
No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1
バイオサイエンス時代から考える人間の未来 = The future of human
beings in the age of biosciences

檜垣立哉編著 勁草書房 医9F図書 460//H55//5817

2
Theヨーロッパ医学留学 : 7カ国を完全制覇!11人の若手医師たちがホ
ンネで語る熱き挑戦のすべて  (Circulation up-to-date books ; 13).

金子英弘編著 メディカ出版 医9F図書 490.7//KA53//5733

3 臨床医学の誕生  (始まりの本).
ミシェル・フーコー
[著

みすず書房 医9F図書 492.02//F42//5818

4
OECD医療政策白書 : 費用対効果を考慮した質の高い医療をめざし
て : 第2回OECD保健大臣会合背景文書

OECD編著 明石書店 医9F図書 498.1//O18//5819

5
成功するための「医院開業」ハンドブック : よくわかり、すぐ使える : コ
ンサルタントが教える「My clinic」のつくり方  改訂版

クリニック経営研
究会編著

日本医療企画 医9F図書 498.163//KU65//5734

No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 心理学ビジュアル百科 : 基本から研究の最前線まで 越智啓太編 創元社 医8F図書 140//O15//5747

2 死を越えて : 「生きかた上手」の言葉150 日野原重明著 いきいき株式会社出版局 医8F図書 159//H61//5760

3 ホスピスのこころを語る : 音楽が拓くスピリチュアルケア
柏木哲夫, 栗林
文雄著

一麦出版社 医9F図書 490.14//KA77//5755

4 医聖 : アデプトゥス・メディクス 異能医学者列伝 阿久津淳著 福昌堂 医9F図書 490.28//A39//5736

5 生きかたの処方箋 日野原重明著 河出書房新社 医9F図書 490.4//H61//5744

医学・医療は決してそれ単体で存在している分野ではなく、それらをより深く理解

する為には敢えて外側の視点から眺めてみる事も必要なのではないだろうか。

それは医学と医療の全体像を未だ知らない学生時代にこそ、気まぐれに、ふらっ

と、フラットに為されるべきことだと思う。

こうした考えから、僕は5冊の本を選定しました。一人でも多くの人が、ふらっと本

を手に取ってくれるととても嬉しいです。

京都大学iPS研究所(CiRA)監修の下で、CiRAをはじめ世界各国におけるiPS研究の現場

をルポした「iPS細胞が医療をここまで変える」。

各国の最新の研究状況をはじめ、個性豊かな研究者たちのこれまでの人生やこれか

らの研究課題についても深く掘り下げられた、医療関係者必読の一冊。

学生の選ぶ学生の本！

来年はあなたの出番！

医学科1回生

医学科2回生

学生 選書

＜おすすめの一冊＞



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

6 人のからだにある"あな" : 竹内先生の楽しくわかる解剖生理 竹内修二著 ナツメ社 医9F図書 491.1//TA67//5754

7
iPS細胞が医療をここまで変える : 実用化への熾烈な世界競争
(PHP新書 ; 1053).

京都大学iPS細
胞研究所著

PHP研究所 医9F図書 491.11//KY6//5820

8 プロが教える筋肉のしくみ・はたらきパーフェクト事典 : オールカラー 荒川裕志著 ナツメ社 医9F図書 491.169//A63//5735

9 N教授の生理学講義ノート : 人体のしくみとしかけをわかりやすく伝授 二宮治明著 日本医事新報社 医9F図書 491.3//N76//5751

10 はじめての生理学  (史上最強カラー図解). 當瀬規嗣監修 ナツメ社 医9F図書 491.3//TO71//5753

11 病院でぼくらはみんな病んでいる。  (BAMBOO ESSAY SELECTION). 安斎かなえ著 竹書房 医8F図書 492.9049//A49//5752

12 いのちの不思議な物語 内藤いづみ著 佼成出版社 医9F図書 492.993//N29//5745

13 在宅で死ぬということ 押川真喜子著 文藝春秋 医8F図書 492.993//O76//5742

14 日本の精神医学この五〇年 松本雅彦 [著] みすず書房 医9F図書 493.7//MA81//5821

15 精神医学の歴史と人類学  (シリーズ精神医学の哲学 ; 2).
鈴木晃仁, 北中
淳子編

東京大学出版会 医9F図書 493.7//SU96//5741

16 大笑い!精神医学 : 精神医学を100%否定する理由 内海聡著 三五館 医9F図書 493.7//U96//5758

17
精神科は今日も、やりたい放題 : "やくざ医者"の、過激ながらも大切
な話

内海聡著 三五館 医9F図書 493.7//U96//5822

18
最期まで自分らしく生きるためにできること : がん治療のことから生
活、家族、遺言、身辺整理まで

ホスピスケア研
究会監修

河出書房新社 医9F図書 494.5//SA18//5743

19 犯罪精神医学拾遺 小畠秀吾著 時空出版 医9F図書 496.8//O12//5757

20
誰も語らなかった歯科医療紛争の真実 : 明暗を分けた裁判例の比較
からわかる傾向と対策

植木哲, 永原國
央著

クインテッセンス出版 医9F図書 498.12//U39//5750

21 一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話
日野原重明聞き
手

実業之日本社 医9F図書 720.28//H 99//5746

22 脳が勝手に記憶するユダヤ式英語勉強法 加藤直志著 サンマーク出版 医8F図書 830.7//KA86//5748

23
奇跡の音(ミラクルリスニング)8000Hz英語聴覚セラピー  [1], 困って
いる外国人に話しかけたくなる英語編.

篠原佳年, セニ
サック陽子共著

きこ書房 医9F図書 831.1//SH67//5756

24 鬱屈精神科医、占いにすがる 春日武彦著 太田出版 医8F図書 914.6//KA79//5749

25 さようならを言うための時間 : みんなで支えた彼の「選択」 波多江伸子著 木星舎 医8F闘病記 916//H42//5759//がん22

26 ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一著 西日本新聞社 医8F闘病記 916//O45//5737//脳1

27 ペコロスの母の玉手箱 岡野雄一著 朝日新聞出版 医8F闘病記 916//O45//5738//脳1

28 ペコロスの母の贈り物 岡野雄一著 朝日新聞出版 医8F闘病記 916//O45//5739//脳1

29 ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう : 介護げなげな話 岡野雄一著 小学館 医8F闘病記 916//O45//5740//脳1



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 こころをつなぐミュージックセラピー : ことばを超える音との対話 稲田雅美著 ミネルヴァ書房 医8F図書 146.8//I51//5776

2 臨床アートセラピー : 理論と実践 関則雄著 日本評論社 医8F図書 146.8//SE24//5774

3 精神病院時代の終焉 : 当事者主体の支援に向かって
遠塚谷冨美子
[ほか] 著

晃洋書房 医8F図書 369.28//TO73//5779

4 医療の歴史 : 穿孔開頭術から幹細胞治療までの1万2千年史
スティーブ・パー
カー著

創元社 医9F図書 490.2//P24//5824

5 みんなのEBMと臨床研究 : ゼロから始めて一冊でわかる! 神田善伸著 南江堂 医9F図書 490.7//KA51//5763

6 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書 平馬直樹総監修 ナツメ社 医9F図書 490.9//KI17//5764

7
新・現代免疫物語 : 「抗体医薬」と「自然免疫」の驚異  (ブルーバック
ス ; B-1633).

岸本忠三, 中嶋
彰著

講談社 医9F図書 491.8//KI58//5823

8 救命救急のディシジョン・メイキング : 実践のためのEBMハンドブック
ジョン E. アルボ
編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 医9F図書 492.29//A67//5791

9
好きになる救急医学 : 病院前から始まる救急医療  (好きになるシ
リーズ). 第3版

小林國男著 講談社 医9F図書 492.29//KO12//5768

10 内科救急診療のロジック : 動きながら考える!
松原知康, 吉野
俊平著

南山堂 医9F図書 492.29//MA73//5773

11 めざせっ!総合診療専門医  (総合診療専門医シリーズ). 西村真紀編 中山書店 医9F図書 492//N84//5772

12
ホリスティックメディスンとしての酸塩基平衡 : マイヤー法の発展と食
事療法

ミヒャエル・ヴォル
リチェク著

ガイアブックス 医9F図書 493.12//W88//5790

13 薬物依存臨床の焦点 松本俊彦著 金剛出版 医9F図書 493.155//MA81//5780

14
骨粗鬆症 : 「鬆」とはなにか、骨の中で起こっていること  (シリーズ・
骨の話 ; 3).

宮腰尚久著 ミネルヴァ書房 医9F図書 493.6//M76//5777

15 極論で語る睡眠医学 河合真著 丸善出版 医9F図書 493.7//KA93//5775

16
神経内科ハンドブック : 鑑別診断と治療 = Handbook of neurology 第
5版

水野美邦編集 医学書院 医9F図書 493.7//MI96//5770

17
よくわかる精神医学の基本としくみ  (図解入門 . メディカルサイエンス
シリーズ).

武井茂樹著 秀和システム 医9F図書 493.7//TA62//5787

18 神田橋條治医学部講義 神田橋條治著 創元社 医9F図書 493.72//KA51//5767

19
精神科臨床Q&A forビギナーズ : 外来診療の疑問・悩みにお答えしま
す!

宮内倫也著 医学書院 医9F図書 493.72//MI86//5771

20 シーン別神経診察 : こんなときに診る・使う  第2版 塩尻俊明著 日本医事新報社 医9F図書 493.72//SH72//5783

21
アルツハイマーはなぜアルツハイマーになったのか : 病名になった
人々の物語

ダウエ・ドラーイ
スマ著 ; 鈴木晶
訳

講談社 医9F図書 493.73//D91//5761

普段、図書には難しめのものばかりが目立つので、手に取りやすく読みやすいものが多くなれば、

と思い選書しました。

医学科3回生



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

22
よくわかる依存症 : アルコール、薬物、ギャンブル、ネット、性依存 :
患者と家族を救うために  (セレクトbooks)(こころのクスリbooks).

榎本稔著 主婦の友社 医9F図書 493.74//E63//5769

23 メキメキ上達する頭痛のみかた
Elizabeth W.
Loder編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 医9F図書 493.74//L81//5792

24 非定型精神病とカタトニア : 拒絶と服従から学ぶ症候学 中山和彦著 星和書店 医9F図書 493.76//N45//5784

25
うつ・心の病気 : 本気で治したいあなたに贈る本 : ホリスティック医療
で心がスーッと軽くなる

信田広晶著 現代書林 医9F図書 493.76//SH66//5781

26 もしかして私、大人の発達障害かもしれない!? 田中康雄著 すばる舎 医9F図書 493.76//TA84//5766

27 統合失調症をほどく (中井久夫と考える患者シリーズ  ; 2).
中井久夫監修・
解説

ラグーナ出版 医9F図書 493.763//N34//5793

28
マンガでわかりやすいうつ病の認知行動療法 : こころの力を活用する
7つのステップ

大野裕監修 きずな出版 医9F図書 493.764//MA43//5795

29 うつ病
ヴィタリー・ミヌー
トコ著

星和書店 医9F図書 493.764//MI47//5786

30 インフルエンザ診療ガイド  ;  2016-17 菅谷憲夫編 日本医事新報社 医9F図書 493.87//SU29//5782

31 子どものうつ病 : その診断・治療・予防 長尾圭造著 明石書店 医9F図書 493.937//N17//5778

32
若い医師のための麻酔科学 = Anesthesia for young doctors  三訂
版

横山武志, 飯島
毅彦著

ベクトル・コア 医9F図書 494.24//Y79//5794

33 脳外科医マーシュの告白
ヘンリー・マー
シュ著

NHK出版 医9F図書 494.627//MA52//5762

34
精神鑑定への誘い : 精神鑑定を行う人のために、精神鑑定を学びた
い人のために

安藤久美子著 星和書店 医9F図書 498.99//A47//5785

35
生薬単 : 語源から覚える植物学・生薬学名単語集 : ギリシャ語・ラテ
ン語  改訂第2版

原島広至著 エヌ・ティー・エス 医9F図書 499.8//H32//5765

36
失った記憶ひかりはじめた僕の世界 : 高次脳機能障害と生きるディ
ジュリドゥ奏者の軌跡

GOMA著 中央法規出版 医8F闘病記 916//G62//5788//脳0

37 自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー著 飛鳥新社 医8F闘病記 936//KE16//5789//障害3

No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 大村智ものがたり : 苦しい道こそ楽しい人生 馬場錬成著 毎日新聞出版 医8F図書 289//B12//5803

2 「プレゼン」力 : 未来を変える「伝える」技術
山中伸弥, 伊藤
穣一著

講談社 医8F図書 361.4//Y34//5825

3 欧米に寝たきり老人はいない : 自分で決める人生最後の医療
宮本顕二, 宮本
礼子著

中央公論新社 医9F図書 490.15//MI77//5796

今回の選書では、臨床医学を勉強していく中で、根本的なことを理解できていないとつらいと

いうことを痛感したので、できるだけ平易に書いている書籍を選びました。

また、医療関係者以外から見た医療の問題点などについての書籍も選ばせていただきました。

医学科4回生



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

4 医学不要論 : 全く不要な9割の医療と、イガクムラの詐術 内海聡著 三五館 医9F図書 490.4//U96//5807

5 医者のたまご、世界を転がる。 中島侑子著 ポプラ社 医9F図書 490.49//N34//5802

6
マンガと図解これからの東洋医学 : 理論、診断法、漢方・鍼灸・薬膳
から新たな統合医療まで

川嶋朗監修 日本文芸社 医9F図書 490.9//MA43//5800

7
救急医驚異の判断力 : そのとき、医者、患者、家族は何を決断する
のか

角由佳著 PHP研究所 医9F図書 492.29//SU57//5801

8 研修医当直御法度 : ピットフォールとエッセンシャルズ 第6版 寺沢秀一著 三輪書店 医9F図書 492.29//TE62//5808

9 紙とペンでできる認知症診療術 : 笑顔の生活を支えよう 山口晴保著 協同医書出版社 医9F図書 493.75//Y24//5804

10 だれが医療を殺すのか : 国民皆保険制度が崩壊する日 石井正三著 ビジネス社 医9F図書 498.021//I75//5806

11 地域医療と暮らしのゆくえ : 超高齢社会をともに生きる 高山義浩著 医学書院 医9F図書 498.04//TA56//5797

12
医療の未来 : 混合診療で大儲けする人病気になったら全財産がなく
なる人  (veggy Books).

橋本英樹著 キラジェンヌ 医9F図書 498.13//H38//5809

13 漢方薬キャラクター図鑑 : 自分にぴったりの薬が見つかる! 新見正則監修 日本図書センター 医9F図書 499.8//KA58//5799

14 医師・薬剤師のための漢方のエッセンス 幸井俊高著 日経BP社 医9F図書 499.8//KO28//5805

15 自然が答えを持っている 大村智著 潮出版社 医8F図書 914.6//O64//5798

No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 DSM-5ガイドブック : 診断基準を使いこなすための指針
Black DW, Grant
JE [著]

医学書院 医9F図書 493.7//B52//5810

2 結核 第4版. 冨岡洋海編集 医学書院 医9F図書 493.89//KE29//5811

3 図説新肩の臨床 高岸憲二編集 メジカルビュー社 医9F図書 494.77//TA29//5814

4 スポーツ診療ビジュアルブック
マーク D.ミラー
[ほか] 編

メディカル・サイエンス・インターナショナル 医9F図書 780.19//MI27//5815

5 野球食 海老久美子著 ベースボール・マガジン社 医8F図書 783.7//E14//5813

6 リーダー論 : 覚悟を持って道を示せ 野村克也著 大和書房 医8F図書 783.7//N95//5812

ガチガチの医学の本は図書館にたくさんありますが、少し違った視点で医学を見れないかと考え

て選びました。勉強の合間に少し読んでもらえれば。

医学科5回生



No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 デンマークの選択・日本への視座 野口典子編著 中央法規出版 医8F図書 369.0238//N93//5829

2 在宅介護 : 「自分で選ぶ」視点から  (岩波新書 ; 新赤版 1557). 結城康博著 岩波書店 医8F図書 369.261//Y97//0621

3
科学者という仕事 : 独創性はどのように生まれるか  (中公新書 ;
1843).

酒井邦嘉著 中央公論新社 医9F図書 402.8//SA29//5826

4 終末期医療と生命倫理  (生命倫理コロッキウム ; 4).
飯田亘之,甲斐克
則編

太陽出版 医9F図書 490.15//I18//5830

5 わかってきたかも!?「医療統計」 五十嵐中著 東京図書 医9F図書 490.19//I23//5827

6 わかってきたかも「医療統計」・・・だけど論文読めません!!
五十嵐中, 佐條
麻里著

東京図書 医9F図書 490.7//I23//5828

7 人間の運動学 : ヒューマン・キネシオロジー
宮本省三 [ほか]
著

協同医書出版社 医9F図書 491.36//MI77//5834

8
患者さんと医療系学生のための臨床薬理学入門 : くすりを正しく用い
るために

笹栗俊之著 九州大学出版会 医9F図書 491.5//SA72//0622

9 超音波検査症例集  (JAMT技術教本シリーズ).
日本臨床衛生検
査技師会監修

じほう 医9F図書 492.1//C53//0623

10 やさしい抗菌薬
Jason C.
Gallagher著

シナジー 医9F図書 492.31//G17//5833

11
地域包括ケア時代の脳卒中慢性期の地域リハビリテーション : エビ
デンスを実践につなげる  第1版

吉本好延編集 メジカルビュー社 医9F図書 493.73//Y91//5831

12 終末期リハビリテーションの臨床アプローチ 安部能成編 メジカルビュー社 医9F図書 494.79//A12//5835

13 安楽死法 : ベネルクス3国の比較と資料 盛永審一郎監修 東信堂 医9F図書 498.12//A49//5816

14 スポーツを楽しむための栄養・食事計画 : 理論と実践 川野因編著 光生館 医8F図書 780.19//KA96//5832

No 書名 著者名 出版社 配置場所 請求記号

1 Dr.林の笑劇的救急問答 12: 上巻 企画・制作ケアネット ケアネット 医8FAV DV//225//1//492.29

2 Dr.たけしの本当にスゴい症候診断 ; 2 上田剛士[講師] ケアネット 医8FAV DV//226//1//492.1

3 ナベちゃん先生のだれでも撮れる心エコー 企画・制作ケアネット ケアネット 医8FAV DV//227//1//492.12

4 ナベちゃん先生のだれでも読める心エコー 企画・制作ケアネット ケアネット 医8FAV DV//228//1//492.12

大阪市立大学学術情報総合センター医学分館　2016.12.9

病気を治すことだけではなく、その後の介護やそれに関する福祉政策についての書籍を中心に選んだ。

2泊3日で借りることができます。8FAVコーナーへ！ＤＶＤ

医学科6回生


