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看護文献専門のデータベース、トライアル中！
3月末まで、最新看護索引Web のトライアルをしています。( 4月正式契約！)
最新看護索引Webとは・・・日本看護協会が作成している国内唯一の、看護分野に限
定した雑誌文献情報データベース。
【収 録 年】 1987年～（一部1986年以前のものも含む）
【収録件数】 約18万7000件（2011.1現在）
【収載誌数】 812誌 （タイトルチェンジ・廃刊も含む 2011.1現在）
同時アクセス数：３

【日本看護学会論文集】について

このマークが
目印です

平成23年度（第42回）出版より冊子体は廃止になり
ました。4月以降は、最新看護索引webで提供されます。

出張図書館開催！
平成24年3月2日(金)14:00- 17:00アレスコ棟211講義室のゲノム形態学中根先生の補講で、
医学図書館の資料と人体模型(トルソー、脳)のご紹介をさせていただきました。
講義では、先生が人体模型から各臓器を取り出して、人体の構造について説明されました。
学生さんも各自で人体模型の臓器を取り外し組み立てて、立体的なイメージを学んでいました。
図書館の人体模型は学生さんの要望から購入した物です。今回のアンケートでも「人体の大
まかな3次元的なイメージをつかむのに大いに役に立ったと思う」、「立体的な位置関係がわか
りやすかった。実際に手に取ることで頭に入りやすい」等ご意見を頂きました。
出張図書館は図書館資料を学生さんに直接手にとっていただいて、「どんな物があるのか」
知っていただく貴重な機会です。
これを機会に図書館の資料を一層ご活用頂くきっかけになりましたら幸いです。

お知らせ

展示コ
ーナー

Ladder Series

特集 医療の偉人たち 01

語学上
なんと 達の秘訣は
い
『多読 っても
』 です
。

楽しみながら語学のレベルアップ

～日野原 重明～

Level.1 TOEIC®テスト300点以上
Level.2 TOEIC®テスト350点以上
Level.3 TOEIC®テスト400点以上
Level.4 TOEIC®テスト470点未満
Level.5 TOEIC®テスト470点以上

医学図書館カウンター前にて医療界の偉
人の著書を展示中。初回はエネルギッシュ
な100歳の現役医師として知られる日野原
重明先生です。

ラダーシリーズは、使用する単語を限定して、
やさしい英語で書き改められた、多読・速読に
最適な英文リーダーです 。
図書館のここ
にあります↓

エッセイや体験記もありますので、
図書館にお越しの際はどうぞご利用下さい

★ 医学図書館耐震改修工事の準備のため
３月９日以降は、ヒポクラテスルームを閉室致します。

その他
離職・卒業される方へ

お願いです
◆ 図書館から借りておられる
資料がないか 、今一度ご確
認ください。

◆ 医学図書館利用者カードを
お持ちの方は、お手数です
が、ご返却ください。
なお、離職等されても、一般
利用者として当館を利用して
いただけますので、お気軽に
ご利用ください。

館
図書 の
学
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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 2月～3月＊
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心理療法と生活事象 : クライエントを支えるということ
ブロックとコラージュの臨床心理学 : 体験過程と表現特徴
有事対応コミュニケーション力
2013 日経キーワード重要500

著 者 名

出 版 事 項

村瀬嘉代子著
加藤大樹著
岩田健太郎 他著
日経産業消費研究所

金剛出版 2008.9
ﾅｶﾆｼﾔ出版 2012.1
技術評論社 2011.12
日経事業 2001.10

467.3

Miy

「こころ」は遺伝子でどこまで決まるのか：パーソナルゲノム時代の脳科学

宮川剛著

NHK出版 2011.2

467.3
469.2
916
M01.4
M01.5
M01.5
M07

Nak
Nhk
Kun
Gur
Iwa
Wir
Hay

絵でわかるゲノム・遺伝子・DNA
ヒューマン : なぜヒトは人間になれたのか
国家救援医 : 私は破綻国家の医師になった
医者は現場でどう考えるか
ためらいのリアル医療倫理
緩和ケアにおける心理社会的問題
一流誌にアクセプトされる医学論文執筆のポイント

中込弥男著
NHKｽﾍﾟｼｬﾙ取材班著
國井修著
ｼﾞｪﾛｰﾑ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾝ著
岩田健太郎著
若林佳史訳
林健一著

講談社 2011.11
角川書店
角川書店
石風社 2011.10
技術評論社 2011.10
星和書店 2011.6
ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ出版 2011.12

ぜんぶわかる骨の名前としくみ事典：部位別にわかりやすくビジュアル解説

M11.6

Yam

山田敬喜

成美堂出版 , 2012.1

M11.7

Nok

1 脳と精神疾患

加藤忠史著

朝倉書店 2009.1

M11.7

Nok

2 脳の発生・発達 : 神経発生学入門

大隅典子著

朝倉書店 2010.11

M13

Tos

症状と薬からひも解く生理学

當瀬規嗣著

南山堂 2012.2

M16.9

Yam

臨床遺伝に関わる人のためのマイクロアレイ染色体検査

山本俊至著

診断と治療社 2012.1

M22.9

Mae

帰してはいけない外来患者

前野哲博

医学書院 , 2012.2

M29.1

Bed

看護に生かすベッド回りの人間工学

ﾍﾞｯﾄﾞ回り研究会編

へるす出版 2012.1

M29.13 Kam

実践するヘルスアセスメント : 身体の構造と機能からアセスメントを導く

鎌倉やよい監修

学研ﾒﾃﾞｨｶﾙ秀潤社

M29.163 Kus

手術室看護 : 術前術後をつなげる術中看護

草柳かほる

医歯薬出版 2011.4

M29.25 Nak

小児クリティカルケア看護 : 基本と実践

中田諭編

南江堂 2011.9

M29.8

Kob

M29.83 Suz
M29.84 Ibe

看護崩壊 : 病院から看護師が消えてゆく

小林美希著

角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 2011.1

人間関係マネジメント術 : キラリと光る主任・師長になるための
プリセプターシップ : 育てることと育つこと

鈴木安名著
井部俊子編集

日本看護協会出版会 2011.10
横浜 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ社 2012.1

M31.7

Hir

ビジュアル臨床血液形態学

勝田逸郎 他共著

南江堂 2012.1

M32

Abe

関連図で理解する循環機能学と循環器疾患のしくみ

安倍紀一郎

日総研出版 , 2010.2

M32.9

Mas

リンパ浮腫予防指導 : 病棟・外来から始める

増島麻里子編著

医学書院 2012.1

食道癌・胃癌

青笹克之総編集

中山書店 2012.2

M34.45 Aoz
M37.2

Nak

3分間神経診察法 : 最も簡単で効率のよい考え方・進め方

中嶋秀人著

総合医学社 2011.10

M37.2

Shi

手軽にとれる神経所見 : カラーイラスト図解

塩尻俊明著

文光堂 2011.1

M38

Kob

耐性菌のお話 : 読めばわかる!

小林寅哲著

ｳﾞｧﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ2012.1

M39.37 Den

子どもの双極性障害 : DSM-5への展望

傳田健三著

金剛出版 2011.11

M4

Mim

生体反応のカラクリとタネ明かし：医学生・コメディカルのための外科侵襲学

三村芳和著

永井書店 2011.11

M46.7

Our

下肢救済のための創傷治療とケア = Limb salvage

大浦紀彦編著

照林社 2011.4

M47.8
M54

Shi
Sag

スポーツ障害のリハビリテーション : 運動連鎖からのアプローチ
婦人科がん低侵襲手術 : 動画で学ぶエキスパートのテクニック

白倉賢二編集
寒河江悟 他編著

全日本病院出版会 2011.10

M55

Kan

更年期・老年期外来ベストプラクティス : 誰もが知りたい104例の治療指針

神崎秀陽編集

医学書院 2012.1

M6

Wak

実践!心療眼科

若倉雅登編

銀海舎 2011.9

M79

Shi

6日間で極める!磨ける・伝わるブラッシング指導

橘田康子著

ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版 2012.1

M84.2

Jon

トラベル・アンド・トロピカル・メディシン・マニュアル

Elaine C. Jong

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 2012.2

M88.9

Kan

寄り添い支える : 公立志津川病院若き内科医の3・11

菅野武著

河北新報出版ｾﾝﾀｰ 2011.12

M89.9

Hay

事例から学ぶ精神鑑定実践ガイド

林幸司著

金剛出版 2011.6

M90.9

Kob

薬局・薬剤師のための実践!!法律講座

小林郁夫執筆

日経BP社

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2012.1
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雑誌名

巻号

2012.3

特集記事

医学のあゆみ

240巻9号（2012年3月3日号）

肝硬変Update ―肝硬変死の根絶をめざして―

日本医事新報

4582号（2012年2月18日号）

2012年度診療報酬改定答申

日本臨床

70巻3号（2012年3月1日号）

放射線障害 基礎・疫学から診療・安全対策まで

レジデントノート

13巻16号（2012年3月1日号）

皮膚疾患どう見分ける？対処する？ 蕁麻疹？薬疹？ステロイドを使う？蛇？
など、判断に迷いやすい症例での考え方

臨床雑誌外科

74巻 3号（2012年 3月1日号）

必読 イレウスの診断から治療まで

実験医学

30巻4号（2012年3月1日号）

死細胞による生体恒常性の維持機構

胸部外科

65巻3号（2012年3月1日号）

20mm以下肺野末梢小型非小細胞肺癌における胸腔内リンパ節転移予測因子

治療

94巻3号（2012年3月1日号）

過敏性腸症候群の診かた 専門領域を越えた、さまざまなアプローチ法とは？

臨床と研究

89巻2号（2012年2月20日号）

痛み治療の今

診断と治療

100巻2号（2012年2月1日号）

内科医が知っておくべき最新医療機器②

胆と膵

33巻2号（2012年2月15日号）

ERCP後膵炎を減らせ！ 膵炎予防への試み

クリニカルスタディ

33巻3号（2012年3月10日号）

【特集1】ぐるーぷワークの達人になる

エキスパートナース

28巻3号（2012年2月20日号）

“うまくいく”PEG（胃瘻）鍵を握るナースのケア

家族看護

10巻1号（2012年2月25日号）

クリティカルケア領域での家族看護

がん看護

17巻2号（2012年2月15日号）

根拠がわかるがん看護ベストプラクティス

看護教育

53巻3号（2012年3月25日号）

災害看護教育に生きたシュミレーションを 震災に焦点をあてて

看護技術

58巻3号（2012年3月20日号）

【特集1】重症患者をより深く理解するためのベーシックサイエンス
(静脈注射）ナース育成プログラム

看護

64巻3号（2012年2月20日号）

【特集1】看護管理に求められる災害への備え：災害時のマネジメントを考える
【特集2】認定看護管理者を目指そう

臨床看護

38巻3号（2012年3月15日号）

がん患者と家族ケアを考える

看護展望

37巻4号（2012年2月25日号）

変革が求められるシフトづくり

検査と技術

40巻3号（2012年3月1日号）

化膿性脊椎炎

臨床検査

56巻3号（2012年3月15日号）

尿路結石

Medical Technology

40巻3号（2012年3月15日号）

性感染症 update －検査・診断・治療の最新知見－

遺伝

66巻2号（2012年3月1日号）

種形成の現場 ビクトリア湖のシンリッドで何が起きているのか？

こころの科学

162号（2012年3月1日号）

子どものうつ

生体の科学

63巻1号（2012年2月15日号）

小脳研究の課題(2)

化学

67巻3号（2012年3月1日号）

幾何学模様をもつ二次元の多孔性分子ネットワーク

日経パソコン

644号（2012年2月27日号）

スマートフォン＆PC快適連携術

別冊日経サイエンス

183号（2012年2月16日号）

震災と原発 東日本大震災鳴らされていた警告

【特集2】看護学生としての行儀・作法

【特集2】IV
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