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 インターネット講習会をご利用ください 

インパクトファクターって、どうやって調べるの？・・・ＪＣＲ(Journal Citation Reports) 

文献を管理したり、引用文献リストを作成したいんだけど…。・・・EndoNote Web 

文献検索のコツや研究の世界的な動きやトレンドの分析が知りたい。・・・Web of Science  

図書館ホームページ → webサービス → インターネット講習会 

       ＊英語、中国語、韓国語版もあります！ 

② 新着図書・貸出ランキングの見かた

フムフム・・・

医学図書館がここ１ヵ月に受け入
れた新着本です。

（プルダウンで、中央館が受け
入れた本も見る事ができます。）

医学部医学科学生が１月に借
りた本のランキングです。

（プルダウンで、他の学部も
見る事ができます）

配架場所もわかります。



 [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 

 図書館から借りておら

れる資料がないか 、今一

度ご確認いただき、利用者

カードと共にご返却くださ

い。 

 また、ＵＳＢキーを

使った学外からの電子

ジャーナルをご利用の方

は、ＵＳＢキーをご返却く

ださい。 

 なお、卒業、離職等さ

れても、一般の利用者とし

て当館を利用していただけ

ます。 

  どうぞご利用ください。 

香陽文庫には、大人も読める絵本を中心に

約300冊揃えています。

「あの路」
山本けんぞう文 / いせ ひでこ絵

山本けんぞう デビュー作品。元NHKの特派員のジャーナリスト。

現在は、カンボジア地雷原を綿畑などにする取り組みをされてい

る。

この作品は、自身の亡き弟を根底に描かれたもの。その感慨深

いストーリーに、いせひでこ の美しい水彩画のタッチがマッチした

一冊。

その内容は、孤独な少年と三本足と呼ばれる犬との出会いから、

世界で一番大切なものは何か、を問いかけている。

医学図書館のひとつのコーナーである香陽文庫からお薦めする絵本をご紹介

医中誌Web

まずここをクリック！全文が見れ
る文献にはリンクがあります。

ない場合は、OPACにとんで所蔵
確認ができます。

これらのアイコンのデータベース
は本学が契約しているので、全文が
見れるものです。

そのまま、アイコンをクリックす
れば本文にとべる！

全文が見れる文献も中にはあります
ので、クリックする価値あり！

PubMedデータベースにも掲載があ

る文献です。

医中誌Webを検索すると検索結果のところにいろいろなアイコンがでます。

その便利なリンクアイコンをご紹介します。
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＊  新着図書リスト 1月～2月＊  
請求記号 書名 著者名 出版事項 

069.6 Shi   こんなに面白い東京国立博物館 新潮社編 東京 新潮社 2005.4 

146.0

7 

Si

m 
  

今、心理職に求められていること : 医療と福祉の現場か

ら 
下山晴彦, 村瀬嘉代子編著 東京 誠信書房 2010.3 

289.1 
Ko

s 
  命の授業 : 30万人が泣いた奇跡の実話 腰塚勇人著 東京 ダイヤモンド社 2010.5 

369.2

6 
Eiw   介護ひまなし日記 : 新米ケアワーカー奮闘記 永和里佳子著 東京 岩波書店 2010.7 

417 
Na

k 
  

悩めるみんなの統計学入門 : 統計学で必ず押さえたい6

つのキーワード 
中西達夫著 東京 技術評論社 2010.12 

706.9 Aki   直島瀬戸内アートの楽園 秋元雄史, 安藤忠雄ほか著 東京 新潮社 2006.11 

706.9 Koi   一日で鑑賞するルーヴル美術館 小池寿子, 芸術新潮編集部著 東京 新潮社 2006.5 

723.3

59 

Ko

b 
  フェルメール : 大いなる世界は小さき室内に宿る 小林頼子 [ほか] 著 東京 六耀社 2000.4 

728.2 Ish   ひらがなの美学 石川九楊著 東京 新潮社 2007.5 

913.6 Kai   モルフェウスの領域 海堂尊著 
東京 角川グループ (発売) 

2010.12 

913.6 Mic   月と蟹 道尾秀介著 東京 文藝春秋 2010.9 

916 Ima   無菌室ふたりぽっち 今田俊著 東京 朝日新聞出版 2010.10 

916 
Mo

r 
  

ママでなくてよかったよ : 小児がんで逝った8歳--498日

間の闘い 
森下純子著 東京 朝日新聞社 2003.11 

916 Ina   
僕はガンと共に生きるために医者になった : 肺癌医師の

ホームページ 
稲月明著 東京 光文社 2002.8 

M07 Sai   医療者のための伝わるプレゼンテーション 齊藤裕之, 佐藤健一編集 東京 医学書院 2010.10 

M13.7 Iwa   ノンバーバルコミュニケーションと脳 : 自己と他者をつな 岩田誠, 河村満編集 東京 医学書院 2010.7 

M15 Miz   事例で解決!薬学的プロブレム106 水谷義勝, 宮野直之, 前田頼伸 東京 南山堂 2010.12 

M16.4 Ma   炎症・再生医学事典 松島綱治, 西脇徹編集 東京 朝倉書店 2009.6 

M17 
Ok

a 
  必携バイオセーフティ指針 岡田淳編集 東京 医歯薬出版 2010.12 

M21 
Mo

r 
  

いきなり名医!見わけが肝心、不定愁訴 : 訴えの見極め

方と治療の極意 
森田浩之編 

東京 日本医事新報社 

2010.8 

M21.2

3 

Mu

r 
  捨てる心電図拾う心電図 村川裕二, 田宮栄治著 

東京 日本医事新報社 

2010.11 

M22.9 Ya   ERトラブルシューティング : 鍛えようER実践力 山下雅知編著 東京 中外医学社 2010.10 

M23 Iwa   薬物治療モニタリング : ケースで学ぶ臨床思考プロセス 
岩澤真紀子編 ; Pharm.D.クラブ

著 
東京 南山堂 2010.12 

M24 Shi   診療放射線技師のためのstep up Q&A 
診療放射線技師国立病院政策

医療班編著 
東京 医療科学社 2010.1 

M24.3 Ima   
放射線科医のものの見方・考え方 : 画像を論理的・病態

生理学的に理解したい 

今西好正, 徳原正則, 小谷博子

著 
東京 医療科学社 2009.4 

M29 
Ka

n 
  腎・泌尿器系/脳・神経系/精神/女性生殖器系/小児 松田暉 [ほか] 総編集 東京 南江堂 2010.11 

M29 Shi 1 人体のしくみとはたらき 河原克雅, 小林靖執筆 東京 医学書院 2010.1 

M29 Shi 5 保健医療福祉のしくみ : 看護と法律 田中良明著者代表 東京 医学書院 2010.1 

M29.0

7 

Ni

m 
  ナースのための臨床試験入門 新美三由紀 [ほか] 著 東京 医学書院 2010.2 
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請求記号 書名 著者名 出版事項 

M29.2

9 
Fuj   血圧に異常のある患者の理解と看護 藤田英雄監修 : 藤田英雄著著 東京 中山書店 2010.11 

M31.2 Nih 2010 糖尿病の療養指導 日本糖尿病学会編 東京 診断と治療社 1981.8- 

M32 
Ha

d 
  聴診でここまでわかる身体所見 : 循環器の疾患と病態 羽田勝征著 東京 中山書店 2010.10 

M32.9 Os   造血器腫瘍治療 : これは困ったぞ,どうしよう! 押味和夫監修 ; 木崎昌弘, 松村 東京 中外医学社 2010.10 

M34 Nih   GIST診療ガイドライン 日本癌治療学会, 編 東京 金原出版 2010.11 

M34.5

4 
Nih   患者さんと家族のための消化性潰瘍ガイドブック 日本消化器病学会編集 東京 南江堂 2010.10 

M34.6

5 
Yor   わたし、ガンです ある精神科医の耐病記 頼藤和寛著 東京 文芸春秋 2001.4 

M34.7 Mu   遺伝性肝疾患 = Hereditary liver diseases 向坂彰太郎, 孝田雅彦編集 東京 中外医学社 2010.10 

M37 
Na

k 
  社会精神医学のいま : 疫学的精神医学へのアプローチ 中根允文著 東京 中山書店 2010.10 

M37 
Se

n 
19 広汎性発達障害 : 自閉症へのアプローチ 市川宏伸責任編集 東京 中山書店 2010.5 

M37.2 Wri   認知行動療法トレーニングブック Jesse H.  [著]  東京 医学書院 2007.5-2010.9 

M37.3 Ish   CD-ROMでレッスン脳画像の読み方 石原健司著 東京 医歯薬出版 2010.11 

M37.5 Ker   バナナ・レディ : 前頭側頭型認知症をめぐる19のエピソード アンドリュー・カーティス著  東京 医学書院 2010.5 

M37.5 Ka   かかりつけ医・非専門医のための認知症診療メソッド 川畑信也著 東京 南山堂 2010.11 

M38 Tak   インパクトスコアで知る重大感染症154グローバルナビ 高橋央著 ; 賀来満夫監修 東京 中山書店 2010.11 

M39.2 
Sy

o 
21 小児外来で役立つ外科的処置 里見昭専門編集 東京 中山書店 2010.10 

M39.5 
Ka

w 
  1週間で学ぶ新生児学 河井昌彦著 京都 金芳堂 2010.11 

M45 
Ha

n 
  親ががんだとわかったら : 家族目線のがん治療体験記 はにわきみこ著 東京 文芸春秋 2010.8 

M46.4

3 
Ika   TRIマニュアル : PCIの真髄は低侵襲にあり! 伊苅裕二編集 東京 南江堂 2010.11 

M54.6 
No

g 
  整容性に優れた新しい乳癌手術 : Moving Window法 野口昌邦著 東京 南江堂 2010.11 

M59 Shi   助産外来の健診技術 : 根拠にもとづく診察とセルフケア指 進純郎, 高木愛子著 東京 医学書院 2010.10 

M63 Shi   眼の感染症 下村嘉一編集 京都 金芳堂 2010.11 

M63.4 
Yo

s 
  網膜硝子体 : 眼科ケーススタディ 吉村長久, [ほか] 執筆 東京 医学書院 2010.11 

M68 Ya   咽頭・扁桃炎のマネジメント 山中昇編著 大阪 医薬ジャーナル社 

M81.6 Ima   「病院」の教科書 : 知っておきたい組織と機能 今中雄一編集 東京 医学書院 2010.7 

M85.8 Sas   
はじめてのベッドサイド栄養管理 : 研修医のためのオリエ

ンテーション 
佐々木雅也著 東京 文光堂 2010.11 

M91 
Wa

t 
  医学生の基本薬 渡邉裕司編集 東京 医学書院 2010.8 




