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図書（960件）

赤字の資料区分の
検索結果が、画面下
に表示されます。

雑誌(145件)

見たいタイトルをクリック

して、所蔵場所を確認し
てください。

電子ブック(720)

見たいタイトルをクリックして、
IDENTのリンクより、ブック全
文を見る事ができます。

電子ジャーナル(10件)

見たいタイトルをクリック
して、IDENTのリンクより、

電子ジャーナルにアクセス
し論文を見る事ができます。

★physical* で検索
した結果です。

①検索結果の見方



 [お問い合わせ先] 

        鳥取大学医学図書館   

             Tel  : 0859-38-6462（内線6462） 

               Fax : 0859-38-6469（内線6469） 

           E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

鳥取大学研究成果 リポジトリに登録するとこんなメリットが．．． 

 ＊いろいろなお知らせです＊ 

県内の公共図書館よりお借りしています

鳥取県立図書館より 100冊

米子市立図書館より 100冊

境港市民図書館より 50冊

南部町立図書館より 50冊

一般書を中心にお借りしています。

学生さん、教職員のみなさんこの機会にどんどんご利用ください。

 最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願いいた

します。         （医学図書館スタッフ一同） 

書架に見出しをつけました

昨年のアンケートで改善要望度の

高かった「資料の探しやすさ」

への対応として

分類ごとに見出しを
つけました！

（分野によって色別）

kon-nakanji

医学
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＊  新着図書リスト 12月～ 1月 ＊  
請求記号 書名 著者名 出版事項 

020 Ike   本は、これから 池澤夏樹編 東京 岩波書店 2010.11 

090 Tot 1 Tottori tetete   倉吉 未来 2010.10 

146.8 Hir   自死遺族を支える 平山正実著 東京 エム・シー・ミューズ 2009.11 

146.8 Oon   癒しの臨床 : ケアに活かす : ダンス&ファンタジーセラピー 大沼小雪著 東京 エム・シー・ミューズ 2008.6 

304 Gen   希望のつくり方 玄田有史著 東京 岩波書店 2010.10 

311.1 San 1,2 ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業 
マイケル・サンデル

著 
東京 早川書房 2010.10 

366.28 Sai   
精神障害者の「就労」モデルの構築 : 社会福祉ニーズとの

関連を巡って 
齋藤敏靖著 東京 エム・シー・ミューズ 2010.2 

440.4 Nag   生命の起源を宇宙に求めて : パンスペルミアの方舟 長沼毅著 京都 化学同人 2010.11 

596 Tan 2 体脂肪計タニタの社員食堂 : 500kcalのまんぷく定食 タニタ著 東京 大和書房 2010 

761.12 Fuk   
音楽の感動を科学する : ヒトはなぜ"ホモ・カントゥス"に

なったのか 
福井一著 京都 化学同人 2010.9 

913.6 Sai   KAGEROU 齋藤智裕著 東京 ポプラ社 2010.12 

916 Yam   壊れた脳生存する知 山田規畝子[著] 東京 角川学芸出版 2009.11 

M01.4 Kub   「死ぬ瞬間」をめぐる質疑応答 

エリザベス・キュー

ブラー・ロス著 ; 鈴

木晶訳 

東京 中央公論新社 2005.10 

M01.5 Jon   
医療倫理の歴史 : バイオエシックスの源流と諸文化圏に

おける展開 

アルバート・R・ジョ

ンセン著 
京都 ナカニシヤ出版 2009.6 

M07 San   医師のためのモバイル仕事術 : iPad/iPhoneを使い倒す! 
讃岐美智義, 門川

俊明著 
東京 学研メディカル秀潤社  

M08 Hig 7 消化管 東田俊彦著 東京 リブロ・サイエンス 2010.11 

M13 Nak   図説からだの事典 = Co-ordination in human body 
中野昭一, 重田定

義編集 
東京 朝倉書店 2010.8 

M13 Kay   病棟で働く人のための生理学 
香山雪彦, 前川剛

志著 
東京 学研メディカル秀潤社  

M13.1 Nak   
世界一やさしい解剖・生理学 : 医療系国家試験 合格突破

必勝対策! 
中田圭祐著 東京 ぱる出版 2010.11 

M13.76 Mor   脳のなかの匂い地図 森憲作著 東京 PHP研究所 2010.3 

M15 Has   薬物動態学 橋田充編 京都 化学同人 2010.4 

M16.5 Mar   がん転移 : 臨床と研究の羅針盤 丸義朗監修 
東京 学研マーケティング (発売) 

2010.10 

M2 Byo 9 婦人科・乳腺外科 
医療情報科学研究

所編集 
東京 Medic Media 2009.4 

M22.7 Nih   アフェレシスマニュアル 
日本アフェレシス

学会編集 
東京 学研メディカル秀潤社 2010.11 

M22.9 Uka   当直医外来診療メモ = First aid to duty doctors 
鵜飼卓監修 ; 鍛冶

有登編 
大阪 日本臨牀社 2010.5 

M22.9 Ste   救命救急 
井上大輔, 小川武

希編著 
東京 海馬書房 2007.10 

M24.3 Shi   医用画像情報学 
下瀬川正幸編著 ; 

星野修平著 
東京 医療科学社 2010.4 

M28 Ono   
イラストで見る医療機器早わかりガイド : 心電図モニタ・

ペースメーカ・人工呼吸器・輸液ポンプなど 

小野哲章, 廣瀬稔

著 

東京 学研マーケティング(発売) 

2010.10 

M29 Gsu   
イメージできる病態生理学 : 図表読解・調べ学習 : 自学自

習用 

Gsupple編集委員

会編 ; 山内豊明監
吹田 メディカ出版 2010.11 

M29.13 Nak   看護診断を読み解く! : 看護をもっと深めたい人のために 中木高夫著 東京 学研 2004.6- 
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請求記号 書名 著者名 出版事項 

M30.8 Ste 2 感染症・血液 高橋茂樹編著 東京 海馬書房 2003.8 

M31.4 Bab   やさしい食物アレルギーの自己管理 馬場実編 大阪 医薬ジャーナル社 2009.11 

M31.8

5 
End   高齢者への服薬指導Q&A 遠藤英俊編 大阪 医薬ジャーナル社 2010.8 

M32.9 Oza   
IMiDs「免疫調節薬」の基礎と臨床 : 多発性骨髄腫、

骨髄異形成症候群治療の新たな展開 

小沢敬也, 堀田

知光編 
大阪 医薬ジャーナル社 2010.8 

M33 Mis   咳と痰の臨床 : 内科/耳鼻科/小児科領域から 三嶋理晃編 大阪 医薬ジャーナル社 2010.9 

M33.8 Sou   ICTのための人工呼吸器関連肺炎のマネジメント 相馬一亥編 大阪 医薬ジャーナル社 2009.5 

M36 Nis   
トシリズマブケーススタディー : 最新バイオロジクス

治療から学ぶRA診療の注意点 
西本憲弘編著 

大阪 メディカルレビュー社 

2010.11 

M37 Kik   統合失調症回復への糸口 菊池慎一著 東京 星和書店 2010.5 

M37.1 Cas   
フィッシュ臨床精神病理学 : 精神医学における症状

と徴候 

パトリシア・ケー

ジー著 
東京 星和書店 2010.3 

M37.2 Yos   精神科領域の服薬指導Q&A 吉尾隆編 大阪 医薬ジャーナル社 2009.4 

M37.6

3 
Hay   統合失調症 : 患者・家族を支えた実例集 林公一著 東京 保健同人社 2007.1 

M37.6

4 
Tom   「治るうつ病」と「治らないうつ病」 富沢治著 東京 エム・シー・ミューズ 2010.5 

M38.3 Kou   MRSA : 基礎・臨床・対策 河野茂編 大阪 医薬ジャーナル社 2010.8 

M39.2 Ara   小児科領域の服薬指導Q&A 荒木博陽編 大阪 医薬ジャーナル社 2009.12 

M42.4 Ina   セボフルラン : 基礎を知れば臨床がわかる 稲田英一編集 
東京 メディカル・サイエンス・イン

ターナショナル 2010.11 

M45 Egu   
よくわかるがん緩和医療 : 患者と医療者の必携エッ

センス 

江口研二, 井関

雅子編 
大阪 医薬ジャーナル社 2010.10 

M45 Gov   ワシントンがん診療マニュアル 
ラーマスワーミ・ゴーヴィ

ンダン編 

東京 メディカル・サイエンス・イン

ターナショナル 2010.10 

M45 Ake   がんとこころのケア 明智龍男著 東京 日本放送出版協会 2003.7 

M45.3 Sai   抗悪性腫瘍薬分子標的治療薬 西条長宏編 大阪 医薬ジャーナル社 2010.7 

M45.3 Nis   がんの分子標的と治療薬事典 
西尾和人, 西條

長宏編 
東京 羊土社 2010.10 

M45.3 Kat   緩和医療における服薬指導Q&A 片山志郎編 大阪 医薬ジャーナル社 2010.10 

M47 Sug   Orthopaedic Access : 整形外科ハンドブック 
菅野伸彦 [ほか

編] 
東京 メディカルレビュー社 2010.9 

M66 Kan   
やさしく理解できるメニエール病の自己管理 : めまい

と耳鳴り, 難聴 
神崎仁編著 大阪 医薬ジャーナル社 2010.9 

M81.2 Nik   
医療訴訟の「そこが知りたい」 : 注目判例に学ぶ医

療トラブル回避術 
日経メディカル編 

東京 日経BP出版センター (発売) 

2010.6 

M81.5

8 
Hou   おいしい水の郷鳥取 祝部大輔著 米子 ライトスタッフ 2010.12 

M91 Shi   診療科目別治療薬禁忌集 渋谷健監修 東京 朝倉書店 2010.8 


