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電子ジャーナルリストの画面がより便利に！

新しい
トップ画面

巻・号や
PubMedIDで
文献を探す

検索後、OPACで
所蔵を確認したり、
文献をWebで申込む
事もできます。

基本的な機能は変わりませんが、みなさまの文献入手の助けに
なる機能が追加されています。
＜ここが便利！＞
●電子ブックのリストも掲載
●研究分野ごとの電子ジャーナルが探せる
●掲載雑誌名、書誌事項（巻号ページなど）から文献を探せる
●検索した文献がWebで申込みできる（現在、調整中です）
●利用者側で個別に英語表記への切替え可能

分野から
文献を探す

お知らせ
米子市立図書館休館のお知らせ

メディカルオンラインの資料配布について

米子市立図書館の増改築工事に伴う
休館等についてお知らせします。

今回、この「医学図書館Today」とともに、メディカ
ルオンラインの簡易マニュアルとガイドラインを同封
しました。
リニューアルしたメディカルオンラインでは、
新機能として・・・

＜代替図書館移転準備のための休館＞
平成24年 4月23日（月）から6月30日（土）
＜代替図書館オープン＞
平成24年 7月 1日～平成25年 6月頃の予定

「くすり」のデータベースを追加！
わかりやすい画像付きで、説明書もそのまま見る
ことができるので、すぐに確認することができます。

＜工事期間＞
平成24年 7月頃～平成25年 7月頃まで

工事休館中の問い合わせ先
米子市立図書館 ☎22-2612

この他にも新機能が加わっています。
詳しくは、同封したパンフをご覧ください。

22-2637

アクセス方法

医学図書館は・・・

香陽文庫の絵本は、医学図書館改修工
事期間中、中央図書館に配置する事
になりました。取寄せができますの
で、是非ご利用ください。

その他
講座等の新利用者ID、パスワードを
３月末に配布しました。
この利用者IDは、各講座で、Webか
ら依頼する文献複写や現物貸借、お
よび図書の購入依頼の際にお使いく
ださい。（なお、個人のIDでもこの機能
は使えます）

旧）2TEMP○○○○（9桁）
↓
新）2333○○○○（8桁）

なお、初期パスワードは、新利用者
書館
ID番号と同じです。パスワードは必
図
の
医学 ayへ
ず変更してお使いください。
d

※ 変更方法
医学図書館HP→蔵書検索（OPAC)
→パスワード変更

To

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

医学図書館 Today

＊ 新着図書リスト 3月～4月＊
分類番号
002

Tak

146.82 She

書

名

人間科学研究法ハンドブック
プレイセラピー14の基本アプローチ :おさえておくべき理論から臨床の実践ま
で

著 者 名

出 版 事 項

高橋順一

ﾅｶﾆｼﾔ出版 2011.11

畑中千紘[ほか] 訳

創元社 2011.8

361.45 Oka

ミス・コミュニケーション : なぜ生ずるかどう防ぐか

岡本真一郎編

ナカニシヤ出版 2011.12

361.9

Suz

質問紙デザインの技法

鈴木淳子著

ナカニシヤ出版 2011.9

361.9

Miz

Web調査の簡易作成・管理システム

水野りか編

ナカニシヤ出版 2011.9

430

Mat

まるわかり!基礎化学

松岡雅忠著

南山堂 2012.2

464.9

Phi

細胞の物理生物学

Rob Phillips

共立出版 2011.12

507.1

Cha

M01.4

Oku

人類の歴史を変えた発明1001
小巻靖子 [ほか] 訳
メディカルサポートコーチング : 医療スタッフのコミュニケーション力+セルフケ
奥田弘美著

中央法規出版 2012.3

M02

Kan

医学史小ばなしday by day : 切手で医学散歩100選

金山知新著

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾄﾘﾋﾞｭｰﾝ 2011.3

M02.8

Fuj

バカな研究を嗤うな : 寄生虫博士の90%おかしな人生力

藤田紘一郎著

技術評論社 2012.1

M11

Mim

世界で一番美しい人体図鑑

三村明子訳

エクスナレッジ 2011.7

M11.6

Bie

ボディ・ナビゲーション : 触ってわかる身体解剖

阪本桂造監訳

医道の日本社 2012.1

M11.71 Man

脳を固める・切る・染める : 先人の知恵

萬年甫著

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2011.1

M12

ヒト発生の3次元アトラス

塩田浩平編

日本医事新報社 2011.7

Shi

ア力+マネジメント力を伸ばす

ゆまに書房 2011.1

M13.71 Mur

イラストレクチャー認知神経科学 : 心理学と脳科学が解くこころの仕組み 村上郁也編

オーム社 2010.2

M16.9

Ari

メディカルサイエンス遺伝子検査学

有波忠雄編

近代出版 2012.2

M18

Sai

休み時間の免疫学 : 1テーマ10分

斎藤紀先著

講談社 2012.2

M21

Nak

パーフェクトガイド検査値事典

中原一彦監修

総合医学社 2011.1

M21.23 Tan

成り立ちから理解する心電図波形 : 心筋の活動電位を読み解く

田中義文著

学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2012.2

M21.8

Ogu

臨床微生物検査ハンドブック = Clinical microbiology handbook

小栗豊子編集

三輪書店 2011.9

M22.9

Kob

好きになる救急医学 : 病院前から始まる救急医療

小林國男著

講談社 2011.12

M24.3

Asa

運動療法に役立つ単純X線像の読み方

浅野昭裕著

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2011.9

M29

Saw

解剖と疾患と看護がつながる! : ゼッタイ聞きたいさわ先生の人気講座

さわ研究所講師陣著 医歯薬出版 2010.8

M29.07 Suz

ポートフォリオとプロジェクト学習 : 看護師の実践力と課題解決力を実現する! 鈴木敏恵著
武内和子編

医学書院 2010.4

M29.163 Tak

疾患別外科看護 : 基礎知識・関連図と実践事例

M29.26 Aka
M29.83 Hiy

透析ナースのための病態生理 : 赤塚ゼミ
赤塚東司雄著
訴訟事例から学ぶ看護業務のリスクマネジメント : フレッシュナースなす子と
日山亨編著

M37

Nom

ナラティヴ・時間・コミュニケーション

野村直樹著

遠見書房 2010.9

M37.3

Oka

カラーアトラス末梢神経の病理

岡伸幸著

中外医学社 2010.5

M39.37 Tom

いやされない傷 : 児童虐待と傷ついていく脳

診断と治療社 2012.1

M45

Hig

チームがん医療実践テキスト

M46.7

Nih

フットケア : 基礎的知識から専門的技術まで

M47.4

Rue

AO法骨折治療

M54

Sag

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

M7

Nor

ネッター頭頸部・口腔顎顔面の臨床解剖学アトラス

友田明美著
東札幌病院編集委員
会編集
日本フットケア学会編
集
北山ユリ翻訳協力
寒河江悟 [ほか] 編
著
前田健康監訳

M72

Tac

口腔顎顔面疾患学 : 臨床口腔病理診断学

立川哲彦著

M8

Nak

学生のための現代公衆衛生

M88.9

Nih

DMAT標準テキスト

中村泉編 ; 野中浩一 南山堂 2011.3
日本救急医学会編集
へるす出版 2011.2
協力

ベテランナースお松のホンネトーク付き

中央法規出版 2011.9
メディカ出版 2011.3
新興医学出版社 2012.3

先端医学社 2011.11
医学書院 2012.3
医学書院 2010.5
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2012.1
医歯薬出版 2012.2
学建書院 2010.12
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新着DVDのご紹介
ID番号
D-112
D-113-1
D-113-2
D-113-3
D-113-4
D-114-2
D-114-3
D-114-4
D-114-6
D-114-7
D-115-1
D-115-2
D-116-01
D-116-02
D-116-04
D-116-06
D-116-08
D-116-09
D-116-10
D-117-2
D-117-5
D-117-6
D-54-11
D-118-1
D-118-2
D-119
D-120
D-121-2
D-123
D-125-1
D-125-2
D-125-3
D-126
D-127-1
D-128-1
D-129-2
D-109-1
D-110
D-108

タ イ ト ル

出版事項

生命 : はるかな旅
イントロダクション : 概念・価値観・意思決定
尊重 : 尊厳・自立・人との関係
コミットメント : 患者・専門職意識・境界
保護 : プライバシイ ・ 安 全 ・基準
高齢者の口腔機能と口腔ケア
高齢者の嚥下障害 : 嚥下障害の病態と評価・治療
高齢者の経管栄養と半固形栄養
高齢者の腎機能障害と栄養ケア
終末期における生命維持治療の差し控えと中止
Communicating social support
Balancing learning standards with diverse learning needs
嚥下障害の病態と評価・治療
仮性球麻痺とリハ訓練 : 各種訓練手技
口腔ケアの実際 : テクニック
全身管理 : 誤嚥性肺炎 : リスク管理
嚥下食ピラミッドで嚥下食を基準化する : 最後の1スプーンまで
球麻痺の治療バルーン法 : 術前・術後訓練
聖隷三方原病院の嚥下治療システム
呼吸・循環器系の科学
トレーニングの科学
スポーツ医学 : 健康の維持・増進、生活習慣病と運動
肝臓・胆嚢・膵臓、代謝
現場で活用できる食支援ケア : 意思疎通困難・認知症・嚥下障害
者への対応
地域における嚥下リハビリ : 嚥下評価の習得
動物実験手技集成
外傷治療ベーシック

アイカム 2010.6
新宿スタジオ [2011.5]
新宿スタジオ [2011.5]
新宿スタジオ [2011.5]
新宿スタジオ [2011.5]
藤本篤士解説 /丸善 c2009
藤島一郎解説 /丸善 c2009
吉田貞夫解説 /丸善 c2009
佐中孜解説 /丸善 c2009
前田正一解説 /丸善 c2009
Princeton
Princeton
藤島一郎監修・解説 /Freak7(製作)
藤島一郎監修 /Freak7(製作)
藤島一郎監修 /Freak7(製作)
藤島一郎監修 /Freak7(製作)
藤島一郎監修 /Freak7(製作)
北條京子解説 /Freak7(製作)
北條京子解説 /Freak7(製作)
医学映像教育センター c2010
医学映像教育センター c2011
医学映像教育センター c2010
医学映像教育センター c2010

Re:ベリーオーディナリーピープル2010
ケアに生かすコミュニケーション
足を理解する
フットケアの基礎技術
患者へのフットケア指導と靴選び
プライマリケアでよく見る精神症状の診方と対応のコツ
ワクワク!臨床英会話
超速効!糖尿病診療エクスプレス2010
Dr.能登のもう迷わない!臨床統計ここが知りたい!!
摂食・嚥下障害
遺伝カウンセリングの実際 : Duchenne型筋ジストロフィーの保因
者を例として
赤ちゃんの生後1年間の驚くべき能力

新潟 中島映像教材出版 2011
西出久美指導 /ﾋﾞﾃﾞｵ・ﾊﾟｯｸ・ﾆｯﾎﾟﾝ c2009

全国在宅歯科医療・口腔ケア連絡会監修/三輪書店
全国在宅歯科医療・口腔ケア連絡会監修/三輪書店

寺本昇監修 /ｴﾇ･ﾃｨｰ･ｴｽ 2009
企画・制作ケアネット /ケアネット c2010

明理会中央総合病院制作協力/ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｯｸﾆｯﾎﾟﾝ c2011
明理会中央総合病院制作協力/ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｯｸﾆｯﾎﾟﾝ c2011
明理会中央総合病院制作協力/ﾋﾞﾃﾞｵﾊﾟｯｸﾆｯﾎﾟﾝ c2011

ケアネット c2011
伊藤けあり著 /ケアネット c2010
ケアネット c2010
ケアネット c2010
医学映像教育センター c2011
医学映像教育センター 2009
高田雅弘著 /ﾅｶﾆｼﾔ出版c2007

© Ichiro Naruse

