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２日間講師を務

めてくださった

井上仁先生、お

疲れ様でした。 

専任講師による   看護師さんと保健学科の学生

さん、院生さんを対象として、デー

タベースの検索方法とパワーポイ

ントをセットにした講習会を実施し

ます。 

  基礎編、応用編の2段階で開催

します。 

  また、データベースのみ、パワー

ポイントのみの参加もOK。 

  詳しくはホームページ“お知ら

せ”をご覧ください。 

 SciFinder Web版  

   講習会 
 

  <日時>  10月18日（木） 

17:30～19:00 

 <場所>  コンピュータ演習室 

 SciFinder（サイファインダー）は化学

とその関連領域の文献情報および特許情

報、物質情報、物性など様々な情報を収

載したデータベースです。「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。 

 

「初心者のためのExcel 講習会」をしました！ 

＜お問い合わせ・お申込み＞ 

  医学図書館まで 

是非、この機会に

ご参加下さい 

化学系データベース 

  基礎編 10月25日(木) 

  応用編 10月29日(月) 
  時間 : 13:00～16:00 

  場所 :  コンピュータ演習室 
       

講習会を開催します！（２件のご案内） 

９月29日・30日に医学図書館と総合メディア基盤センターサブセンター主催の

「Excel講習会 」を開催しました。この講習会は、鳥取大学公開講座並びに米子市立

図書館、境港市民図書館、南部町立図書館との共催事業で行いました。 

講習では、講師の井上仁先生がユーモアを交えながら進められ、和気あいあいとし

た雰囲気のなかにも皆さん、真剣な眼差しでパソコンに向かっておられました。        

         参加者の方からは、「テンポがわたしに合っていて、知らない 

        ことがその場で教えてもらえたので助かりました。とても有意義 

        でした。」「初心者にわかり易くご丁寧に教えて頂きよくわかり 

        ました。」など喜んで頂いたようです。 
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＊  新着図書リスト 9月～10月＊  
分類番号 書  名 著者名 出版事項 

141.6 Wil アンガーコントロールトレーニング : 怒りを上手に抑えるためのステップガイド ｴﾏ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ他著 星和書店 2012.8 

146 Tan 大学と精神医学・心理学臨床施設を歩く 丹野義彦著 星和書店 2012.7 

210.04 Aiz 歴史が面白くなる東大のディープな日本史 相澤理著 中経出版 2012.5 

327.12 Hir カウンセラーのための法と臨床 : 離婚・虐待・非行の問題解決に向けて 廣井亮一著 金子書房 2012.7 

463.3 Yon 生と死を握るミトコンドリアの謎 : 健康と長寿を支配するミクロな器官 米川博通著 技術評論社 2012.9 

464 Ike トコトンわかる図解基礎生化学 池田和正著 オーム社 2006.10 

464 Tak マンガでわかる生化学 武村政春著 オーム社 2009.1 

M01.5 Oza 小澤竹俊の緩和ケア読本 : 苦しむ人と向き合うすべての人へ 小澤竹俊著 日本医事新報社 2012.7 

M11 Moo Clinically oriented anatomy Keith L. Moore他著 Kluwer c2010 

M11.1 Ros Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular biology Michael H.他著 Lippincott Williams & Wilkins c2011 

M11.69 Hid ぜんぶわかる筋肉の名前としくみ事典 : 部位別にわかりやすくビジュアル解説 肥田岳彦他監修 成美堂出版 2012.8 

M13.4 Kat 疾患別に診る嚥下障害 片桐伯真 他 編 医歯薬出版 2012.8 

M13.71 Car ブレインブック : みえる脳 Rita Carter著 南江堂 2012.8 

M14 Fuj 標準生化学 藤田道也執筆 医学書院 2012.8 

M15 Kat Basic & clinical pharmacology Bertram G. Katzung他著 McGraw-Hill Medical c2012 

M15.9 Tua ニュースになった毒 Anthony T.Tu著 東京化学同人 2012.3 

M17 Hir 標準微生物学 中込治他編集 医学書院 2012.3 

M21 Oni The臨床推論 : 研修医よ,診断のプロを目指そう! 大西弘高編 南山堂 2012.8 

M24.3 Hos 
放射線科医のものの見方・考え方 : 画像を論理的・病態生理学的に理解したい学生/技

師/研修医/医師のために 
今西好正他著 医療科学社 2012.8 

M29.015 Ish 臨床倫理ベーシックレッスン : 身近な事例から倫理的問題を学ぶ 石垣靖子他編著 日本看護協会出版会 2012.6 

M29.11 Suz よくわかる輸液治療とケア 鈴木玲子他編集 学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  2012.8 

M29.13 Fij フィジカルアセスメント完全ガイド 藤崎郁執筆 学研メディカル秀潤社  

M29.14 Byo 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 井上智子他編集 医学書院 2012.9 

M29.16 Wak わかる!できる!急変時ケア 中村美鈴編 学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  2012.8 

M29.24 Wel ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 佐世正勝他編 医学書院 2012.9 

M29.25 Hat 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 石黒彩子他編集 医学書院 2012.9 

M29.29 Sei 生活機能からみた老年看護過程 : +病態・生活機能関連図 山田律子他編集 医学書院 2012.8 

M31.7 Fur 血液疾患の病態生理 : ハーバード大学テキスト ﾌﾗﾝｸﾘﾝ ﾊﾞﾝ 他編 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ2012.8 

M36 Nak ロコモティブシンドローム 中村耕三編集 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2012.7 

M37 Tam ソローニュの森 田村尚子著 医学書院 2012.8 

M37.63 Por 妄想・幻声・パラノイアへの認知行動療法 ﾎﾟｰﾙ･ﾁｬﾄﾞｳｨｯｸ他著 星和書店 2012.5 

M39 Nel Nelson essentials of pediatrics Karen J. Marcdante他著 Elsevier c2011 

M39 Kas 医療保育 : ぜひ知っておきたい小児科知識 梶谷喬 他著 診断と治療社 2012.8 

M39.2 Kod 小児・思春期診療最新マニュアル 児玉浩子他編集 本医師会  

M39.83 Nih 母乳育児支援スタンダード 日本ﾗｸﾃｰｼｮﾝ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 医学書院 2012.8 

M46.6 Tok 執刀医のためのサージカルテクニック脊椎 徳橋泰明編集 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2004.4 

M52 Tak 女性を診る際に役立つ知識 武谷雄二編著 新興医学出版 2012.7 

M85.8 Kat Krause's food & the nutrition care process L. Kathleen Mahan他著 Elsevier/Saunders c2012 

M86 Oku ICT・中材担当者のための洗浄・消毒・滅菌のDo Not & エビデンス125 大久保憲編 メディカ出版 2012.8 

M89.2 Yan 家族のもとへ、あなたを帰す 東日本大震災犠牲者約1万9000名、歯科医師たちの身元究明 柳原三佳著 WAVE出版 2012.8 

M90.9 Tom 
文献にマーカーを引いて持っていったら叱られた。なぜだろう? : MRが悩んだとき

に開く本 
友石和登著 SCICUS 2012.8 

726.1 Inm イルカをボコる5つの理由 ﾏｼｭｰ･ｲﾝﾏﾝ著 ｲﾝﾌﾟﾚｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ2012.6 

816.8 Kur 天国のあなたへ、つたえたい心の手紙 くらしの友「心の手紙」編集部 宝島社 2012.8 

916 Miy 長い道 宮崎かづゑ [著] みすず書房 2012.7 

933.7 Cha ホッテントット・ヴィーナス : ある物語 ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ﾁｪｲｽ=ﾘﾎﾞｳ著 法政大学出版局 2012.5 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

医学のあゆみ 242巻12号(9月22日号) 褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞 

日本医事新報 4613号 （9月22日号） 不活化ポリオワクチン導入と今後の課題 

日本臨床 70巻10号（10月1日号） 胃癌の予防と治療 

日本臨床増刊号 70巻増刊7(9月20日号) 乳癌(第2版) 

癌の臨床 58巻4号 （8月24日号） 再照射 

レジデントノート 14巻10号 （10月1日号） 薬の処方の新常識 研修医が知っておくべき基本から新しい使い方・考え方、新薬の知識まで 

癌と化学療法 39巻9号 （9月15日号） 抗がん剤または分子標的薬治療の効果判定と変更のタイミング私はこうしている（その１） 

外科 74巻10号（10月1日号） 消化器癌併存症ー周術期の対処法 

実験医学増刊号 30巻15号（9月10日号） がんと代謝 何故がん細胞が好んで解糖系を使うのか? 

胸部外科 65巻11号 (10月1日号） 胸腔鏡を用いた縦隔疾患の手術適応とその手技 

内科 110巻4号（10月1日号） 症候から学ぶ感染症診療と抗菌薬治療 

臨床と研究 89巻9号（9月20日号） 日常診療に役立つ精神症状への対応 

胆と膵 33巻9号（9月15日号） 胆膵領域におけるＤＰＣと電子カルテ時代に対応したクリニカルパス 

医師国試対策 33巻8号 （9月15日号） 検査値 Case study 

エキスパートナース 28巻12号（9月20日号） 
【特集１】酸素投与のギモン解決！エブライザー機能付きベンチュリー装置 インスピ

ロンネブライザーまるわかり！【特集2】決めつけてはいけない 皮膚症状 

月刊ナーシング 32巻11号（9月20日号） 
【大特集】知らないとハイリスク！急変のアセスメント 人工呼吸管理 全身管理 全

身管理で必須なケアの根拠 

Nursing Today 27巻5号（9月15日号） 患者の意思決定支援入門 

緩和ケア 22巻5号 （9月15日号） 「もしも・・・」のことをあらかじめ話し合おう！アドバンス・ケア・プランニングの実践 

がん看護 17巻6号 （9月20日号） 乳がん患者ケアのベストプラクティス 

看護教育 53巻10号（10月25日号） コミュニケーション力を育む 実習前に教員としてできること 

看護技術 58巻12号（10月25日号） フットケア創傷治療 Q&A 

看護展望 37巻11号 （9月25日号） 看護補助者の戦力化とマネジメント 採用・教育・協働のコツと実践 

看護 64巻12号（9月20日号） 
【特集1】看護職の勤務負担軽減に向けて看護補助者とどう連携するか 【特集2】「新

卒助産師研修ガイド」活用の手引き 

臨床看護 38巻11号（10月15日号） 高齢者の摂食・嚥下最前線 

検査と技術 40巻10号（9月15日号） この検査データを読めますか？検査値から病態を探る 

臨床検査 56巻10号（10月15日号） 鉄代謝のバイオマーカー 

Medical Technology 40巻9号（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（9月15日号） 独居高齢者と健康 

化学 67巻10号（10月1日号） 「胆管がん」の原因を化学の目で見る 

からだの科学 275号（11月1日号） ホルモン（内分泌）の病気 

Newton 32巻11号（10月7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 

日経パソコン 658号 （9月24日号） 
【特集1】操作の達人7つの奥義 【特集2】スマホ時代のWebメール活用術 【特集3】

PCオーディオの楽しみ方 

Photo © 
 成瀬一郎医学図書館長 



お知らせ   

 その他 

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 

香陽文庫の絵本は現在、中央図書館に 

あります。お申込はカウンターまで。 

『集中講義 薬理学 

     カラーイラストで学ぶ』 
 

  逃げちゃ駄目だ！テストという

現実から逃げない貴方のために。 

 Q&Aスタイルでわかりやす

く、また模範解答は記述の参考と

なり、かなりオススメです。 

  この本がなかったら、今頃、留

年していたかもしれない自分がオ

ススメするのでまちがいないで

す！！ (R.K) 
 
   著者：渡邊 康裕 

 出版：メジカルビュー社 

ここにあります↓ 

 

 

耐震改修工事  日程の変更について~再掲~ 

 先月号でもお知らせしましたが、2月のリニューアルオープ

ンの予定が4月に変更となりました。皆さまには大変ご不

便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願い致します。 

【仮設図書館】 （学生自習室）    

              ● 平成25年3月中旬(予定）まで   

【仮設事務室】    （アレスコ棟2階第2会議室）   

      ●平成25年3月末（予定）まで 

鳥取県看護協会主催 

「認定看護管理者制度 

 セカンドレベル教育」において 

 情報検索講習を行いました 
 

10月5日（金）の9:30～12:30まで、

情報の探し方、医学系文献や看護専門デー

タベースの説明、気軽に使える他のデータ

ベースの紹介など、個人の研究、実践に役

立ちそうなものを紹介していきました。  

この教育課程では、中間管理者に求めら

れる基本的責務を遂行するために必要な知

識・技術・態度の習得を目指すこととあ

り、その一環として「必要な情報の検索と

収集方法について」の講義を図書館員が行

いました。  

展示コーナー 

ただいま、山中教授らのノーベル医学生理学賞

受賞関連展示をしています。山中教授の論文や

iPS細胞関連図書、最新版の雑誌『Newton』に

掲載の記事等を展示しています。 


