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学生さんのブックハンティング開催！
雨模
様の
張っ
中、
てく
頑
れま
した

7月5日（木）17時から、学生図書委員が、市内の今井書店
錦町店でブックハンティングを行いました。
タ イ ト ル

著 者

脳・神経のしくみ・はたらき事典 : カラー図解
とことんやさしい！心臓外科手術の術後ケア : 新人ナースの不安解
消 : これならわかる！
学部講義から臨床実習・初期研修までこれ一冊でOK！ 循環器内科
学テキスト:医学生必携:WEBでエコーや造影の動画が見られる 模擬心
音が聞ける
運動器疾患の「なぜ?」がわかる臨床解剖学
がん研が作ったがんが分かる本 : 初歩から最先端、そして代替医療ま
で （ロハスメディア）
医療現場のクレーマー撃退法 : 法的クレーム処理&ケーススタディ99

▼ 生協ショップの本のコーナーに

↓ちょっとご紹介
請求記号

図書ID

野上晴雄著

491.171:Miu

0210150793

小宮達彦編著

M29.163:Kom 0210150975

松下毅彦著:鄭忠和
M32:Mat
監修

0210150983

工藤慎太郎編著

M36:Kud

0210150926

がん研究会監修

M45:Roh

0210150934

深澤直之著

M81.63:Fuk

0210150835

リクエストBOX

を置いてます ▼

学生
・
のた 院生さ
めの
ん
。

医学図書館に置い
てほしい図書をこの
リクエスト用紙に書
いて、投函！

データベース講習会のご案内
こんな事ができる 「EndNote Web」
1) 収集した文献の管理が簡単にできる！
2) 参考文献リストの作成が簡単にできる！
3) 遠隔地の人ともWeb上で文献を共有できる！

専任講師を迎えての講習会です。

「EndNote Web」は、Web上で使える
トムソン・ロイター社の文献管理ツールです。

お知らせ
学生の試験期間中は、土日祝日も夜間開館！

７月１６日～８月５日の土日祝日は、試験期間のため、
夜間開館いたします。 （22時まで開館！）

●８月は休館日
や開館時間にご
注意ください。

７月８日（日）に南部町役場天萬庁舎多目的
ホールで、丹松技術専門員を講師に「科学あそ
びを体験しよう」を開催しました。
身のまわりにある様々な物を使って手軽でし
かも簡単にできる科学実験をされ、皆がペット
ボトルで小型空気砲などを作りました。
今回、たくさんの楽しい実験を見せていただ
きましたが、“わくわく、どきどき”する科学
あそびの活動をこれからも広めていきたいと
おっしゃっていました。

会場を巻き込んでの
実験と楽しいトークで
あっという間の２時間
でした。

特大空気砲に煙を入れる

その他
▼ 蔵書点検について ▲

臨床系講座の研究室におきまして、
ただ今、蔵書点検を行っています。
点検対象となる図書は備品のみで、
図書館職員が出向 き、点検を実施
しています。その際には、ご協力を
お願い致します 。

香陽文庫の絵本は現在、中央図書館に配置
されています。お申込はカウンターまで

ご意見・ご感想をお寄せください
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 6月～7月＊
分類番号

書

名

著者名

出版事項

460.7

Noj

理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中身

463.5

Nak

目的別で選べる細胞培養プロトコール : 培養操作に磨きをかけ
る! : 基本の細胞株・ES・iPS細胞の知っておくべき性質から品質検査 中村幸夫編集
まで

羊土社 2012.3

M01.4

Ich

成人がん患者・家族とのエンドオブライフコミュニケーション

市川直明著

PILAR PRESS 2012

M01.5

And

「いのちの思想」を掘り起こす : 生命倫理の再生に向けて

安藤泰至編

岩波書店 2011.10

M01.9

Oha

マイナスから始める医学・生物統計 : p値依存症のアナタに捧ぐ 大橋渉著

M07

Yea

13 Year note 内科・外科等編

M07

Yea

13

M07.9

Ish

M11

Nak

野地澄晴著

羊土社 2012.5

中山書店 2012.5

国試対策問題編集委員会編

Medic Media 2012

医療情報科学研究所編集

Medic Media 2012

石川創二 [ほか] 編

医学評論社 1982.4-

世界一やさしい解剖・生理学

中田圭祐著

ぱる出版 2012.5

M11.038 Net

ネッター解剖学アトラス

Frank H. Netter著 ; 相磯貞和訳 南江堂2011.12

M11.7

Wat

脳 : 「かたち」と「はたらき」

Charles Watson [ほか] 著

共立出版 2012.5

M13.2

Kit

楽しくイラストで学ぶ水・電解質の知識

北岡建樹著

南山堂 2012.6

M14.2

Nih

臨床プロテオミクス : バイオマーカー探索から個別化医療へ

M15

Kom

コメディカルのための薬理学

M16

Fuk

病理診断コンパクトナビ : 医学生・研修医必携

M16

Rob

Robbins basic pathology

M17

Sut

微生物学 : 基礎から臨床へのアプローチ

M.ダニエル著 ; 神谷茂

Medical Science International2012

M18

Shi

シンプル免疫学

吉開泰信共著

南江堂 2011.12

M2

Iry

ビジュアルノート

医療情報科学研究所編

ﾒﾃﾞｨｯｸﾒﾃﾞｨｱ2012

M21

Yas

主要症候・医療面接がわかる

安田幸雄編

医学評論社 2010.8

M21

Kiy

正常画像と並べてわかる救急画像 : 時間経過で理解する

清水敬樹編

羊土社 2012.4

M21.2

Ish

心電図・心エコーコンパクトナビ : 医学生・研修医必携

杉村洋一著

医学教育出版社 2010

M24.3

Ogi

土井下怜著

羊土社 2012.4

M29

Sya

村上睦子監修

インターメディカ
2012.3

M29.26

Mat

褥瘡・嚥下・栄養ケア

池上峰子編集

照林社 2012.5

M29.26

Ike

がん看護の実践

池上峰子編

照林社 2012.5

Year note TOPICS : 内科・外科疾患 : 研修医・非専門医でも知っ
ておくべき近年と今後の主な動向

106 医師国家試験問題解説書

画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン : 病態を見抜
き、サインに気づく読影のコツ
写真でわかる助産技術 : 妊産婦の主体性を大切にしたケ
ア、安全で母子に優しい助産のわざ

西村俊秀編集代表
渡邊泰秀
野々村昭孝監修
Vinay Kumar

金原出版 2012.5
朝倉書店 2012.4
医学教育出版社 2012

Elsevier/
Saunders2013

M29.26

Tok

子どもと家族のための小児がんガイドブック

東京都立小児総合医療センター
永井書店 2012.3
血液腫瘍科編

M29.29

Nak

病棟で生かす!高齢者ケアの実践

中島洋子編

M29.47

Jan

ビジュアル整形外科看護 : ケアが見える疾患がわかる

JA長野厚生連佐久総合病院整
照林社 2012.5
形外科編著

M46.57

Isa

胆膵内視鏡治療手技の極意とトラブルシューティング

伊佐山浩通編集

羊土社 2012.5

M47.8

Miz

リハビリテーションのための疾患ガイド

水間正澄 [ほか] 編

医師薬出版 2012

M49.3

Sak

わかりやすい透析工学 : 血液浄化療法の科学的基礎

峰島三千男編集

南江堂 2012.5

M8

Kim

学生のための健康管理学

近藤陽一著

南山堂 2012.3
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照林社 2012.3
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特集記事

医学のあゆみ

241巻13号（2012年6月30日号）

高血圧のすべて2012ー研究と診療の最前線

日本医事新報

4601号（2012年6月30日号）

抗凝固薬を使いこなす。

日本臨床

70巻7号（2012年7月1日号）

睡眠と生活習慣病ー基礎・臨床研究の最新知見ー

レジデントノート

14巻別冊（2012年7月1日号）

救急・ERノート❺ まずい！から始める意識障害の初期診療

臨床雑誌外科

74巻 7号（2012年 7月1日号）

乳癌を究める

実験医学

30巻11号（2012年7月1日号）

炎症シグナルの指揮者インフラマソーム

胸部外科

65巻7号（2012年7月1日号）

新しい自作ステントグラフト内挿法によるStanford A 型急性大動脈解離に対する全弓部置換術

内科

110巻1号（2012年7月1日号）

血栓症診療update -新規経口抗凝固薬を加えて広がる世界-

治療

94巻7号（2012年7月1日号）

血圧コントロール不良への対処

臨床と研究

89巻6号（2012年6月20日号）

現代社会と増加する睡眠障害

最新医学

67巻増刊（2012年6月25日号）

抗がん剤治療の最前線：分子標的薬剤の使用による進歩(前篇）

医師国試対策

33巻5号（2012年6月15日号）

発熱・けいれん・腰痛・・・・・ 遭遇頻度の高い症候から疾患を導く！

クリニカルスタディ

33巻8号（2012年7月10日号）

【特集1】もうドキドキしない！指導者への報告のコツ【特集2】事例研究 はじめの一歩

エキスパートナース

28巻9号（2012年6月20日号）

【特集1】最新トピックス満載！チェックしておきたい変わってきている感染対策
【特集2】通常の輸液でも意外とコワイ！ 静脈炎・血管外漏出への対応

月刊ナーシング

32巻8号（2012年6月20日号）

【特集1】波形危険度が結びつく ニガテ克服！12誘導心電図
【特集2】いま知りたい！心不全ケア ５つのキーワード

看護教育

53巻7号（2012年7月25日号）

学校をアピールする！ 学生確保のためにできること

看護技術

58巻8号（2012年7月20日号）

【特集1】がん患者の家族ケア

看護展望

37巻8号（2012年6月25日号）

人材育成システム再構築 クリニカルラダーの適正化と運用に必要な視点

臨床看護

38巻8号（2012年7月15日号）

呼吸管理の基礎とRSTにおける看護ケア

コミュニティケア

14巻8号（2012年7月1日号）

【特集1】オムツに頼らず快適性を追求！尊厳ある排泄ケア
【特集2】在宅・施設のナースが考えたい！“生活の場”でのリスクマネジメント

検査と技術

40巻7号（2012年7月1日号）

子宮内膜症

臨床検査

56巻7号（2012年7月15日号）

周産期の臨床検査

Medical Technology

40巻7号（2012年7月15日号）

極めよう聴覚検査

公衆衛生

76巻7号（2012年7月15日号）

在宅医療・地域包括ケア

遺伝

66巻4号（2012年7月1日号）

光エネルギーをめぐる生命システムの進化－顕生代の真の主役たちの物語

化学

67巻7号（2012年7月1日号）

（1）ヒバリマイシノンの合成 （2）全個体電池の最前線 （3）二つの顔をもつ溶融高分子

Newton

32巻9号（2012年8月7日号）

【特集1】ロンドン五輪まもなく開幕 世界最速の科学 【特集2】重力波をつかまえろ！

からだの科学

274号（2012年8月1日号）

婦人科がんの最新医学

こころの科学

164号（2012年7月1日号）

誤診
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【特集2】補助人工心臓装置患者へのケア－その②
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