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ひとの身体は不思議に満ちています。古代から、人間の身体が何でできて
いて、どうして動くのか、病の原因は何か、ということが探究されてきまし
た。 
今回の展示では、 「人体のしくみ」「骨 ・筋肉」「神経 ・脳」「免疫」「治療 ・
療法」の 5 つのトピックに沿って、人体に関する歴史的な本から最新の成
果まで、本や雑誌約 100 点をご紹介します。 
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凡例 
・展示の順番にしたがって資料の情報を掲載しています。 

・書誌情報は「タイトル / 編著者名等, 出版者, 出版年」の順に記載しています。

【】内は資料の請求記号です。 

・★印は、デジタル化が済んだ資料の原本であることを示します。デジタル化資料

は全ページ、国立国会図書館デジタルコレクションでご覧いただけます。公開範

囲は資料により異なりますが、館内の端末からはすべて閲覧可能です。 

 

 ＜デジタル化資料を閲覧するには＞ 

・国立国会図書館オンライン（ https://ndlonline.ndl.go.jp/ ）で、ご覧になりた

い資料の請求記号やタイトル等により資料検索を行い、検索結果の画面で 「デジ

タル」のボタンをクリックしてください。 

・または、国立国会図書館デジタルコレクション（ http://dl.ndl.go.jp/ ）で、ご

覧になりたい資料の請求記号やタイトル等により資料検索を行ってください。 

・各資料の公開範囲については、書誌事項の後ろに付した以下の表示をご確認くだ

さい。 

インターネット上で見ることができる資料です。

ご自宅の PC 等でも閲覧可能です 

国立国会図書館の館内、および図書館向けデジタ

ル化資料送信サービス iに参加している図書館で閲

覧が可能な資料です。 

国立国会図書館の館内でのみ閲覧が可能な資料で

す。 

 

i 詳細については当館ホームページをご参照ください。
http://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html 
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人体のしくみ 
このトピックでは、人体のしくみや、人の体に対する関心・探究
の歴史について紹介します。 
ワンダーランドの入口へようこそ！ 

 
★1. 人類学概論 第 2 編 (体質人類学) / 西村真次 著. 早稲田大学出版部, 
大正 15 【528-186】 

歴史学者・人類学者で早稲田大学教授を務めた著者によって、初めて学ぶ人や
一般読者を念頭に置いて書かれた人類学の概説書。第 1 編 (文化人類学)に続い
て刊行された本書では、体質人類学を扱っている。展示箇所はネアンデルター
ル人（左）とクロマニヨン人（右）の骨格を比較したもの。 

 
★2. 家庭医学全書 / 家庭医学全書刊行会 編. 平凡社, 昭和 10 【60-1355】 
 

医学や衛生に関する知識・理解を家庭にも普及させることを目的に、多くの医
学博士の協力を得て出版された。展示箇所は全身の筋肉を図解し、それぞれの
筋肉の名称と「腕ヲ動カス」「肘ヲ伸バス」などの機能を書き添えている。 

 
3. 絵でみる人体大地図 (ピクチャーアトラスシリーズ) / ジュリアノ・フ
ォルナリ, スティーブ・パーカー 著, 秋元恵実 監訳. 同朋舎出版, 1993.10 
【Y11-5229】 

頭からつま先まで人体の各部分をひとつずつ見開きで取り上げ、その構造や働
きを大きく細密なイラストとともに解説している。タイトルどおり、地図を広
げて不思議に満ちた人体の世界を探検している気分になれる一冊。 

 
4. 人体 (見て読んで調べるビジュアル&アクセス大図鑑シリーズ ; 3) / リ
チャード・ウォーカー 著, 山口和克, 深山正久, 福嶋敬宜 監修, 喜多映介 
訳. ランダムハウス講談社, 2007.11 【Y11-N08-J15】 

フルカラーの写真や図版、添えられた解説によって、ビジュアル面から人の体
を知ることができる図鑑。 

 
5. ヒトのからだ (Insiders ビジュアル博物館) / リンダ・カラブレシ 著, 
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桜井靖久 監修, 出田興生 訳. 昭文社, 2008.3 【SC71-J73】 
インパクトのある表紙が目を惹く。カラー図版と解説により、人体の仕組みが
わかりやすく解説されている。 

 
6. 美しい人体図鑑 : ミクロの目で見る細胞の世界 / コリン・ソルター 
総編集 , 奈良信雄  日本語版監修 , 三村明子  訳 . ポプラ社 , 2014.11 
【SC71-L155】 

私たちの体を形づくったり、その中でさまざまな影響を及ぼしたりする細胞・
細菌 ・ウイルスなどの姿は、通常肉眼では見ることができない。本書は、光学顕
微鏡や電子顕微鏡を用いて、思いがけないほど複雑で魅力的なそれらの姿をフ
ルカラー写真に収めた図鑑。各写真に添えられた解説やコラムでは、なぜその
ような形をしているか、体内でどのように働くのかも記されている。 

 
7. 人体完全ガイド : 健康が維持されるしくみと,病気の原因がよくわか
る! (ニュートンムック) / ニュートンプレス, 2018.5 【Y94-L44111】 

人体を部位ごとに取り上げ、各々の構造やメカニズムと主な病気、それに立ち
向かう最先端医療の動向などを、豊富なイラストと共に解説している。各分野
の専門家へのインタビューやコラムも掲載されている。 

 
8. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク 1 (NHK スペシャル) / NHK スペシャ
ル「人体」取材班 編. 東京書籍, 2018.1 【SC71-L361】 
9. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク 2 (NHK スペシャル) / NHK スペシャ
ル「人体」取材班 編. 東京書籍, 2018.4 【SC71-L383】 
10. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク 3 (NHK スペシャル) / NHK スペシ
ャル「人体」取材班 編. 東京書籍, 2018.6 【SC71-L394】 
11. 人体 : 神秘の巨大ネットワーク 4 (NHK スペシャル) / NHK スペシ
ャル「人体」取材班 編. 東京書籍, 2018.8 【SC71-L404】 

テーマは 「人体は巨大なネットワークである」。体内の臓器や細胞が互いに情報
を交換し、命を支える複雑な働きを実現している、という視点から、医療研究
の歩みや最新の動向を紹介している。写真や CG イメージなどの視覚的要素が
多用され、わかりやすい。 
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12. ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ) / 
大橋順, 桜井亮太 日本語版監修, 千葉喜久枝 訳. 創元社, 2017.7  【SC71-
L333】 

カラフルなイラストと解説で、体の仕組みと働きをやさしく学ぶことのできる
図鑑。イラストはある程度抽象化されているので、リアルな人体図には抵抗が
あるという方には読みやすいかもしれない。 

 
13. トコトンやさしい人体のしくみの本 (B&T ブックス. 今日からモノ知
りシリーズ) / 倉橋隆 著. 日刊工業新聞社, 2015.6 【SC71-L180】 

人体の複雑なメカニズムを、難解な専門用語をなるべく避けて解説している。
高校レベルの生物・物理・化学の知識を出発点に、あらためて人の体を理解し
たい方にお勧めの一冊。 

 
14. スゴイカラダ : あなたの健康を保つ驚くべきしくみ / 北村昌陽 著. 
日経 BP 社, 2014.4 【SC71-L117】 

健康を維持するための体の仕組みについて、各分野の専門家にインタビューし
た内容を分かりやすく解説したコラム集。それぞれのコラムは 「食べるしくみ」
「調節のしくみ」「めぐりのしくみ」「うごくしくみ」「感じるしくみ」「つくる
しくみ」の 6 章に分けてまとめられている。身近な例やイラストが豊富で、気
になったところから気軽に読める。 

 
15. 生きているしくみがわかる生理学 / 大橋俊夫, 河合佳子 編集. 医学
書院, 2016.11 【SC71-L273】 

生理学は、生物の体の基本的な機能や仕組みを解明するための学問といえる。
本書は「点滴液は甘い？しょっぱい？」「寝転がって飴玉をなめると何が起き
る？」など、日常生活での素朴な疑問に生理学の観点から答えることで、人体
の仕組みをわかりやすく説明している。 

 
16.  「なぜ?」からはじめる解剖生理学 / 松村讓兒 監修. ナツメ社, 2017.8 
【SC71-L334】 

人体の構造を知るための解剖学と、人体の機能を知るための生理学は、互いに
関連し合っている。本書は 「関節はどうしてはずれないの？」「泣くと鼻水が出
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るのはなぜ？」など身近な疑問に答える形で、構造と機能の両面から体の仕組
みを解説している。 

 
17. アリス博士の人体メディカルツアー : 早死にしないための解剖学入
門 / アリス・ロバーツ 著, 田沢恭子 訳. フィルムアート社, 2016.3 
【SC61-L63】 

医師であり大学教授である著者が、体の各器官を取り上げ、器官の概要や機能、
その器官に起こりがちな健康上のトラブルとその予防法を解説。各章の末尾に
は、各器官の健康を守るためのシンプルな「5 つの方法」が示されている。 

 
18. 人体の冒険者たち : 解剖図に描ききれないからだの話 / ギャヴィ
ン・フランシス [著], 鎌田彷月 訳, 原井宏明 監修. みすず書房, 2018.7 
【SC71-L403】 

身近でありながら不思議に満ちた人体を知ることは、冒険旅行にもなぞらえる
ことができる。医師・作家である著者が、これまで出会った患者たちとのエピ
ソードを基に、古今東西の人体にまつわる逸話を交えて人の体について記して
いる。 

 
19. 人体 600 万年史 : 科学が明かす進化 ・健康 ・疾病 上 / ダニエル・E ・
リーバーマン 著, 塩原通緒 訳. 早川書房, 2015.9 【SC211-L42】 
20. 人体 600 万年史 : 科学が明かす進化 ・健康 ・疾病 下 / ダニエル・E ・
リーバーマン 著, 塩原通緒 訳. 早川書房, 2015.9 【SC211-L43】 

私たちの遠い祖先が直立二足歩行を始めた時から長い年月をかけて、人の体は
周囲の環境に適応し、進化を遂げてきた。ハーバード大学教授で人類進化生物
学者である著者が、これまで人類が辿ってきた進化の過程を興味深いエピソー
ドとともに語り、その過程が現代の我々の健康や病とどのように関わりあって
いるかを解説している。 

 
21. 人体失敗の進化史 (光文社新書) / 遠藤秀紀 著. 光文社, 2006.6 
【RA433-H11】 

興味をそそられるタイトルの本書は、獣医学博士であり獣医師の著者によるも
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の。人類が進化の過程で度重なる「設計変更」を重ね、どのような体を獲得し
ていったか、それがどのような利点と弊害を生んだのかを、他の動物の体のつ
くりとも比較しながら語っている。 

 
22. 歴史のなかのからだ (ちくまライブラリー ; 2) / 樺山紘一 著. 筑摩
書房, 1987.10 【G12-E1】 

かつて肉体の統率者として君臨した心臓は、どのようにして王座を脳に明け渡
したか。体の各部位はどのようなイメージや役割を帯びているとみなされてき
たのか。『デカメロン』に登場する心臓、『ゲゲゲの鬼太郎』の目玉おやじ、谷
崎文学における足へのフェティシズムなど、古今東西の多様な例を引きながら、
歴史上の「からだ」のイメージとその変遷を語っている。 

 
23. 人体探求の歴史 / 笹山雄一 著. 築地書館, 2013.7 【SC71-L49】 

第 1 章の始まりは 「目はなぜ 「め」というか」。人の体にまつわる数々の雑学的
な知識も織り交ぜながら、過去から現代まで続く人体探求の歩みを語る一冊。 

 
24. 人体解剖のルネサンス / 藤田尚男 著. 平凡社, 1989.2  【SC61-E18】 

効果的な医療行為を行うためには、人体の構造を知ることが必要になる。その
必要性と「人の体の仕組みを知りたい」という知的好奇心に促されて、解剖学
は出現した。本書は古代ギリシア・ローマに始まり、ルネサンス期の解剖学の
進展からその後の時代まで、人体解剖の歩みを長いスパンで追っている。 

 
25. レオナルド・ダ・ヴィンチの「解剖手稿 A」 : 人体の秘密にメスを入
れた天才のデッサン / マーティン・クレイトン, ロン・フィロ 著, 森田義
之, 小林もり子 訳. グラフィック社, 2018.5 【SC61-L120】 

万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチによる人体の素描集。素描の中に細かな
鏡文字で書きこまれた解説もすべて訳出されており、人体への鋭い観察と探求
心を感じることができる。 

 
26. 図説人体イメージの変遷 : 西洋と日本古代ギリシャから現代まで (岩
波現代全書 ; 027) / 坂井建雄 著. 岩波書店, 2014.3 【SC61-L30】 

古今東西の解剖図、体を表現した芸術作品、人体模型など、多数の貴重な図版
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とともに、人の体についてのイメージの変遷をたどる一冊。 
 

27. 紀州藩で作られた人体模型 : 銅人形とその設計者たち / 加藤幸治 
著. 科学研究費若手研究 B「日本における銅人形製作の医学史・工芸史の
研究」, 2013.3 【Y93-L580】 

現代では小学校の理科室でもお馴染みの人体模型。体の構造を立体的に把握で
きる利点がある。科学研究費の研究の一環で作成された本書は、江戸時代の人
体模型ともいえる「銅人形」を取り上げている。人体のつぼと経絡を立体で表
した銅人形は、精巧な作りでインパクト抜群である。 

 
28. からだことば辞典 / 東郷吉男 編. 東京堂出版, 2003.4  【KF91-H36】 

「目と鼻の先」「奥歯に物が挟まったよう」「膝を交える」…体に関する言葉や
慣用句は数多く存在し、とりたてて意識することなく日常生活で使われている。
本書は体の各部位やその付属物、分泌物等を項目として、それぞれの概括的な
意味と、その部位等を含む言い回しをまとめた辞典。言葉のありかたから、私
たちが体をどのように捉えているかが浮かび上がってくる。 

 
29. トーキング・ボディ : 英語からだ表現辞典 / 稲葉茂生, ウィリアム・
I.エリオット, 西原克政 著. 港の人, 2009.1 【KS49-J12】 

「beat one's head against a wall（直訳：壁に頭を打ち付ける）」＝「不可能な
ことを試みる」、「no sweat （直訳 ：汗がない）」＝「お安いご用」…こちらは体
に関する英語の言い回しを集めた辞典。それぞれの表現の由来やニュアンス、
関連 ・類似表現が解説され、例文も掲載されている。資料 28 『からだことば辞
典』と併せて読むと、思わぬ文化の違いが見えてくるかもしれない。 

 
30. 人生をひもとく日本の古典 第 1 巻 (からだ) / 久保田淳, 佐伯真一, 
鈴木健一 , 高田祐彦 , 鉄野昌弘 , 山中玲子  編著 . 岩波書店 , 2013.6 
【KG748-L17】 

自らの老いを口にする光源氏、高僧の大食を書き留める兼好法師、「やは肌のあ
つき血汐にふれも見で…」と詠んだ与謝野晶子など、体に関する記述は文学作
品にも頻繁に現れ、そこには筆者のものの見方が反映されている。本書は古代
から近代まで、日本文学に登場する体の様相を、原文と解説で示している。 
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骨・筋肉 
このトピックでは、人体を支え、さまざまな動きを可能に
する骨と筋肉について紹介します。長い年月にわたって
残る骨は遠い歴史を知る手がかりにも！ 

 
★31. 体操図:文部省正定 / 平田弥平治, [ ]【特 53-833】 

体操は心身の健康に寄与するものとして、明治期に学校教育に取り入れられた。
「文部省正定」と付けられた本書は、師範学校で編纂され、小学校の教材とし
て使われたと推測されている。さまざまな体操の方法が図を用いて平易に示さ
れており、初期の体操教育の一端を知ることができる。 

 
★32. 藝用解剖學 骨論之部 再版訂正増補 / 森林太郎, 久米桂一郎 同選. 
畫報社, 1905 【86-363 イ】 

森林太郎（森鴎外）と洋画家・久米桂一郎の手による本書は、わが国初の美術
解剖学書として知られる。展示箇所は、「アガシアスの剣闘士」などの名で知ら
れるルーブル美術館所蔵のヘレニズム彫刻について、その内部の骨格を示した
もの。 

 
33. ボ ディ ・ナ ビゲ ーシ ョンム ーブメン ト  = BODY NAVIGATION 
MOVEMENT : 筋肉と骨と神経を組み立て解剖と機能を学ぼう / Andrew 
Biel 著, 阪本桂造 監訳. 医道の日本社, 2015.3 【SC71-L177】 

人体のパーツを組み立てて「動く人間」を作るというストーリーに沿って、人
体の構造や運動の仕組みを学ぶことができる。「鏡に向かって「力こぶショー」
をするのは等尺性収縮である」「カバに追いかけられると、交感神経が活発にな
る」など、ユーモラスなキャプションつきのイラストが多数収録され、楽しみ
ながら読み進められる。 

 
34. 筋トレのための人体解剖図 : しくみと動きをビジュアル解説 / 石井
直方, 肥田岳彦 監修. 成美堂出版, 2018.1 【FS13-L235】 

スクワットによって鍛えられる筋肉は？答えは、大殿筋、大腿四頭筋、腓腹筋
内側頭など…だが、名前を聞いただけでどの筋肉なのかすぐ分かる方はおそら

 インターネット公開 

 インターネット公開 
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く少数だろう。本書は、主な筋力トレーニングとそのトレーニングによって鍛
えられる筋肉を、精密なイラストとともに解説したユニークな一冊である。ト
レーニングにどのような筋肉が関わるかを一目で理解することができる。 

 
35. 図解入門よくわかる筋肉 ・関節の動きとしくみ : 人体の 「動き」のメ
カニズムを図解で学ぶ! : 身体運動の不思議 (How-nual visual guide 
book) / 中村和志 著. 秀和システム, 2010.3 【SC354-J5】 

骨 ・筋肉 ・関節の基本的な仕組みに始まり、手と足、体幹と顔面、姿勢を保つ、
立つ・歩くというそれぞれのトピックに沿って、人体の仕組みと動きを図解し
ている。「茶碗とコップは持ち上げ方がちがう?!」「崖の端に立っている時に起
こる、いつもと違う変化」など、興味を引く項目やコラムも。 

 
36. 筋肉と関節の機能解剖パーフェクト事典 / 左明, 山口典孝 著. ナツ
メ社, 2016.8 【SC351-L30】 

オールカラーのリアルなイラストで、筋肉と関節の構造や機能を解説している。
それぞれの部位に関するトレーニングも紹介。 

 
37. 筋肉と関節しくみと動きが見える事典 : 運動器の超入門書 / 末吉勝
則, 中田康夫 監修. 永岡書店, 2018.5 【SC351-L43】 

体の部位ごとに、曲げる・伸ばす・回すなどの基本動作のポイントを紹介しなが
ら、筋肉・骨・関節の構造と動きを見やすいイラストで解説している。 

 
38. 筋肉と技の科学知識 : トップアスリートの肉体と技術の秘密にせま
る! (ニュートンムック) / ニュートンプレス, 2018.2 【Y94-L42199】 

フィギュアスケートの華麗なジャンプや、球技における変幻自在な「魔球」な
ど、アスリートの肉体から生み出される見事な技は驚嘆に値する。それらの技
を科学的に解説するばかりでなく、運動能力を高める方法やスポーツと健康・
ケガについても説明している。 

 
39. トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた = How 
to use the body and mind without getting hurt / 小田伸午, 小山田良
治, 本屋敷俊介 著. 創元社, 2016.12 【FS13-L198】 
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多くのスポーツ選手に関わってきた３人の著者が語る、怪我をしないための体
や心の使い方。アスリートでなくても、普段の体の使い方をあらためて意識し
てみるのもいいかもしれない。 

 
40. 骨とはなにか、関節とはなにか : 骨と関節の不思議な物語 (シリー
ズ・骨の話 ; 1) / 伊藤宣 著. ミネルヴァ書房, 2016.5 【SC357-L124】 

骨や関節の役割や構造など基礎的な知識に加え、動物の骨との違い、骨にまつ
わる不思議などが平易に語られている。また、医師である著者によって、誰に
でも起こり得る骨の外傷や疾患とその治療についてもページが割かれている。
トラブルが生じた際、骨や関節にはどのようなことが起こっており、どのよう
に治療されるのかを知るのにも役立つ。 

 
41. 自分の骨のこと知ってますか : 人のからだは驚異の立体パズル (講談
社+α新書) / 桜木晃彦 [著]. 講談社, 2001.8 【SC351-G39】 

数多くのパーツから組み上がっている骨は、複雑なパズルのようでもある。人
体を守る骨の機能やその巧妙な構造を知ることができる一冊。 

 
42. 見るみるわかる肩甲(かた)ナビ / 竹内京子 総監修 ・解剖学監修, 宮崎
尚子 エクササイズ監修. ラウンドフラット, 2015.7 【SC351-L27】 

日々の生活で肩こりに悩まされる方へ。本書は、前半で肩を構成する骨や筋肉
の仕組みと動きを解説し、後半では「ほぐし」「筋力強化」「ストレッチ」の３
つのテーマ別に、肩の機能を改善するエクササイズを写真とともに紹介してい
る。 

 
43. 直立歩行 : 進化への鍵 / クレイグ・スタンフォード 著, 長野敬, 林
大 訳. 青土社, 2004.11 【SA41-H14】 

二足歩行の開始は、人類の歴史においてとりわけ重要なトピックである。人類
が試行錯誤を繰り返しながら 「どのようにして」「どういう理由から」二足歩行
に至ったかについて、著者の推論が展開されている。 

 
44. 坐の文明論 : 人はどのようにすわってきたか / 矢田部英正 著. 晶文
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社, 2018.6 【G121-L135】 
「立つ」「歩く・走る」と並んで、人間の基本的な動作である 「座る」。一日のう
ち座っている時間が大半を占めるという方も多いのではないだろうか。して椅
子のデザイン開発・製作も手掛ける著者が、世界各地の座り方や座るための道
具、座り方の名称などの歴史やバリエーションを記している。 

 
45. アフリカの骨縄文の骨 : 遥かラミダスを望む / 諏訪元, 洪恒夫 編著. 
東京大学総合研究博物館, 2006.2 【SA41-L1】 

東京大学総合研究博物館で開催された特別展示の図録。「人類進化Ｑ＆Ａ」も収
録されている。「骨しかない」、しかし 「骨のある」展示を実現するための、コン
セプトや展示構成・展示方法などの試行錯誤の過程も興味深い。 

 
46. 骨考古学と身体史観 : 古人骨から探る日本列島の人びとの歴史 (日
本歴史私の最新講義 ; 06) / 片山一道 著. 敬文舎, 2013.7 【SA51-L3】 

人類学を専門とする著者が、過去の人々の身体特徴を明らかにして歴史を読み
解こうとする「身体史観」にのっとり、骨考古学と先史学の知見から日本人の
実像に迫ろうとする一冊。縄文人や弥生人から江戸時代の人々まで、それぞれ
の体を知ることで見えてくるものがあるかもしれない。 

 
47. 骨から見た日本人 : 古病理学が語る歴史 (講談社選書メチエ ; 142) / 
鈴木隆雄 著. 講談社, 1998.10 【SA31-G17】 

著者の専門は古病理学、すなわち、残された骨から過去の病を知る学問である。
本書ではネアンデルタール人の病気に始まり、縄文時代のガン、古墳時代の結
核の流行、江戸時代の梅毒など、過去の人々が患ったさまざまな病を取り上げ
ている。 

 
48. 江戸八百八町に骨が舞う : 人骨から解く病気と社会 (歴史文化ライ
ブラリー ; 213) / 谷畑美帆 著. 吉川弘文館, 2006.6 【G43-H7】 

資料 47 と同じく古病理学を研究分野とする著者が、17～18 世紀の江戸とロン
ドンというふたつの都市の社会と生活、病気を骨から読み解く一冊。インパク
トあるイトルは、「遺跡から出土した人骨たちが読者に楽しく語りかけるように、
頭の中でぱぁーっと舞い上がってほしい」との思いからつけられたという。 
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49. 骨が語る日本史 解説付新装版 / 鈴木尚 著. 学生社, 2009.5  【SA31-
J7】 

著者は、人類学を専門とし、東京大学教授、国立科学博物館人類研究部長など
を歴任。骨を通して、伊達政宗や徳川家康など歴史上の人物たちの姿かたちが
生き生きと見えてくる。 

 
50. 季刊考古学 / 雄山閣,  (143):2018.5 【Z8-2101】 

ヒトの骨考古学を特集した号。人骨の発掘・修復の手法、骨から見えてくる過
去の人々の生活や社会構造、進歩を続ける科学的分析手法といった、最新の研
究動向を反映した論考が収録されている。冒頭のカラー口絵では「人骨修復の
before and after」や復顔のプロセス紹介も。 

 
51. 家族のための歯と口の健康百科 新版 / 伊藤公一, 小野芳明, 齊藤力, 
鈴木尚, 高橋英登, 宮地建夫, 向井美惠, 安井利一 編集委員. 医歯薬出版, 
2013.3 【SC671-L25】 

歯の基礎知識、よくある口内トラブルへの対応に始まり、人の一生の段階（妊
娠期、乳児期、幼児期、成人期、高齢期…）に応じた歯と口との付き合い方、
歯の病気や異常まで幅広く記述されている。一生健康な歯を保つために知りた
いことがまとまった一冊。 

 
52. 歯 (ものと人間の文化史 ; 177) / 大野粛英 著. 法政大学出版局, 
2016.11 【SC674-L336】 

歯の痛みや歯周病は、現代人だけではなく、昔の人々も悩ませてきた。本書は
歯科医である著者が、平安時代の陰陽師の祈祷から抜歯、江戸時代のお歯黒、
入れ歯、明治期に入ってきた西洋技術など、さまざまなトピックと多くの図版
で、人間と歯の長い付き合いを語っている。 

 
53. 見て楽しい歯的博物館 : history of dentistry in Japan and West / 
大野粛英, 羽坂勇司, 高橋紀樹 編. わかば出版, 2015.6 【EG211-L171】 

「日本編」と「西洋編」で構成され、前者ではお歯黒や江戸時代の歯磨き道具
から近代的な歯科医療までを概観し、後者では入れ歯など近代歯科医学の発展
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を取り扱う。実際に用いられた道具や浮世絵・広告など、古今東西の歯にまつ
わる歴史的な事物が多数のカラー図版で紹介され、タイトルどおり博物館を巡
っているような気分で楽しめる。 

 
54. 目で覚える美術解剖学 / ロベルト・オスティ 著, 植村亜美 訳. パイ
インターナショナル, 2017.9 【KC429-L12】 

絵画であれ彫刻であれ、人の体を的確に表現するためには、単に外形だけを見
るのではなく、さらにその下にある筋肉や骨の構造を知る必要も生じてくる。
このような知識の体系は美術解剖学と呼ばれる。本書は解剖学的知識に基づい
て人体を描くためのプロセスを、ステップ・バイ・ステップのワークスタイル
で解説している。 

 
55. アーティストのための美術解剖学 : デッサン・漫画 ・アニメーション・
彫刻など、人体表現、生体観察をするすべての人に / ヴァレリー・L・ウ
ィンスロゥ 著, 宮永美知代 訳・監修. マール社, 2013.4 【KC429-L2】 

人体の内部にある筋肉や骨の構造を解説し、それを表現するための方法を、豊
富な図版とともに解説している。用語解説も充実。 

 
56. 人の<かたち>人の<からだ> : 東アジア美術の視座 (イメージ・リー
ディング叢書) / 東京国立文化財研究所 編. 平凡社, 1994.3  【K231-E28】 

東京国立文化財研究所が開催した国際シンポジウム「東アジア美術における＜
人のかたち＞」の成果をまとめた一冊。東洋美術史の専門家だけではなく、西
洋美術史 ・歴史学 ・解剖学など多様な分野の研究者が参加している。彫像 ・肖像
画・群像表現・裸体表現といったバラエティ豊かな切り口から、東アジア美術
における人体の表現が読み解かれている。 

 
57. マネキン美しい人体の物語 / 欠田誠 著. 晶文社, 2002.10  【DH464-
G25】 

街角で見かけるマネキン。普段は彼らが身につけている衣服や装飾品に目が行
くが、たまにはマネキンそのものに注目してみるのも面白い。本書ではマネキ
ン作家の著者が、これまでの制作経験や日本のマネキンの歴史を語っている。
マネキンの 「膝小僧の美学」、メークアップの実際、岡本太郎の全身型取りマネ
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キンを制作したエピソードなど、さまざまな話題が提供され興味が尽きない。 
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このトピックでは、全身にはりめぐらされた神経と、心と体の司
令塔である脳について紹介します。ロボットでは実現できない精
密でスムーズな動きは、脳のおかげ！ 

 
★58. 神経一覧図解 / ロベルト・フロリープ 著, 今田束 訳. 今田束, 明
11.4 【特 55-834】 

明治最初期の解剖書の翻訳で、神経について図を用いて解説している。著者の
ロベルト・フロリープ （1804-1861）はドイツの解剖学者。翻訳者の今田束 （い
まだ つかぬ）（？-1889）も解剖学者で、本書の刊行時は東京大学医学部解剖局
に所属。 

 
★59. 神経病臨床講義 前編上 / シャルコー (沙禄可) 述, 佐藤恒丸 訳. 
東京医事新誌局, 明 39-44 【53-57】 

臨床神経学の父と言われるシャルコー （1825-1893）は、パリのサルペトリエー
ル病院で「火曜講義」という公開講義を行った。聴講者の前で実際に患者と問
答を行い、そこから診断や治療法等に関する解説を行うものであった。一部が
講義録として出版され、日本でも翻訳が 『東京医事新誌』に連載された。その連
載記事を単行書としてまとめたものが本書である。 
展示箇所は 1888 年 2 月 28 日に行われた 「舌唇喉頭麻痺ある筋萎縮性側索硬化
の一例」の講義の部分。筋萎縮性側索硬化症はフランスでは「シャルコー病」
と呼ばれる。 
※参考：資料 64 の p.237～に同じ講義が取り上げられている。 

 
★60. 一医学者の生活をめぐる回想 : 名誉教授三浦謹之助の生涯 / 三浦
紀彦 編. 医歯薬出版, 1955 【289.1-M566Mi】 

三浦謹之助 （1864-1950）は、明治から昭和時代にかけての内科医。帝国大学医
科大学を卒業した後、ヨーロッパ各国に留学し、1892 年にはフランスのシャル
コーにも神経病学を学んだ。帰国後、東京帝国大学教授となり、東京帝国大学
医学部附属医院長、宮内省御用掛を務める。日本内科学会・日本神経学会の創
立にも関わった。展示箇所は、ヨーロッパ留学時の思い出を回想している部分。 
 

 館内／図書館送信 
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★61. ネウロン説か網状説か? / カハール 著, 福田哲雄 訳. 永井書店, 
1960 【491.17-cR17n】 

ニューロン説を提唱したラモン・イ・カハール （1852-1934）が、それまでの自
身の研究を総括した著作の邦訳。原典はカハールの晩年に執筆され、1933 年に
公表された。神経のしくみについては、19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて、
ニューロン説と網状説という二つの説の間で大きな論争になっていた。ニュー
ロン説は、神経は独立したニューロン（神経細胞）という単位が多数連なって
成り立っているというもの。それに対して網状説は、神経は切れ目なくつなが
る網状であると主張していた。カハールは神経系の構造研究によって、1906 年
にノベール生理学・医学賞を受賞したが、同時に網状説を主張したカミッロ・
ゴルジも受賞した。その後、電子顕微鏡の発明によって細胞間に隙間があるこ
とが確認され、ニューロン説が正しかったことが明確になった。 
※参考：資料 65 

 
62. 脳 : 心の謎に迫った偉人たち (歴史を変えた 100 の大発見) / トム・
ジャクソン  著 , 石浦章一  監訳 , 大森充香  訳 . 丸善出版 , 2017.11 
【SC364-L188】 

先史時代の頭蓋骨に残る脳手術の痕跡から、現代の MRI や人工知能の話まで、
脳についての 100 の物語を紹介する。いずれも人類の歩みのなかで脳に関する
理解を深めていった発見である。まだ答えが見つかっていない問題にも触れる。
人々が脳や心のはたらきを解明しようとしてきた取り組みが、わかりやすくま
とめられている。 

 
63. 解体新書 復刻版 / [ヨハン・アダム・クルムス] [著], [杉田玄白] [訳], 
西村書店編集部 編. 西村書店東京出版編集部, 2016.4 【SC61-L64】 

『解体新書』（1774 年）は、日本最初の西洋医学の本格的翻訳書。前野良沢と
杉田 玄白が中心 となって翻訳。 原書はドイツ 人医師クルム スが著し た
Anatomische Tabellen（『解剖図譜』）をオランダ語訳した Ontleedkundige 
Tafelen （杉田玄白 『蘭学事始』のなかで 『ターヘル・アナトミア』と紹介）で
ある。『解体新書』で、オランダ語 「zenuw」の訳語として 「神経」が初めて使
用される。本書 p.95 に「世奴（セイニー） 此翻神経」の記述がある。 

 

 館内／図書館送信 
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64. シャルコー神経学講義 / クリストファー・G.ゲッツ 編著, 加我牧子, 
鈴木文晴 監訳. 白揚社, 1999.10 【SC367-G248】 

出版されたシャルコー『火曜講義』のうち 9 つの症例を取り上げて翻訳し、編
著者による解説を加えている。患者からの予想のつかない応答と、それを受け
てのシャルコーによる解説、加えて編著者により挿入された図版等から、ライ
ブ感あふれる講義風景がうかがい知れる。 
※参考 ：資料 59 の展示箇所は、本書の p.237～に 「シャルコー病」として取り
上げられている。 

 
65. 脳の探求者ラモニ・カハール : スペインの輝ける星 (中公新書) / 万
年甫 著. 中央公論社, 1991.6 【GK483-E4】 

ニューロン説を提唱したカハールの伝記。スペインに生まれたカハールの迫力
ある人生をたどりつつ、その研究生活や独創的な研究内容に触れる。実験を重
ねてニューロン説にたどりついたカハールは、満を持して「神経中枢の組織学
に関する新見解」という講演を行い（1892 年）、その全文がバルセロナ医学会
雑誌に掲載された。ニューロン説は当初は学界に受け入れられなかったものの、
次第に賛同者を集めることになった。 
※参考：資料 61 

 
66. 神経とシナプスの科学 : 現代脳研究の源流 (ブルーバックス ; B-
1943) / 杉晴夫 著. 講談社, 2015.11 【SC71-L211】 

生体電気信号（活動電位）の研究の歴史をまとめたもの。体内で神経に沿って
伝わる電気信号の実体を解明しようとする研究者たちの挑戦の軌跡をたどる。
生体電気研究の端緒となった 18 世紀末イタリアのガルバニから書き起こし、
日本人研究者の功績にも触れつつ、現在の脳機能研究の成果まで取り上げてい
る。 

 
67. つながる脳科学 : 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線 (ブルーバッ
クス ; B-1994) / 理化学研究所脳科学総合研究センター 編. 講談社, 
2016.11 【SC364-L144】 

本書の編者である理化学研究所脳科学総合研究センターでは、学際的な脳科学
研究が行われている。その研究者たちが、どこまで脳についてわかったのか、
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また、何がわかっていないのか、「つながり」をテーマにさまざまな角度から伝
える。記憶、時空間の認識、ニューロン、外界の知覚、理論、感情、脳を観察
する技術、脳疾患治療、親子関係といった幅広い領域が取り上げられている。 

 
68. 脳 ・神経のしくみ : オールカラー (運動 ・からだ図解) / 石浦章一 監
修. マイナビ出版, 2016.4 【SC364-L119】 

本書は、カラーの図解を多く用いて脳や神経についてわかりやすくまとめたも
の。第 1 部では、複雑に見える脳の各部位の基本的なしくみや構造、はたらき
について説明している。第 2 部では、感覚や運動などの生命機能の調節のしく
みを明らかにし、言語・意識・感情・記憶といった高次の脳機能についても解
説する。 

 
69. 脳と心と身体の図鑑 : ビジュアル版 / ケン・アシュウェル 編, 松元
健二 監訳, 尾澤和幸 訳. 柊風舎, 2015.8 【SC364-L98】 

脳の構造や機能を理解するための基本的な知識について、ダイジェストで解説
する入門書。250 点近いフルカラーの図版を掲載し、脳に関する知識をひとと
おおり学ぶことができるよう構成されている。 

 
70. 動作の仕組み : からだを動かす原理の探求 / David A.Rosenbaum 
著, 関屋曻 監訳, 山崎弘嗣, 加茂野有徳, 佐藤満 訳. 三輪書店, 2012.6 
【SC71-J360】 

人が何か動作をしようとする時、その動作は脳や筋などの複雑なコントロール
によって実行される。そうした動作制御について、歩く・見るといった日常動
作、キーボードの打鍵、ほほえみなどの具体的な動作を取り上げ、心理学、物
理学、神経科学、工学、計算論、応用科学等、さまざまな側面から詳細に論じ
ている。 

 
71. 脳と運動 : アクションを実行させる脳 第 2 版 (ブレインサイエンス・
シリーズ ; 17) / 丹治順 著. 共立出版, 2009.10 【SC364-J109】 

運動に関する脳のはたらきについてまとめた本。私たちが何気なく行っている
動作は、周囲の状況の知覚、その内容の認識、行うべき運動の判断、運動器官
への指示といった、複雑多岐なはたらきが次々とスムーズに実行されることで
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成り立っている。本書では、そうした運動の発現と制御のために、脳のどこで
何が起こっているのか、そのメカニズムを解説する。 

 
72. 感覚-驚異のしくみ : 眼,耳,鼻,舌,皮膚など人体に備わる高性能センサ
ー (ニュートンムック) / ニュートンプレス, 2016.3 【Y94-L27735】 

「見る（視覚）」「聞く（聴覚）」「かぐ（嗅覚）」「味わう（味覚）」「ふれる（皮
膚感覚）」の五感について、その精巧なしくみをカラーのイラストを多く使用し
て、わかりやすく解説。 

 
73. 脳はいかにして言語を生みだすか = A Speculative Treatise on the 
Neural Mechanisms of Language / 武田暁, 猪苗代盛, 三宅章吾 著. 講
談社, 2012.9 【SC364-J258】 

本書は、脳科学と言語学の両面から脳の言語機能の全体像を理解しようという
試み。個々のニューロンの機能から出発し、最終的に言語機能にたどり着こう
とする要素還元論的な思考法により、人間が言葉を扱う能力の不思議を解き明
かそうとする。 

 
74. 言語と思考を生む脳 (シリーズ脳科学 ; 3) / 甘利俊一 監修, 入來篤
史 編. 東京大学出版会, 2008.11 【KE17-J11】 

本書は、脳神経系が行う言語を用いた情報処理のメカニズムを、生物学的に解
き明かすことを目指す。幼児の言語獲得と発達、動物の音声コミュニケーショ
ン、概念の形成や思考のしくみ、生物の社会形成などを取り上げ、人間の言語
と思考と社会のメカニズムに迫る。 

 
75. 脳はなぜ都合よく記憶するのか : 記憶科学が教える脳と人間の不思
議 / ジュリア・ショウ 著, 服部由美 訳. 講談社, 2016.12  【SC364-L149】 

著者は、実験によって過誤記憶（過去に実際に起こった事実についての記憶が
誤った内容で想起されること）を実際に作り出し、記憶の歪みがどのように生
じるかを解明しようとする研究者。記憶は歪み、変化する。それはなぜか。本
書では、それらを記憶の性質と脆弱性、人が持つ過信や偏見、過誤記憶の存在
から解き明かしていく。 
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76. 記憶のしくみ : 脳の認知と記憶システム 上 (ブルーバックス ; B-
1842) / ラリー・R ・スクワイア, エリック・R ・カンデル 著, 小西史朗, 桐
野豊 監修, [伊藤悦朗], [宋時栄] [訳]. 講談社, 2013.11 【SC364-L41】 
77. 記憶のしくみ 下 (脳の記憶貯蔵のメカニズム) (ブルーバックス ; B-
1843) / ラリー・R ・スクワイア, エリック・R ・カンデル 著, 小西史朗, 桐
野豊 監修, [伊藤悦朗], [宋時栄] [訳]. 講談社, 2013.12 【SC364-L46】 

記憶のしくみや神経細胞と脳システムのはたらき方について、これまで明らか
にされてきたことをまとめた入門書。二人の著者は異なる研究分野を持ち（ス
クワイアは認知心理学、カンデルは神経学）、綿密な共同作業によって双方の知
識を総合している。なおカンデルは、2000 年に神経系の情報伝達に関する発見
でノーベル生理学・医学賞を受賞した。 

 
78. 芸術と脳 : 絵画と文学、時間と空間の脳科学 (阪大リーブル ; 42) / 
近藤寿人 編. 大阪大学出版会, 2013.3 【K27-L1】 

芸術や脳の研究者が、それぞれの立場から世界認識、芸術、脳のはたらきにつ
いて論考を投げかけあった著作。成立した時代を問わず、異なる言語や翻訳さ
れた言語であっても、地域や民族を超えて、私たちに感動を与える芸術が成立
するのは、それらを受容する脳（心）の反応が人間の脳の基本的なはたらきを
反映しているという観点から、芸術の表現と受容に直結する脳（心）のはたら
きを掘り下げていく。 

 
79. 新 ・脳と心の地形図 : 思考 ・感情 ・意識の深淵に向かって : ビジュア
ル版 / リタ・カーター 著, 藤井留美 訳, 養老孟司 監修. 原書房, 2012.3 
【SC364-J236】 

脳をスキャンする画像技術の発展によって脳の活動が画像で確認できるように
なり、脳と精神の関係性の研究は大きく発展した。ある特定の反応を引き起こ
しているのは脳のどの部位なのか、脳のマッピング（地図づくり）が進んでい
る。本書は、脳スキャンによって得られた成果をもとに、思考、記憶、情動、
知覚といった脳のはたらきや意識について、わかりやすく解説する。 
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80. どうして宇宙酔いは起きる? : 感覚する脳の混乱と適応 (宇宙空間と
人体メカニズム ; 1) / 森滋夫 著. 恒星社厚生閣, 2012.10 【SC817-J2】 

人間が無重力の状態に置かれると、3 人に 2 人は乗り物酔いのような症状（＝
宇宙酔い）に悩まされるという。宇宙酔いの原因はまだ特定されていないが、
現在有力と考えられているのは「感覚混乱説」である。本書では、宇宙酔いは
どのようなものか、鯉を用いた宇宙酔い実験について、そして脳の感覚混乱に
ついて、わかりやすい文章でまとめている。 

 
81. 脳は変わる : ニューロプラスティシティ (MIT エッセンシャル・ナレ
ッジ・シリーズ) / モーヘブ・コスタンディ 著, 水谷淳 訳. 日本評論社, 
2017.6 【SC364-L167】 

本書は、神経可塑性（＝神経系が変化すること）について基本的なポイントを
まとめたもの。かつては小児期が終わって成熟した脳の構造は変わることがな
いとされてきたが、近年の研究では一生変化し続けると考えられるようになっ
た。行動や経験に応じて、脳の構造が柔軟に変化していくメカニズムを、さまざ
まな側面から取り上げる。 
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免疫 
このトピックでは、自己と非自己を見分ける、高度なシステムで
ある免疫に関係する資料を紹介します。時には体を守り、時には
体を傷つける、不思議で驚異的な存在！ 

 
★82. 牛痘の原因及び作用に関する研究-種痘法の発見 (科学古典叢書 ; 
第 5) / エドワード・ジェンナー 著, 長野泰一, 佐伯潔 訳編. 大日本出版, 
昭和 19 【61-675】 

かつて人類に甚大な被害をもたらした天然痘ウイルスのワクチンを開発したジ
ェンナーの歴史的論文を翻訳 ・解説した本。論文内では 23 例の実験内容が記述
されており、一度かかった病気はかからない、もしくは症状が軽くなるという
免疫の機能が見て取れる。なお、天然痘はその後、WHO （世界保健機関）によ
り天然痘根絶計画が行われ、昭和 55 （1980）年には天然痘根絶宣言が発表され
た。 

 
★83. 幼稚園時代 : 4 ・5 ・6 歳の育て方 (主婦と生活社ホーム・シリーズ ; 
17) / 主婦と生活社, 1962 【599-Sy9962y】 

皆さんの上腕外側には BCG ワクチンの痕があるだろうか。俗称ではハンコ注
射とも呼ばれており、9 本の針をスタンプのように皮膚に押すものである。展示
箇所では子どもが身体検査や予防接種を受けている写真が掲載されており、注
射を打たれる子どもは非常に痛そうな顔をしている。 

 
★84. 緊急特集 花粉症なんかコワクない!!最新予防法&対策  （掲載誌 週
刊明星 / 集英社, 32(14)=(1561):1989.4 pp.165-167【Z24-470】） 
 

芸能人の花粉症体験談や当時の予防法 ・治療法が述べられている記事。30 年前
のスターたちも花粉症に苦しんでいた様子がうかがえる。日本で初めて杉花粉
症という病気が登場したのは、アレルギー性鼻炎を研究していた斎藤医師が
1963 年に日本アレルギー学会で行った発表といわれている。 
※参考 ：岸本忠三, 中嶋彰 著 『現代免疫物語 : 花粉症や移植が教える生命の不
思議』(2007) 

 

 館内／図書館送信 

 館内／図書館送信 

 国立国会図書館限定 
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★85. 北里柴三郎伝 / 宮島幹之助, 高野六郎 編. 北里研究所, 昭和 7 
【618-105】 

細菌学研究で偉大な業績を残し、抗毒素すなわち抗体を発見した北里柴三郎の
伝記。北里は、コレラや結核の病原菌を同定したロベルト・コッホに師事し、
破傷風毒素を中和する物質=抗体を発見した。展示箇所は、コッホが来日した際
に、厳島で北里と並んで写真撮影を行っているところ。 

 
★86. アトピー性皮膚炎治療剤プロトピック （広告）（掲載誌 日本皮膚科
学会雑誌 = The Japanese journal of dermatology / 日本皮膚科学会,  
110(1):2000.1 【Z19-202】） 

診療ガイドラインにも掲載されているアトピー性皮膚炎治療剤、プロトピック
（一般名：タクロリムス水和物）が藤沢薬品工業(現アステラス製薬)から発売
された当時の広告。タクロリムスは薬物療法の一つとしてアトピー性皮膚炎診
療ガイドライン 2018 にも掲載されている。 

 
★87. 文化勲章石坂公成･照子夫妻の"苦々"をともにした研究生活 （掲載
誌 サンデー毎日 / 毎日新聞出版, 53(48)=(2936):1974.11.24 pp.144～
147【Z24-15】） 

アレルギーを引き起こす抗体 IgE を発見した石坂夫妻のインタビュー記事。夫
妻が自分たちの背中を使ってアレルギー反応を確かめたエピソードは面白みが
ある。なお、石坂夫人は 1990 年、免疫学の進歩に貢献した研究者に贈られる
「ベーリング・北里賞」を受賞 した。 
※参考 ：岸本忠三, 中嶋彰 著 『現代免疫物語 : 花粉症や移植が教える生命の不
思議』(2007) 

 
88. DE L'ACTION ANAPHYLACTIQUE DE CERTAINS VENINS / MM. 
PORTIER et CH. RICHET （掲載誌 Comptes Rendus des Seances de 
la Societe de Biologie et de Ses Filiales / Societe de Biologie, 
54:1902.2 p.170【Z53-B427】） 

1913 年にノーベル生理学医学賞を受賞したリシェが、アナフィラキシーという
言葉を初めて使った 1902 年の報告。リシェは 1900 年ごろにクラゲの毒につい
て研究。致死量未満の少量の毒を注射した犬に、数週間後ふたたび同量を注射

 インターネット公開 

 国立国会図書館限定 

 国立国会図書館限定 
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すると激しい反応を起こし死亡することが分かった。この反応は最初の注射で
動物が特定物質に対して過敏になり、2 回目の注射で激しい反応が起こるもの
と考え、“無防備”というギリシア語から“アナフィラキシー”と命名した。 
※参考：ノーベル賞人名事典編集委員会 編「ノーベル賞受賞者業績事典 : 全
部門 855 人 新訂第 3 版」(2013) 

 
★89. Expansion of natural killer cells but not T cells in human 
interleukin 2/interleukin 2 receptor (Tac) transgenic mice / 博士論文 
石田靖雅 [著] 【UT51-91-E124】 

今回の関西館小展示関連講演会の講師、奈良先端科学技術大学院大学准教授の
石田靖雅氏の博士論文。タイトルの日本語訳は 「ヒト・インターロイキン 2 /イ
ンターロイキン 2 受容体 （Tac）トランスジェニックマウスではナチュラルキラ
ー細胞の異常増殖は見られるが、T 細胞の異常増殖は見られない」。石田氏は
1987 年に京都大学大学院医学研究科博士課程に進学し、本庶佑研究室に所属。
1991 年 3 月、京都大学で博士（医学）を取得した。PD-1（Programmed cell 
death 1）を 1991 年に発見し、翌年研究成果を発表した。 

 
★90. 癌の話  / 山極勝三郞  （掲載誌  科学画報  / 誠文堂新光社 ,  
5(5);11 月健康增進號 pp.481～484【Z405-Ka8】） 

世界で初めて人工的に癌を発生させることに成功した山極勝三郎の記事。山極
はもう一人の研究者市川厚一とともに、ウサギの耳へのコールタール塗擦を忍
耐強く繰り返すことにより人口癌を発生させた。山極は専門雑誌『癌 Gann』
を創刊したり、癌研究会を創立したりするなど癌研究において多大なる業績を
残した。 

 
91. 免疫理論 : 獲得免疫に関するクローン選択説 改版 / M.バーネット 
著, 山本正 [ほか]訳. 岩波書店, 1981.2 【SC151-159】 

免疫学の歴史上、重要な仮説であるクローン選択説を提唱したバーネットの本。
クローン選択説とは、「抗体の多様性は突然変異した各遺伝子が別々のクローン
として発現する」という仮説で、現在の免疫理論では主流となっている考えであ
る。身体の外部にある無数の物質に対して反応する免疫の多様性には驚かされ
る。 

 館内／図書館送信 

 国立国会図書館限定 
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92. 免疫の意味論 / 多田富雄 著. 青土社, 1993.4 【SC151-E233】 
免疫学者の多田富雄が雑誌 「現代思想」に 12 回にわたって連載したものを集め
た本。免疫という 「自己」、「非自己」を区別する壮大なシステムについて、自分
流にディスカッションを行っている。なお、多田は、アレルギーを引き起こす
抗体である IgE の発見者である石坂公成、照子夫妻と研究仲間であり、彼らの
実験のために背中の皮膚を提供している。 

 
93. 私憤から公憤へ : 社会問題としてのワクチン禍 (岩波新書) / 吉原賢
二 著. 岩波書店, 1975 【SC151-63】 

一家庭の予防接種事故が社会問題にまで広がる様が多くのデータと体験を交え
て書かれた本。著者は大学や研究所に勤めていた科学者で、自身の子どもがイ
ンフルエンザ予防接種事故の被害を受けたことをきっかけに調査を進め、国家
賠償の請求に至る。 

 
94. 教育アンケート調査年鑑 2016 年版 下 /  「教育アンケート調査年鑑」
編集委員会 編. 創育社, 2016.10 【FB14-L147】 

各方面で実施された数多くのアンケート調査を収録・整理した本。p.581 から
「アレルギーに関する＜2016 年 1 月調査＞」が掲載されており、食物アレルギ
ーは男性に多く、金属および動物アレルギーは女性の方が多いなどの調査結果
が書かれている。 

 
95. 土と内臓 : 微生物がつくる世界 / デイビッド・モントゴメリー, ア
ン・ビクレー 著, 片岡夏実 訳. 築地書館, 2016.11 【RA611-L47】 
96. 抗生物質と人間 : マイクロバイオームの危機 (岩波新書 新赤版 ; 
1679) / 山本太郎 著. 岩波書店, 2017.9 【SD84-L3】 

近年、「腸内フローラ」という言葉が頻繁に用いられるようになり、体内細菌へ
関心が集まるようになった。一見、人体とは無関係と思われる腸内細菌のバラ
ンスが私たちの免疫機能や健康と深いつながりがあると分かってきたからであ
る。免疫という高度なシステムに並ぶ立役者として注目される体内の細菌たち
に注目したい。 

 



免疫 
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97. 「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで (ブ
ルーバックス ; B-2062) / 国立がん研究センター研究所 編. 講談社, 
2018.6 【SC461-L353】 

国立がん研究センター研究所が編集したがんの入門書。がんとは何なのか、ど
のような性質をもっているのかが予防法や治療法も含めて述べられている。読
み進めることで日本人の死因第 1 位の病気についての理解が深まる。 

 
98. 病気になった時に読むがん闘病記読書案内 / パラメディカ, ライフパ
レット 編. 三省堂, 2010.3 【SC1-J36】 

闘病記専門古書店 「パラメディカ」の店主と患者コミュニティサイト 「ライフパ
レット」の編集長が選んだ、本やネット上のがん闘病記の紹介本。がんの部位
別に情報が分けられているので、周囲にがん患者がいる人にとって目的の闘病
記を探しやすい。また、パラメディカ店主の星野史雄によるコラムや、後半の闘
病記周辺情報は非常に興味深い。なお、「第 5 章 闘病記を探すためのいろいろ
な情報」では当館も紹介されている。多くの闘病記は東京本館に所蔵されてい
るので関心がある方は取り寄せてみてほしい。 

 
99. 免疫学 スタインマンの最後の闘い 自ら試したがんワクチン /  K. 
ハーモン  （掲載誌 日経サイエンス 日本版 / 日経サイエンス [編]. 日経
サイエンス, 42(4)=490:2012.4  pp.68-74 【Z14-529】） 

膵臓がんと診断されたスタインマン(2011 年ノーベル生理学 ・医学賞の受賞者)
が自身を実験台にがんの免疫療法を試す過程が述べられている記事。スタイン
マンの研究に対する真摯な姿勢や、彼を助けようとする友人や研究仲間の科学
者ネットワークの強さが伝わってくる。 

 
100. 自己免疫疾患制御因子 PD-1 受容体のリガンドの単離とその免疫制
御薬への応用 / 本庶, 佑, 京都大学. 2000-2001 【Y151-H12557030】 

2018 年ノーベル医学生理学賞の受賞者、本庶佑による科研費報告書。科研費報
告書とは、独創的・先駆的な研究に対する助成を行っている科学研究費助成事
業で採択された研究成果を報告するもの。当館では、提出義務のある研究種目
のうち、昭和 58（1983）年以降のものについて所蔵している。 
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101. がん免疫療法の誕生 : 科学者 25 人の物語 / ニール キャナヴァン 
著, 河本宏 監訳, 三枝小夜子 訳. メディカル・サイエンス・インターナシ
ョナル, 2018.11 【SC471-L585】 

がんの治療法に革命をもたらした免疫療法に関わる研究者たちへのインタビュ
ーにもとづいて書かれた本。2018 年ノーベル医学生理学賞をジム・アリソン氏
と本庶佑氏が受賞したことは記憶に新しいが、この本では免疫療法が実現する
までには様々なドラマがあったことが感じ取れる。各章には研究者たちの手書
きイラストもあり、非常にユニーク。 
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治療・療法 
このトピックでは、病気を治したり不調を改善したりする、治療
や療法について紹介します。色々な思いが込められた、体への働
きかけはどのように作用するのでしょうか？ 

 
★102. 鍼術秘要 / 坂井豊作 鍼術, 中村謙作 訳述. 阪井鍼療院, 昭和 2 
【特 258-218】 

針の流派の一つ、坂井流を体得するための稽古法等が記述されている。坂井流
では、煎り糠を竹筒に詰め、絹で蓋をしたもので訓練し、実地では鍼を水平に
近く刺していく横刺法を多用した。現在では、綿を堅く詰めた鍼枕や、皮膚や
筋肉と同じ弾性のシリコンを重ね合わせた練習台を使っている。 
※参考 ：内藤記念くすり博物館 『鍼のひびき灸のぬくもり : 癒しの歴史』(2002) 

 
★103. 和漢三才図会 巻之 1-20 / 寺島良安 編. 中外出版社等, 1901 
【031.2-Te194w】 

和漢三才図絵は江戸時代の図解入り百科事典。展示箇所は江戸時代の鍼の道具
が描かれている部分。中国の古い鍼灸書 「黄帝内経(霊枢)」では、治療用の鍼を
9 種類に分けており、刺す鍼以外にも押す鍼や切る鍼がある。 
※参考 ：内藤記念くすり博物館 『鍼のひびき灸のぬくもり : 癒しの歴史』(2002) 

 
★104. 華岡青洲の妻 / 有吉佐和子 著. 新潮社, 1967 【913.6-A798h6】 
 

世界初の全身麻酔下外科手術を行った華岡青洲に関する有吉佐和子による歴史
小説。一部の医師や医学史関係者にしか知られていなかった青洲の名前はこの
小説により広く知れ渡った。映画・ドラマ・舞台化されており、嫁と姑の問題
を大きな柱としているため多くの人々、特に女性の共感を呼んだ作品。 
※参考：松木明知 著『麻酔科学の源流 続』(2009) 

 
105. The Gift of a Heart （掲載誌 Life / Time Inc 63(24):1967.12.15 
pp.24-31 【Z55-A178】） 

Life は 1936 年にアメリカで創刊された写真ジャーナリズム雑誌。展示箇所は

 館内／図書館送信 

 インターネット公開 

 国立国会図書館限定 
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1967 年 12 月の Vol63,No.24 の表紙で、世界で初めて行われた人から人への心
臓移植患者がこちらに向けて微笑んでいる写真。なお、手術後、新しい心臓は
機能したが、拒絶反応を抑えるために医師が高用量の免疫抑制剤を処方すると、
免疫機能の低下のため、患者は 18 日後に肺炎により死亡した。 
※参考 ：ギル・ポール 著, 野口正雄 訳 『50 の事物で知る図説医学の歴史』(2016) 

 
★106. 益軒文庫 第２篇 養生訓（伊藤菰村注） / 貝原益軒 著. 隆文館, 
明 43 【特 61-443】 

江戸前・中期の儒学者、貝原益軒が書いた養生書。腹八分や体を動かすことな
ど庶民でも実行できる具体的な方法が書かれており、江戸時代から多くの人に
読まれてきた。身体的な側面のみならず、心の養生の必要性も説かれている。
他人への酒のすすめ方や、両親の養生など周囲への生活態度まで述べられてお
り、300 年以上経った現代でも参考になる内容が含まれている。 

 
★107. 日本赤十字社赤十字博物館報 第 20 号 / 日本赤十字社 編. 日本赤
十字社, 昭和 11 至 14 【579-228】 
108. 漫畫 街のラヂオ體操 / 茅垣 靑天  （掲載誌 ラヂオの日本 / 日本
ラヂオ協会, 17(2):1933.8 p.60 【雑 48-156】） 

小学生時代に朝早く起きて眠い目をこすりながらラジオ体操をしたという方は
多いだろう。ラジオ体操は運動療法の一つとして健康づくりや介護予防にも役
立っている。日本における始まりは、1928 年(昭和 3 年)に大阪中央放送局にお
いて放送されたものといわれている。展示箇所は国民の健康増進を目的として
制定された「國民保健體操」の第一・第二の図解と、ラジオ体操をする人々の
イラスト。現在も放送されているので、少し早起きして久々にやってみるのも
いいかもしれない。 

 
109. Cloning―a special report （掲載誌 New scientist (Later) / IPC 
Magazines 153(2071):1997.3.1 pp.4-5 【Z53-A35】） 

英国の国際科学週刊誌、「New Scientist」に掲載されたクローン羊ドリーに関
する記事。この研究は世界を大いに驚かせ、様々な細胞に分化する幹細胞研究
に重要な発展をもたらした。記事の右側ページ下部にはイラストが描かれてお

 館内／図書館送信 

 インターネット公開 
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り、大学のコンピュータ学部から出てくる似た人たちを見ながら、人物が「Ｉ 
THINK CLONNING's BEEN AROUND FOR YEARS（クローンは何年も前から
あると思う）」と言っている。 

 
110. 山中伸弥教授が語る最新 iPS 細胞 (ニュートンムック) / ニュートン
プレス, 2018.3 【Y94-L42784】 

別冊ニュートンムックの iPS 細胞特集号。巻頭に山中信弥教授 （2012 年ノーベ
ル生理学 ・医学賞受賞）の特別インタビューが掲載されている。iPS 細胞は 「多
能性」をもち、全ての細胞になれる能力があるため、様々な応用研究が進めら
れている。本書は iPS 細胞に至るまでの経緯も含めて分かりやすく解説されて
おり、幹細胞研究の全容を理解することができる。 

 
111. ロボット手術の歴史と今後の展望 (特集 ロボット手術の現状と展
望) / 和田 則仁, 北川 雄光 （掲載誌 外科 = Surgery : 臨床雑誌 / 南
江堂, 80(9)=1011:2018.8 pp.893-898【Z19-59】） 

臨床雑誌「外科」のロボット手術の特集号。手術支援ロボットは、ジョイステ
ィックによる内視鏡の操作や遠隔手術システムを経て開発された da Vinci サー
ジカルシステムが重要な地位を占めている。最初のモデル da Vinci Standard は、
3D 内視鏡に 3 本のロボットアームを備え、手術における縫い合わせをはじめ
とする複雑な操作を直感的に実現できる環境を提供した。2018 年 4 月には da 
Vinci を用いた手術に対する保険適用が拡大し、今後はさらに普及が進むと思わ
れる。人工知能を活用した手術の自動化も期待されており、一層目が離せない。 

 
112. 移植医療に関する世論調査 平成 29 年 8 月調査 (世論調査報告書) / 
内閣府大臣官房政府広報室, [2017] 【SC517-L40】 

内閣府による移植医療に関する世論調査。臓器提供の意思表示や骨髄バンクへ
の登録などについて約 1900 人への意識調査結果が書かれている。 

 
113. プラシーボの治癒力 : 心がつくる体内万能薬 / ハワード・ブローデ
ィ 著, 伊藤はるみ 訳. 日本教文社, 2004.7 【SB51-H3】 

プラシーボの実例や研究結果について書かれた本。プラシーボとは、薬理作用
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に基づかずに薬物の治癒効果が表れることで、新薬を開発する際の比較として
も用いられている。著者曰くプラシーボは 「体内の製薬工場」と表現している。
著名な専門誌も含む多くの参考文献が書かれているので、謎多きプラシーボを
探求したい方は是非。 

 
114. リハビリのプロがすすめる健康寿命を延ばす 1000 冊 / 結城俊也, 
坂本宗樹, 鈴木光司, 二宮秀樹 共編. 日外アソシエーツ, 2018.2 【SC1-
L21】 

現役の理学療法士が最新のエビデンスに基づき、病気の予防と発病後の回復に
ついて書かれた図書を選書・分類・解説した本。編者曰く、選書の基本コンセ
プトは“動けるからだづくり”。この本を羅針盤にして健康本の海へ乗り出せば、
きっと健康づくりに役立つことだろう。 

 
115. 入浴の事典 / 阿岸祐幸 編. 東京堂出版, 2013.6 【EF32-L66】 

入浴にまつわる様々な事象や入浴法が分かり易く書かれた本。、医科学的なエビ
デンスにも基づいており、高齢者も行いやすい水中運動なども取り上げられて
いる。入浴を通して健康増進をはかりたい方にとっては必見。 

 
116. ゲノム編集を問う : 作物からヒトまで (岩波新書 新赤版 ; 1669) / 
石井哲也 著. 岩波書店, 2017.7 【RA111-L134】 

ゲノム編集の歴史や研究成果、社会への影響について書かれた本。最近は一般
の人でも遺伝子検査を安価で行うことが可能となり、病気のなりやすさや詳細
な体質を調べられるようになった。生物の性質を定めている遺伝子を編集すれ
ば、今まで不可能だったものが可能となるかもしれない。一方でリスクや課題
も含んでいるゲノム編集の意義をこの本を通じて考えたい。 

 
117. 創造する機械 : ナノテクノロジー / K.エリック・ドレクスラー 著, 
相沢益男 訳. パーソナルメディア, 1992.2 【M41-E54】 

現在では一般的となったナノテクノロジーの構想が述べられた科学書。1980 年
代当時、本書とその他の出版物により構想は急速に広まった。「7 章 治療する
機械」では、ナノマシンによる選択的な修復や破壊について書かれており、現
在の分子標的治療薬を予見している。 
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118. 連載 40 周年記念 有名医師が語り尽くす 天才外科医ブラックジャッ
ク / 海堂 尊, 岩平 佳子, 藤田 勉 他 （掲載誌 週刊朝日 / 朝日新聞出
版, 118(18)=5190:2013.4.26 【Z24-18】） 

手塚治虫の傑作マンガ、「ブラック・ジャック」について医師たちが語った記事。
ブラック・ジャックはフィクションだが、現実の医師が読んだ時の感想は新し
い視点をもたらしてくれる。医学部受験のモチベーションアップにも。 

 
119. VR/AR 医療の衝撃 : ヘルスケアから医療現場、教育、コンテンツビ
ジネスへ / 杉本真樹 編著. ボーンデジタル, 2017.2 【SC21-L152】 

VR/AR(バーチャル・リアリティ/拡張現実)というとゲームやアトラクションな
どエンタメ関係が想像されるが、この技術が医療でも導入されていることをご
存知だろうか。本書では当該技術を活用した臨床応用やビジネス展開の事例を
知ることができる。 

 
120. 絵で読む江戸の病と養生 / 酒井シヅ 著. 講談社, 2003.6 【EG213-
H79】 

江戸時代の人々がどのように病気とつきあってきたかを豊富な図版を用いて解
説した本。さまざまな疫病がはやった江戸時代で、人々がそれからいかに逃れ
ようとしたか、健やかに暮らそうと願ったかが絵から伝わってくる。 

 
121. 「タブー」にメスを入れた外科医 改訂第 3 版 / 榊原宣 著. 田畑書
店, 2017.4 【GK191-L589】 

心臓外科のパイオニア、榊原亨についての伝記。榊原は世界初、日本初の心臓
手術を複数行い、心臓鏡を発明するなど、心臓外科の発展に多大なる貢献をし
た。“外科医としての尊厳を失うことよりも、いまここにいる病人にできるだけ
の手を尽したい。”という榊原の決心は胸に迫るものがある。 

 
122. 病草紙  / 加須屋誠 , 山本聡美  編 . 中央公論美術出版 , 2017.5 
【YP14-L43】 

諸国の奇病などの話を集めた絵巻である病草紙の図版や解説が書かれた本。病
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草紙は平安時代に成立したとみられ、当時の人々に共有されていた病に関する
宗教的・医学的知識をうかがい知ることができる。こちらの本は解説や論考が
充実しており、絵の背景などがよく分かる。ひょうきんに描かれた人々の姿は
面白みがある。 

 
123. 自然療法 : 普及版 1(基本 ・診断 ・療法) / ジョゼフ・E.ピゾルノ・Jr, 
マイケル・T.マレイ 監修, 帯津良一 日本語監修, 井口智子 翻訳責任. 産
調出版, 2005.1 【SC721-H37】 

人間を含む自然には、もともと治癒力が備わっているという前提のもと、様々
な自然療法を紹介している本。補完代替医療の全般を知ることができる。多巻
構成で、今回の展示資料以外に、Ⅱ 「天然素材の薬効薬理」、Ⅲ 「疾病別治療法」
がある。 

 
124. 関東の民間療法 /上野勇 [等]著. 明玄書房, 1976 【GD38-28】 

関東の各地方で行われている民間療法について述べられている本。祈願 ・祈祷 ・
呪いのように信仰的なものから、食べ物や植物の意外な使い方など、身近なも
のを利用したり意味づけしたりしているのが興味深い。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


