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文献管理データベース EndNote Web
今年度のオンデマンド講習会（図書情報講習会）は12月までで10回（12名）開催し、そのうち、8回（10名）は
EndNote Webの講習会でした。
EndNote Webは次のようなお悩みを解決します。どうぞご利用ください。

お申し込みは 医学図書館まで

学生さん達の

押し！

Tel : 0859-38-6462(内線6462]
E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp

『僕たちは 世界を
変えることができない』

『病態生理できった
シリーズ』

カンボジアに学校を建てよう
と、大学生が奮闘するお話で
す。カンボジアの現状やプロ
ジェクトに対する想いなど大学
生の視点から素直に書かれてい
て、とても感動する作品でし
た。映画化され向井理が主演
し、大ヒットしました。
(Y.K)

このシリーズは最初から最後まで丁寧
な語りとユーモアを含んだ口調で書かれ
ており、参考書というより良質な講義を
聴いているような感覚で読む事ができま
す。また、基礎的な事から順序立てて書
かれているため、読み終わった後にどう
してそのような症状になったのか等、原
因から結果までが1つの流れとして頭に
残ります。
臨床科目の入門編として、文字を読む
事が苦でない方にはお薦めです。
(M4 J.K)

『料理男子の
こだわりレシピ』
料理してみませんか？
見ているだけでつくりたくな
りますよ。
（K.F）

お知らせ
ただいま、ロビーの展示コーナーでは

★科研費での文献複写を お申込み

香陽文庫～その成り立ち～

いただく場合は1月13日（金）の申込
分で締め切らせていただきますので、
ご了承ください。

の展示を行っております。

この文庫は、佐藤香陽
さんの発案により、
小児科実習での活用や
ナースの方々に利用し
ていただく目的で設け
られました。

ご注
くだ 意
さい

大学入試センター試験のため、下記の
ように休館致します。
ご理解・ご了承ください。

絵本はけっして子どもだけのものではなく、
大人にとっても、とても大切なことを気づかせ
てくれます。香陽さんが一冊一冊こころを込め
て選んでくださったこれらの絵本から、その想
いが皆さまに伝わると思います。

1月13日（金）12時から閉館
14日（土） 休館
15日（日） 休館

今回の
お
めです 薦
。

返却を忘れている本はありませ
んか？それは、Web上で確認でき

ます。＊ただし、雑誌はできません

職員証をお持ち
の方は、職員証
番号がユーザー
IDとなります。
パスワード等
わからない事が
ございましたら
医学図書館へお
尋ねください。
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ご意見・ご感想をお聞かせください
鳥取大学医学図書館

（担当 石田・足立）

Tel : 0859-38-6462(内線6462)/ Fax : 0859-38-6469（内線6469）
E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp
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＊ 新着図書リスト 12月～1月＊
書

分類番号

141.7

Har

名

著 者 名

出 版 事 項

動きが心をつくる : 身体心理学への招待

春木豊著

講談社 2011.8

141.93 Osh

性格を科学する心理学のはなし : 血液型性格判断に別れを告げよう

小塩真司著

新曜社 2011.10

159.4

Kat

まじめの罠

勝間和代著

光文社 2011.10

289.3

Aiz

井口耕二訳

講談社 2011

1-2 スティーブ・ジョブズ

336.49 Oga

プレゼン以前の発表の技術 : あたりまえすぎて誰も教えてくれなかった!! 尾方僚著

すばる舎 2011.10

369.26 Uen

上野先生勝手に死なれちゃ困ります: 僕らの介護不安に答えてください 古市憲寿著

光文社 2011.10

369.31 Ike

春を恨んだりはしない : 震災をめぐって考えたこと

池澤夏樹著

中央公論新社2011

407

日本人研究者のための絶対できる英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

Robert F. Whittier著

羊土社 2011.12

Haw

421.2

Man

アメリカ最優秀教師が教える相対論&量子論

ｽﾃｨｰｳﾞﾝ・L・ﾏﾝﾘｰ著

講談社 2011.10

461

Yam

ひとは生命をどのように理解してきたか

山口裕之著

講談社 2011.10

M07

Asa

医学研究実施と報告における必須事項ｸｲｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ

浅井隆著

アトムス 2011.11

M13

Sug

身体のからくり事典

杉崎紀子著

朝倉書店 2011.10

M13.71 Kur

オーバーフローする脳 : ﾜｰｷﾝｸﾞﾒﾓﾘの限界への挑戦

ﾀｰｹﾙ･ｸﾘﾝｸﾞﾊﾞｰｸﾞ著

新曜社 2011.11

M15

Saw

臨床薬物動態学

澤田康文編集

医学書院 2009.11

M16.5

Iwa

特集がん幹細胞と標的療法

岩間厚志編

ﾆｭｰｻｲｴﾝｽ社2010

M18

Kat

免疫の事典

桂義元 [ほか] 編集

朝倉書店 2011.12

M21

Tel

ティアニー先生の診断入門

松村正巳著

医学書院 2011.10

M23

Ech

薬物治療学

鈴木孝編集

医学書院 2009.8

M25

Hyo

運動療法学

吉尾雅春編集

医学書院 2010.2

M25

Hyo

理学療法臨床実習とケーススタディ

辻下守弘編集

医学書院 2011.3

M29

Kan

老年看護学概論 : 「老いを生きる」を支えることとは

真田弘美編集

南江堂 2011.6

M29

Sup

消化器疾患 : 疾患の理解と看護計画

遠藤敏子編集

学研ﾒﾃﾞｨｶﾙ秀潤社

M29

Sya

写真でわかる実習で使える看護技術

本庄恵子編著

ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ 2010

M29

Sya

写真でわかる経鼻栄養チューブの挿入と管理

山元恵子監修

ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｶ 2010

M29

Kan

看護学生のための検査よくわかるBOOK

林陸郎編集・執筆

ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社2011

M29

Kan

看護学生のためのバイタルサインよくわかるBook

長尾淑子執筆

ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社2011

M29

Kan

看護学生のための解剖生理よくわかるBook

村田栄子編集・執筆

ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社2011

M29.18 Kob

説明できるエンゼルケア : 40の声かけ・説明例

小林光恵著

医学書院 2011.8

M29.26 Kis

成果の上がる口腔ケア

岸本裕充編著

医学書院 2011.4

M29.3

Nar

ナースの内科学

奈良信雄編著

中外医学社 2010

M37.4

Nak

摂食障害の語り : 「回復」の臨床社会学

中村英代著

新曜社 2011.10

M37.4

Ito

依存症 : ほどよい依存のすすめ

伊藤洸著

ｻｲｴﾝｽ社2011.6

セラピードッグの子守歌 : 認知症患者と犬たちの3500日

真並恭介著

講談社 2011.11

診療実践小児神経科 : 小児神経疾患のプライマリ・ケア

鳥取大学医学部脳神経小
診断と治療社 2011
児科編集

M37.58 Man
M39.37 Tot
M4

Oid

1-2 外科研修医Q&A

大井田尚継編

医歯薬出版 2011.9

青山広美著

医学書院 2011.11

M45

Kaw

がん専任栄養士が患者さんの声を聞いてつくった73の食事レシピ

M45

Ada

がんと死亡のリスク : エビデンスで知る

安達洋祐著

中外医学社 2011.11

M46.43 Tat

心臓血管外科テキスト

龍野勝彦 [ほか] 編著

中外医学社 2011.10

M55.2

Egu

妊娠中絶の生命倫理 : 哲学者たちは何を議論したか

江口聡編・監訳

勁草書房 2011.10

M85.8

Suz

はじめて学ぶ臨床栄養管理

鈴木彰人編集

南江堂 2011.10

M91

Yam

医薬情報評価学

山田安彦編集

医学書院 2009.8
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雑誌名
医学のあゆみ

巻号
239巻1３号（2011年12月24日号）

2012.1

特集記事
C型肝炎 ー最新治療コンセンサスー

日本医事新報

4572号（2011年12月10日号）

ロタウイスル感染症とワクチン

レジデントノート

13巻14号（2012年1月10日号）

いつもの治療を見直す！かぜ診療パーフェクト

胸部外科

65巻 1号（2012年 1月 1日号）

小型肺癌の治療戦略とその成績

日本内科学会雑誌 100巻12号（2011年12月10日号）

肺炎の診療 －ガイドラインの進歩ー

日本臨床増刊号

69巻10号（2011年12月20日号）

その解明と治療の最新知見

胆と膵

32巻12号（2011年12月15日号）

胆膵腫瘍組織分類のエビデンスを問う

癌と化学療法

38巻13号（2011年12月15日号）

前立腺がん治療のControversy ー日本の実地医療での実情ー

臨床雑誌外科

74巻 1号（2012年 1月 1日号）

手術助手にはこうしてほしい

最新医学

67巻 1号（2012年1月10日号）

糖尿病とその合併症の成因 －最新の知見ー

実験医学

30巻1号（2012年1月1日号）

がんゲノミクスで挑む次世代のがん研究

内科

109巻 1号（2012年 1月 1日号）

不整脈の治療は新時代に ： 一般臨床医が主役の新しい心房細動診療

治療

94巻 1号（2012年1月1日号）

肺炎外来マネジメント

看護教育

53巻 1号（2012年1月25日号）

看護教育の現場にプレゼンテーション力を活かす！

看護技術

58巻1号（2012年1月20日号）

【特集1】口腔アセスメントガイドの活用と実践
【特集2】実践的体位ドレナージプロトコール

クリニカルスタディ

33巻1号（2012年1月10日号）

【特集1】第101回看護師国家試験必修問題150【特集2】看護学生100人に聞き
ました！

プチナース

21巻1号（2011年12月10日号）

国試を合格を確実にする！オール5肢の必修予想問題50問

看護

64巻1号（2011年12月20日号）

【特集1】その人らしさを支え続ける！つながる看護病院から在宅へ
【特集2】最新アメリカ医療安全事情

エキスパートナース 28巻 1号（2011年12月20日号）

知っておきたい！新しい輸液ルート PICC・留置ポートの扱い方

月刊ナーシング

32巻1号（2011年12月20日号）

造設後のQOLは術前に決まる！ ストーマ造設術の術前ケア

臨床看護

38巻 1号（2012年 1月15日号）

私が歩んだ認定看護師への道

看護展望

37巻 2号（2011年12月25日号）

教育と臨床をつなぐ統合実習「看護の統合と実践」の実習指導案と展開

コミュニティケア

14巻 1号（2012年1月1日号）

【特集1】期待しています！地域を支える看護
【特集2】ICT＆モバイルが拓く新たな在宅看護

検査と技術

40巻1号（2012年1月1日号）

ギラン・バレー症候群

Medical Technology 40巻 1号（2012年 1月15日号）

分子標的治療と臨床検査

medicina

49巻 1号（2012年 1月10日号）

外してならない循環器薬の使い方2012

公衆衛生

76巻 1号（2012年 1月15日号）

生食のリスク

化学

67巻 1号（2012年 1月 1日号）

ノーベル賞を読み解く

こころの科学
日経パソコン

161号（2012年 1月 1日号）
640号（2011年12月26日号）

認知症 ： 地域で支える
「読めない」「見られない」を解決！ファイルの謎に迫る

Newton

32巻 2号（2012年 2月 7日号）

眼を徹底解剖 眼球のしくみから治療の最前線まで
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