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医学図書館セミナーを開催しました
図書館セミナー第6回

「人体」のエピソードについて－ダ・ヴィンチをめぐる２つのお話－
7月9日（月）323講義室で中根裕信先生（医学科形態医学分野）を講師にセミナーを開催しました。
ダ・ヴィンチら芸術家は、人体の表現をより正確に行うため医学と深い関わりを持ち、一方、医学の解剖図(ア
トラス)も、実物を正確に表現する方法を取り入れ発展してきました。ターヘル・アナトミアの翻訳が、その正確な
解剖図と腑分けによる実物との比較から始まったことからも、解剖図の表現力の重要性が理解できます。今日
の医療において、患者さんへの説明と同意(インフォームド・コンセント)の点からも、理解した専門的な内容
を分かりやすく説明する表現力が医療従事者に求められていると話されました。
もう一つのダ・ヴィンチ、鳥取大学低侵襲外科センターにあるda Vinci S について、「ロボット手術マニュアル」
(同センター編)等の図書・動画の資料を紹介されました。ロボット手術は手術支援をするロボットを用いた手術
であり、豊富な外科手術の経験をもち予めトレーニングを受けた外科医が操作し、ロボットの動作は外科医の
判断の結果であると説明されました。
参加された方からは「授業で解剖を行う機会が増えてきて、授業とリンクしている内容だったので、興味を
持って今回の講義を受講できました。」「医学の発展した理由を人体解剖図の絵から聞けてとても興味をもて
た。」「これまで単に見ていた解剖のアトラスの見方が変わりました。」などの感想を寄せていただきました。
今回のセミナーでご紹介いただいたWebサイトです。
エリザベス女王即位60
周年を祝し、ダ・ヴィンチ
の解剖図がWeb 上で公
開中

da Vinci S の開発元
のWeb サイト
http://
www.davincisurgery.com/
davinci-surgery/

http://www.royalcollection.org.uk/
exhibitions/leonardo-da-vincianatomist

動画が見られます

EndNote Web講習会報告
7月12日(木）専任講師を迎えて文献管理ソフト「EndNote Web」の講習会を
開催しました。教職員、学生など36名の方に参加していただきました。
EndNote Webは、自分の収集した文献がWeb上で管理でき、参考文献を投
稿雑誌ごとのフォーマットで作成する事ができます。参加者からはどんどん
利用していきたいなどの感想が寄せられました。

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！

今回の資料が必
要な方は、医学
図書館までご連
絡ください。

お知らせ
出張図書館

を行いました！

７月１９日(木)、２０日(金)の２日間、医学科
１年生『人体の概要』の授業に出張しました。
人体模型（トルソー、脳）と図書館の図書を持
参し、実際に見たり触れたりして頂きました。
人体模型に触れる事で、授業で得られた知識
を確認でき、さらに位置関係も解るので理解し
やすかったとの感想がありました。
また、この出張図書館の後、図書館を身近に
感じてもらったようで、医学科１年生を図書館
で見かけることが多くなりました。

早速トルソーに人だかり
やっと順番がきた～！

その他
★ ８月は
休館日にご注意 ください★
11日(土)～19日(日)は蔵書点検等
のため休館いたします。また、開館日・
開館時間にもご注意ください。

ILL文献複写をお申込みの方へ
今月は、システムが停止する期間、
また他機関が休館することがありま
す。このため通常よりも文献入手まで
に日数がかかる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
どうぞご理解・ご協力のほど、よろしく
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 7月～8月＊
分類番号

書 名
著者名
もう悩まない!「引き寄せの法則」 : 「類は友を呼ぶ」だけではない法則
ボブ・ドイル著
の真実と実践法

出版事項

147

Doi

159

Sak

君を成長させる言葉

酒井穣著

日本実業出版社 2012.2

367.68

Miy

若者が無縁化する : 仕事・福祉・コミュニティでつなぐ

宮本みち子著

筑摩書房 2012.2

369.26

Mug

驚きの介護民俗学

六車由実著

医学書院 2012.3

374.9

Yog

養護概説

杉浦守邦監修

東山書房 2011.3

377.21

Ish

アホ大学のバカ学生 : グローバル人材と就活迷子のあいだ

377.9

Kuo

困ったときに本当に使える就活のヒント100

山内太地著
『就活の栞』編集部編

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 2012.7

光文社 2012.1
マガジンハウス 2012.2

377.9

Ish

大学の思い出は就活です(苦笑) : 大学生活50のお約束

石渡嶺司著

筑摩書房 2012.3

460

Shi

視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録

数研出版編集部編

数研出版 2011.11

M01.5

Nak

大往生したけりゃ医療とかかわるな : 「自然死」のすすめ

中村仁一著

幻冬舎 2012.1

M07

Osa

絶対使える医療系iPadアプリ300 : 診療、研究、国試対策、看護から介
護、歯科、獣医学まで

堀永弘義著

エクスナレッジ 2012.6

M07.69 Nih

実験動物の技術と応用 1-2

日本実験動物協会編

アドスリー

M13.71 Shi

脳は、あなたにウソをつく : 脳科学が「あなたの不思議体験」の謎を
解く

篠原菊紀著

河出書房新社 2012.7

M13.71 Har

脳の地図帳 : 人体スペシャル

原一之著

講談社 2005.1

M14

Ira

イラストレイテッド生化学

M15

Suz

薬理学がわかる : 薬の仕組みが基礎からしっかり理解できる!

鈴木正彦著

技術評論社 2012.6

M16

Suz

カラーダイナミック病理学 : 365症例からのアプローチ

井上貴央監修協力

西村書店 2010.12

M2

Rin

臨床検査総論

伊藤機一 他 執筆

医学書院 2003.3

M21.23 Hir

絶対にわかる心電図攻略のツボとコツ

平井恵二著

エクスナレッジ 2012.6

M29

Kan

マタニティサイクル : 母と子そして家族のよりよい看護実践

大平光子 他 編集

南江堂 2012.6

M29

Nur

M29.17 Suz

9

EX-5 災害看護
慢性期看護論

Denise R.Ferrier 著

丸善出版 2011.9

酒井明子編

メディカ出版 2011.1

藤田佐和編集

ﾇｰｳﾞｪﾙﾋﾛｶﾜ 2009.3

M29.26 Jin

腎不全看護

日本腎不全看護学会編 医学書院 2012.7

M29.29 Sug

転倒・転落防止パーフェクトマニュアル

杉山良子編著

M29.9

Kan

地域看護診断

M45

Tsu

M45

Roh

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 ロハスメディア編集

ロハスメディア 2012.6

M69

Ked

絵でわかる言語障害 : 言葉のメカニズムから対応まで

学研 2002.4

547.4

Shi

今からはじめるTwitter & Facebook入門

547.4

Hor

理系のためのクラウド知的生産術 メール処理から論文執筆まで

726.1

Jik

ハカセといふ生物 (いきもの) : 研究者マンガ

816.5

Suz

何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ55

820.7

Aih

語法ルール66 : 漢語精粋

830

Kan

837.5

Kan

Braven Smillie編著
New York streets : NHK BS program
Global concepts : English for international understanding : グローバル
ジム カヌーセン著

南雲堂 2012.2

850

Sak

Mon Atelier de Francais = フランス語のアトリエ : 書き込み式

酒井由紀代著

駿河台出版社 2011.4

913.6

Tan

マヴァール年代記

田中芳樹著

東京創元社 2002.4

916

Yos

全身がん政治家

与謝野馨著

文藝春秋 2012.6

図解がん治療を受ける前に知っておきたい55のこと : 医者はなぜその
治療を選択するのか?

学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2012.7

田高悦子編

東京大学出版会 2011.12

奥仲哲弥著

エクスナレッジ 2012.7

毛束真知子著
佐々木和宏著
堀正岳著
立花美月著

マイナビ 2012.3
講談社 2012.1
技術評論社 2012.3

鈴木鋭智著

中経出版 2011.10

玄宜青著

朝日出版社 2009.1

社会の潮流

金星堂 2009.1
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雑誌名

巻 号

特集記事

医学のあゆみ

242巻4号（2012年7月28日号）

日本医事新報

4605号（2012年7月28日号）

冠攣縮性狭心症の話題

日本臨床

70巻8号（2012年8月1日号）

食中毒の基礎と臨床ー疾患メカニズムから予防までー

レジデントノート

14巻8号（2012年8月10日号）

答えが見つかる！慢性疾患への薬の使い方

癌と化学療法

39巻7号（2012年7月15日号）

ロボット技術のがん医療への応用

臨床雑誌外科

74巻 8号（2012年8月1日号）

Robotic surgeryの今

実験医学

30巻12号（2012年8月1日号）

世界を動かした生命医科学のマイルストーン

実験医学 増刊号

30巻13号（2012年8月1日号）

心と体のクロストークから解く精神・神経疾患

胸部外科

65巻9号（2012年8月1日号）

高齢者難治性気胸の術前危険因子

内科

110巻2号（2012年8月1日号）

リンパ腫診療の基礎ー最良の治療を選ぶための基礎知識ー

治療
最新医学
医師国試対策

94巻8号（2012年8月1日号）
67巻8号（2012年8月10日号）
33巻6号（2012年7月15日号）

2012.8

脂肪由来幹細胞の臨床応用への展開

大人の発達障害 わかっていること・できることをいま整理する
自己免疫性肝胆膵疾患ー最近の知見ー
小児科を究める夏！

クリニカルスタディ

33巻9号（2012年8月10日号）

【特集1】実習で使える看護技術 【特集2】観察・アセスメントが得意になる！症
状マスター講座 Part 1

看護教育

53巻8号（2012年8月25日号）

【特集１】教務主任養成講習会での学びを活かす 【特集2】看護学生論文

看護技術

58巻9号（2012年8月20日号）

心臓を深く理解するための12誘導心電図講座 虚血性心疾患､不整脈の患者
管理に活かすコツ

看護展望

37巻9号（2012年7月25日号）

“より良い看護”を追求するためのJCIの受審と活用

臨床看護

38巻9号（2012年8月15日号）

統合失調症の看護から患者のセルフケアについて考える

コミュニティケア

14巻9号（2012年8月1日号）

【特集1】在宅・施設のナースを日本看護協会が支援！注目したい“看護師職能
委員会II ” 【特集2】こうすればうまくいく！病院退院支援部門との連携

検査と技術

40巻8号（2012年8月1日号）

血管炎

臨床検査

56巻8号（2012年8月15日号）

多剤耐性菌の検査と臨床

Medical Technology

40巻8号（2012年8月15日号）

造血幹細胞移植と臨床検査

公衆衛生

76巻8号（2012年8月15日号）

国際感染症対策の現状と課題

化学

67巻8号（2012年8月1日号）

（1）クリゾチニブ開発秘話 （2）何事もやてみなければわからない！ （3）ヘリカ
ルグラファイト誕生

こころの科学

増刊号（2012年8月15日号）

中高生のためのメンタル系サバイバルガイド

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

Newton

32巻10号（2012年9月7日号）

日経パソコン

654号（2012年7月23日号）

【特集1】宇宙で最もミステリアスな物質 ダークマター 【特集2】“発見”のニュー
スが世界を駆け巡った ヒッグス粒子とは何か？
【特集1】必携オンラインソフト【特集2】Word「表作成」の底力 【特集3】企業の情
報化実態2012
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