
NO. 書名 配置場所 請求記号

1
1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書 = Learn the style of the 365 professionals / 
藤尾秀昭監修. -- 致知出版社, 2020.11.

医9F図書北 159.84//I16//7822

2 警視庁科学捜査官 : 難事件に科学で挑んだ男の極秘ファイル / 服藤恵三著. -- 文藝春秋, 2021.3. 医9F図書北 317.75//H32//7824

3
人は話し方が9割 : 1分で人を動かし、100%好かれる話し方のコツ / 永松茂久著. -- すばる舎, 
2019.9.

医9F図書北 361.454//N15//4140

4
その後のとなりの億万長者 : 全米調査からわかった日本人にもできるミリオネアへの道 / トマス・
J.スタンリー著 ; サラ・スタンリー・ファラー著 ; 長岡半太郎監修 ; 藤原玄訳. -- パンローリン
グ, 2021.2. -- (ウィザードブックシリーズ ; 306).

医9F図書北 361.83//ST2//7829

5
となりの億万長者 : 成功を生む7つの法則 / トマス・J・スタンリー, ウィリアム・D・ダンコ著 ; 
斎藤聖美訳. -- 新版. -- 早川書房, 2013.8.

医9F図書北 361.83//ST2//7861

6 在宅ひとり死のススメ / 上野千鶴子著. -- 文藝春秋, 2021.1. -- (文春新書 ; 1295). 医9F図書北 367.75//U45//7832

7
おうち性教育はじめます : 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え方 / フクチマミ, 村瀬幸浩著. -- 
KADOKAWA, 2020.3. -- (MF comic essay).

医9F図書北 367.99//F74//7821

8
とがったリーダーを育てる : 東工大「リベラルアーツ教育」10年の軌跡 / 池上彰, 上田紀行, 伊藤
亜紗著. -- 中央公論新社, 2021.8. -- (中公新書ラクレ ; 738).

医9F図書北 377.15//I33//7833

🍀🍀学生のみなさんが選んだ図書です🍀🍀

学 生 選 書
2021

・研修医シリーズ(No.26-28)

「泣くな研修医」を個人的に楽しく読み、選書期間に続編が発売されていることに気づき、ぜひ

読みたいと思いました！

まだ医師として働いたことはありませんが、将来医師がどのようなことをやり、何に悩むのか。

小説で現実はもっと厳しいかもしれませんが、読みやすくイメージがわきやすいと思います。学

生のうちにほんの少しでも医師の生活を知る意義は大きいと思います。

『とがったリーダーを育てる』(No.8)『医師として知っておくべきマネジメントとリーダーシップ』(No.17)

「人を助ける」ことは決してひとりで実現することはできません。いろいろな業種のひとたちと共通の目的に向

かってするチーム戦です。しかしチームにはたくさんの人をまとめ指揮したり、最終決断をしたりするリーダーの

存在が欠かせません。

「考えて、考えて、考える」は今話題の藤井聡太さんと元伊藤忠商事社長の丹羽宇一郎さんの対談で新刊です。

『食べる投資』(No.19)『眠る投資』(No.18)

僕は今現在2回生です。座学に解剖実習、バイトに部活、さらにはテストラッシュと目が回る忙しさで

す。医師の方は僕より遥かにもっと忙しいはずです。そんな中疎かにしがちなのが食事と睡眠です。こ

のハーバード大学の本で、少しでもよい食事、睡眠をとるための投資を学べそうです。

・USMLE関連(No11)

図書館にUSMLEの教科書はあっても、問題集がなかったので、購入させていただきました。また

USMLEの範囲で日本の国家試験の範囲ではない行動医学の教科書も興味から選んでみました！

『マンガでわかる!認知症の人が見ている世界』(No.15)

他人と接する際、大きな壁の１つとなるのは相手を理解できないことです。こ

の本は認知症に対する理解を深める一助となること間違いなしです。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

9
楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 : 発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた / 大場美鈴著. -- 
あさ出版, 2020.6.

医9F図書北 379.9//O11//7825

10 まとめないACP : 整わない現場、予測しきれない死 / 宮子あずさ著. -- 医学書院, 2021.9. 医9F図書南 490.145//MI76//7836

11
First Aid Q&A for the USMLE Step 1 / [edited by] Tao Le, James A. Feinstein. -- 3rd ed.. -- 
McGraw-Hill [distributor], 2012.

医9F国試 490.79//F27//7840

12
Dr.ミカミの動画で学ぶ基礎医学 : コアカリ準拠 / 三上貴浩著 ; 生命科学編. -- 医学書院, 
2021.3.

医9F図書南 491//MI21//7831

13 運動器の臨床解剖アトラス : 運動療法その前に! / 工藤慎太郎編集. -- 医学書院, 2021.4. 医9F図書南 491.16//KU17//7830

14
Behavioral science / Barbara Fadem ; : [pbk], : softbound. -- 8th ed., International ed. -- 
Wolters Kluwer, c2021. -- (Board review series).

医9F図書南 493.7//F11//7839

15 マンガでわかる!認知症の人が見ている世界 / 川畑智著 ; 浅田アーサー漫画. -- 文響社, 2021.4. 医9F図書南 493.758//KA91//7820

16
PT-OT-STのための臨床に活かすエビデンスと意思決定の考えかた / 藤本修平, 竹林崇編集. -- 医学
書院, 2020.10.

医9F図書南 494.78//F62//7823

17
医師として知っておくべきマネジメントとリーダーシップの鉄則24の訓え / Anthony J.Viera, Rob 
Kramer[編] ; 綿貫聡 [ほか] 監訳. -- 丸善出版, 2019.7.

医9F図書南 498.14//V68//7841

18 眠る投資 : ハーバードが教える世界最高の睡眠法 / 田中奏多著. -- アチーブメント出版, 2020.10. 医9F図書南 498.36//TA84//7838

19
食べる投資 : ハーバードが教える世界最高の栄養レシピ100 / 満尾正監修 ; 牧野直子料理. -- ア
チーブメント出版, 2021.5.

医9F図書南 498.583//TA12//7837

20 新型コロナに立ち向かう100の技術 / 日経BP編. -- 日経BP. -- (日経テクノロジー展望). 医9F図書北 504//N73//7834

21 美酒復権 : 秋田の若手蔵元集団「NEXT5」の挑戦 / 一志治夫著. -- プレジデント社, 2018.12. 医9F図書北 588.52//I85//7862

22 ビジネスエリートが知っている教養としての日本酒 / 友田晶子著. -- あさ出版, 2020.10. 医9F図書北 588.52//TO61//7826

23 荒木飛呂彦の超偏愛!映画の掟 / 荒木飛呂彦著. -- 集英社, 2013.5. -- (集英社新書 ; 0689F). 医9F図書北 778.04//A64//7827

24
みんなの映画100選 : あのシーンあのセリフ / 鍵和田啓介文 ; 長場雄絵. -- オークラ出版, 
2016.4.

医9F図書北 778.04//KA18//7828

25 考えて、考えて、考える / 丹羽宇一郎著 ; 藤井聡太著. -- 講談社, 2021.8. 医9F図書北 796.021//N89//7835

26 泣くな研修医 / 中山祐次郎 [著]. -- 幻冬舎, 2020.4. -- (幻冬舎文庫 ; な-46-1). 医9Fよみもの 913.6//N45//4170

27
逃げるな新人外科医 / 中山祐次郎 [著]. -- 幻冬舎, 2020.4. -- (幻冬舎文庫 ; [な-46-2] . 泣く
な研修医 ; 2).

医9Fよみもの 913.6//N45//4172

28
走れ外科医 / 中山祐次郎 [著]. -- 幻冬舎, 2021.3. -- (幻冬舎文庫 ; [な-46-3] . 泣くな研修医 
; 3).

医9Fよみもの 913.6//N45//4171

29 とにもかくにもごはん / 小野寺史宜著. -- 講談社, 2021.8. 医9Fよみもの 913.6//O67//7887

NO. 書名 配置場所 請求記号

30
感染症と生体防御 / 田城孝雄, 北村聖編著. -- 改訂版. -- 放送大学教育振興会, 2018.3. -- (放送
大学教材 ; 1710117-1-1811).

医9F図書南 491.8//TA93//7842

31
触診解剖アトラス / セルジュ・ティクサ著 ; 川口浩太郎 [ほか] 訳. -- 第3版. -- 医学書院, 
2018.1.

医9F図書南 492.5//TI9//7843

『感染症と生体防御』(No.30)

コメント: 感染症とたたかう今、様々な感染症やその歴史、防御の仕

組みなどを知ることが役立つと思い選書しました。

『危うく一生懸命に生きるところだった』(No.33)

多くの学生はこの先キャリアアップ、キャリア形成のため猛烈に頑張っていくであろうから

こそ知っておきたい視点。自分の頑張りが必ず報われるとは限らないこともある中で走り続

けることしか知らず追い詰められそうなときの参考になる考えが書かれていると思い選ばせ

ていただきました。

焦って視野が狭くなっているとき、落ち着いて自分の人生の方向性を再確認するのに少しで

も役に立つかと思います。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

32 スピリチュアルズ : 「わたし」の謎 / 橘玲著. -- 幻冬舎, 2021.6. 医9F図書北 141.93//TA13//7846

33
幸福の「資本」論 : あなたの未来を決める「3つの資本」と「8つの人生パターン」 / 橘玲著. -- ダ
イヤモンド社, 2017.6.

医9F図書北 151.6//TA13//7848

34
あやうく一生懸命生きるところだった / ハ・ワン文・イラスト ; 岡崎暢子訳. -- ダイヤモンド社, 
2020.1.

医9F図書北 159//H11//7847

35 無理ゲー社会 / 橘玲著. -- 小学館, 2021.8. -- (小学館新書 ; 400). 医9F図書北 304//TA13//7844

36
CBT・医師国家試験のためのレビューブック産婦人科 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 2022-2023. -
- 第6版. -- メディックメディア, 2021.9.

医9F国試 490.79//KO53//4127

37
CBT・医師国家試験のためのレビューブック内科・外科 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 2022-2023. 
-- 第14版. -- メディックメディア, 2021.7.

医9F国試 490.79//KO53//4128

38
CBT・医師国家試験のためのレビューブックマイナー2021-2022 / 国試対策問題編集委員会. -- 第9
版. -- メディックメディア, 2020.10.

医9F国試 490.79//KO53//4129

39
CBT・医師国家試験のためのレビューブック公衆衛生 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 2022. -- 第7
版. -- メディックメディア, 2021.10.

医9F国試 490.79//KO53//4173

40
CBT・医師国家試験のためのレビューブック小児科 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 2021-2022. -- 
第4版. -- メディックメディア, 2020.7.

医9F国試 490.79//KO53//4134

41
あなたの体は9割が細菌 : 微生物の生態系が崩れはじめた / A・コリン著 ; 矢野真千子訳. -- 河出
書房新社, 2020.12. -- (河出文庫 ; [ア11-1]).

医9F図書南 491.7//C84//7845

42 腸がすべて / フランク・ラポルト=アダムスキー著 ; 森敦子訳. -- 東洋経済新報社, 2020.12. 医9F図書南 493.46//L31//7849

43 日本の医療 : 制度と政策 / 島崎謙治著. -- 増補改訂版. -- 東京大学出版会, 2020.4. 医9F図書南 498.13//SH45//7850

NO. 書名 配置場所 請求記号

44 すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 / 山本健人著. -- ダイヤモンド社, 2021.8. 医9F図書南 490.4//Y31//7888

45
Ace your medical exams : even when everything is stacked against you / by Patsy Tremayne. -
- [Lightning Source Inc.], c2019.

医9F図書南 490.7//TR4//7851

46 痛みの内科診断学 / 鍋島茂樹著. -- 南山堂, 2020.5. 医9F図書南 492.1//N11//7855

47
症候診断ドリル : エキスパートの診断戦略で解き明かす必ず押さえておきたい23症候 / 鋪野紀好編. 
-- 羊土社, 2021.4. -- (レジデントノート ; Vol. 23, No. 1 ; 増刊).

医9F図書南 492.1//SH34//7854

48 PBLで学ぶ安全な中心静脈穿刺 / 中澤春政, 渡辺邦太郎, 徳嶺譲芳著. -- 克誠堂出版, 2021.6. 医9F図書南 492.22//N46//7860

49 精神症状から身体疾患を見抜く / 尾久守侑著. -- 金芳堂, 2020.3. 医9F図書南 493.09//O26//7859

50 誰がために医師はいる : クスリとヒトの現代論 / 松本俊彦 [著]. -- みすず書房, 2021.4. 医9F図書南 493.155//MA81//7852

51
ねじ子が精神疾患に出会ったときに考えていることをまとめてみた / 森皆ねじ子著. -- 照林社, 
2020.4.

医9F図書南 493.7//MO54//7857

52 初期研修医・総合診療医のための小児科ファーストタッチ / 岡本光宏著. -- じほう, 2019.3. 医9F図書南 493.92//O42//7856

53
免疫チェックポイント阻害薬実践ガイドブック : 使いこなすためのコツ! / 倉田宝保, 吉岡弘鎮編
集. -- メジカルビュー社, 2020.10.

医9F図書南 494.5//KU56//7853

54 最悪の予感 : パンデミックとの戦い / マイケル・ルイス著 ; 中山宥訳. -- 早川書房, 2021.7. 医9F図書南 498.6//L59//7858

『すばらしい人体――あなたの体をめぐる知的冒険』(No.42)

SNSで非常に人気のある本です。

大学の講義では習わなくとも、ふと疑問に思うような人体の仕組みについてそのメ

カニズムが載っています。

『Ace Your Medical Exams』(No.43)

日本と比べられないくらい辛いという海外医学部の試験や実習に対する対処法が記

載されています。

英語の勉強も踏まえてぜひご覧ください。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

55
【MeL】就活マナー : 要点マスター! / 美土路雅子著. -- マイナビ出版, [2021.5]. -- (Maruzen 
eBook Library).

電子ブック

NO. 書名 配置場所 Maruzen eBook Library

1
【MeL】就活マナー : 要点マスター! / 美土路雅子著. -- マイナビ出版, 
[2021.5]. -- (Maruzen eBook Library).

電子ブック

2 【MeL】新病理学 新装版  第5版（Qシリーズ） 電子ブック

3 【MeL】新衛生・公衆衛生学 新装版  第6版（Qシリーズ） 電子ブック

4 【MeL】新発生学  改訂第4版（Qシリーズ） 電子ブック

5 【MeL】新解剖学 フルカラー新装版 第7版（Qシリーズ） 電子ブック

6 【MeL】新生理学 フルカラー新装版 第7版（Qシリーズ） 電子ブック

7 【MeL】新薬理学 フルカラー新装版 第7版（Qシリーズ） 電子ブック

8 【MeL】新組織学 : フルカラー新装版 第7版（Qシリーズ） 電子ブック

9 【MeL】新微生物学 第2版（Qシリーズ） 電子ブック

10
【MeL】はじめて学ぶ"伝わる"プレゼンテーション ―患者指導，カンファレ
ンスから学会・院内発表まで―

電子ブック

PCからは医学分館HP「電子ブックを探す」よりタイトルで検索してください。

（学内LANへの接続が必要です。VPN・学認を使えば、学外からでも利用でき

ます）

学認の使い方は
11ページを見てください
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NO. 書名 配置場所 請求記号

1
14歳の自分に伝えたい「お金の話」 = Things I wish I'd known about money when I was fourteen 
/ 藤野英人著. -- マガジンハウス, 2021.5.

医9F図書北 330//F64//3681

2
今さら聞けないお金の超基本 : 節約・貯蓄・投資の前に : ビジュアル版 / 坂本綾子著. -- 朝日新
聞出版, 2018.8.

医9F図書北 330//SA32//4135

3 図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 / 亀田達也監修. -- 日本文芸社, 2019.9. 医9F図書北 361.4//KA33//3680

4 「育ちがいい人」だけが知っていること / 諏内えみ著. -- ダイヤモンド社, 2020.2. 医9F図書北 385.9//SU73//3683

5
失語症になった私から医療の現場で働くみなさんへ38のメッセージ : 医療現場でのコミュニケーショ
ン / 沼尾ひろ子著. -- エスコアール, 2018.4.

医9F図書南 493.73//N99//3685

6
うつ病の人の気持ちがわかる本 : 不思議な「心」のメカニズムが一目でわかる / 大野裕, 地域精神
保健福祉機構(コンボ)監修. -- 講談社, 2011.6. -- (こころライブラリー : イラスト版).

医9F図書南 493.764//U96//3686

7 図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 / 小林弘幸著. -- 日本文芸社, 2020.3. 医9F図書南 498.3//KO12//3679

8
図解ストレス解消大全 : 科学的に不安・イライラを消すテクニック100個集めました / 堀田秀吾著. 
-- SBクリエイティブ, 2020.10.

医9F図書南 498.39//H96//4136

9
医者が教える食事術最強の教科書 : 20万人を診てわかった医学的に正しい食べ方68 / 牧田善二著. -
- ダイヤモンド社, 2017.9.

医9F図書南 498.583//MA37//4137

10
医者が教える食事術2 : 実践バイブル : 20万人を診てわかった医学的に正しい食べ方70 / 牧田善二
著. -- ダイヤモンド社, 2019.8.

医9F図書南 498.583//MA37//4138

11
医者が教えるダイエット最強の教科書 : 20万人を診てわかった医学的に正しいやせ方 / 牧田善二著. 
-- ダイヤモンド社, 2021.6.

医9F図書南 498.583//MA37//4139

12 本当の自由を手に入れるお金の大学 / 両@リベ大学長著. -- 朝日新聞出版, 2020.6. 医9F図書北 591//R96//4141

13 女性の心をつかむ!広告コピーグラフィックス. -- パイインターナショナル, 2015.11. 医9F図書北 674.3//J76//3682

14 イメージでつかむ似ている英語使い分けBOOK / 清水建二, すずきひろし共著. -- ベレ出版, 2017.4. 医9F図書北 834//SH49//3684

15
つながる英会話 : ネイティブとの会話が楽しく続くテクニック50 / 川合亮平著. -- アスク出版, 
2012.7.

医9F図書北 837.8//KA93//4142

NO. 書名 配置場所 請求記号

16
はじめての家族療法 : クライエントとその関係者を支援するすべての人へ / 浅井伸彦編著 ; 松本健
輔著. -- 北大路書房, 2021.9.

医9F図書北 146.8//A83//3687

学 生 選 書
2021

私は前期の一般教養の授業でLBGTに関して学びました。普段生活していて、こ

のような問題について考える事はないと思います。このような本をおく事が考え

るきっかけとなれば良いと思い「LBGT」「ジェンダー」に関しての本を選ばせ

ていただきました。

また大学一回生になってバイトを始めたりお金に関わる事が増えました。その

中で、お金に関する法律やこれから社会に役立つような法律などを学んできてお

らず何も知らないな、と感じる機会が多々ありました。なので「大学生が知って

おきたい生活のなかの法律」という本を選ばせていただきました。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

17
あなたも名医!部位別痛がる患者の診かた : 原因に迫る!解決に導く! / 鋪野紀好編. -- 日本医事新
報社, 2021.8. -- (jmed mook ; 75).

医9F図書南 492//SH34//3688

NO. 書名 配置場所 請求記号

18
生贄探し : 暴走する脳 / 中野信子, ヤマザキマリ [著]. -- 講談社, 2021.4. -- (講談社+α新書 ; 
823-2C).

医9F図書北 141.6//N39//4144

19
面接シナリオによるメンタルヘルス対応の実務 : ケーススタディ / 高尾総司著 ; 森悠太著 ; 前園
健司著. -- 労働新聞社, 2020.9.

医9F図書北 336.48//TA48//3709

20
さらば銀行 : 「第3の金融」が変えるお金の未来 / 杉山智行 [著]. -- 講談社, 2019.4. -- (講談社
+α新書 ; 810-1C).

医9F図書北 338.14//SU49//4148

21 チャートがしっかり読めるようになるFX入門 / 佐藤正和著. -- 翔泳社, 2016.11. 医9F図書北 338.954//SA85//3693

22
2時間でわかる介護保険改正 : ケアマネジャー・訪問看護師必携 / 日本ケアマネジメント学会認定ケ
アマネージャーの会 ; 2021(令和3)年度改訂版. -- メディカ出版, 2021.4.

医9F図書北 364.4//N77//3706

23
世界で学ぶ、働くことは生きること / 生田博子編著 ; 村井浩二 [ほか] 著. -- 書肆侃侃房, 
2021.3.

医9F図書北 366.04//I39//4150

24
サバイバル時代の介護経営メソッド : 目指すは「2040年型」ビジネスモデル / 日経ヘルスケア企
画・編集. -- 日経BP, 2021.8.

医9F図書北 369.26//N73//4159

25
おひとりさまでも最期まで在宅 : 平穏に生きて死ぬための医療と在宅ケア / 中澤まゆみ著. -- 第3
版. -- 築地書館, 2020.6.

医9F図書北 369.261//N46//3705

26
育てにくい子の家族支援 : 親が不安・自責・孤立しないために支援者ができること / 高山恵子著. -
- 合同出版, 2020.12.

医9F図書北 371.42//TA56//3708

27 手話言語白書 : 多様な言語の共生社会をめざして / 全日本ろうあ連盟編集. -- 明石書店, 2019.6. 医9F図書北 378.28//Z3//4151

28
発達が気になる赤ちゃんにやってあげたいこと : 気づいて・育てる超早期療育プログラム : 0歳から
の / 黒澤礼子著. -- 講談社, 2017.11. -- (健康ライブラリー . スペシャル).

医9F図書北 378//KU76//4165

29
コロナ禍でもナース続けられますか / あさひゆり著. -- 竹書房, 2021.5. -- (BAMBOO ESSAY 
SELECTION).

医8Fi-コモ 492.9//A82//3699

30
ナイチンゲール病棟はなぜ日本で流行らなかったのか / 長澤泰 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会, 
2020.9. -- (ナイチンゲールの越境 ; 1 . 建築).

医9F図書北 492.9//N71//4186

31
ナイチンゲールはなぜ「換気」にこだわったのか / 岩田健太郎 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会, 
2021.1. -- (ナイチンゲールの越境 ; 2 . 感染症).

医9F図書北 492.9//N71//4160

32
ナイチンゲールはフェミニストだったのか / 河村貞枝 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会, 2021.5. 
-- (ナイチンゲールの越境 ; 3 . ジェンダー).

医9F図書北 492.9//N71//4174

33
ナイチンゲールが生きたヴィクトリア朝という時代 / 中島俊郎 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会, 
2021.8. -- (ナイチンゲールの越境 ; 4 . 時代).

医9F図書北 492.9//N71//4175

34
"生きるからだ"に向き合う : 身体論的看護の試み / 佐藤登美, 西村ユミ編著. -- へるす出版, 
2014.1.

医9F図書北 492.9//SA85//3704

35 看護師をめざすあなたへ / 高橋則子 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会, 2021.8. 医9F図書北 492.9//TA33//4156

36 実践から学ぶ看護職 : 科学的看護論と省察的実践論 / 椙山委都子著. -- 鳳書房, 2009.8. 医9F図書北 492.901//SU49//3702

37 病院・施設・地域で使える看護師のための感染対策 / 洪愛子編集. -- 中央法規出版, 2021.3. 医9F図書北 492.911//KO11//4155

38
ズボラな学生の看護実習本ずぼかん / 中山有香里著 ; 中山祐次郎監修 ; 角田直枝監修. -- クイッ
ク, 2021.9. -- (看護roo!BOOKS).

医9F図書北 492.911//N45//4154

『手話言語白書 : 多様な言語の共生社会をめざして』(No.27)

手話言語条例は2021年10月現在、31道府県16区301市69町3村、計420自治体で

成立されています。

日本語、英語などと同じく１つの言語としての手話への理解を深められるのではないかと

思います。

『病院にピットイン! : 腹膜透析闘病記』(No.69)

現在日本の全透析患者のうち約3%と普及率の低い治療法ですが、今後増加し

ていくと考えられる腹膜透析を行なっている方の闘病記です。

『ドキュメントがん治療選択 : 崖っぷちから自分に合う医療を探し当てた

ジャーナリストの闘病記』(No.68)

最先端の治療システムが、最適な医療なのか？患者の立場からの治療選択への

おもいを知ることができる1冊です。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

39
ICUでのくすりの使い方・考え方 / 道又元裕, 岡元和文特集編集. -- 総合医学社, 2014.11. -- (重
症患者ケア / 岡元和文, 道又元裕 編 ; vol 3 no 4 (2014)).

医9F図書北 492.916//MI13//4161

40
重症患者に必要な輸液管理と体液ケア / 岡元和文, 道又元裕特集編集. -- 総合医学社, 2013.2. -- 
(急性・重症患者ケア ; Vol. 2, No. 1 (2013)).

医9F図書北 492.916//O42//3701

41
ICUのモニタリング : 呼吸・循環・代謝・神経系のモニタリングをどう見る?どう活かす? / 大槻勝明
特集編集. -- 総合医学社, 2015.2. -- (重症患者ケア / 岡元和文, 道又元裕 編 ; vol 4 no 1 
(2015)).

医9F図書北 492.916//O89//4162

42
手術室のモニタリング“あるあるトラブル"解決塾 : さぬちゃん先生のこそ勉ナース&研修医のための 
/ 讃岐美智義著. -- メディカ出版, 2020.11.

医9F図書北 492.9163//SA67//3689

43
手術室の薬剤"あるあるトラブル"解決塾 : さぬちゃん先生のこそ勉ナース&研修医のための / 讃岐美
智義著. -- メディカ出版, 2020.11.

医9F図書北 492.9163//SA67//3690

44
小児看護過程 : 発達段階を考えたアセスメントにもとづく / 茎津智子編著. -- 第2版. -- 医歯薬出
版, 2021.9.

医9F図書北 492.925//KU28//3707

45
そこが知りたい!がん化学療法とケアQ&A : 臨床現場からの100の質問に答えます / 新井敏子, 春藤紫
乃編集. -- 第2版. -- 総合医学社, 2014.9. -- (ナーシングケアQ&A = Nursing care Q&A ; 50).

医9F図書北 492.926//A62//3703

46
保健指導で高血圧パラドックスの解消へ : 保健指導の現場の疑問に答える / 菱田明, 伊藤貞嘉, 熊
谷勝子編著. -- 東京医学社, 2020.4.

医9F図書南 493.25//H76//4169

47 がんを生きる緩和ケア医が答える命の質問58 / 大橋洋平著. -- 双葉社, 2020.9. 医9F図書南 494.5//O28//4168

48
臨床力がアップする!皮膚免疫アレルギーハンドブック / 戸倉新樹, 藤本学, 椛島健治編集. -- 南江
堂, 2018.11.

医9F図書南 494.8//TO42//4153

49
ケアのたましい : 夫として、医師としての人間性の涵養 / アーサー・クラインマン著 ; 江口重幸, 
吉村慶子, 高橋優輔訳. -- 福村出版, 2021.8.

医9F闘病記 498//KL4//3697//脳1

50 基礎から学ぶ健康管理概論 / 尾島俊之, 堤明純編集. -- 改訂第5版. -- 南江堂, 2020.3. 医9F図書南 498//O35//4167

51 医療の価値と価格 : 決定と説明の時代へ / 田倉智之著. -- 医学書院, 2021.7. 医9F図書南 498//TA74//4145

52
3・11大震災と公衆衛生の再生 : 宮城県の保健師のとりくみ / 村口至, 末永カツ子編著. -- 自治体
研究社, 2019.7.

医9F図書南 498.021//MU39//4163

命を救う心を救う : 途上国医療に人生をかける小児外科医「ジャパンハート」𠮷𠮷岡秀人 /ふじもとみ
さと文. -- 佼成出版社, 2021.11.

医9F図書南 498.0223//F62//4228

53
ミレイ先生のアドラー流“勇気づけ"保健指導 : アドラー心理学で面談技法のスキルが身につく! / 
上谷実礼著. -- メディカ出版, 2017.6.

医9F図書南 498.07//U48//4166

54 公衆免疫強靱化論 : 菅政権への提案 / 藤井聡編著 ; 宮沢孝幸編著. -- 啓文社書房, 2020.11. 医9F図書南 498.1//F57//3700

55 離島の保健師 : 狭さとつながりをケアにする / 青木さぎ里著. -- 青土社, 2017.11. 医9F図書南 498.14//A53//4164

56 看護師という生き方 / 近藤仁美 [著]. -- イースト・プレス, 2018.9. -- (イースト新書Q ; Q049). 医9F図書南 498.14//KO73//4158

57
Letters : 今を生きる「看護」の話を聞こう : 私もエールをもらった10人のストーリー / 白石弓夏
著. -- メディカ出版, 2020.12.

医9F図書南 498.14//SH82//4157

58
新型コロナウイルスとの闘い・現場医師120日の記録 : 医療と政治の初動を振り返る / 地域医療・介
護研究会JAPAN, ヘルスケア・システム研究所共著. -- PHPエディターズ・グループ, 2020.8.

医9F図書南 498.6//C43//3695

59
看護師が見たパンデミック. -- PHPエディターズ・グループ, 2021.7. -- (新型コロナウイルスとの
闘い ; 2).

医9F図書南 498.6//C43//4146

60
新型コロナが本当にこわくなくなる本 : 医学・政治・経済の見地から"コロナ騒動"を総括する / 井
上正康, 松田学著. -- 方丈社, 2021.5.

医9F図書南 498.6//I57//3692

61
本当はこわくない新型コロナウイルス : 最新科学情報から解明する「日本コロナ」の真実 / 井上正
康著. -- 方丈社, 2020.12.

医9F図書南 498.6//I57//4149

62
新型コロナウイルス対策すぐ役立つハンドブック : 家族・利用者を守るポイント / 日本在宅ケア教
育研究センター著. -- 看護の科学社, 2021.5.

医9F図書南 498.6//N77//3698

63
働く人のこころのケア・ガイドブック : 会社を休むときのQ&A / 福田真也著. -- 金剛出版, 
2019.11.

医9F図書南 498.8//F74//3710

64 一生困らない自由を手に入れるお金の教室 / 森本貴子著. -- 大和書房, 2020.7. 医9F図書北 591//MO55//3694

65
日本人のための大麻の教科書 : 「古くて新しい農作物」の再発見 = The Textbook of TAIMA for 
Japanese People / 大麻博物館著. -- イースト・プレス, 2021.5.

医9F図書北 618.2//TA22//4147

66
トラウマ類語辞典 / アンジェラ・アッカーマン, ベッカ・パグリッシ著 ; 新田享子訳. -- フィルム
アート社, 2018.8.

医9F図書北 901.307//A15//4152

67
哀しみがあるから人生は面白い / 下重暁子, 弘兼憲史著. -- SBクリエイティブ, 2020.8. -- (SB新
書 ; 513).

医9Fよみもの 914.6//SH52//3696

68
ドキュメントがん治療選択 : 崖っぷちから自分に合う医療を探し当てたジャーナリストの闘病記 / 
金田信一郎著. -- ダイヤモンド社, 2021.7.

医9F闘病記 916//KA52//3691//がん57
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NO. 書名 配置場所 請求記号

69 病院にピットイン! : 腹膜透析闘病記 / 岸田徹著. -- リトルズ, 2021.7. 医9F闘病記 916//KI57//4143//疾病70

NO. 書名 配置場所 Maruzen eBook Library

1
【MeL】あらゆる看護行為に潜むヒヤリ・ハット　～危険予測スキルを身に
つけよう 1～ （事例で学ぶヒヤリ・ハット Vol.1）（動画）

電子ブック

2
【MeL】患者アセスメントに潜むヒヤリ・ハット　～危険予測スキルを身に
つけよう 2～ （事例で学ぶヒヤリ・ハット Vol.2）（動画）

電子ブック

3
【MeL】看護面接のプロセス ―基礎的な技法、態度―【動画】（実習に役立
つ!看護コミュニケーション Vol. 1）

電子ブック

4
【MeL】良好な関係を構築するコミュニケーション技法 【動画】（実習に役
立つ!看護コミュニケーション Vol. 2）

電子ブック

PCからは医学分館HP「電子ブックを探す」よりタイトルで検索してください。

（学内LANへの接続が必要です。VPN・学認を使えば、学外からでも利用でき

ます）

学認の使い方は
11ページを見てください
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NO. 書名 配置場所 請求記号

1
考える、書く、伝える : 生きぬくための科学的思考法 / 仲野徹 [著]. -- 講談社, 2021.3. -- (講
談社+α新書 ; 840-1C).

医9F図書南 404//N39//4187

2
医療・看護系のための生物学 = Biology, for paramedical and nursing courses / 田村隆明著. -- 
改訂版. -- 裳華房, 2016.9.

医9F図書南 460//TA82//7889

3
猫が30歳まで生きる日 : 治せなかった病気に打ち克つタンパク質「AIM」の発見 / 宮崎徹著. -- 時
事通信出版局.

医9F図書南 464.2//MI88//4182

4 ザ・ヒストリー医学大百科 / ジル・デイビーズ著 ; 今泉圭訳. -- ニュートンプレス, 2020.6. 医9F図書南 490.2//D46//7878

5
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4版. -- メジカルビュー社, 2021.10.

医9F図書南 490.7//F56//7868

6
学会発表,プレゼンに自信がもてる : スライド作成テクニック100 / 石木寛人著. -- 南山堂, 
2021.5.

医9F図書南 490.7//I76//7880

7
絶対にあきらめない医学留学 : 医師のための研究留学, 大学院留学, 臨床留学 / 木村聡著. -- 中外
医学社, 2021.8.

医9F図書南 490.7//KI39//7876

8
マッチングと国試対策 / 天沢ヒロ著. -- 第2版. -- 医学書院, 2021.9. -- (シリーズまとめてみ
た).

医9F図書南 490.79//A43//4183

9 皮膚科 / 天沢ヒロ著. -- 第2版. -- 医学書院, 2021.9. -- (シリーズまとめてみた). 医9F図書南 490.79//A43//4184

10
ハローマッチング : 小論文・面接・筆記試験対策のABC = Hello matching / 石黒達昌著 ; 2021. -- 
テコム, 2021.4.

医9F図書南 490.79//I73//4185

11
医師国試データ・マニュアル : 産婦人科 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 2021-2022. -- 改訂第21
版. -- メディックメディア, 2020.9.

医9F国試 490.79//KO53//4130

12
医師国試・内科専門医データ・マニュアル : 総論 : 内科・外科編 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 
2021-2022. -- 改訂第21版. -- メディックメディア, 2020.9.

医9F国試 490.79//KO53//4131

13
医師国試データ・マニュアル : 小児科 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 2021-2022. -- 改訂第20
版. -- メディックメディア, 2020.9.

医9F国試 490.79//KO53//4132

14
医師国試・内科専門医データ・マニュアル : 各論 : 内科・外科編 / 国試対策問題編集委員会編集 ; 
2021-2022. -- 改訂第21版. -- メディックメディア, 2020.9.

医9F国試 490.79//KO53//4133

15 我ら、死してのち献ぐ : 基礎医学を支える人々 / 山川暁著. -- 文芸社, 2019.3. 医9F図書南 491.1//Y27//7863

16
グレイ解剖学アトラス / Richard L.Drake [ほか] 原著 ; 秋田恵一訳. -- 原著第3版. -- エルゼビ
ア・ジャパン, 2021.9.

医9F図書南 491.1038//G79//7867

17
循環器のしくみ : オールカラー / 阿古潤哉監修. -- マイナビ出版, 2021.6. -- (運動・からだ図
解).

医9F図書南 491.32//J96//7873

18 つむじまがりの神経科学講義 / 小倉明彦著. -- 晶文社, 2020.6. 医9F図書南 491.37//O26//7879

19 脳神経科学がわかる、好きになる / 櫻井武執筆. -- 羊土社, 2020.9. 医9F図書南 491.371//SA47//7864

20
わかりやすい薬理学 : 薬の効くプロセス / 伊藤芳久, 石毛久美子, 小菅康弘著. -- 第15版. -- 創
風社, 2021.4.

医9F図書南 491.5//I89//7874

21 わかりやすい病理学 / 小田義直, 相島慎一編集. -- 改訂第7版. -- 南江堂, 2021.3. 医9F図書南 491.6//O17//7890

22
新人技師リエコとらくらく学ぶ超音波検査手技ABC : 3DCG動画で臓器の立体構造をイメトレ! / 久保
田義則編著 : 松尾汎監修. -- メディカ出版, 2017.6. -- (US Lab ; 1).

医9F図書南 492.1//KU14//7881

23
心血管エコー用語・略語・数値スーパーリファレンス / 西上和宏編著 ; 堀端洋子, 坂東美佳著. -- 
メディカ出版, 2017.6. -- (US Lab ; 2).

医9F図書南 492.12//N81//7883

24
北海道循環器病院の心エコーカンファレンス : 私たちが信頼される心エコー技師に変わったワケ / 
柴田正慶編集. -- メディカ出版, 2019.10. -- (US Lab ; 8).

医9F図書南 492.12//SH18//7892

25 ほぼ初めての心電図 : 最初はここからはじまります / 村川裕二著. -- 南江堂, 2021.7. 医9F図書南 492.123//MU44//7872

26
下肢静脈エコーの攻略法 : web動画みて!マネて!いざ実践! / 山本哲也編著. -- メディカ出版, 
2018.6. -- (US Lab ; 5).

医9F図書南 492.125//Y31//7891

27
大動脈、腹部・下肢動脈エコーの攻略法 : web動画みて!マネて!いざ実践! : 職人技伝授! / 山本哲
也編著. -- メディカ出版, 2021.10. -- (US Lab ; 9).

医9F図書南 492.125//Y31//7886

28
カテゴリーが劇的にわかる腹部超音波スクリーニング : webでエコー動画×走査がみられる! / 平井
都始子編著 ; 小川眞広, 岡庭信司著. -- メディカ出版, 2018.9. -- (US Lab ; 6).

医9F図書南 492.14//H64//7885

選書報告会で追加購入を決めたものです。

学生が選んだ同シリーズのものは各リストに追加しています。
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NO. 書名 配置場所 請求記号

29
腹部超音波検査のあっ!?あれ何だっけ? : 走査のポイントと測定・評価のコツ / 小川眞広, 平山みど
り著. -- メディカ出版, 2017.6. -- (US Lab ; 3).

医9F図書南 492.14//O24//7882

30 根拠がわかる注射のための解剖学 / 佐藤達夫著. -- インターメディカ, 2021.7. 医9F図書南 492.21//SA85//7866

31 根拠がわかる疾患別看護過程 / 新見明子編集. -- 改訂第3版. -- 南江堂, 2021.9. 医9F図書北 492.914//N72//4180

32
整形外科ナースのギモン / 船橋整形外科病院看護部編著. -- 照林社, 2019.6. -- (日ごろの?をまと
めて解決).

医9F図書北 492.926//F88//4179

33
かんテキ消化器 / 畑啓昭編集 ; 久保健太郎編集. -- メディカ出版, 2021.10. -- (患者がみえる新
しい「病気の教科書」).

医9F図書北 492.926//H41//4181

34
循環器ナースのギモン / 飯塚大介, 須藤麻美編集. -- 照林社, 2017.8. -- (日ごろの?をまとめて解
決).

医9F図書北 492.926//I28//4178

35
消化器ナースのギモン / 西口幸雄, 久保健太郎編著. -- 照林社, 2017.5. -- (日ごろの?をまとめて
解決).

医9F図書北 492.926//N81//4177

36
眼科ナースのギモン / 内堀由美子, 永田万由美編著. -- 照林社, 2020.6. -- (日ごろの?をまとめて
解決).

医9F図書北 492.926//U13//4176

37
糖尿病・代謝・内分泌のしくみ : オールカラー / 小田原雅人監修. -- マイナビ出版, 2021.7. -- 
(運動・からだ図解).

医9F図書南 493.12//TO63//7865

38 本質の感染症 / 岩田健太郎著. -- 中外医学社, 2021.6. 医9F図書南 493.8//I97//7877

39
今日から読める!皮膚エコー : 検査依頼がきても困らない!!読影に自信がもてる!! / 平井都始子, 正
畠千夏著. -- メディカ出版, 2018.4. -- (US Lab ; 4).

医9F図書南 494.8//H64//7884

40
ねころんで読める排尿障害 : 下部尿路機能障害のやさしい入門書 / 高橋悟著. -- メディカ出版, 
2021.9.

医9F図書南 494.95//TA33//7875

41
性感染症 : プライベートゾーンの怖い医学 / 尾上泰彦 [著]. -- KADOKAWA, 2020.11. -- (角川新書 
; [K-340]).

医9F図書南 494.99//O67//7871

42
好きになる栄養学 : 食生活の大切さを見直そう / 麻見直美, 塚原典子著. -- 第3版. -- 講談社, 
2020.2. -- (好きになるシリーズ).

医9F図書南 498.55//O62//7869

43
疫学とはなにか : データと理論思考で探る病気の原因と予防 / 中村好一著. -- 技術評論社, 
2021.4. -- (知りたいサイエンス ; 146).

医9F図書南 498.6//N37//7870

そこのキミ！

次回は参加して
みないかい？
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学認の使い方

リストのQRコードを使うと、Maruzen eBook Library内のページへ直接移動します。
学内LAN(med-wireless)に接続していないときは、ログイン画面が表示されます。
「学認アカウントをお持ちの方はこちら」から、全学認証のIDとパスワードでログイン
してください。

電子ブックが学外からでも使える！
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医学分館　2021.11.15

注意！

全学認証のID・パスワードです

学籍番号

パスワード

最後に次回ログイン時の設定をして終わります。
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