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図書館セミナーを開催しました！
医学図書館耐震改修工事中！
現在の様子です

Before

中を
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･･･
ると
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て

ホームページで現在の様子を
紹介しています

★ 医学図書館改修工事
の様子は、こちらから
ご覧いただけます。
トップページ
→“最新情報”

新しい図書館で
働いてみませんか？
医学図書館では、4月からの夜間開
館の学生アルバイトさんを募集して
います。締切は1月18日（金）です。
詳しくは、ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

鳥取大学附属図書館では、平成24年度地域貢献事業として「鳥取県内のお宝発掘事業 －我が図書館
自慢の資料展3－」を開催しました。この事業は今年で３回目となり、今回は「若い人に語り継ぎたい
鳥取県のお宝」をコンセプトに会場を鳥取大学広報センターと倉吉市立図書館の２か所で行い、県内14
図書館の“お宝資料”を展示しました。鳥取大学からは日本で最初に微量分析を始めた角倉先生が、鳥
大の前身である鳥取高等農業学校で使用されたごく初期のものであるクールマンのウルトラ天秤を出展
しました。この展示会は１２月２４日で終了しました。
多数のご来場、ありがとうございました。
鳥取会場

「鳥取県の「至宝」
水木しげるの原点は
戦争だった」と題し
てユニークな水木氏
の人物像などをお話
されました。

12月1日(土)足立倫行氏 記念講演会

倉吉会場
「千歯こきと倉吉淀
屋―全国に行き渡っ
た鳥取の鉄」と題し
て、講談での語りも
好評でした。

12月16日(日)松本薫氏 記念講演会

お知らせ
★ 休館日について

やさしく医療統計学を学ぶ

1月19日(土)～20日(日)は、大学入試センター
試験のため休館です。ご了承ください。

★ 科研費・学長経費での文献複写申込み
文献複写を下記の経費でお申込みいただく場
合は、申込み締め切り日にご注意ください。

科 研 費 ・・・１月１８日（金）
学長経費・・・２月２８日（木）

『臨床雑誌内科』という雑誌の2013
年１月号より「ドジって学ぶ統計学・臨床
研究 凡太郎のボンボン日記」という連載が始まりま
した。
天理よろづ相談所病院の中川義久先生の文による
もので、最初にプロ野球の打率とEBMのお話が出て
きたり、とてもわかりやすく解説されているようです。
統計学についてちょっと苦手意識のある方は、ご覧
になってみてはいかがでしょうか？

新製品トライアルのお知らせ

アクセスは、
医学図書館HP
“最新情報”から！
2013年3月2日まで
お試し期間です

● エルゼビアが提供するデータベース ●
クリニカルキー

その他

『 夜行観覧車 』

隣人は見ている。
高級住宅街で起こった殺人。
3つの家族の視点から見る、虚栄
心にまみれた事件の真相は、
いかに・・・

(R.K)

1月よりTBSテレビ金曜ドラマ
に登場！夜10時です。
著者：湊かなえ
出版：双葉社 2010
ここにあります
↓

冬の夜ふけの事でした。
「わたし」とお父さんはみみ
ずくに会いに深い森へ出かけ
ます。「みみずくに会いに行
く時は静かにしなくちゃいけ
ないよ。」
この絵本は月夜の森の情景
や静寂を美しく描いていて、
主人公である幼い少女の期待
や不安、緊張感が伝わってき
ます。

偕成社 1989.03
（原版 1987.10）

作者の夫と子供達との体
験をもとにした作品で、
「子供達は、あの不思議で
神秘的な美しさにみちた夜
の森での体験を今も生き生
きと覚えています。私は、
父と子の心あたたまるふれ
あいを描きたかったので
す。」と語っています。
1988年度コルデコット賞を
受賞しました。

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
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＊ 新着図書リスト 12月～1月＊
分類番号

書

146

著者名

出版事項

臨床心理士のための医療保健領域における心理臨床

津川律子責任編集

遠見書房 2012.10

146.89 Wat

開業臨床心理士の仕事場

渡辺雄三他編

金剛出版 2012.9

336.2

絶対達成マインドのつくり方 : 科学的に自信をつける4つのステップ

横山信弘著

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社2012.11

375.25 Bur

キュリアス・マインド : ぼくらが科学者になったわけ

ふなとよし子訳

幻冬舎 2008.2

377.13 Dai

大学教授という仕事

杉原厚吉著

水曜社 2012.11

377.9

就活の壁! : かなり変な就活マニュアル

藤本篤志著

宝島社 2012.12

460.75 Ish

in vivoイメージング実験プロトコール : 原理と導入のポイントから2光子顕微鏡の
応用まで

石井優編

羊土社 2013.1

464

Nih

ここまで進んだバイオセンシング・イメージング : 1分子から細胞、脳まで

日本化学会編

化学同人 2012.11

471.9

Sch

邪惡な植物 : リンカーンの母殺し!植物のさまざまな蛮行

守岡桜訳

朝日出版社2012.10

596

Kaw

子どもの身長を伸ばす栄養と食事

川端理香著

大泉書店 2012.11

M07

Nih

Yok

Fuj

名

CBTこあかりリ・コ編集
医学評論社2011委員会

Cbt

13 リ・コ最新問題篇 : 五肢択一形式篇 連問形式篇

M07.69 Ser

糖尿病・肥満/感染症 : 疾患モデルの作製と利用

窪田直人他編集 ｴﾙ･ｱｲ･ｼｰ 2012.7

M16

Imu

進化医学 : 人への進化が生んだ疾患

井村裕夫著

羊土社 2013.1

M17

Lev

レビンソン微生物学・免疫学

磯村寛樹 他訳

丸善出版 2012.10

M2

Miz

1

ヤバレジ : 誰もが最初はヤバレジだった聖路加チーフレジデントがあなたをデキる
水野篤 他 著
レジデントにします

医学出版 2013.1

M23.1 Iwa

抗菌薬の考え方, 使い方

岩田健太郎他著 中外医学社2012.4

M24.3 Miy

CT画像解剖・3DCT画像解析ハンドブック

宮下宗治,他編

オーム社 2012.10

M29

Kaw

看護の力

川島みどり著

岩波書店 2012.10

M29

Ben

ベナー看護ケアの臨床知 : 行動しつつ考えること

阿部恭子他訳

医学書院 2012.11

M29.18 Kob

もっと知りたいエンゼルケアQ&A

小林光恵著

医学書院 2012.11

M29.26 Hos

これだけは知っておきたい整形外科

細野昇編

医学書院 2012.1

M31.85 Kim

もう困らない!高齢者診療でよく出合う問題とその対応 : 検査や治療はどこまで必
要?患者・家族に満足してもらうには?外来・病棟・在宅・施設ですぐに役立つ実践
ポイント

木村琢磨編

羊土社 2012.12

M37.5 Iko

脳からみた認知症 : 不安を取り除き、介護の負担を軽くする

伊古田俊夫著

講談社 2012.10

M39.2 Hos

いざというとき必ず役立つ小児診療のコツ : 症候・疾患別に、まず考えること、すべ
細谷亮太編
きことがわかる!

羊土社 2012.12

M46.57 Ish

Gayet腹腔鏡下肝胆膵手術 : ムービーでみる局所解剖

石沢武彰他著

南江堂 2012.10

M57

Iwa

体位別フリースタイル分娩介助法 : 回旋がわかれば介助がわかる!

岩田塔子著

ﾒﾃﾞｨｶ出版 2007.11

M59

Syu

M86

Kom

913.6

Wad

916

Sek

916

13 出題基準別助産師国家試験問題
転倒・転落を防ぐセーフティマネジメント

竹内美恵子編著 ﾒﾃﾞｨｶ出版2002.6小松泰喜,他編

金原出版 2012.11

和田竜著

小学館 2010.10

がん六回人生全快

関原健夫 著

講談社 2009.12

Tak

過食日記 : ダイエットから摂食障害になった私

高橋カオリ著

飛鳥新社 2008.7

916

Aoi

私、こんなに「うつ」なんです。 : そして、本当に知りたかった薬のこと

青井花著

飛鳥新社 2011.12

916

Nat

心病む母が遺してくれたもの : 精神科医の回復への道のり

夏苅郁子著

日本評論社 2012.8

916

Sas

エンジェルフライト : 国際霊柩送還士

佐々涼子著

集英社 2012.11

2 のぼうの城
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雑誌名

巻号

特集記事

医学のあゆみ

243巻11,12号（12月22日号）

薬剤起因性消化管傷害

日本医事新報

4626号 （12月22日号）

抗血栓薬服用中の内視鏡検査

日本臨床

71巻1号（1月1日号）

心房細動-診断・治療の最新動向-

レジデントノート

14巻15号 （1月1日号）

外来や救急でよく出会う Common disease の診断の落とし穴

癌と化学療法

39巻13号 （12月15日号）

Stage IV胃癌に対する治療戦略

実験医学

31巻1号 （1月1日号）

がんのheterogeneityーその解明と攻略への次なる一手

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

治療

94巻12号 （12月1日号）

プライマリ・ケアとしての骨粗鬆症診断 骨折予防に向けた骨粗鬆症治療

medicina

49巻13号 （12月10日号）

急性心不全への挑戦

診断と治療

100巻12号 （12月 1日号）

脂質異常症ー動脈硬化性疾患予防のためにー

医師国試対策

33巻11号 （12月15日号）

超重要☆☆☆疾患20

クリニカルスタディ

34巻1号 （1月10日号）

【特集1】確実に得点GET!統計・関係法規総まとめ 【特集2】計算問題 ニガテ
克服講座 【特集3】ナーシングプロセス 大腸がん

プチナース

22巻1号 （12月10日号）

“国試対策のプロ”が教えます！合格のために解くべきこの1問

エキスパートナース

29巻1号 （12月20日号）

月刊ナーシング

33巻1号 （12月20日号）

看護教育

53巻12号 （12月25日号）

“特定能力”をもつ看護師の新たな役割とその人材育成

看護技術

59巻1号 （1月1日号）

【特集1】輸液管理における“リスク”と“対策”

看護研究

45巻7号 （12月15日号）

臨床看護師が取り組む研究モデルの探究

看護

65巻1号 （12月20日号）

【特集1】2025年問題を見すえた“これからの看護”を語る 【特集2】労働条件・
労働環境の改善

臨床看護

39巻1号 （1月15日号）

リスクマネジメントとフットケア

コミュニティケア

14巻14号 （12月10日号）

在宅・施設で生かす看護師が行う “手を当てる”ケア

臨床検査

57巻1号 （1月15日号）

【特集1】臨床検査の展望 【特集2】ウイルス性胃腸炎

Medical Technology

40巻12号 （12月15日号）

検査室体制に応じた感染制御の在り方を考える

医療と検査機器・試薬

35巻6号 （12月10日号）

（1）クロスミキシング試験のすべて （2）第33回緊急検査研究会

公衆衛生

76巻12号 （12月15日号）

原子力 災害と公衆衛生

生体の科学

63巻6号 （12月15日号）

リンパ管

化学

68巻1号 （1月1日号）

シェールガス・シェールオイルの化学

こころの科学

166 （11月1日号）

赤ちゃんの精神保健 地域ではぐくむ乳幼児のこころ

からだの科学

275号 （11月1日号）

ホルモン（内分泌）の病気

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 【特集2】小惑星インパクト

別冊日経サイエンス

189号 （12月21日号）

都市の力 古代から未来へ

【特集１】がんの痛みを緩和するためのオピオイドとレスキュー薬 【特集2】検
査値がわかる！読める！
【特集１】その急変、待ったなし！ナースが知っておくべき“まず、やるべき技
術”全部できますか？初期対応

Photo ©

成瀬一郎医学図書館長

