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電子ジャーナルご利用の際のお願い

前号（No.42)に引き続き
アイコンについて便利な機能をご紹介します。
このアイコンは、前号でも触れましたが、Pubmedなどのデータベースを検索した結果に表示されて、
文献複写を簡単に依頼できるだけではなく、学内で閲覧が可能な電子ジャーナルと冊子体の所蔵や
さらには無料で公開されている文献等も同時に検索できます。
1.学内で、閲覧可能な電子ジャーナル等を探す（フルテキスト）
2.学内にある冊子体等の所蔵を探す（所蔵情報）
3.文献複写を依頼する（文献複写申込）

この順番で文献を探すと、
入手に最も時間がかかりません

～お 願 い～
この
アイコンを経由して電子ジャーナル等を閲覧いただきますと、
その雑誌の利用回数のカウントが残ります。利用回数が多いかどうかということ
は、電子ジャーナル購入の重要な判断材料になりますので、Pubmed や
Web of science などのデータベースの検索結果から、必ず
アイコンを経由して電子ジャーナル等のご利用をお願いします。
こちらのアイコン経由での
ご利用をお願いいたします

※出版社やデータベース等にも依存いたします
ので、表示されない場合もございます。
皆様にはお手数をおかけいたしますが、
どうぞご理解、ご協力をお願いいたします。

に･･･
ちなみ

＊ Pubmedは、必ず、医学図書館ホームページよりアクセスしてください。

展示コーナー 『鳥取ゆかりの文学」
展示コーナーでは鳥取県が舞台となった文学作品の紹介『鳥取ゆかりの文学』を開催
しています。この展示は、鳥取県立図書館の了承を得て、県立図書館作成のパンフレットを
もとに行っています。
当館の蔵書以外に、鳥取県立図書館、鳥取大学附属図書館（中央館）
からも図書をお借りしています。郷土の作家から著名な作家の方々が、
鳥取県の魅力をいろいろな角度から描いています。
あらためて、鳥取県のよさを見直してみませんか？
正面玄関を入って
まっすぐです

貸出OK

このコーナーお薦
め作品は、次ページ
に掲載しています。

お知らせ
医中誌Web(Ver.5)バージョンアップ情報
文献管理ソフトMendeley（メンデレー）
へのエクスポートが可能になりました。

統計ソフト“ＳＰＳＳ”について
医学図書館２階のパソコンルームに設置しています
PC20台すべてに“SPSS”統計ソフトが⼊りました。

無料の文献管理
ツール。
医中誌から文献
を取り込んだ
後、フォルダー
やPDF文献の管
理ができます。

2014

《 展示中 》

《 展示中 》

ワールドカップ
関連展示

お立ち寄り
ください！

試合⽇程

鳥取大学医学部写真部

4年に1度の
サッカーの祭
典ワールド
カップ。関連
図書を展示し
ています。

「春展・新人写真展」を展示しています。
図書館1階のブラウ
ジングコーナーにて
展示中 （30日まで）

カウンター前に
あります。

★ 地元 ガイナーレ鳥取 も応援しよう！

☆学生の

押し☆

『ブッタとシッタカブッタ』
①こたえはボクにある

ブッタはご存じです。あなた
が思い悩んでることも。
※宗教本ではありません
悩めるブタ、シッタカブッタ
を眺めていると、少しだけ心が
ラクになるかもしれません･･･
勉強や大学生活で疲れ気味の人
におすすめです。
2年 T.H
著者：小泉 吉宏
出版：メディアファクトリー , 2003
ここにあります

ねえ だっこして

/ 竹下文子(作) 田中清代(絵)

この絵本の主人公は
ねこ。
ねこは、その家の中
で一番気持ちのいい場
所を見つける天才で
す。大好きなお母さん
のおひざは世界一素敵
な場所。
ところが最近、その
場所を赤ちゃんに占領
されて、ちょっと寂し
そう・・・。

金の星社 , 2004年 5月

「おかあさん、おかあ
さん、時々でいいから、
少しでいいから、私も
抱っこして！」
お母さんと赤ちゃんを
見つめるねこの切ない気
持ちが伝わってきます。
ねこでも、人間でも、
抱っこされて気持ちがい
いのは同じ。
愛されているという実
感がそこにはあります。

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(抜粋)＊
分類番号

書

名

等

019.9:Bib
323.14:Iwa
369:Got
464.2:Den
467:Miy
M01.5:Shi:11
M01.9:Yok
M04:Hor

著

者

出版事項

ビブリオバトル入門
憲法を学ぶ
災害時の要介護者へのケア
電気泳動なるほどQ&A
分子からみた生物進化
シリーズ生命倫理学 遺伝子と医療
誰でも分かる医療データマイニング
人間と動物の病気を一緒にみる
M07.9:Ish:108 医師国家試験問題解説書 第108回

ビブリオバトル普及委員会編著
岩井和由著
後藤真澄他編集
大藤道衛編集
宮田隆著
玉井真理子[ほか] 執筆
横山茂樹他著
バーバラ・N.ホロウィッツ他著
石川創二 [ほか] 編

嵯峨野書院 2014.4
中央法規出版 2014.2
羊土社 2012.1
講談社 2014.1
丸善出版 2013.4
SPP出版 2014.2
インターシフト
医学評論社 1982.4-

M07:Yea:15

Year note 内科・外科等編 2015年版

国試対策問題編集委員会編

Medic Media 1993-

M11.1:Aki
M15:Tre
M18:Mac
M18:Men
M18:Rin
M18:Sut
M21.23:Kob
M21.23:Kus

細胞・培地活用ハンドブック
カッツング薬理学
免疫学
免疫学最新イラストレイテッド
臨床医のための免疫キーワード100
スタンダード免疫学
心内局所電位
フローチャートで判る心電図
ジェネラリストのための内科診断リファレ
ンス
江川隆子のかみくだき看護診断
根拠と急変対応からみたフィジカルアセ
スメント
ICUビジュアルナーシング

秋山徹他編
Anthony J. Trevor 他著
Gordon MacPherson 他著
小安重夫編集
矢田純一著
小林芳郎 [ほか] 共著
小林義典他編
草間芳樹著

羊土社 2008.1
丸善出版 2012.1
東京化学同人 2014.3
羊土社 2009.3
日本医事新報社 2013.3
丸善出版 2013.3
南江堂 2014.2
総合医学社 2014.2

上田剛士著

医学書院 2014.2

江川隆子著

日総研出版 2014.2

清村紀子, 工藤二郎編集

医学書院 2014.3

道又元裕監修

学研メディカル秀潤社

M29.26:Can Cancer nursing

Connie Henke Yarbro他

Jones and Bartlett Publishers
c2011

M29.83:Iry
M29:Nur:02

医療安全ワークブック
高齢者看護の実践

川村治子著
堀内ふき他編

医学書院 2013.4
メディカ出版 2013.1

M29.079:Kan:15

看護師・看護学生のためのレビューブック
2015

岡庭豊編集

メディックメディア 2014.3

M37:Kor

これだけは知っておきたい精神科の診かた、考え
方 : レジデントノート別冊

堀川直史他編集

羊土社 2014.2

医学書院看護出版部編
手塚治虫原作

医学書院 2002.6秋田書店 2012.6
朝日新聞社 2013.8-

医学映像教育センター制作著作
ケアネット制作

医学映像教育センター c2012

メディカルビジョン制作

医学映像教育センター

ケアネット制作
企画・制作ケアネット
NHK出版制作

ケアネット c2012
ケアネット [c2010]

M21:Ued
M29.13:Ega
M29.13:Kiy
M29.16:Mic

M80.79:Iga:15 保健師国家試験問題 2015年版
726.1:Ted:01 ヤングブラック・ジャック 1～
910.268:Shi:02 司馬遼太郎の街道 2
D-111-01
心理臨床の対象とアプローチ
D-194-1
こどものみかた
D-196-01
D-199
D-200-01
D-207

コメディカルのための疾患の知識 虚血性心
疾患

聖路加GENERAL 仁多の呼吸器内科
出直し看護塾 心電図と不整脈の基礎

心臓外科医 天野篤の仕事

情報科学技術協会 2013.6

ケアネット c2013

NHKエンタープライズ 2013.8

医学図書館 Today

雑 誌 名

巻 号

2014.6

特 集 記 事

臨床雑誌外科

76巻3号 （3月1日号）

ディベート 炎症性腸疾患の外科治療

胸部外科

67巻6号 (6月1日号）

冠状動脈バイパス術後の心臓再手術方法

内科

113巻5号 （5月1日号）

これだけは知っておきたい！内科医のための神経疾患診療

medicina

51巻5号 （5月10日号）

内科医のための皮疹の診かたのロジック

最新医学

69巻5号（5月10日号）

ホルモンからアンチエイジングを科学する

医師国試対策

35巻1号 （1月15日号）

公衆衛生ファイナルチェック！

クリニカルスタディ

35巻7号 （6月10日号）

事前学習の秘訣大公開

プチナース

23巻7号 （5月10日号）

【特集1】聴診器使い方ガイド
【特集2】アセスメントはこうする！こう書く！

エキスパートナース

30巻7号 （5月20日号）

【特集1】ベッドサイドの「摂食嚥下ケア」
【特集2】がん患者の”こころ”を支える技術

エキスパートナース
増刊

30巻8号 （5月20日号）

ナースになじみの3つの「くすり」使いこなしガイド

月刊ナーシング

34巻7号 （5月20日号）

【特集１】医師指示の根拠 【特集2】重症度，医療・看護必要度のキホン
【特集3】うつ病治療・ケアの最前線

緩和ケア

24巻3号 （5月15日号）

困ってませんか？患者さんの心の動き

看護教育

55巻6号 （6月25日号）

学生から看護師へのホップ！ステップ！を支える教育

看護技術

60巻6号 （5月20日号）

一般病棟における認知症患者のBPSDに対する看護ケア

看護展望

39巻7号 （5月25日号）

診療報酬改定を読み解く

検査と技術

42巻6号 （6月1日号）

小児の腎疾患

公衆衛生

78巻6号 （6月15日号）

発達障害

遺伝

68巻3号 （5月1日号）

シーラカンス研究最前線

生体の科学

65巻2号 （4月15日号）

細胞の少数性と多様性に挑むシングルセルアナリシス

化学

69巻6号 （6月1日号）

有機分子と金属錯体でつくる光捕集システム

こころの科学

175号（5月1日号）

思春期の”悩み以上、病気未満”

Newton

34巻7号 （7月7日号）

太陽系誕生と進化

▼ “鳥取ゆかりの文学”よりご紹介
《若桜鉄道うぐいす駅 / 門井慶喜 徳間書店》
地方の駅舎が改装寸前に著名な建築家の作品だと
わかり、保存と改修でゆれる田舎町。久しぶりに帰
省で戻ってきた主人公が遭遇した事件。大学院生を
主人公に描く青春ミステリー。2008年2009年、日
本推理作家協会賞短編部門にノミネート
＊東部が舞台＊

《ルージュ / 柳美里 角川書店》
秋葉は里彩に言った。「ぼくはもう何年も鳥取県の
東郷町に行きたいと思っているんです。」
化粧品会社の新人OLがある日突然、モデルに抜擢
されたことから、物語は始まる。どう生きていけばい
いのか、考えさせられる小説。
＊中部が舞台＊

《 ビバ！彫刻 / 松本薫 今井印刷》
昭和63年から平成18年まで、若手彫刻家によっ
て始められた「米子彫刻シンポジウム」。
米子方式と言われた市民主体のシンポジウムが
どのように実現したのか、また、シンポジウムが
残したものが何か。地元作家 松本薫氏により、笑
いと感動の小説になりました。 ＊西部が舞台＊

《虚構大学 / 清水一行 光文社》
京都産業大学誕生の秘密と真実のドラマを描い
たとされる、およそ半世紀前の物語。
主人公は鳥取の倉吉北高校を創設した小野良介
がモデルとなっている。大学経営を企業小説の視
点で描き、この国の教育制度の問題点を浮き彫り
にする傑作。
＊中部が舞台＊

