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どのような医療者を目指すのか
医師

121200350
山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた /
山中伸弥, 緑慎也著

講談社 2012.10 QU325:Y34

121300522
ハグレ医者 : 臨床だけがキャリアじゃない! / メディ
ファーム株式会社編著

日経BP社 日経BPマーケ
ティング(発売) 2013.9

W21:Me14

121100213
国境なき医師団:貫戸朋子 / NHK「課外授業ようこそ先
輩」制作グループ, KTC中央出版編

KTC中央出版 2000.1 W9:Ka59

121100212
人はいつ医師になるのか : 名医より良医をめざす / 木
野昌也著

悠飛社 2008.7 W9:Ki45

121200240
国家救援医 : 私は破綻国家の医師になった / 國井修
著

角川書店 角川グループ
パブリッシング (発売)

W9:Ku43

121300660
ひとりぼっちの船医奮闘録 : 3年目医師の太平洋船上
日記 / 内山崇著

羊土社 2009.8 W9:U25

109500869 生と死のはざまで : 救急医30年の軌跡 / 杉本侃著 永井書店 1995.3 WB9:Su38
121300139 一途一心、命をつなぐ / 天野篤著 飛鳥新社 2012.12 WG9:A43
121300140 この道を生きる、心臓外科ひとすじ / 天野篤著 NHK出版 2013.2 WG9:A43

121400485
数こそ質なり : 「人の10倍の手術数」の心臓外科医が
実践するプロの極意 / 新浪博士著

KADOKAWA 2014.3 WG9:N72

121300664 精神科医になる : 患者を「わかる」ということ / 熊木徹 中央公論新社 2004.5 WM9:Ku33

121300663 君も麻酔科医にならないか / 外須美夫著
真興交易(株)医書出版部
2012.6

WO209:H82

121200451 手術室のマエストロ!麻酔科医の行く先 / 宇田るみ子著 へるす出版 2012.3 WO209:U26

121400486
きみが外科医になる日 / 日本から外科医がいなくなる
ことを憂い行動する会編

講談社 2010.11 WO21:N77

101300148 こころをつなぐ小児医療 / 満留昭久著
慶應義塾大学出版会
2013.5

WS9:Mi63

121400420 青森ドクターヘリ劇的救命日記 / 今明秀著 毎日新聞社 2014.11 WX215:Ko71

121500083
稚拙なる者は去れ : 天才心臓外科医・渡邊剛の覚悟 /
細井勝著

講談社 2014.8 WZ100:H94

121100279
リゾート再生請負人 星野佳路 ; 小児心臓外科医 佐野
俊二 ; パティシエ 杉野英実 / 茂木健一郎, NHK「プロ
フェッショナル」制作班編

日本放送出版協会
2006.4

366.29:P97:1

121100203
中学校英語教師田尻悟郎 ; 脳神経外科医上山博康 ;
写真家上田義彦

日本放送出版協会
2007.1

366.29:P97:9

看護師
121100259 フライトナース / 長谷川裕美著 メディアファクトリー WY9:H36

101100675
私は見た!ルポ看護という仕事 : 患者、ジャーナリスト、
看護師自身の眼と言葉で看護を「見える化」する / 早
野ZITO真佐子著

日本看護協会出版会
2010.5

WY9:H47

121300338 看護師という生き方 / 宮子あずさ著 筑摩書房 2013.9 WY9:Mi76

121400228
立ち上がる看護師たちの物語 : 世界の看護師51人の
声 / スザンヌ・ゴードン編 ; サイエド舞訳

国書刊行会 2013.10 WY16:G67

100600705
看護とはどんな仕事か : 7人のトップ・ランナーたち / 久
常節子編

勁草書房 2004.4 WY16:H76

保健師
121200402 保健師、このステキな仕事 : あの人の思い出カバン 社会保険研究所 2012.10 WY9:Mｕ51

100900160
あなたも地域看護のフロントランナー : 挑み続ける保健
師から / 望月弘子, 宮崎和加子著

日本看護協会出版会
2008.11

WY106:Mo12

121400426
保健師ものがたり / 大阪府保健所の保健師活動を語
り継ぐ会編

せせらぎ出版 2009.1 WY108:O73

101500239
保健師 : 地域の健康をつむぐそのはたらきと能力形成
/ 高尾茂子著

ふくろう出版 2015.1 WY108:Ta48

121300193
保健師の継承語り : 晴れの国おかやまから / 全国保
健師長会岡山県支部編

ふくろう出版 2012.3 WY108:Z3

作業療法士
121200144 だから、作業療法が大好きです! / 葉山靖明著 三輪書店 2012.6 WB555:H47

121200160
作業療法はおもしろい : あるパイオニアOTのオリジナ
ルな半生 / 勝屋なつみ著

シービーアール 2012.3 WB555:Ka88
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理学療法士

101200590
荒木茂 : マッスルインバランスの考え方による腰痛症の
評価と治療（理学療法士列伝 : EBMの確立に向けて） /
荒木茂著

三輪書店 2012.9 WB460:A64

101200522
山田英司 : 変形性膝関節症に対する保存的治療戦略
（理学療法士列伝 : EBMの確立に向けて） / 山田英司

三輪書店 2012.5 WB460:Y19

作業・理学療法士

100901092
自治体の理学療法士・作業療法士のしごと / 山本和儀
編著

医療文化社 2003.4 WB320:J47

臨床検査技師
101000273 わたしは臨床検査技師 / 池田ともこ著 文藝書房 2003.2 QY21:I32

その他
121400448 聖路加病院で働くということ / 早瀬圭一著 岩波書店 2014.10 W9:H47

121200095
「本物(プロ)」の医療者とはなにか : 映画『ディア・ドク
ター』が教えるもの / 太田祥一編著

へるす出版事業部
2009.9

W9:O81

121400441 ブータンの小さな診療所 / 坂本龍太著 ナカニシヤ出版 2014.12 W9:Sa32

101300927
医療通訳士という仕事 : ことばと文化の壁をこえて / 中
村安秀, 南谷かおり編

大阪大学出版会 2013.10 W21.5:N37

121200491
国際保健医療のお仕事 : あなたもチャレンジしてみま
せんか / 中村安秀編著

南山堂 2008.7 WA530:N37

研修病院，診療科の選び方
120610035 医師の仕事と診療科ガイド / いいとも会編 金原出版 2006.5 W18:I27

100201335
君はどんな医師になりたいのか : 「主治医」を目指して
/ 川越正平 [ほか] 著

医学書院 2002.11 W18:Ki32

120300510
医学生のための進路ナビ : 私はなぜ現在の科目を選
んだか ; 第2集 / 日本医事新報社編集

日本医事新報社 2003.12 W18:N71:2

121600083 研修病院選びかた御法度 ; 第2版 / 安藤裕貴, 銭瓊毓 三輪書店 2015.12 W20:A47:2nd
121300172 日本のお医者さん研究 / 森剛志, 後藤励著 東洋経済新報社 2012.6 W21:Mo45

マッチング対策

121300479
ハローマッチング : 小論文・面接対策のABC ; 2013 /
石黒達昌著

医学評論社 2013.4 W20:I73:2013

121600078
ハローマッチング : 小論文・面接対策のABC ; 2015 /
石黒達昌著

医学評論社 2015.5 W20:I73:2015

121600077
ハローマッチング : 小論文・面接対策のABC ; 2016 /
石黒達昌著

医学評論社 2016.5 W20:I73:2016

100600701 医学生のためのマッチングガイド / メック出版編集部編 メック出版 2006.6 W20:Me29
101600007 マッチング対策（シリーズまとめてみた） / 天沢ヒロ著 医学書院 2016.1 国試Dr:Sh88:7

小論文・面接対策
121600079 小論文これだけ! ; 書き方医学・医療編 / 樋口裕一著 東洋経済新報社 2015.7 W20:H56
121610041 医系小論文 : 最頻出論点20 : 改訂版/ 松本孝子著 教学社 2009.11 W20:Ma73

121600080
医系小論文 : 頻出テーマ20 : 書き方のコツがよくわか
る / 箕曲在弘著

KADOKAWA 2015.9 W20:Mi45

121600082 一問一答面接攻略完全版 ; 2018年度版 / 櫻井照士著 高橋書店 2016.1 377.9:Sa47:2018
121600081 朝日キーワード ; 2017 / 朝日新聞社編 朝日新聞社 2016.1 813.7:A82:2017

121600084
何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキ
テ55 / 鈴木鋭智著

KADOKAWA 2011.10 816.5:Su96


