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講習会・資料展・講演会のご案内 

パソコンを増設し、１１月１日から利用開始しました。 

日時：平成22年11月16日（火）１８：００～１９：３０

場所：コンピュータ演習室（旧保健学科棟4階）

EndNote Web （文献管理ソフト）

Web of Science （引用文献データベース）

講習会 ～トムソン・ロイター社専任講師による～

資料等の準備のため、事前に
お申し込みください。

●今回ご都合のつかない方はインターネット講習会をご利用ください。詳しくは医学図書館HPで。

ご質問を事前に受付け
ています！

パソコンコーナー 

【お申込み・お問い合わせ先】 

Tel : 0859-38-6462（内線6462） 

E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。



 [お問い合わせ先] 

        鳥取大学医学図書館   

             Tel  : 0859-38-6462（内線6462） 

               Fax : 0859-38-6469（内線6469） 

           E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

●附属図書館利用者アンケート報告書の公開

附属図書館では、本年７月に実施しました利用者アンケート
報告書（PDF版）をホームページで公開いたしました。
アンケートにご回答くださった方々、実施にあたりご協力頂い
た方々に深く御礼申し上げるとともに、今後とも図書館活動に
ご協力頂きますようお願いいたします。

・附属図書館利用者アンケート報告書
http://repository.lib.tottori-u.ac.jp/Repository/metadata/3005

（本文ファイル欄の201007.pdfをクリックしてください）

アンケート

ご協力ありがとう
ございました。

●＜教職員の方へ＞古いカードは交換します

現在、9桁の利用者カードです。7桁のカードをお持ちの方は
ご連絡いただければ、新しいカードをご用意しておきます。

利用者カード

＜０８＞１２３４５６７ ＜０８＞２０１２３４５６７

７ 桁 ９桁

ご連絡ください

旧 新

 ＊いろいろなお知らせです＊ 

雨（と雪）の日限定
サービス実施中！

今図書館では、雨の日に図書館で本や雑誌を借りられた方
へ、ビニール製のバックを差し上げています。
数がたくさんは無いので、早めに手に入れて、繰り返し使って
ください。
雨の日にも図書館。
どうぞご利用ください。
ご希望の方は、カウンターに
ひと声かけてください！

人体模型入りました

ビデオルーム奥の戸棚に
あります。
心臓の他にも眼球、のど、骨盤、腎臓
断面等あります。

ご利用のご希望はカウン
ターまで！

物質のことなら
SciFinderで確認！

●Up to Date（米子地区のみ） 12月31日まで

日常の診療で生じる臨床的な疑問に対して、具体的で実用
的な回答を素早く容易に得るための情報源です。

●日経BP記事検索サービス 11月30日まで

日経BP社が発行する４９タイトルの雑誌記事を検索し、Web
上で本文を閲覧できます。

●ヨミダス歴史館（読売新聞記事索引） 12月27日まで

読売新聞、The Daily Yomiuriの記事や人物情報の検索が
できます。（同時アクセス５ユーザ ）

Trial（お試し版）
＊医学図書館HPからお試しください

期限にご注意！

SciFinder Web 

講習会風景 



医学図書館 Today 

請求記号 書名 著者名 出版事項 

007.3 Ume   ウェブで学ぶ : オープンエデュケーションと知の革命 梅田望夫, 飯吉透著 東京 筑摩書房 2010.9 

146.1 Kit   最後の授業 : 心をみる人たちへ 北山修 [著] 東京 みすず書房 2010.7 

326 Ida   基礎から学ぶ刑事法 井田良著 東京 有斐閣 2010.3 

369.18 Kub   生活環境整備のための“福祉用具"の使い方 
窪田静総監修 ; 栄健一郎

指導 

東京 日本看護協会出版

会 2010.4 

377.7 Koj   科研費獲得の方法とコツ 児島将康著 東京 羊土社 2010.8 

377.9 Aca   大学院生、ポストドクターのための就職活動マニュアル アカリク著 東京 亜紀書房 2010.9 

457 War   恐竜はなぜ鳥に進化したのか : 絶滅も進化も酸素濃度が決めた 
ピーター・D・ウォード著 ; 垂

水雄二訳 
東京 文芸春秋 2010.10 

463 Tam   基礎細胞生物学 田村隆明著 
東京 東京化学同人 

2010.4 

464.1 Ide   生物の多様性と進化の驚異 井出利憲著 東京 羊土社 2010.9 

M01.5 Che   人はいつか死ぬものだから : これからの終末期ケアを考える 
ポーリーン・W・チェン著 ; 那

波かおり訳 

東京 河出書房新社 

2009.4 

M07.9 Nak   国試・CBTの薬 中木敏夫著 
東京 医学教育出版社 

2010.4 

M21 Kan   今日の診断指針 金沢一郎, 永井良三総編集 東京 医学書院 2010.3 

M21 Nih   超音波検査士認定試験問題集 日本超音波医学会編 東京 医歯薬出版 2009.9 

M21.23 Yam   3秒で心電図を読む本 : Safety driving on 12-lead electrocardiogram 山下武志著 
東京 メディカルサイエンス

社 2010.3 

M28.9 Tou   人体再生に挑む : 再生医療の最前線 東嶋和子著 東京 講談社 2010.9 

M29 Rin   小児外科看護の知識と実際 山高篤行, 下高原昭廣編 吹田 メディカ出版 2010.8 

M29 Rin   眼科看護の知識と実際 高橋寛二編著 吹田 メディカ出版 2009.7 

M29 Shi 1 人体のしくみとはたらき 河原克雅, 小林靖執筆 東京 医学書院 2010.1 

M29 Sya   
写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメント : 生活者の視点から学

ぶ身体診察法 

村上美好監修 ; 堺隆弘医

学指導 

東京 インターメディカ 

2010.3 

M29 Sya   
写真でわかる整形外科看護 : 受傷期のケアから社会復帰への支援ま

で、写真で体験! 
山元恵子監修 

東京 インターメディカ 

2009.12 

M29.27 Hir   
精神科看護の非言語的コミュニケーションUP術 : 事例で学ぶマンガでわ

かる 
平澤久一監修 吹田 メディカ出版 2010.6 

M29.93 Miy   
だから訪問看護はやめられない : 訪問看護の魅力、ぜんぶ教えちゃいま

す! 

宮崎和加子編著 ; 岸香里

漫画 
吹田 メディカ出版 2010.4 

M31.23 Ich   
足の創傷をいかに治すか : 糖尿病フットケア・Limb Salvageへのチーム医

療 
市岡滋, 寺師浩人編著 東京 克誠堂出版 2009.3 

M32 Jun 1 心エコーパーフェクトガイド : 初心者からエキスパートまで 
筒井裕之責任編集 ; 山田

聡編集協力 
東京 中山書店 2009.10 

M32 Jun 4 心臓リハビリテーション : 実践マニュアル : 評価・処方・患者指導 長山雅俊責任編集 東京 中山書店 2010.2 

M32 Jun 5 患者アウトカムからみた不整脈の薬物治療 山下武志責任編集 東京 中山書店 2010.2 

M32.35 Saw   重症心不全の治療 : 補助循環・人工心臓・再生医療の実際 澤芳樹監修 
東京 学研メディカル秀潤

社  

M32.5 Got   
よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使い方 : 高血圧治療ガイドライン

2009対応 
後藤敏和著 京都 金芳堂 2010.3 

＊新着図書リスト 10月＊  



医学図書館 Today  2010.10 

請求記号 書名 著者名 出版事項 

M37.2 Kaw   多飲症・水中毒 : ケアと治療の新機軸 川上宏人, 松浦好徳編 
東京 医学書院 

2010.2 

M37.2 Yam   山上敏子の行動療法講義with東大・下山研究室 山上敏子, 下山晴彦著 
東京 金剛出版 

2010.8 

M37.3 Tam   EBMに基づく脳神経疾患の基本治療指針 : evidence based medecine 田村晃, 松谷雅生, 清水輝夫編集 
東京 メジカルビュー

社 2010.6 

M39.37 Oba   小児神経の画像診断 : 脳脊髄から頭頚部・骨軟部まで 大場洋編著 
東京 学研メディカル

秀潤社 2010.4 

M42.88 Hir   やさしい皮弁 : 皮弁手術のベーシックテクニック 平瀬雄一著 
東京 克誠堂出版 

2009.3 

M45 Sar   がん登録の軌跡 猿木信裕著 東京 悠飛社 2010.3 

M48 Ara   標準皮膚科学 富田靖, 橋本隆, 岩月啓氏編集 
東京 医学書院 

2010.3 

M68 Kob   胎児診断から始まる口唇口蓋裂 : 集学的治療のアプローチ 小林眞司編集 
東京 メジカルビュー

社 2010.3 

M79 Kis   オーラルマネジメントの実務 : 口腔ケアの新常識 岸本裕充編著 
名古屋 日総研出版 

2010.3 

D-63-1     災害看護概論・災害と看護ニーズ(DVD) ビデオ・パック・ニッポン制作著作 
[京都] 京都科学(発

売) c2008 

D-64-1     DVD版臨床に役立つ解剖学実習(DVD) 佐藤達夫企画著作 
東京 医歯薬出版 

2007 

517 Has   67億人の水 : 「争奪」から「持続可能」へ 橋本淳司著 
東京 日本経済新聞

出版社 2010.5 

596 Tas   言葉にして伝える技術 : ソムリエの表現力 田崎真也著 東京 祥伝社 2010.10 

673.93 Has   
エンバーマー : 遺体衛生保全と死化粧のお仕事 : 心とご遺体を修復するため

に僕がしてきたこと 
橋爪謙一郎著 東京 祥伝社 2009.2 

783.7 Kod   イチロー89の言葉 : 最高の自分を目指す 児玉光雄著 
東京 三笠書房 

2010.10 

789 Kou   写真と図解実践!今すぐできる古武術で蘇るカラダ 甲野善紀監修 東京 宝島社 2009.8 

910.268 Mur   
夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです : 村上春樹インタビュー集1997-

2009 
村上春樹著 

東京 文芸春秋 

2010.9 

913.6 Isa   マリアビートル 伊坂幸太郎著 東京 角川書店  

913.6 Mor   ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦著 

東京 角川グループパ

ブリッシング (発売) 

2010.5 

913.6 Mor   η  (イータ) なのに夢のよう = Dreamily in spite of η  森博嗣 [著] 東京 講談社 2010.8 

913.6 Nat 2 神様のカルテ 夏川草介著 東京 小学館 2009.9- 

913.6 Uez   雷桜 宇江佐真理 [著] 
東京 角川書店 

2004.2 

929.737 Kas   人生最強の武器笑い(ジョーク)の力 : ユダヤ人の英知に学ぶ 加瀬英明著 東京 祥伝社 2010.10 

*     平和の種をまく : ボスニアの尐女エミナ 大塚敦子写真・文 
東京 岩崎書店 

2006.5 

*     おおきな木 
シェル・シルヴァスタイン作 ; 村上春

樹訳 

東京 あすなろ書房 

2010.9 

*     パパ、お月さまとって! エリック=カールさく ; もりひさしやく 東京 偕成社 1990.7 

* Ots   わたしは今がいちばん幸せだよ : エルマおばあさんケア日記 大塚敦子著 東京 小学館 2004.11 

大人が読める絵本、入りま

した。 絵本で、優しい気

持ちになってみませんか？ 


