 498.0244//Y31//5407

26
特集家族面接 : 患者家族とかかわりあうコツ / 松下明編集責任. -- 学研メ
ディカル秀潤社, 2015.8. -- (Medical Alliance ; Vol.1No.3(2015-8)).

医9F図書 498.05//ME14//5392

27
2025年へのロードマップ : 医療計画と医療連携の最前線 / 武藤正樹著. --
第2版. -- 医学通信社, 2014.6.

医9F図書 498.13//MU93//5400

28 医師になるには / 小川明著. -- ぺりかん社, 2013.3. -- (なるにはBooks ; 12). 医9F図書 498.14//O24//5404

29
ナラティブ・ホスピタル : 患者と紡ぐ医療・看護・介護 / 乙野隆彦著. -- 幻冬
舎メディアコンサルティング.

医9F図書 498.16//O86//5402

30
「身体」を忘れた日本人 / 養老孟司, C・W ニコル著 ; 青山聖子聞き手. -- 山
と溪谷社, 2015.9.

医8F図書 914.6//Y84//5405

31 健康で文化的な最低限度の生活 / 柏木ハルコ著. -- 小学館 , 2014.9- 1 医9Fよみもの

32
記憶力を強くする : 最新脳科学が語る記憶のしくみと鍛え方 / 池谷裕二著. -
- 講談社, 2001.1. -- (ブルーバックス ; B-1315).

医9F図書 141.34//I34//5362

33
知りたい!やってみたい!アニマルセラピー / 川添敏弘監著 ; 堀井隆行, 山川伊
津子, 赤羽根和恵著. -- 駿河台出版社, 2015.10.

医9F図書 146.8//KA98//5366

34 1%の力 / 鎌田實著. -- 河出書房新社, 2014.9. 医9F図書 159//KA31//5369

35
人生最後のご馳走 : 淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピス病院のリク
エスト食 / 青山ゆみこ著. -- 幻冬舎, 2015.9.

医9F図書 490.14//A58//5371

36
明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい / 樋野興夫著. -- 幻
冬舎, 2015.8.

医9F図書 490.14//H61//5370

37
笑って死ねる病院 : 「最後の願い」を叶える希望の医療 / テレビ金沢著. -- ワ
ニブックス, 2015.8.

医9F図書 490.15//TE71//5375

38
まんが医学の歴史 = A Manga history of medicine / 茨木保著. -- 医学書院,
2008.3.

医9F図書 490.2//I11//5409

　　　（15～16の本について）　コメント　【話を読み進めながら医療英単語を学ぶという独自の形式をとっており、医療英単語
を効果的に身に付けるのに適していると考えられるため。】

　　　（18の本について）　コメント　【質疑応答形式で要点が分かりやすくまとめられており、医学知識が比較的少ない下回生
の導入教材としては最適と思われるため。】

　　　（20～21の本について）　コメント　【日本で初めてバチスタ手術に挑んだ須磨先生の考えが易しく説明されており、将来
医師を目指す我々の良い刺激になると思ったから。】

　　　（22の本について）　コメント　【医師としてベトナムで無償で治療をするというボランティア活動を行っている服部匡志先
生の著書。】
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39 医学の歴史 / 梶田昭 [著]. -- 講談社, 2003.9. -- (講談社学術文庫 ; [1614]). 医9F図書 490.2//KA23//5360

40
人体を戦場にして : 医療小史 / ロイ・ポーター著 ; 目羅公和訳. -- 法政大学
出版局, 2003.12. -- (りぶらりあ選書).

医9F図書 490.2//P83//5374

41
English communication skill for healthcare professionals : 充実の読むEssay・
話すSpeaking・書くParagraph Writing : 医療者のための総合英語 / 勝井伸子
編著 ; 小澤佐和子著. -- PILAR PRESS, 2014.8.

医9F図書 490.7//KA87//5379

42
医学英単語 : リズムでしみこむ, ゴカンでひらめく / メディエイゴ編集部編. --
シナジー, 2009.5. -- (メディエイゴBOOKS).

医9F図書 490.7//ME14//5377

43
チーム医療のためのメディカル英語基本表現100 / 高木久代, 小澤淑子編著
; 矢田公, 西村甲, 小林由直著. -- 講談社, 2015.2.

医9F図書 490.7//TA29//5394

44
考える血管 : 細胞の相互作用から見た新しい血管像 / 児玉龍彦, 浜窪隆雄
著. -- 講談社, 1997.6. -- (ブルーバックス ; B-1176).

医9F図書 491.124//KO18//5361

45
心臓の力 : 休めない臓器はなぜ「それ」を宿したのか / 柿沼由彦著. -- 講談
社, 2015.8. -- (ブルーバックス ; B-1929).

医9F図書 491.323//KA25//5363

46
単純な脳、複雑な「私」 : または、自分を使い回しながら進化した脳をめぐる4
つの講義 / 池谷裕二著. -- 講談社, 2013.9. -- (ブルーバックス ; B-1830).

医9F図書 491.371//I33//5367

47
サルファ剤、忘れられた奇跡 : 世界を変えたナチスの薬と医師ゲルハルト・
ドーマクの物語 / トーマス・ヘイガー著 ; 小林力訳. -- 中央公論新社, 2013.3.

医9F図書 492.31//H12//5368

48
私は「認知症」を死語にしたい : 認知症の完治に王手をかけた、ある医学者の
提言 / 西崎知之著. -- 三五館, 2015.11.

医9F図書 493.75//N87//5376

49
ユマニチュード入門 / 本田美和子, イヴ・ジネスト, ロゼット・マレスコッティ著. -
- 医学書院, 2014.6.

医9F図書 493.758//H84//5426

50
エイズ治療薬を発見した男 満屋裕明 / 堀田佳男著. -- 文藝春秋, 2015.9. --
(文春文庫 ; [ほ-21-1]).

医9F図書 493.878//H96//5365

51
ワシントン小児科マニュアル / スーザン M. デューゼンベリー, アンドリュー J.
ホワイト編 ; 吉村仁志監訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル,
2011.2.

医9F図書 493.9//D99//5427

52
小児科当直医マニュアル / 神奈川県立こども医療センター小児内科・小児外
科 [編]. -- 改訂第13版. -- 診断と治療社, 2013.10.

医9F図書 493.9//KA43//5431

53
心臓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, 2015.10. -- (シリーズ日米医学交流 ; No.15).

医9F図書 494.643//N71//5359

54
だれが修復腎移植をつぶすのか : 日本移植学会の深い闇 / 高橋幸春著. --
東洋経済新報社, 2015.7.

医9F図書 494.93//TA33//5373

55
日本医療クライシス : 「2025年問題」へのカウントダウンが始まった / 渡辺さち
こ, アキよしかわ著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング.

医9F図書 498.021//W46//5372

56 実践医療通訳 / 村松紀子, 連利博, 阿部裕編著. -- 松柏社, 2015.10. 医9F図書 498.14//MU48//5378

57
顧みられない熱帯病 : グローバルヘルスへの挑戦 / ピーターJホッテズ著 ;
BTスリングスビー, 鹿角契訳. -- 東京大学出版会, 2015.6.

医9F図書 498.42//H96//5364

58
夜と霧 / ヴィクトール・E・フランクル [著] ; 池田香代子訳. -- 新版. -- みすず
書房, 2002.11.

医8F図書 946//F44//5383

59
これだけは知っておきたい医学英語の基本用語と表現 / 藤枝宏壽, 玉巻欣
子, Randolph Mann編著. -- 第3版. -- メジカルビュー社, 2013.12.

医9F図書 490.7//F56//5467

60
ロビンス基礎病理学 / Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster原著. -- 原
書9版. -- エルゼビア・ジャパン.

医9F図書 491.6//KU35//9866

61
組織病理アトラス / 小田義直 [ほか] 編集 ; 新井信隆 [ほか] 執筆. -- 第6版.
-- 文光堂, 2015.10.

医9F図書 491.6//O17//5468

62
カラールービン病理学 : 臨床医学への基盤 / エマニュエル・ルービン編 ; 鈴
木利光 [ほか] 監訳. -- 西村書店, 2007.11.

医9F図書 491.6//R81//9867

63
糖尿病で死ぬ人、生きる人 / 牧田善二著. -- 文藝春秋, 2014.6. -- (文春新
書 ; 975).

医9F図書 493.123//MA37//9863

　　　（60の本について）　コメント　【既に所蔵している教科書ですが、試験前に利用が集中するため。】

　　　（64の本について）　コメント　【医療系の新書を置いてほしい。】

　　　（59の本について）　コメント　【授業だけでは医療英語がなかなか身につかないため。】
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64
どうせ死ぬなら「がん」がいい / 中村仁一, 近藤誠著. -- 宝島社, 2012.10. --
(宝島社新書 ; 357).

医9F図書 494.5//N37//9868

65
日本の医療格差は9倍 : 医師不足の真実 / 上昌広著. -- 光文社, 2015.2. --
(光文社新書 ; 739).

医9F図書 498.021//KA37//5466

66
ユーモアは老いと死の妙薬 : 死生学のすすめ / アルフォンス・デーケン著. --
講談社, 1995.11.

医9F図書 490.14//D53//5433

67
拒食症と過食症 / 切池信夫監修. -- 講談社, 2004.3. -- (健康ライブラリー :
イラスト版).

医9F図書 493.74//KY5//5381

68
グローバル感染症 : 必携70疾患のプロファイル / 日経メディカル編. -- 日経
BP社.

医9F図書 493.8//N73//9862

69
帰してはいけない小児外来患者 / 崎山弘, 本田雅敬編集. -- 医学書院,
2015.4.

医9F図書 493.92//SA42//5384

70
ビジュアル麻酔の手引 / アーサー アチャバヒアン, ルチル グプタ編 ; 大畑め
ぐみ, 本田完監訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2015.9.

医9F図書 494.24//A94//5385

71 あたらしい皮膚病診療アトラス / 清水宏著. -- 中山書店, 2015.9. 医9F図書 494.8//SH49//5416

72 TEXT眼科学 / 坪田一男, 大鹿哲郎編集. -- 改訂3版. -- 南山堂, 2012.12. 医9F図書 496//TS19//5421

73
現代の眼科学 / 吉田晃敏, 谷原秀信編集. -- 改訂第12版. -- 金原出版,
2015.3.

医9F図書 496//Y86//5422

74 極論で語る感染症内科 / 岩田健太郎著. -- 丸善出版, 2016.1. 医9F図書 納入予定

75
医師として知らなければ恥ずかしい50の臨床研究 / マイケル ホックマン編 ;
谷口俊文訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2015.11.

医9F図書 490.7//H81//9865

76
めざせ!外来診療の達人 : 外来カンファレンスで学ぶ診断推論 / 生坂政臣著.
-- 第3版. -- 日本医事新報社, 2010.10.

医9F図書 492.1//I38//5417

77 卒後10年目総合内科医の診断術 / 石井義洋著. -- 中外医学社, 2015.12. 医9F図書 492.1//I75//9864

78
外来を愉しむ攻める問診 / 山中克郎, BEAM(Bunkodo Essential & Advanced
Mook)編集委員会編集. -- 文光堂, 2012.4. -- (Bunkodo Essential &
Advanced Mook).

医9F図書 492.1//Y34//5423

79
主訴から攻める心電図 : 異常波形を予測し、緊急症例の診断に迫る! / 渡瀬
剛人編 ; EM Alliance教育班著. -- 羊土社, 2015.11.

医9F図書 492.123//W47//5424

80
救急・集中治療医の頭の中 / 小尾口邦彦著. -- 中外医学社, 2013.10. --
(ER・ICU診療を深める / 小尾口邦彦著 ; [1]).

医9F図書 492.29//KO26//5414

81 救急外来 : ただいま診断中! / 坂本壮著. -- 中外医学社, 2015.12. 医9F図書 492.29//SA32//5429

82 リウマチ・膠原病 / 松村正巳著. -- 医学書院, 2015.4. -- (みるトレ). 医9F図書 493.14//MA82//5419

83 極論で語る循環器内科 / 香坂俊編著. -- 第2版. -- 丸善出版, 2014.12. 医9F図書 493.2//KO82//5410

84 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//5412

85 神経疾患 / 岩崎靖著. -- 医学書院, 2015.4. -- (みるトレ). 医9F図書 493.73//I 96//5418

86
統合失調症がやってきた / ハウス加賀谷, 松本キック著. -- イースト・
プレス, 2013.8.

医8F図書 493.763//H45//5428

　　　（67の本について）　コメント　【授業内で先生が紹介されていたので。】

　　　（69の本について）　コメント　【症候学の授業にも少し繋がりそう。】

　　　（70の本について）　コメント　【絵や写真が多くて良いです、M4には詳しすぎる可能性も。】

　　　（71の本について）　コメント　【「あたらしい皮膚科学」と一緒に読むと良いかもしれません。】

　　　（72～73の本について）　コメント　【重複していますが、最新版の冊数が少ないため。】

　　　（68の本について）　コメント　【1つの感染症の文章の長さが長過ぎず、読みやすそう。】
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87
感染症 / 笠原敬, 忽那賢志, 佐田竜一著. -- 医学書院, 2015.4. -- (み
るトレ).

医9F図書 493.8//KA71//5420

88 極論で語る腎臓内科 / 今井直彦著. -- 丸善出版, 2015.6. 医9F図書 494.93//I43//5411

89
薬のデギュスタシオン : 製薬メーカーに頼らずに薬を勉強するために /
岩田健太郎編集. -- 金芳堂, 2015.11.

医9F図書 499.1//I97//5413

90
Dr.たけしの本当にスゴい症候診断 ; : 団体用著作権処理済. -- ケア
ネット, 2015. v.

医8FAV DV//214//1//492.1

91
Dr.林の笑劇的救急問答 / 企画・制作ケアネット ; (団体用著作権処理
済). -- ケアネット, c2005-. v.

10: 下巻 : 胸痛編(団体用著 作権処理済)医8FAV DV//215//3//492.29

92
Dr.林の笑劇的救急問答 / 企画・制作ケアネット ; (団体用著作権処理
済). -- ケアネット, c2005-. v.

11: 上巻 : 心臓以外の胸痛編 (団体用著作権処理済)医8FAV DV//215//1//492.29

93
Dr.林の笑劇的救急問答 / 企画・制作ケアネット ; (団体用著作権処理
済). -- ケアネット, c2005-. v.

11: 下巻 (団体用著作権処理済)医8FAV DV//215//2//492.29

94
Dr.香坂のすぐ行動できる心電図 / ケアネット企画・制作 ; : 団体用著
作権処理済. -- ケアネット, c2015. v.

医8FAV DV//216//1//492.123
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