
★ 鳥取大学医学部は「米子医専」とし

て創立されました。医学図書館の前身も

その頃に創設されました。 

現在、医学図書館１階で、1945年「米

子医専」図書室当時の写真や、1971年

建築の現在の医学図書館の写真等を含

む資料を展示しています。 

 ぜひ、お立ち

寄り頂き、タイ

ムスリップして

ください。 

 展示コーナー  「医学図書館今昔」を開催中！ 
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【医中誌の画面】 

【Pubmedの画面】 

 クリック！ 
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図書館にあります 

医学図書館の歴史 

年 項    目 

1945  米子医専創立 

    図書室として開設 

1947  米子市立図書館を吸収 

 鳥取県立図書館米子分館とも一時同居 

1950  大学の図書館として独立 

1956  鳥取大学が新制総合大学となる 

 鳥取大学附属図書館医学部分館となる 

1971  現在の場所に現在の建物を新築 

1980  建物を増築 

2013  耐震改修 



 話 題 運営委員のご紹介 

 

   

 

公共図書館より お借りしてます 
協力用図書ｺｰﾅｰ 

 
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 

雪とパイナップル 
鎌田 實 著/唐仁原 教久 画 

 しかし、そのうちの一

人の少年が亡くなりまし

た。この本は、その少年

とその家族、医師団の懸

命な闘いの実録です。 

 そして、日本の若い看

護師さんが、彼のため

に－20℃の雪の町を毎日

走り回り手に入れたパイ

ナップルの缶詰。それ

は、彼と家族の希望その

ものでした。 

 1986年に起きたチェル

ノブイリ原発事故の放射

能汚染で著者にSOSが送

られてきたのは1990年。 

 翌年、著者はベラルー

シ共和国の重症の白血病

の子供たちがいる地へ赴

き、そこで著者は9人の 

子供の骨髄移植を行いま

した。 

集英社 2004.06 

今年は６０年ぶりである出雲大社の「平成

の大遷宮」と２０年に１度にある伊勢神宮の
「式年遷宮」 が揃って行われる年です。

このダブル遷宮の年に、神社のこと、神々
のことについて、知識を深めてみませんか？

遷宮 －出雲大社、伊勢神宮－

 本は中央図書館に置い

てありますが、医学図書

館からも利用できます。 

 OPACから取寄せする

か、または、カウンター

へお申込みください。 

医学図書館が、日本海新聞

タウン情報紙に掲載されま

した！ 

 リニューアルした正面玄関

やブラウジングコーナーの写

真と共に、人体模型(トルソー)
も紹介され、医学の専門図書

館らしさを“うさ耳”スタッ

フさんはしっかり、感じられ

たようでした。 

世界を識る
世界を識るには、何から？

旅行記？ 経済？ 料理？

中には、お祭りやお土産から識るとい
う本もあります。

様々な切り口から、
世界を覗いてみませんか？

暑さを乗り切る
暑さを乗り切る方法について書かれた本を

集めてみました。

例えば、「手づくりドリンク」、
「緑のカーテン」、
「よい汗のかきかた」 等々。

エアコンに頼らないアイデアを
あなたも試してみませんか？

“うさぎの耳”5月23日号 

 

･･･ 今回のテーマ は ･･･ 

平成25年4月1日現在 

平成25年度医学図書館運営委員会

の先生方は、下記の通りです。 

どうぞ宜しくお願い致します。 

成瀬一郎 教授  生体制御学 

松浦達也 教授  統合分子医化学 

河合康明 教授  適応生理学 

清水英治 教授  分子制御内科学 

加藤信介 准教授  脳病態医科学 

石黒清介 准教授  胸部外科学 

竹内 隆 教授  生体情報学 

中條雅美 教授  成人・老人看護学 

中本幸子 准教授  病態検査学 

館長 
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＊  新着図書リスト 5月～6月＊  

分類番号 書  名 著者名 出版事項 

146.8 Oha   
可能性のある未来につながるトラウマ解消のクイック・ス

テップ : 新しい4つのアプローチ 
ビル・オハンロン著 金剛出版 2013.1 

318.3 Shi 14 地方上級・専門試験過去問500 資格試験研究会編 実務教育出版 2013 

364.4 Sha 2014 介護保険制度の解説   社会保険研究所 2013 

377.9 Shu 14 就職四季報 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2013 

377.9 Oga   
男のマナーパーフェクトBOOK = Men's Manners Perfect 

Book : 必ず役立つ! : ビジネスもプライベートも、これ一冊でうまくいく 
尾形圭子監修 ナツメ社 2013.3 

377.9 Tak   
全員内定! : 就活は1結論(ending) 2体験(episode) 3感情

(emotion)で絶対うまくいく 
高田裕明著 サンマーク出版 2012.11 

377.9 Hir   接遇道 : 凛と際立つ女性となれ 平林都著 三笠書房 2012.3 

377.9 Shi 14 
就職試験受かる小論文・作文模範文例 : 内定を勝ち取る

自己アピールのヒント満載!! 
新星出版社編集部 新星出版社 2013 

464.1 Bun 1 分子生物学講義中継 井出利憲著 羊土社 2002.5-2006.1 

M01.9 Tak   
今日から使えるリハビリテーションのための統計学 : 初心

者のための実践的手引き 

高橋仁美, 加賀谷

斉編 
医歯薬出版 2013.3 

M13 Neu   Neuroscience Dale Purves著 Sunderland c2012 

M13 Pat   パートナー機能形態学 : ヒトの成り立ち 高野行夫他編集 南江堂 2013.3 

M15 Yak   薬理学 : クイックマスター 鈴木正彦著 サイオ出版 2013.3 

M18 Abb   Basic immunology : functions and disorders of the immune system Abul K. Abbas他著 Elsevier Saunders c2013 

M2 Sen   医学記憶術免許皆伝 : 兵法 頭字編 千田金吾著 南江堂 2013.2 

M29 Kan   看護ケアの根拠と技術 : 学ぶ・試す・調べる 村中陽子他編著 医歯薬出版 2013.3 

M29.83 Kan S 看護管理基本資料集 中西睦子他編集 日本看護協会出版会 2013.4 

M31.23 Vij   小児・思春期糖尿病の対応マニュアル 池上博司専門編集 中山書店 2012.8 

M31.85 Kuz   栄養・運動で予防するサルコペニア 葛谷雅文他編集 医歯薬出版 2013.2 

M37.3 Mat   
プロセスモデルで考える摂食・嚥下リハビリテーションの臨

床 : 咀嚼嚥下と食機能 
松尾浩一郎他編集 医歯薬出版 2013.3 

M37.63 Ito   
臨床家がなぜ研究をするのか : 精神科医が20年の研究の

足跡を振り返るとき 
糸川昌成著 星和書店 2013.1 

M39.2 Kod   こどもの病気 小野正恵著 日本医事新報社 2012.9 

M39.31 End   先天代謝異常ハンドブック 遠藤文夫総編集 中山書店 2013.3 

M39.4 Rin   臨床小児麻酔ハンドブック 香川哲郎他編集 診断と治療社 2013.3 

M39.83 Kod   子どもの食と栄養 : 健康と食べることの基本 高野陽 [ほか] 著 医歯薬出版 2013.6 

M47.08 Sei   手関節・手指の手術 三浪明男専門編集 中山書店 2012.4 

M48 Kaw   皮膚血管炎 川名誠司他著 医学書院 2013.2 

M48.08 Hih 16 蕁麻疹・血管性浮腫パーフェクトマスター 秀道広専門編集 中山書店 2013.2 

M52 Yos   産科が危ない : 医療崩壊の現場から 吉村泰典 [著] 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃｨﾝｸﾞｽﾞ 2013.4 

M65.08 Ent   がんを見逃さない : 頭頸部癌診療の最前線 岸本誠司専門編集 中山書店 2013.1 

M8 Wak   わかりやすい公衆衛生学 竹田美文他編著 三共出版 2012.3 

M88 Rou 2012 労働衛生のしおり 
労働省労働基準局安全

衛生部編 
中央労働災害防止協会 2012 

830.7 Auf 1 Themen neu : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache Hartmut 他著  M. Hueber c1994- 
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ハクウンボク 
（元谷にて） 

雑  誌  名 巻   号 特  集  記  事 

外科 75巻6号 （6月1日号） 必見！アッペのすべてー疫学・診断から単孔式内視鏡手術まで 

胸部外科 66巻6号 (6月1日号） 
肥満がStanford A型急性大動脈解離の若年発症および術後低酸素血

症に与える影響 

medicina 50巻5号 （5月10日号） 胃食道逆流症（ＧＥＲＤ）“胸やけ”を診療する 

最新医学別冊 68巻別冊 （5月25日号） 新しい診断と治療のABC 78 心身症 精神8  

医師国試対策 34巻4号 （5月15日号） 合格者から学ぶ108回国試へのプロセス 

クリニカルスタディ 34巻7号 （6月10日号） 
【特集1】 実習の臨床看護技術 “想定外”を解決！【特集2】微生物学

がわかる９つのＱｕｅｓｔｉｏｎ 【ナーシングプロセス】2型糖尿病 

クリニカルスタディ

増刊 
34巻6号 （5月10日号） 看護学生のための解剖生理まとめノート 

プチナース 22巻7号 （5月10日号） 正常・異常をひと目で理解／実習でのナースへの報告 

エキスパートナース 29巻9号 （5月20日号） こんなにｺﾜｲ！リスク場面 事故につながる！その「油断」 

月刊ナーシング 33巻7号 （5月20日号） 
【特集１】治療・ｵｰﾀﾞｰのなぜ？解決できる医師指示の根拠 【特集2】脳

神経疾患の治療とケア 

緩和ケア 23巻3号 （5月15日号） 臨床で役立つ サイコオンコロジーの最新エビデンス 

がん看護 18巻4号 （5月20日号） 外来治療中の患者のQOLを支える 

看護技術 59巻7号 （6月20日号） “失敗例”から考える日常ケアの落とし穴 

看護展望 38巻7号 （5月25日号） 「社会人基礎力」の育成 

臨床看護 39巻7号 （6月15日号） 医療者を育てる緩和ケアの実践 

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] 

化学 68巻5号 （5月1日号） 光触媒反応を分子レベルで観る 単一粒子・単一分子イメージング 

からだの科学 275号 （11月1日号） ホルモン（内分泌）の病気 

そだちの科学  19号 （10月15日号） 子どもの治療とは何か 

Newton 33巻7号 （7月7日号） 生命とは何か リチャード・ドーキンス博士 「生命はつくれる」 

日経パソコン 674号 （5月27日号） 
【特集1】PDF最新活用術 【特集2】高級・業務用機器の世界 【特集3】

高速無線LAN「11ac」の実力 


