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第8回 図書館セミナーを開催しました

成瀬一郎医学図書館長

7月11日(金)、211 講義室で中根裕信先生（医学科形態医学分野）
を講師に図書館セミナーを開催しました。
今回は、最近よく耳にする「風疹」の話でした。なぜ、「風疹」はこ
んなにもニュースに上るのでしょうか? それは妊婦さんが、妊娠の初期
に風疹に初めて感染すると胎児に異常(白内障、難聴、心奇形等)が生
じ、先天性風疹症候群(congenital rubella syndrome: CRS)になる可
能性があり社会的に問題になるとのことでした。妊娠初期は胎児の主な
臓器が形成される大切な時期(器官形成期)です。この時期に風疹ウイル
スに初めて感染すると細胞の分裂等に影響がでて、臓器の形成がうまく
できないためにCRS になるとのことでした。人の発生過程の動画と図
表を用いてCRS についてわかりやすく説明されました。次にCRS の発見の歴史について話されました。
1941 年にGregg 医師(オーストラリア)は、両目が白内障の新生児を通常より多く診察し、これまでにな
いことだと感じました。その原因を調べるうちに、その新生児の母親が妊娠初期に風疹に感染していたこと
を知り、「胎児の異常」と「風疹」の関係を指摘しました(風疹ウィルス発見の約20 年前)
[Teratology,58:13-23(1998)]。CRS の発見は、Gregg 先生が病気の症状にとどまらず、患者さんの
生活や背景にまで目を向けたからこそなされたと言えるでしょう。
その意味で、医療人は、医学や疾患への深い理解が必要であるとともに、状況に応じて患者さんの周囲の
家族や地域といった患者さんの背景をも考慮に入れ総合的に分析する力を持つことが大切であると話されま
した。
参加者からは
「将来感染症について聞く時、風疹を一つ
「モチベーションが上がりました」
のベースとして…学びやすくなると思う」

「知っていることが増えると関心が増す」
と大変好評でした。

企画展示

下田光造先生

-鳥取大学の誇れる歴史-

鳥取大学医学部の前身の「米子医学専門学校」は終戦前の1945年創設されました。初代校長とし
て招聘されたのが、鳥取県出身の下田先生でした。
下田先生は「米子医学専門学校」の校長を、故郷のためにと引き
受けられ、医専を大学として残すためにご尽力されました。大変
なご苦労があったようです。
下田先生が鳥取大学医学部設立にかかわられたことは鳥取大学医
学部の誇りです。
その他、下田先生が診察しておられた頃の日本の精神科患者の調
査資料や、齋藤茂吉先生との交流、下田先生のエピソードに関す
る資料を集め展示しています。
医学図書館1階

集密書架手前の「展示コーナー」にて展示中

お知らせ
月は、 図書館内の
蔵書点検等のため休館
します 。
8

★図書館のすすめ★
皆さんは医学図書館のホームページをご利用されたことはありますか?
ホームページでは医学図書館長のつぶやきが掲載されています。最新No.14は「電子化された資料 他」
をテーマにしています(7/30現在)。ご興味を引かれた方は以下からぜひご一読下さい。

医学図書館ホームページ“http://lib.med.tottori-u.ac.jp/”

出張図書館開催！
4月から7月にかけて各学科
の授業等にて図書館職員が出張
図書館を12回行いました。
各授業等に関連している専門
書、一般教養書を含む図書館資
料を持参し、ご紹介いたしまし
た。またお時間がある学生さん
には興味・関心を惹かれる資料
を手にとってご利用頂きまし
た。
出張図書館は各学科の授業等
に出張いたします。出張図書館
のご依頼・ご相談等ございまし
たら医学図書館(内線:6461)ま
でご連絡下さい。

Healing Art

心のやすらぎと希望を取り戻すために
/クミコ・クリストフ 著

今回は、鳥大附属病院で
先日、開催された『NHK
ハート展』に絡み、この本
をご紹介します。
Hospital healing artist
である作者が、患者さんと
ふれあいながら描いたも
の。その作品は、患者さん
に寄り添いながら、出来上
がったものが多い。
文藝春秋社 1994.11

Healing Artとは、
癒しの芸術として難病
に苦しむ子供たちの心
を開き、沈んだ心を癒
すために生まれたアー
トとのこと。それらの
感性に想像力と優しさ
を感じます。
そんな多くの作品の
中でも三本の足の犬
は、可愛い中にも力強
さがあり、印象に残り
ます。

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・前田）
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＊ 6月～7月
分類番号

書

名

著者名

出版事項

*

発明楽

植木 賢

鳥取大学医学部次世代高度医療推進
センター

024.9:Tac
159.7:Hon
159.7:Kaw
367.61:Ish
369.31:Ima
369.31:Min
378.28:Oka
402:Don
407:Hor
440:Yam
460:Sei

立花隆の書棚
10代にしておきたい17のこと
「20代」でやっておきたいこと
子どもの無縁社会 : ルポ
心のおくりびと東日本大震災復元納棺師
東日本大震災消防隊員死闘の記
日本手話のしくみ
「図説」偽科学・珍学説読本
発表が楽しくなる!研究者の劇的プレゼン術
アストロバイオロジー
生物学入門
人体は`なに'で作られているのか ニュートン
別冊

立花隆著
本田健著
川北義則著
石川結貴著
今西乃子著
南三陸消防ほか署
岡典栄ほか著
グレイム・ドナルド著
堀口安彦著
山岸明彦編
石川統ほか編

中央公論新社 2013.3
大和書房 2010.12
三笠書房 2013.2
中央公論新社 2011.12
金の星社 2011.12
旬報社 2012.3
大修館書店 2011.4
原書房 2013.3
羊土社 2013.4
化学同人 2013.3
東京化学同人 2013.2

474.7:Gco

菌類きのこ遺伝資源 : 発掘と活用

GCOE「持続性社会構築に向けた菌類きのこ
資源活用」編集委員会編

M01.45:Gur

決められない患者たち

ジェロームグループマン
医学書院 2013.3
ほか著

M03.4:Tab

トシ、1週間であなたの医療英単語を100倍にしなさ
田淵アントニオ著
い。できなければ解雇よ。

464.2:Jin

M07.9:Ish:107 医師国家試験問題解説 第107回解説

ニュートンプレス 2013.3
丸善プラネット 2013.1

SCICUS 2009.6

国試対策問題編集委員会
MEDIC MEDIA 2006.5編集

これだけは知っておきたい医学英語の基本用語
藤枝宏壽ほか編著
と表現
DonaldM14:Voe:2
ヴォート生化学 下
Voet,JudithG.Voet著
M16:Rin
臨床病態学 総論
北村聖総編集
若手ドクターのための大腸内視鏡挿入法挿入パ
M21.4:Nak
中嶋清司著
ターンと道順
M29.079:Kei:2 系統別看護師国家試験問題解答と解説 第102回 『系統看護学講座』編集
014
(2014年版)
室編
なぜ?どうして? 看護師・看護学生のための 基
M29:Iry:01
医療情報科学研究所編
礎看護
M3:Asa:1
内科學 1
矢崎義雄総編集
M31.85:Nih
老年医学系統講義テキスト : カラー版
日本老年医学会編集
M37.2:Kon
今日の神経疾患治療指針
水澤英洋[ほか]編
M37.2:Yam
脳画像でみる精神疾患
松田博史編集
M42.4:Mas
麻酔科研修チェックノート
讃岐美智義著
M46.43:Kur
心臓外科の刺激伝導系
黒澤博身著
M47.8:Kon
今日のリハビリテーション指針
伊藤利之ほか編
M86.1:Nat
虫と皮膚炎
834:Kaw
TOEICテストにでる順英単語
河上源一編著
911.368:Kob
ランドセル俳人の五・七・五
小林凛著
913.6:Hig
虚像の道化師 : ガリレオ7
東野圭吾著
M07:Kor

913.6:Mat

ビバ!彫刻 : 彫刻シンポジウム物語

松本薫著

913.6:Mur
913.6:Tak
914.6:Kim
916:Sas

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年
くちづけ
すべては宇宙の采配
おもかげ復元師

村上春樹著
宅間孝行著
木村秋則著
笹原留似子著

メジカルビュー社 2004.2
東京化学同人
ヌーヴェルヒロカワ 2013.3
メディカルレビュー社
2013.5
医学書院
メディックメディア 2013.3
朝倉書店 2013.6
西村書店 2013.4
医学書院 2013.3
新興医学出版社 2013.6
羊土社 2013.3
医学書院 2013.2
医学書院 2013.5
学研メディカル秀潤社
中経出版 2011.9
ブックマン社 2013.4
文藝春秋 2012.8
彫刻シンポジウム物語刊行
会
文藝春秋 2013.4
幻冬舎 2013.4
東邦出版 2013.6
ポプラ社 2012.8
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雑誌名

巻号

2013.8

特集記事

臨床雑誌外科

74巻9号 （9月1日号）

消化器癌に対するneo-adjuvant therapy の最新情報

胸部外科

66巻9号 (8月1日号）

開心術中における動脈圧心拍出量モニタリング

内科

112巻2号 （8月1日号）

貧血 実臨床に役立つ診療のポイントと最新の知見

medicina

50巻7号 （7月10日号）

“実践的”抗菌薬の使い方 その本質を理解する

medicina 増刊号

49巻11号 （11月1日号）

いま、内科薬はこう使う

最新医学

68巻7号（7月10日号）

致死性不整脈診療の最前線

最新医学別冊

68巻別冊 （7月25日号）

新しい診断と治療のABC21 頭痛 改訂第2版 神経2

医師国試対策

34巻6号 （7月15日号）

解くチカラを鍛える 小児科

クリニカルスタディ

34巻9号 （8月10日号）

【特集1】 退院する患者さんにどうかかわる？【特集2】夏を活かす！国試対策
マル秘術

プチナース

22巻9号 （7月10日号）

国試の出題基準が変わった！ この夏、ニガテ分野を克服！[解剖整理]ほか

エキスパートナース

29巻10号 （7月20日号）

【特集１】これでスッキリ！経腸栄養静脈栄養 【特集2】もっと知りたい異常の
見抜き方 この症状！絶対コール！

月刊ナーシング

33巻9号 （7月20日号）

【特集１】[技術」も｢ケア」も身につく看護実践の極意33 【特集2】はじめてでも
わかるエコーの見かた Ｑ＆Ａ 【特集3】脱水を見抜き対応する！

がん看護

18巻5号 （8月20日号）

根拠がわｋる 血液がんのケア

看護教育

54巻7号 （7月25日号）

スマホ時代のリスク管理 情報リテラシーを育みトラブルを防ぐ

看護技術

59巻9号 （8月20日号）

スキルアップに役立つ糖尿病ケア最新トピック

看護展望

38巻9号 （7月25日号）

院内暴力への対応力を磨く スタッフ教育

臨床看護

39巻9号 （8月15日号）

ナースの活動とグループワーク

検査と技術

41巻8号 （8月1日号）

甲状腺随様癌

公衆衛生

77巻7号 （7月15日号）

医療安全のさらなる推進に向けて

遺伝

67巻4号 （7月1日号）

共生ゲノム学-生物共進化のプリンシプルに迫る

化学

68巻8号 （8月1日号）

常識を覆す結晶構造解析「結晶スポンジ」法

からだの科学

278号 （8月1日号）

アルツハイマー病の最新知識 （278号で休刊）

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8号 （8月10日号）

保存版富士山 10万年の噴火史が刻まれた奇跡の独立峰 科学を支える数学
「対数」の不思議名世界

日経パソコン

678号 （7月22日号）

【特集1】パソコン操作の「省力」ワザ 【特集2】アマゾンvs家電量販店 【特集3】
企業の情報化実態 2013

＊ 新着 闘病記リスト＊
分類番号
書
名
369.28:Ham 幻聴妄想かるた
911.162:Nag 歌に私は泣くだらう : 妻・河野裕子闘病の十年
916:Abu

わが盲想

916:Kab
916:Kan

車イスかばさんのアタリマエな幸せ
僕の死に方 : エンディングダイアリー500日

著者名
ハーモニー編著
永田和宏著
モハメド・オマル・アブ
ディン著
椛島剛之著
金子哲雄著

出版事項
医学書院 , 2011.11
新潮社 2012.7

916:Oka

ペコロスの母に会いに行く

岡野雄一著

西日本新聞社 2012.7

916:Yam

神様からの宿題

山本育海,山本智子著

ポプラ社 2012.12

ポプラ社 2013.5
WAVE出版 2012.9
小学館 2012.11

