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図書館セミナーを開催しました！
「人体」のエピソード
－ 医学の発見：iPS 細胞の開発 －

案内人：中根裕信先生 （医学科形態医学分野）

12月7日（金）17時～18時アレスコ棟221講義室にて、ちょうど山中先生（京都大学）がノーベル生理
学・医学賞を受賞されたのを受け、人工的に誘導した多能性幹細胞（iPS細胞）について紹介していた
だきました。動画や図で、分化や未分化等の用語の解説があり、さらに「iPS細胞は、分化した細胞に数
個の遺伝子を人工的に発現させることで、“細胞の時計の針を巻き戻す”ように、一度失った多能性を
誘導した細胞である。」と分かり易く説明していただきました。またiPS細胞を用いた初の臨床研究であ
る“加齢黄斑変性に対する治療”について、利点と問題点を含め話していただきました。参加者から
は、多くの質問があり、関心の高さが伺えました。アンケートでは、「これからの再生医療にiPS細胞は、
重要なキーワードになるので興味を持って受講できた。」など感想を寄せていただきました。今回は、
以前行った図書館セミナーの参加者から要望があったノーベル賞を取り上げました。これからも要望を
お寄せください。
今回ご紹介いただいたWebSiteです。アクセスしてみてください。
“Nobelprize.org.（ノーベル賞ホームページ）”
http://www.nobelprize.org/
“The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2012”
（授賞理由のページです。是非、ご覧ください）

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/
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図書館がつなぐ本と人と地域
これからの展示は･･･

～知の地域づくりの実践にむけて～

11月14日（水）に行われた鳥取県
図書館大会にて、講師として

倉吉市

(日)

松本薫 氏 講演会

16

日

参考資料として
講演の中でご紹介
いただいた本を展
示しています

12

月

するために』と題してご講演をしていただきました。

立図書館 にて

薬物治療学 長谷川純一教授に『サプリを上手に利用

12月13日(木)までは鳥取大学広報センター
で、その後引き続き、12月15日(土)～24日(月)
まで、倉吉市立図書館で開催予定です。

お知らせ
新製品トライアルのお知らせ

年末年始 開館日・文献複写
について

エルゼビアが提供するデータベース
クリニカルキー

★ 開館日について
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１２月２８日(金)～１月３日(木)の間、医学図書館は、
休館します。ご迷惑をお掛けします。

★ 文献複写申込みについて
1） １２月２７日(木)１７時～１月6日(日)までのお申込
み分は、下記のとおりです。年末年始、大学等図書館
相互協力申込システム（ILL)が停止するため、通常よ
りも文献入手に日数がかかりますが、ご了承ください。
文献複写申込日時
～12月27日（木）17:00
12月27日（木）17:00～1月6日(日)
1月7日(月)～

手配日
12月27日（木）
1月7日(月)
1月7日(月)

２） 科研費での文献複写申込み
文献複写を科研費でお申込みいただく場合は、１月
18日(金)までの申込分とさせていただきますので、ご
注意ください。

ClinicalKey(ｸﾘﾆｶﾙｷｰ)は、500以上のジャーナ
ルと1,000以上の書籍、その他画像情報等を搭載
した臨床医向けのデータベースです。
EBM情報、画像/映像、臨床試験情報、患者向け
ハンドアウト、MEDLINE、ガイドライン、医薬
品情報のすべてのデータベースを一度に検索でき
ます。全文を見る場合は個人登録が必要です。

その他

うさぎは、ぼうやとの楽し
く幸せだった日々を思い出し
涙し、その涙のつぶは、本物
に変わっていました。ビロー
ドのうさぎは、「ほんとうの
もの」になったのでした。
ぼうやとうさぎの愛情が奇
跡を起こすというストーリー
に時代を感じさせる挿絵が
マッチしている絵本です。こ
の絵本は、初版が1922年で

『 Molecular Biology of

THE CELL 』
THE

王道。

・ちなみに裏表紙は、ビートルズの
アルバム〈Revolver〉のジャケット
のパロディ。
図が豊富で分かりやすい中身に感
動しつつ、ぜひ裏表紙のクオリティ
の高さにも感動してください。

ぼうやがクリスマスプレゼント
にもらった木綿のビロードでで
きたうさぎ。うさぎは、“おも
ちゃは、しんから可愛がられた
ら「ほんとうのもの」になる”
という事を聞きます。うさぎは
かわいがられ、そのおかげで、
ずいぶん傷んでしまいます。そ
して、ぼうやが病気にかかり、
うさぎは捨てられてしまう運命
に･･･

童話館出版 2002.03

(R.K)
著者：BruceAlberts他著
出版：GarlandScience
ここにあります

世代を超えて読み継がれ
てきました 。

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

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

医学図書館 Today

＊ 新着図書リスト 11月～12月＊
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頭の中は最強の実験室 : 学問の常識を揺るがした思考実験
アンネ、わたしたちは老人になるまで生き延びられた。クラスメートたちが
たどるアンネ・フランクの思い出

アシュリー事件 : メディカル・コントロールと新・優生思想の時代
養護教諭、看護師、保健師のための学校看護
化石の分子生物学 : 生命進化の謎を解く
生命と倫理の原理論 : ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽの時代における人間の未来
心臓外科医の見た医療事情
そのまま使える診療現場のリアル英会話
グレイ解剖学
子どもの力で「がん予防」 : 親を変え、地域を変えた日本人医師のスリランカ
での健康増進活動

化学同人 2012.8

テオ・コステル著

清流出版 2012.8

児玉真美著

生活書院 2011.9

岡田加奈子他編著

東山書房 2012.2

更科功著

講談社 2012.7

檜垣立哉編

大阪大学出版会 2012.3

松田暉著

エピック 2012.1

佐地勉編集

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2012.10

Richard L.Drake原著

ｴﾙｾﾞﾋﾞｱｼﾞｬﾊﾟﾝ 2011.8

小林博著

小学館 2011.10

福嶋義光監訳
トンプソン&トンプソン遺伝医学
吉開泰信編集
ウイルス・細菌と感染症がわかる
大八木秀和著
心電図を見るとドキドキする人のためのモニター心電図レッスン
ﾅﾋﾞﾄﾚｱｾｽﾒﾝﾄ力UP! すぐできる日勤・夜勤急変の予測と対応 : 「何かお
かしい」「いつもと違う」を見逃さない

出版事項

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽInt2009.4
羊土社 2004.1
医学書院 2012.11

川原千香子著

メディカ出版 2012.10

M29.21
M29.93
M34
M34.9
M37.3
M39.2
M39.37
M45
M46.5

Nai
Ueh
Tok
Ter
Kik
Nih
Sai
Rin
Mat

あっそうか!ロイとゴードンで母性小児看護過程
聖路加病院訪問看護科 : 11人のナースたち
上部消化管内視鏡スキルアップノート
下垂体腫瘍のすべて
脳卒中症例100
小児プライマリ・ケア虎の巻 : 医学生・研修医実習のために
子どもの不安障害と抑うつ
再発・転移するがんと闘う : 最強の免疫細胞を使うANK療法
イラストで見る食道・大腸EMRと胃ESD : 安全な内視鏡治療のコツ

内藤直子編著

ふくろう出版 2011.10

上原善広著

新潮社 2007.5

M47.8

Rih

リハビリテーションリスク管理ハンドブック

亀田ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ編集

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2012.11

M51.3

Hor

ホルモン補充療法

麻生武志他編著

医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 2012.10

M62

Shi

眼科ERまるごとマスター : 緊急性から考えようエマージェンシー

白神史雄他編集委員

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2007.4

M78

Sug

臨床家のためのオーラルアプライアンス入門

杉山義祥他編著

医学情報社 2012.10

美人になる栄養学 : うるツヤ感を生む、新しい食べ方

浅尾貴子著

ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 2012.10

ごとう和著

M85.83 Asa

小田一郎他責任編集

中外医学社 2012.10

寺本明他編集

医学書院 2009.10

坂井信幸他編集

診断と治療社 2012.10

日本外来小児科学会編

医学書院 2001.9

松本英夫他責任編集

中山書店 2010.9

リンパ球バンク著

日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ2012.10

松橋信行他編集

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2012.10

726.1

Got

ぴんくのハート : パーキンソン病と明るく向き合う実録体験記

810.4

Kin

木下是雄著
日本語の思考法
TOEICテスト超リアル模試600問 : 本試験を徹底的に分析して作られた究極

830.79 Han

の模試3回分

花田徹也著

秋田書店 2009.5
中央公論新社 2009.4
コスモピア 2011.3

913.6

Kai

ケルベロスの肖像

海堂尊著

宝島社 2012.7

914.6

Ter

癌一髪! : 悦楽的闘癌記

寺崎央著

マガジンハウス 2012.3

916

Sas

家族5人違っているからおもしろい : 発達障害一家今日も元気に多動中 笹森史朗+ときどき奥さん著 学研教育みらい

DVD

Dr.岩田の感染症ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ：臨床力を上げたいすべての医療者のための

企画・制作ケアネット

ケアネット c2005-c2006

DVD

麻酔看護とバイタルサイン

弓削孟文監修・編集

メディカ出版 2009.7

DVD

導尿・膀胱留置カテーテル

医学映像教育ｾﾝﾀｰ

医学映像教育ｾﾝﾀｰ c2011

DVD

ライフステージと栄養

医学映像教育ｾﾝﾀｰ

医学映像教育ｾﾝﾀｰc2010

DVD

疾病と栄養

医学映像教育ｾﾝﾀｰ

医学映像教育ｾﾝﾀｰc2010

DVD

糖尿病教育入院患者の看護事例

医学映像教育ｾﾝﾀｰ

医学映像教育ｾﾝﾀｰc2011

DVD

肺がんのターミナル期にある患者の看護事例

医学映像教育ｾﾝﾀｰ

医学映像教育ｾﾝﾀｰc2012

DVD

内科医のための小児診療のポイント

大国真彦監修

日経BP社 c2007
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雑誌名

巻号

特集記事

医学のあゆみ

243巻8号（11月24日号）

口腔ケアと疾病予防

日本医事新報

4622号（11月24日号）

石綿関連疾患を含めた職業性呼吸器疾患

日本臨床

70巻12号（12月1日号）

固形がんの免疫・抗体療法ー基礎研究の進歩と臨床応用ー

レジデントノート

14巻14号（12月10日号）

循環器診療の疑問、これで納得！何となくが自信に変わる、現場で知りたいホントのところ

癌と化学療法

39巻11号（11月15日号）

薬効を予測するバイオマーカー

外科

74巻12号（11月25日号）

手術前に必読局所解剖

胸部外科

65巻13号(12月1日号）

腋窩動脈送血時における脳循環不全発生例

内科

110巻6号（12月1日号）

震災医療 来るべき日への医療者としての対応

臨床と研究

89巻11号（11月20日号）

ロコモティブシンドローム診療の実際

medicina

49巻12号（11月10日号）

連携して診る腎疾患 タイムリーな紹介から患者マネジメントまで

最新医学

67巻別冊（11月25日号）

新しい診断と治療のABC75 末梢神経障害 神経6

胆と膵

33巻11号（11月15日号）

再びIPMNの切除適応を考える

医師国試対策

33巻10号（11月15日号）

新ガイドラインを学ぶ②

クリニカルスタディ

33巻14号（12月10日号）

【特集1】実習に役立つ検査予習ガイド
【特集2】患者さんが本当に知りたい薬の知識
【特集3】ナーシングプロセス 小児ネフローゼ症候群

クリニカルスタディ増刊

33巻13号（11月10日号）

看護師国試2013 超頻出疾患攻略トレーニング

プチナース

21巻14号（11月10日号）

エキスパートナース

28巻15号（11月20日号）

月刊ナーシング

32巻14号 （11月20日号）

【特集1】ホルモン・脳の構造・母性などここのまとめがほしかった！国師ニガテ分野総まとめ
【特集2】なりたい人必読！認定看護師のお仕事
【特集１】2時間ごとの体位変換、本当に必要？
【特集2】[知って][わかって] [回避する]起こしちゃいけない！インスリンの事故
【特集１】もしかして感染？絶対に見逃せない熱・皮膚・訴えの観察と対応策
【特集２】はじめての人のためのショックの知識 気づきのサインもまずはここから

Nursing Today

27巻6号 （11月15日号）

糖尿病の併発 主疾患との相互性からアセスメントを深めよう！

緩和ケア

22巻6号（11月15日号）

緩和ケアに携わる人の“つらさ”と癒し

がん看護

17巻7号（11月20日号）

がん患者のリハビリテーション

看護教育

53巻11号（11月25日号）

「複数受け持ち」実習をより効果的に

看護技術

58巻14号（12月20日号）

【特集1】病棟看護師による退院支援 在宅療養生活を見据えた視点
【特集2】段階別・タイプ別 禁煙指導

看護展望

37巻13号（11月25日号）

退院調整の組織的実践 システムの構築と院内での教育体制

看護

64巻15号（11月20日号）

【特集1】全国規模で好事例の共有を！労働環境改善の支援体制を活用しよう！さらなる「雇用
の質」の向上に向けて
【特集2】同一分野の認定看護師複数配置 その実践と成果

臨床看護

38巻14号（12月15日号）

がん患者の栄養療法とアセスメント

コミュニティケア

14巻12号（11月1日号）

【特集1】特別養護老人ホームへの訪問看護－その効果と可能性
【特集2】喀痰吸引・経管栄養 介護職員等との連携のポイント

臨床検査

56巻13号（12月15日号）

アルコール依存症

Medical Technology

40巻11号（11月15日号）

新たな抗凝固薬の展開ーその特徴と検査へのかかわり

公衆衛生

76巻11号（11月15日号）

スクリーニング その進化と課題

化学

67巻12号（12月1日号）

2012年ノーベル賞を読み解く

Newton

33巻1号（1月7日号）

【特集1】1時間でよく分かる！超ひも理論

日経パソコン

662号（11月26日号）

【特集1】ホームネットワーク最新活用 【特集2】最新タブレット選び 5つの極意
【特集3】Windows 8 アップグレードガイド

別冊日経サイエンス

188号（11月21日号）

感染症 新たな闘いに向けて
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【特集2】小惑星インパクト

Photo

成瀬一郎医学図書館長

