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医学図書館新装オープニング式典を開催しました
鳥取大学医学図書館は、昨年より耐震改修工事を行っておりましたが、4月1日にリニュー
アルオープンしました。これを記念しまして、4月24日に「鳥取大学医学図書館新装オープニ
ング式典」を開催しました。
成瀬医学図書館長が式辞を述べ、「快適性を重視し、学生諸君が長
時間腰を落ち着けて学習できる空間が創出できた。また、地域の図書
館との連携により、利用者の多様なニーズに応える努力を惜しまな
い」と抱負を語りました。

続いて豊島学長より、「医学図書館は、鳥取県のみならず地域の医
学・医療情報の拠点の 図書館としてがんばっていただきたい」と期待を
述べられました。また、鳥取県立図書館高橋館長をはじめ、学内外関係
者４０名の出席をいただき、盛大に改修を祝うとともに、リニューアル
した医学図書館の見学会を行いました。

式典当日の様子

館内では唯一軽食OK! の
ブラウジングコーナー
2Fに上がると新着図書
コーナーと閲覧席です。
書架を見学。本は分類
順に並んでいます

雨模様の中、多くの
関係者の方にお集ま
り頂きました

医学図書館は、夜11時まで開館して
います。どうぞご利用ください。

出張図書館開催！
平成25年4月医学科、保健学科の授業等で図書館職員が5回出張図書館を開催
しました。図書館の資料や人体模型等を持参して、学生さんに実際に触って頂き
ました。学生さんは、先生の説明を受けながら、授業で学習した知識を確認したり、
疑問を解決したりしていました。今まで理解が難しかったことの学習に「３次元の模型で視覚的な
イメージを使うことで勉強する時に役立つ。」等、先輩たちの多数の意見で購入した人体模型が役立っ
ていました。人体模型はカウンターでお申込みいただけば、
学生さんに館内貸出を致します。グループ学習室等での
学習にお役立てください。

看護研究・プレゼン講習会のご報告
5月１日（水）に総合メディア基盤センターと医学図書館のコラボレーション
講習会である「看護研究・プレゼン講習会」を開催しました。
13:30～15:30の2時間で、前半に「PowerPoint」を使ってプレゼン講習、後半
に医中誌Webで文献を入手するまでの説明をしました。
ほとんどの方が看護師経験２～３年の方で、22名の参加がありました。
図書館では、参加された皆さんのご意見を参考に、今後も講習会を行っていく
予定です。
改修工事終了に伴い、香陽文庫の絵本

ILL文献複写申込みが
簡単になりました！

も医学図書館に返ってきました！

（対象:大学院生・教職員）

医中誌やPubmedの文献
検索の結果から簡単に図書館
へ申込みができます。
検索結果の
このアイコン
を開く

学内所蔵がな
ければ、ここ
から図書館へ
文献の申込み
ができます。

必要事項を記入

ぼくの病気はいつなおるの？
－ツヨシ君のいちばん聞きたいことー

田沢雄作・田沢二三代 作/榧野 ヒカリ 絵
鳥取大学病院内にある
院内学級の「人間の体」
という授業でツヨシ君は
質問をしました。「ぼく
の病気は、いつなおる
の」それは、みんなが一
番聞きたい質問でした。
今野先生は、困ってしま
いました。

作者でもあり、小児科
医の田沢先生は、“あと
がき”で、子どもたちの

傍らに付き添う我々が真
正面から答えなければな
らない質問でした。この
絵本が厳しい運命との出
会いの中、目に見えない
不安に耐えている親子の
心の支えになる事ができ
たら、と願っています。
太陽の子風の子文庫 2001.0 6

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 4月～5月＊
分類番号

146.8

Kur

書

名

著者名

出版事項

ゲシュタルト療法入門 : "今,ここ"の心理療法

倉戸ヨシヤ編

金剛出版 2012.12

369.27 Ish

当事者研究の研究

石原孝二編

医学書院 2013.2

460

大学1・2年生のためのすぐわかる生物

大森茂著

東京図書 2012.4

M01.5 Sei

生物と生命倫理の基本ノート : 「いのち」への問いかけ

西沢いづみ著

金芳堂 2013.3

M07

Nak

ヒトと医学のステージへ拡大する細胞周期2013 : がん治療
中山敬一編集
と生命現象の解明をめざして

羊土社 2013.2

M11

Sak

医療職をめざす人の解剖学ｈａｚｉｍｅｎｏｉｐｐｏ : 東大講義録 坂井建雄著

日本医事新報社 2013.2

M13

Sei

生理学テキスト

大地陸男著

文光堂 2013.2

M15

Pat

パートナー薬理学

石井邦雄他編集

南江堂 2013.3

M19

Ido

医動物学

吉田幸雄他著

南山堂 2013.3

M2

Ots

時間内科学

大塚邦明著

中山書店 2013.3

太田祥一編

羊土社 2013.2

Dai

M22.9 Ota

直伝!救急手技プラチナテクニック : 手技はもちろん、合併症や施
行後に考えることなど、次の一手まで見据えた王道アプローチを伝授

M24.3 Yam

単純X線撮影必携 : すぐに使える実戦テクニック

山下康行監修

ヌンク 2013.2

M25

Rig

理学療法概論

奈良勲編著

医歯薬出版 2013.2

M28

Kaw

医療機器の日常お手入れガイド : 清掃・消毒・滅菌

川崎忠行他編集

ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2013.3

M29

Kan

看護学概論 : 看護追求へのアプローチ

島崎玲子他編著

医歯薬出版 2013.2

M29.015 Yos

看護倫理 : 見ているものが違うから起こること

吉田みつ子著

医学書院 2013.2

M29.25 Sho

チームで支える!子どものプレパレーション

古橋知子他編集

中山書店 2012.6

M29.26 Tan

ポジショニングガイド : これで安心!症状・状況別

田中マキ子他編

中山書店 2012.9

M29.28 Iwa

見てわかる産婦人科ケア : 看護手順と疾患ガイド

岩下光利他編集

照林社 2013.2

M29.29 Kor

脈拍・心電図に異常のある患者の理解と看護

藤田英雄他著

中山書店 2010.8

M31.23 Vij

最新インスリン療法

綿田裕孝専門編集 中山書店 2011.6

アンチスティグマの精神医学 : メンタルヘルスへの挑戦

日本若手精神科医の会
(JYPO) 訳

M37.08 Aku

最新アプローチ多発性硬化症と視神経脊髄炎

吉良潤一専門編集 中山書店 2012.11

M37.3 Fuk

福島メソッド失語症の認知言語治療 : その方法と実践

福島和子著

医書出版部 2013.3

M37.4 Nor

嘔吐恐怖症 : 基礎から臨床まで

野呂浩史編

金剛出版 2013.1

M37

Sar

金剛出版 2013.2

M39.37 Kod

3 子どもの身体表現性障害と摂食障害

齊藤万比古総編集 中山書店 2010.6

M39.37 Kod

6 子どもの人格発達の障害

齊藤万比古責任編集

中山書店 2011.9

初心者も活用できるがん医療・がん看護

阿蘇品スミ子他編著 南山堂 2013.3

M47.08 Sei

膝関節の手術

黒坂昌弘専門編集 中山書店 2011.9

M48

高齢者によくみられる皮膚疾患アトラス: 鑑別と治療のポイント 横関博雄他編

M45

Sho
Yok

医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 2013.3

M65.08 Ent

急性難聴の鑑別とその対処

高橋晴雄専門編集 中山書店 2012.8

M79

Tsu

プロフェッショナルコミュニケーション

土屋和子著

医歯薬出版 2013.2

M86

Kis

基礎から学ぶ楽しい疫学

中村好一著

医学書院 2013.1

M98

Wat

漢方医学の進歩と最新エビデンス

渡辺賢治編集

医歯薬出版 2013.2

2カ月で攻略TOEICテスト900点!

天満嗣雄著

アルク 2013.1

830.79 Ama
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雑誌名

巻

号

2013.5

特集記事

外科

75巻5号 （5月1日号）

肝門部胆管癌の治療戦略2013

胸部外科

66巻5号 (5月1日号）

肺癌切除後に出現した単発肺腫瘤

内科

111巻5号 （5月1日号）

到来 二人に一人脳卒中時代

medicina

50巻4号 （4月10日号）

エマージェンシーの予兆を察知する リスクを評価し危機に備える

最新医学

68巻5号 （5月10日号）

脳血管障害

最新医学別冊

68巻別冊 （5月10日号）

新しい診断と治療のABC 11 CKD（慢性腎臓病）慢性仁不全 腎1

医師国試対策

34巻2号 （4月15日号）

107回国試まるわかりガイド

クリニカルスタディ

34巻5号 （5月10日号）

【特集1】 看護につながるやさしい解剖生理(Part.2消化器系） 【特集2】看護師国
家試験超速報！

プチナース

22巻5号 （4月10日号）

看護過程＆実習記録の困ったことすべて解決！Part2

プチナース増刊

22巻6号 （4月10日号）

実習記録の書き方がわかる！領域別看護過程展開ガイド

エキスパートナース

29巻6号 （4月20日号）

ここだけは知って！こうしてレベルアップ！臨床変え技術の決め手①

エキスパートナース
増刊

28巻14号 （4月20日号）

“気づき”を確信に変えるアセスメント知識＆技術 急変・異常早目の見抜きかたポ
イント

月刊ナーシング

33巻6号 （4月20日号）

【特集１】ﾅｰｽがﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞを離れてはいけない臨床ｼｰﾝ20 【特集2】必ず知っておく
べき！急変時の「役割別」動き方

月刊ナーシング増刊

33巻5号（4月10日号）

再発がんの治療と看護

看護教育

54巻5号 （5月25日号）

「狙い」に合わせたシュミレーションン教育の方法

看護技術

59巻4号 （4月20日号）

知れば、気づける！対応できる！症状別フィジカルアセスメント

看護展望

38巻6号 （4月25日号）

“囚われ”の看護理論から“よく生きる”看護理論へ

臨床看護

39巻6号 （5月15日号）

排泄と予防的スキンケア

検査と技術

41巻5号 （5月1日号）

播種性血管内凝固症候群（DIC)

公衆衛生

77巻5号 （5月15日号）

若者の精神保健 ①

遺伝

67巻3号 （5月1日号）

形態進化のロジックを辿る－エボデボ研究最前線[動物篇]

生体の科学

64巻2号 （4月15日号）

特殊な幹細胞としての骨格筋サテライト細胞

化学

68巻5号 （5月1日号）

あれから2年 改めて福島原発事故を問う

こころの科学

169号（5月1日号）

職場のうつ

Newton

33巻6号 （6月7日号）

日経パソコン

672号 （4月22日号）

日経サイエンス

43巻6号 （6月1日号）

予防・診断・治療法の進歩

なるほどよく分かる！量子論。「原子の世界」を解き明かす、現代科学で最重要の
大理論
【特集1】WindowsXP残り1年を切る【特集2】ｽﾏｰﾄﾌｫﾝで動画を楽しむ 【特集3】日経
パソコンEduスタート
天才脳の秘密

天才と変人 解き放たれた知性 サヴァンに学ぶ独創のヒント

サギソウ
（恋ヶ窪にて）
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成瀬一郎医学図書館長

