発行日

2013. 10

医学図書館Today
№35

新しい人体模型が入りました！

協力用図書が届いています！

Photo by

成瀬一郎医学図書館長

お知らせ

湖山キャンパス
にて開催です！

中学生職場体験
9月25日(水)
鳥取大学医学部における
職場体験学習（ワクワクごと
う）の一環として、米子市立
後藤ヶ丘中学校の２年生５名
に、医学図書館の職場体験を
してもらいました。

第13回出張図書館
10月4日(金)
保健学科1年生の授業で出
張図書館を開催し、医学図
書館の利用や資料について
紹介を致しました。

シンポジウムを
開催します！

☆学生の

押し☆

『図解心電図テキスト』
－ Dr.Dubin式はやわかり
心電図読解メソッド －

わからなきゃまずいのは、
わかるけど授業を聞いてもよ
くわからない。
そんな人でも大丈夫！順を
追った説明で、なおかつしつ
こいくらい繰り返してくれる
のでわかりやすいです。内容
は濃いけど、文量は少ないの
でとっつきやすいです。
著者：村川裕二訳
出版：文江堂
ここにあります
↓

紙しばい屋さん
昔、紙芝居屋さんをし
ていたおじいさんは、長
い年月をへて、もう一仕
事しようと、自転車で山
をおり町へ行きました。
しかし、そこは昔と大
きく変わっていました。
拍子木をカチーンと打ち
鳴らして、声をはりあげ
ました。「紙しばい屋さ
んがきましたよー！」
・・・思い出が次々と蘇
ります。

/ アレン・セイ作・絵

ほるぷ社 2007.3

この絵本は、2005年
にアメリカで出版され、
2007年に日本語版が出
版されました。
作者は1937年横浜生
まれ。中学時代に漫画家
の野呂氏に師事し絵を学
びその後、渡米。50歳
で絵本創作に専念。この
作品は、横浜での幼少時
代を思い描いた自伝的絵
本三部作の一つといわれ
ています。

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＊ 9月～10月
分類番号

書

名

著者名

出版事項

332.1:Nos

アベノミクスと日本の論点

農山漁村文化協会編

農山漁村文化協会 2013.5

361.7:Abe

地方にこもる若者たち

阿部真大著

朝日新聞出版 2013.6

377.7:Koj

科研費獲得の方法とコツ 第3版

児島将康著

羊土社 2013.8

402.97:Tan

すてきな地球の果て

田邊優貴子著

ポプラ社 2013.8

467.2:Shi

おもしろ遺伝子の氏名と使命

島田祥輔著

オーム社 2013.4

467:Suz

ヒトの心はどう進化したのか

鈴木光太郎著

筑摩書房 2013.6

M11.7:Cli

Clinical neuroanatomy

Stephen G. Waxman

McGraw-Hill Medical c2013

M11.7:Man

Gray's clinical neuroanatomy

Elliott Mancall 他

Pa. Saunders c2011

M13.71:Ram

脳のなかの天使

V.S.ラマチャンドラン著

角川書店 2013.3

M13:Tsu

子どもにウケるからだの謎ウソ・ホント!? 坪内忠太著

M15:Ran

Rang and Dale's pharmacology

Humphrey P. Rang 他 Elsevier Churchill Livingstone c2012

M16.15:Kim

Oncolytic viruses

David H. Kirn 他

N.J. Humana Press c2004

M17:Tod

戸田新細菌学

吉田眞一 他 編

南山堂 2013.8

M2:Kik

ぜんぶわかる最先端医療

菊地眞監修

成美堂出版 2013.8

M29.26:Jun

循環器看護ケアマニュアル

伊藤文代編集

中山書店 2013.8

M29.26:Nas

ナースのためのやさしくわかる褥瘡ケア

鈴木定, 古田恭子著

ナツメ社 2013.8

M29.26:Oga

血液・造血器

小笠原洋治 [ほか] 執筆 医学書院 2013.6

M31.2:Kaw

アルビノを生きる

川名紀美著

M31.7:Win:01他 Wintrobe's clinical hematology v.1-2

新講社 2013.7

河出書房新社 2013.6
Lippincott Williams & Wilkins c2009

うつ病の現在

上野川修一著
佐古泰司, 飯島裕一著

講談社 2013.4
講談社 2013.6

M38:Har

Harrison's infectious diseases

Dennis L. Kasper 他

McGraw-Hill Medical c2013

M38:Hon

Step up式感染症診療のコツ

本郷偉元 編集

文光堂 2013.2

M45.3:Nak

抗がん剤治療中の生活ケアBOOK

中川靖章監修

有楽出版社

M45:Muk:1他

病の皇帝「がん」に挑む 上-下

シッダールタ・ムカジー著 早川書房 2013.8

M80.21:Mur

医療にたかるな

村上智彦著

新潮社 2013.3

医療法制研究会監修

中央法規出版 2006.3-

M34.6:Uen

からだの中の外界腸のふしぎ

M37.64:Sak

M81.2:Iry:25 医療六法

平成25年版

M85.5:Sug

栄養学を拓いた巨人たち

杉晴夫著

講談社 2013.4

579.93:Iku

ドキュメント遺伝子工学

生田哲著

PHP研究所 2013.5

830.79:Mat

はじめてのTOEFLテスト完全対策

松谷偉弘 著

旺文社 [2006.5]

830.79:Shi

はじめて受けるTOEFL ITP TEST総合対策

島崎美登里 他 著

語研 2010.3

834:Hay

TOEFL TEST必須英単語5600

林功著

ベレ出版 2011.2

913.6:Kur

零のキセキ

胡桃哲著

学研パブリッシング

913.6:Yuz

ランチのアッコちゃん

柚木麻子著

双葉社 2013.4

933.7:Yan

たんぽぽ娘

ロバート・F・ヤング著

河出書房新社 2013.5

J. R. Baker 他

Academic Press 1963-

J. R. Baker 他

Academic Press 1963-

逐次刊行
物:Adv:78
逐次刊行
物:Adv:82

Advances in parasitology

v. 78

Advances in parasitology

v. 82
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雑誌名

巻号

特集記事

臨床雑誌外科

75巻10号 （10月1日号）

消化器癌術後フォローアップ

胸部外科

66巻11号 (10月1日号）

弓部大動脈瘤ーこだわりの術式と遠隔期成績

内科

112巻4号 （10月1日号）

ネフローゼ症候群 診療の新たな潮流

medicina

50巻9号 （9月10日号）

内科医のためのクリニカル・パール2

最新医学

68巻10号（10月10日号）

リンパ系腫瘍 ー最新の病態解析と治療ー

最新医学増刊

68巻増刊 （9月25日号）

発達障害

医師国試対策

34巻8号 （9月15日号）

クリニカルスタディ

34巻11号 （10月10日号）

プチナース

22巻11号 （9月10日号）

エキスパートナース

29巻12号 （9月20日号）

月刊ナーシング

33巻11号 （9月20日号）

緩和ケア

23巻5号 （9月15日号）

ケアとともに考えたい 患者・家族への経済的支援

がん看護

18巻6号 （9月20日号）

がん放射線療法看護 ー治療計画から看護支援を考えるー

看護教育

54巻10号 （10月25日号）

対話のスキルを教育に活かす！

看護技術

59巻11号 （10月20日号）

人工呼吸器ウィーニング

看護技術増刊

59巻12号 （10月25日号）

看護師のためのリハビリテーション実践 早期離床に向けた５つのアプローチ

看護展望

38巻11号 （9月25日号）

インデント・アクシデントから学ぶ！「医療板失敗学」のはじめ方ｰ病院における
導入事例とその効果ー

臨床看護

39巻10号 （9月15日号）

看護師が実践する疾患別口腔保清チェック

検査と技術

41巻11号 （10月1日号）

骨肉腫

公衆衛生

77巻10号 （10月15日号）

日常生活とアレルギー

遺伝

67巻5号 （9月1日号）

地球温暖化と土壌微生物

化学

68巻10号 （10月1日号）

化学で迫る邪馬台国の謎

こころの科学

171号（9月1日号）

成人期の発達障害

そだちの科学

19号 （10月15日号）

マイナー 問題演習 眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科 画像問題演習で実力アッ
プ！
【特集1】 バイタルサインの評価と報告を極める！ 【特集2】カンファレンスの
テーマと進め方
臨床実習で出合う教科書に載っていない看護技術／看護計画の立て方 パー
フェクトガイド
【特集１】 「痛み」にきちんと対処する、[鎮痛薬]を正しく使う 【特集2】ナースが
知りたい！便失禁（下痢）のトータルマネジメント
【特集１】認知症ケアのいま、できること 【特集2】看護ができる問診のワザ 【特
集3】もしも看護管理にドラッカーの視点を取り入れたら

子どもの治療とは何か

Newton

33巻11号 （11月7日号）

【特集1】重力とは、いったい何なのか 【特集2】胎児から新生児へ

Newton 増刊

32巻12号（10月7日号）

首都直下型震度7大震災予想 そのとき役立つ詳細危険度マップ

日経パソコン

682号 （9月23日号）

【特集1】知れば納得！「数字」の謎 【特集2】スマホ・タブレット「一芸」グッズ
【特集3】デジタル機器の仕組みを探る

