
 

令和３年４月 23日 

名古屋教育医療記者会 各位 

                      名古屋市立大学事務局 学術課     
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大手書店などで売上ランキング１位！ 

社会貢献活動としての書籍シリーズ 

「名市大ブックス」第５・６巻の出版について 
 

名古屋市立大学は、高等教育機関として教育・研究・医療を通した社会貢献に積極的に取

り組んでおり、「大学の地域貢献度に関する全国調査 2019（日本経済新聞社）」では、全国５

位、東海地域１位、公立大学１位の評価を得ています。 

一方、昨年より新型コロナウイルス感染症の影響によって生涯学習講座等の社会貢献活動

を本来の形で実施できない状況が続いています。その中で“本学にできることは何か”を考

え、with コロナ時代に自宅で手軽に知識・教養を得たいという社会的ニーズに応える新た

な取り組みとして、令和２年 10 月に書籍シリーズ「名市大ブックス」を創刊し、多くの方

からご好評いただいております。 

このたび、シリーズ第３弾として第５巻・第６巻を同時出版いたします。公立大学で唯一、

医・薬・看護の医療系３学部を有する本学の強みを生かし、「健康・医療」をテーマに、本

学や関連病院の医師・看護師ら各巻 14 名の著者が、それぞれの専門領域から、病気の予防

策や先進的な治療法などをわかりやすく解説していますので、皆様の健康増進にお役立てて

いただければ幸いです。 

この取り組みを市民の皆様に広く知っていただきたくご案内申し上げるとともに、是非ご

取材いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

【名市大ブックス】 

（１）発 売 日 令和３年４月 26日（月） 

（２）書 籍 名 第５巻 医療の知識で自分を守る 

      第６巻 支えあう人生のための医療 

（３）価   格 本体 1,100円（税込） 

（４）仕   様 Ａ５判 

160頁（５巻）／168頁（６巻） 

（５）販売書店等 一般書店・Amazon・本学生協 等 

（６）発   行 中日新聞社 
 

※令和３年７月にも引続き「健康・医療」を 

テーマに第７・８巻の出版を計画中 

 

 

A4サイズ：２ページ、別添あり 



 

 

順 著　　者 タ　イ　ト　ル

1 瀬尾 由広 循環器内科学 准教授 脈の乱れに気をつけましょう！～検脈のすすめ

2 須田 久雄 心臓血管外科学 教授 静かなる暗殺者・動脈瘤を識る

3 大橋 壯樹 名古屋徳洲会総合病院 総長 狭心症と心筋梗塞

4 田中 守嗣 刈谷豊田総合病院 病院長 膵がんの治療（手遅れにならないためには？）

5 齋田 康彦 旭ろうさい病院 副院長・内科部長 地域連携で膵がんを死なない病気に  

6 佐野 仁 豊川市民病院 副院長・消化器内科部長 膵臓の良性疾患（慢性膵炎・膵石症）―どんな病気？

7 奥田 宣明 奥田内科クリニック 院長 かかりつけ医をもちましょう

8 佐々木 昌一 岡崎北クリニック 院長 前立腺肥大症～年のせいとあきらめないで～

9 髙橋 智 実験病態病理学 教授 食生活から前立腺がんの予防を考える

10 横地 隆 ミッドタウンクリニック名駅 院長 新型コロナ禍においても年に一度は人間ドック受診を

11 井上 貴子 共同研究教育センター 講師 おもしろくてためになる!?「臨床検査」のおはなし

12 鈴木 匡 臨床薬学 教授 OTC医薬品を活用したセルフメディケーションのすすめ

13 杉下 香代 西部医療センター看護部  看護師 仕事を続けながら受けるがん治療とは？～陽子線治療と日常生活～

14 佐橋 朋代 市大病院看護部 看護師長 最後の最後まで自分らしく生きる

順 著　　者 タ　イ　ト　ル

1
酒井 美枝 精神・行動・認知・行動医学 臨床心理士

明智 龍男 精神・行動・認知・行動医学 教授

長引く痛みへの新対処法！～痛みのある人生を、自分

らしく、しなやかに生きる～

2 稻田 充 西部医療センター 副院長・整形外科部長 最期まで歩けるように、足腰の痛みと向き合って

3 姜 琪鎬 みどり訪問クリニック 院長 在宅医療を始める前のキホンと心がまえ

4 土屋 公威 輝山会記念病院 副院長 高齢者に多い肺炎のお話

5 長谷川 忠男 細菌学 教授 With細菌の世界　レンサ球菌の話を中心に

6 加藤 洋一 細胞生化学 教授 さまざまな病気に関わる繊毛

7 小鹿 幸生 大同病院 総合内科 顧問 アルツハイマー型認知症にならない、負けないための生活習慣

8 森田 麗 東部医療センター 看護師長 認知症の家族と笑顔で生きるためのヒント

9 中尾 敦子 市大病院看護部 看護師長 健やかな皮膚を保つために～スキンケアのヒント～

10 長江 浩幸 総合病院南生協病院 院長 「おたがいさま運動」で、ささえあい・たすけあいのまちづくり

11 小川 浩平 旭ろうさい病院 糖尿病・内分泌内科主任部長 糖尿病ものがたり

12 野尻 俊輔 地域医療教育研究センター 教授 いろいろな病気に漢方を使おう

13 寺西 太 豊川市民病院 消化器外科主任部長 おしりから血が出たら…

14 安藤 亮介 いなべ総合病院 泌尿器科特別診療科部長 疫学研究が明らかにする尿路結石の最新トピックスと予防対策

名市大ブックス⑤　医療の知識で自分を守る～心臓・膵臓・前立腺ほか～

名市大ブックス⑥　支えあう人生のための医療～介護・認知症や痛みとともに生きる～
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⼤学の学術書や教科書とは

⼀味違う、⼀般の⽅に向けた

内容で医師・教員らが執筆。

専⾨知識を丁寧な⽂章・写真

・イラストで分かりやすく

伝えます。

各巻14名の医師・教員らが

オムニバス形式で展開。

「健康・医療」をテーマに

⾃⾝の専⾨分野から役⽴つ情報

を詳しく解説。知の拠点である

本学の英知をここに結集！

６
支えあう人生
のための医療

５
医療の知識で
自分を守る
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