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平成25年度上半期 医学図書館貸出ベスト

成瀬一郎医学図書館長

医学図書館で、今年の４月から９月までに多く借りられた本です。

★専門書

★小 説

★その他

このほか、

1位

イラストレイテッド微生物学/Richard. A. H著（出版：丸

2位

・標準微生物(Standard textbook) / 中込治
・看護技術プラクティス / 竹尾恵子監修
・麻酔看護早わかりポケットマニュアル / 落合亮一

シリーズも人気！
看護系では

シリーズも人気！

1位

別冊図書館戦争 / 有川浩著

2位

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 / 村上春樹著
村上春樹は
変わらず人気！

1位

Jin : 仁 / 村上もとか著

2位

医龍 : Team medical dragon / 永井明原案 ; 乃木坂太郎著
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今、借りている本の
延長ができます
(１回のみ）

借りた履歴が残ります

こんな機能もあります

展示コーナー
「1996年らい予防法の廃止に関する法律」でハンセン病隔離政策は終止符を
打たれましたが、療養所には、やむなく現在もなお生活しておられる方々が
おられます。
この展示を機会に日本の過去のハンセン病政策を知り、無らい県運動の
先陣をきった鳥取県、そして各療養所の歴史について改めて考えて頂けれ
ばと思います。医療職（特に医師）のもつ権限は、時として患者さんの人生に
重大な影響を与えることがあります。未来の医療を考えていくためには、過ち
も含めた過去の医療の歴史に学ぶ必要があると思います。

玄関を入って
正面に展示中

お知らせ
カウンター前
カウンター前
の協力用図
の協力用図
書コーナーに
書コーナーに
あります。
あります。

中国語関係の本
中国語関係の本を鳥取県立図書館よ
り、30冊お借りしています。
貸出できます（学生・教職員限定）

この機
マスタ 会に
ーして
資料の関係等ありますのでご希望の 自分だけの
文
方は、医学図書館（下記連絡先）まで 献管理を
!!
ご連絡をお願いします。

専 任 講 師 による講習会です

県立図書館には、環日本海交流室があ
り、韓国・中国・ロシアの本がたくさん
あります。今回は、そちらからお借りして
います。

サイファインダー

SciFinder 講習会を開催しました

ジウム
シンポ 告
報

鳥取大学地域貢献事業として、11月2日(土)
鳥取県立図書館にて、シンポジウムを開催し
ました。実際に図書館の資料を活用して起業した
医師等の講演や本学の菅原
産学・地域連携機構長を
進行役としたパネルディス
カッションを行いました。

☆学生の

10月24日(木)
物質・文献・反応データベースで、
化学を中心とした医薬・生化学・物理・
工学分野等を収録しているので幅広く
情報を入手できます。
また、SciFinderのキーワード検索は、MEDLINE
(Pubmed)も同時に検索し、また、Mesh検索と同様な絞
り込みとなるため、ノイズの少ない結果が得られます。
http://www.jaici.or.jp/sci/elearning/index.html
こちらはe-ラーニング教材です。
いつでもご利用できます。

押し☆

『First Aid for the
USMLE step1』
基礎から臨床の基本部分
までコンパクトにまとめら
れています。図もキレイで
わかりやすく、独特の語呂
合わせ(？)などエッセンスが
満載です。
英単語の勉強にもなるので
USMLEを受ける方はもちろ
ん、そうでない方にもオス
スメです！
S.E

エリカ 奇跡のいのち
表紙の絵が強制収
容所に送られるユダ
ヤの人々であること
は想像できます。こ
の貨車には、避けら
れない死へ向かう多
くの人が詰め込まれ
ました。『お母さま
は自分は死に向かい
ながらわたしを
「生」に向かってな
げたのです』

/ ﾙｰｽ･ﾊﾞﾝﾀﾞｰ･ｼﾞｰ 著

講談社 2004.7

著者：Le, Tao
出版：McGraw-Hill

柳田邦男 訳

“エリカ”が自分の
生い立ちを回想する形
の絵本です。
～翻訳者の柳田邦男氏の
あとがきより～
「今、日本は豊かになり
平和を満喫しているはず
なのに凶悪事件が続発し
ている。この本は、命を
尊ぶことや生きることに
ついて根源的な問いかけ
をしている。子供も大人
も一緒になって読み、
考える本だ。」

Medical

ここにあります↓

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＊ 10月～11月
分類番号
140.18:Suk

書
自由と尊厳を超えて

名

著者名
B・F・スキナー著

140:Hir

ヒルガードの心理学 原著第15版

Susan Nolen-Hoeksema他著 金剛出版 2012.6

141.6:Bon

リジリエンス

ジョージ・A・ボナーノ著

146.82:Aku

開かれた小さな扉 新装版

ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ・M・アクスライン著 日本ｴﾃﾞｨﾀｰｽｸｰﾙ出版2008

335.13:San

Lean in (リーン・イン)

シェリル・サンドバーグ著

日本経済新聞出版社 2013.6

367.9:Mai

境界を生きる

毎日新聞「境界を生きる」取材班著

毎日新聞社 2013.2

460.4:Fuk

生命の逆襲

福岡伸一著

朝日新聞出版 2013.4

460:Rik

理系総合のための生命科学

東京大学生命科学教科書編集
羊土社 2013.3
委員会編

463:Plo
481.2:Gir

プロッパー細胞生物学
生態進化発生学

George Plopper著
スコット F.ギルバート他著

化学同人 2013.3
東海大学出版会 2012.2

481.2:Tak

発生遺伝学

武田洋幸, 他著

東京大学出版会 2007.1

M01.9:Shi

もう悩まない!論文が書ける統計

清水信博著

オーエムエス出版

M11.1:Tan

幹細胞技術の標準化

田中正躬編著

日本規格協会 2012.10

M13.71:Ram

脳のなかの幽霊

V.S.ラマチャンドラン他著

角川書店 1999.7

M16:Kar

カラーアトラス病態病理学

長澤治夫 他著

丸善出版 2011.4

M18:Imu

Immunology 8th ed

David Male ... [et al.]

Elsevier/Saunders 2013

M21.23:Kos

もしも心電図が小学校の必修科目だったら

香坂俊著

医学書院 2013.3

M28.9:Tok

命を守る材料

東京理科大学出版センター 東京書籍 2013.4

M29.23:Sug

ナースの産科学

杉本充弘編著

M29.24:Wer

ｳｪﾙﾈｽ看護診断にもとづく母性看護過程第2版 太田操編著

医歯薬出版 2009.12

M29.26:Kam

嚥下障害ナーシング

鎌倉やよい他著

医学書院 2000.9

M29.93:Aki

在宅ケアの不思議な力

秋山正子著

医学書院 2010.2

M29:Ino

看護治療学の基本

井上智子編集・監修

ライフサポート社 2013.6

M31.23:Sat

糖尿病運動療法指導マニュアル

佐藤祐造編集

南江堂 2011.6

M31:Tan

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典

田中良哉編

羊土社 2013.4

M37.2:Kun

精神疾患の薬物療法講義

功刀浩編著

金剛出版 2013.6

M37.4:Aif

不安障害のためのACT

ゲオルグ・H.アイファート他著 星和書店 2012.11

改訂2版

M39.31:Nih:12 食物アレルギー診療ガイドライン

2012

出版事項
春風社 2013.4
金剛出版 2013.3

中外医学社 2013.3

日本小児アレルギー学会食物ア
協和企画 (発売) 2005.11レルギー委員会作成

M39.37:Tan

起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック 田中英高著

中央法規出版 2010.11

M54.8:Tsu
M65:Ste

生殖技術
Step series 耳鼻咽喉科 第3版

柘植あづみ [著]
高橋茂樹著

みすず書房 2012.9
海馬書房 2013.7

M67:Yam

鼻副鼻腔炎のマネジメント

山中昇, 工藤典代編著

医薬ジャーナル社 2011.5

M86:Dam

感染予防、そしてコントロールのマニュアル ニザーム・ダマーニ著

579.93:Hyu

ジェネンテック

サリー・スミス・ヒューズ著

メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル 2013.5
一灯舎

913.6:Hir

俺に似たひと

平川克美著

医学書院 2012.2

913.6:Tag

ゾーンにて

田口ランディ著

文藝春秋 2013.5

916:Oka

生きることは尊いこと

岡西雅子著

医学書院 2012.3

D-180他

DVD山内豊明教授のフィジカルアセスメントｼﾘｰｽﾞ 山内豊明監修・指導

D-187-1他

DVD スポーツバイオメカニクスの基礎 1～3 医学映像教育センター制作 医学映像教育センター c2012

ビデオ・パック・ニッポン

医学図書館 Today

2013.11

雑 誌 名

巻 号

特 集 記 事

臨床雑誌外科

75巻11号 （11月1日号）

肝切除をめぐる最近の話題

胸部外科

66巻12号 (11月1日号）

若年者自然気胸における胸腔鏡下手術法と術後再発

内科

112巻5号 （11月1日号）

医療関連感染症

medicina

50巻11号 （11月1日号）

内科診療にガイドラインを生かす

medicina 増刊号

49巻11号 （11月1日号）

いま、内科薬はこう使う

医師国試対策

34巻9号 （10月15日号）

必修を解く新ガイドライン

クリニカルスタディ

34巻12号 （11月10日号）

【特集1】看護師国家試験 新出題基準の変わったトコ＆対策法 【特集2】 子コ
ミュニケーションのお悩みレスキュウー！

クリニカルスタディ増刊

34巻13号 （11月10日号）

看護師国試 2014 完全攻略 BOOK

プチナース

22巻12号 （10月10日号）

発表！新実習記録の黄金ルール

エキスパートナース

29巻13号 （10月20日号）

【特集１】 いちばん新しい術前・術後ケア Q&A 【特集2】知ると役立つ！持参
薬のチェック・管理 “行いたいこと”ポイント

エキスパートナース増刊

29巻14号 （10月20日号）

誤嚥性肺炎を防ぐ

月刊ナーシング

33巻13号 （10月20日号）

【特集１】感染を防ぐための基本と鉄則20 【特集2】心房細動に困っている！Af
のあるときの乗り切りかた Q&A

月刊ナーシング増刊

33巻12 号（10月10日号）

異変発生！ナースならできておくべき すぐ、やる技術

看護教育

54巻11号 （11月25日号）

助産師教育の現状と課題

看護技術

59巻13号 （11月20日号）

血液ガス読解のエッセンス

看護研究

46巻6号 （10月15日号）

看護研究におけるテキストマイニング（ＩI）

看護展望

38巻12号 （10月25日号）

看護の質向上のための人材確保と定着への取り組み

臨床看護

39巻13号 （11月15日号）

すべての高齢者に活用したい最新の運動器看護

検査と技術

41巻12号 （11月1日号）

突発性血小板減少性紫斑病（ITP）

公衆衛生

77巻11号 （11月15日号）

院内感染対策

遺伝

67巻6号 （11月1日号）

感情の起源ーその生物・社会進化

生体の科学

64巻5号 （10月15日号）

細胞表面受容体

化学

68巻11号 （11月1日号）

福井謙一先生が遺した言葉と思想

こころの科学

172号（11月1日号）

暴力の心理

こころの科学

増刊号（11月15日号）

くすりにたよらない精神医学

そだちの科学

21号 （10月15日号）

自閉症治療・療育の最前線

Newton

33巻12号 （12月7日号）

情勢判断・意思決定の数学 統計の威力

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

684号 （10月28日号）

【特集1】タブレットに迫る 最新パソコン 【特集2】ネットとスマホで家計管理 【特
集3】ITCで変わる教育の姿

別冊日経サイエンス

194号（10月22日号）

化石とゲノムで探る 人類の起源と拡散

