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耐震改修工事の日程について【変更】
耐震改修工事の日程について、変更がありましたので再度ご案内させていただきます
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建物工事入札の結果、当初お知らせしておりました2月のリニューアルオープンの予定が4月の
リニューアルオープン予定に変更となりました。 このことにより、下記のとおり、仮設図書館および仮
設事務室の開館、業務につきましても、3月中旬までの運用となります。
皆さまには大変ご不便をおかけしますが、どうかご理解とご協力をお願い致します。
記
【仮設図書館】 （学生自習室）
【仮設事務室】 （アレスコ棟2階第2会議室）

平成25年3月中旬(予定）まで
平成25年3月末（予定）まで

図書館の移転はできる限り迅速に
行う予定ですが、サービスの中には
どうしても休止せざるを得ないもの
もあります。ご了承願います。
リニューアルは、

平成25年4月
の予定です

化学データベースのご紹介
化学書資料館
このデータベースは、日本化学会の編集による下記の
書籍・データベースがインターネットを通じて検索・
閲覧できるサイトです。

＜閲覧できる資料＞
★ユーザー
数の制限は
ありません

医学図書館HP→

→

よりお入りください。

お知らせ
講習会のご案内

専任
講師

によ
る

SciFinder Web版
日 時：10月18日(木)
時 間：未定(決まり次第お知らせします）
場 所：コンピュータ演習室

化学を中心とする
データベースです。
「物質」に関する文献ではPubmedで
ヒットしない文献が探せます。

9月26日（水）まで受付中！
(定員になり次第、締め切ります）

その他
文献検索

講習会
9月3日（月）に開校式
が行われました看護師
キャリアアップセンター
認定看護師教育課程の
『がん化学療法看護分野
における教育課程』受講
生7名に、文献検索講習会
や図書館案内を行いまし
た。
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 8月～9月＊
分類番号
159.4

書

名

著者名

Kom

伝説の新人 : 20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の10の違い

Sat

人生を変えるアタマの引き出しの増やし方 : 専門知識は豊富でもツマラ
佐藤けんいち著
ナイやつに明日はない!

こう書房 2012.7

Kim

こころの道 : ものの見方、考え方ひとつで、新しい風が吹いてくる

木村耕一編著

1万年堂出版 2012.5

334.51 Tam

君は、こんなワクワクする世界を見ずに死ねるか!?

田村耕太郎著

マガジンハウス 2012.6

M07

現代の医学的研究方法 : 質的・量的方法、ミクストメソッド、EBP

木原雅子他訳

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
2012.5

M07.5 Not

世にも奇妙な人体実験の歴史

ﾄﾚｳﾞｧｰ･ﾉｰﾄﾝ著

文藝春秋 2012.7

M07.9 Fir

First aid for the USMLE step 2 CK

Vikas Bhushan, Tao Le

McGraw-Hillc2012

159.4
159.8

Ria

小宮謙一他著

出版事項
集英社 2012.7

M11.6 Abe

骨肉腱え問

安部みき子 著

ｴﾇ･ﾃｨｰ･ｴｽ 2012.7

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

M14

Suz

集中講義生化学 : カラーイラストで学ぶ

鈴木敬一郎編著

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ 2011.2

M16

Rub

Rubin's pathology : clinicopathologic foundations of medicine

Raphael Rubin他著

Lippincotts c2012

M21

Nak

磁気共鳴画像学

中田力他著

日本医事新報社 2012.7

M21

Kan

顕微鏡検査ハンドブック : 臨床に役立つ形態学

菅野治重 他編集

医学書院 2012.6

M21.2 Bru

ブルガダ三兄弟の心電図リーディング・メソッド82

野上昭彦 他訳

医学書院 2012.7

M22.6 Wak

わかりやすい輸液管理Q&A : 研修医からの質問398

岡元和文編著

総合医学社 2012.7

M23.1 Kok

抗菌薬の考え方, 使い方

岩田健太郎他著

中外医学社 2012.4

M24

Hos

肺・縦隔画像診断

村田喜代史編集

金芳堂 2012.1

M24

Hos

放射線医学総論

富山憲幸他編集

金芳堂 2012.1

核医学・PET・SPECT

小須田茂編集

金芳堂 2012.6

M24.8 Kos
M25

Bij

運動療法

中山孝編著

医歯薬出版 2012.7

M25

Bij

物理療法

中山孝他編著

医歯薬出版 2012.7

T. ﾍｻﾞｰ･ﾊｰﾄﾞﾏﾝ編

医学書院 2012

M29.13 Nan

12 NANDA-I看護診断 : 定義と分類

M29.25 Kuk

小児看護過程 : 発達段階を考えたアセスメントにもとづく

茎津智子編著

医歯薬出版 2012.6

M29.25 Asa

根拠と事故防止からみた小児看護技術

浅野みどり編集

医学書院 2012.8

M29.9 Kaz

家族看護選書（1-6巻）

野嶋佐由美他編

日本看護協会出版会 2012.6

M3

知ってるつもりの内科レジデントの常識非常識

岡田定他編集

三輪書店 2008.10

Shi

M31.23 Qan

Q&AでわかるSMBGのすべて : カーボカウントから無自覚性低血糖まで 小野百合著

診断と治療社 2012.5

M34.7 Oka

医師と患者のためのメタボ時代の新しい肝臓病

岡崎勲著

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ 2012.6

M37.1 Wed

シネマサイキアトリー : 映画からみる精神医学

小澤寛樹代表監訳

中外医学社 2012.5

M37.4 Uga

てんかんテキスト : New Version

宇川義一専門編集

中山書店 2012.5

M37.58 Kor

これでわかる認知症診療 : かかりつけ医と研修医のために

浦上克哉著

南江堂 2012.7

M42.4 Cya

周術期コミュニケーション技法

Allan M. Cyna 他編

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
2012.5

M46.7 Iwa

手の外傷 : 早期機能回復をめざして

岩本幸英 他編

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ 2012.8

ビッセン宮島弘子他

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ 2012.8

人の哀しみがわかる医者になってほしい : 医学部進学教室熱血講義

帯津良一著

ｲｰｽﾄ･ﾌﾟﾚｽ 2012.7

M88.9 Tan

災害医療とIT = Disaster Medicine and Information Technology

田中博編著

ﾗｲﾌﾒﾃﾞｨｺﾑ 2012.8

816

Tak

頭がいい人の1日10分文章術 : ゲーム感覚で楽しく身につく

高橋フミアキ著

コスモトゥーワン 2008.4

914.6

Mur

サラダ好きのライオン

村上春樹文

マガジンハウス 2012.7

M60.8 Shi
M81.4 Obi

11 低侵襲手術 : 患者さんにやさしい手術を行うためのコツ
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雑誌名

巻号

2012.9

特集記事

医学のあゆみ

242巻8号（2012年8月25日号）

自己免疫疾患ー自己抗体の認識抗原と病因的意義

日本医事新報

4609号 （2012年8月25日号）

医界の論点2012

日本臨床

70巻9号（2012年9月1日号）

RAAS研究の進歩

日本臨床増刊号

70巻増刊6 (2012年8月20日号)

医薬品副作用学（第2版） 薬剤の安全使用アップデート

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8号 （2012年8月15日号）

骨転移のマネジメント

臨床雑誌外科

74巻9号 （2012年9月1日号）

消化器癌に対するneo-adjuvant therapy の最新情報

胸部外科

65巻10号 （2012年9月1日号）

僧帽弁後尖逸脱に対する弁形成術式の工夫

内科

110巻3号 （2012年9月1日号）

急性腎障害（AKI)ー概念の確認から、さらなる予後改善を目指してー

最新医学

67巻9号 （2012年9月10日号）

厚生労働省難治性疾患研究から得られた日本の難病の現状

胆と膵

33巻8号 （2012年8月15日号）

膵希少腫瘍の治療選択

医師国試対策

33巻7号 （2012年8月15日号）

とことん学ぶ！産婦人科 超トレーニング

クリニカルスタディ

33巻10号 （2012年9月10日号）

【特集1】病気がわかる！画像・検査の見かた 【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 2

プチナース

21巻10号 （2012年8月10日号）

疾患別 教育計画ガイド／患者さんからの暴力

エキスパートナース 28巻11号 （2012年8月20日号）

【特集1】急変発生！？医師が来るまでに行うこと、来てから行うこと 【特集2】意
外に知らなかった筋肉注射の注意ポイント
【特集1】急変前の変化 見抜いて防いで対応する 【特集2】急変対応 ５つの
キーワード

月刊ナーシング

32巻10号 （2012年8月20日号）

看護教育

53巻9号 （2012年9月25日号）

【特集１】学問としての在宅看護論の確立へ

看護技術

58巻10号 （2012年9月20日号）

【特集１】糖尿病腎症の透析予防
床実践能力

看護研究

45巻5号 （2012年8月15日号）

北欧ケアとは何か 看護研究への示唆

看護展望

37巻10号 （2012年8月25日号）

看護業務の整理・整頓 職種間の分担・協働を促すための視点

看護

64巻11号 （2012年8月20日号）

【特集1】「看護職のWLBインデックス調査」を活用しよう 【特集2】新人看護職員
研修 多様な指導体制導入の効果と可能性

臨床看護

38巻10号 （2012年9月15日号）

看護管理学講義・演習にみる教育の新しい視点

コミュニティケア

14巻10号 （2012年9月1日号）

【特集1】特定看護師（仮称）業務施行事業“地域”での展開 【特集2】糖尿病の
独居高齢者への訪問看護

臨床検査

56巻9号 （2012年9月15日号）

間質性肺炎と臨床検査

【特集2】クリティカルケアナースに必要な臨

Medical Technology 40巻9号 （2012年9月15日号）

増加する睡眠障害ー安全・正確な検査を実施するために

公衆衛生

76巻9号 （2012年9月15日号）

独居高齢者と健康

遺伝

66巻5号 （2012年9月1日号）

地球生命興亡史ー顕生代における放散と絶滅

化学

67巻9号 （2012年9月1日号）

かご型ホウ素錯体が魅せる新たな一面

こころの科学

165 （2012年9月1日号）

トラウマ

Newton

32巻11号 （2012年10月7日号）

日経パソコン

656号 （2012年8月27日号）

【特集1】現代物理学で説明がつかない宇宙の真の主役 ダークエネルギー
【特集2】生命の影の司令塔RNA
【特集1】インタフェースを極める 【特集2】パソコン満足度ランキング 【特集3】低
価格ビジネスプリンター実力診断
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