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ロッカーを設置しました。 

 医学図書館は耐震改修工事に伴い 

       全館リニューアルします！ 

パソコンが入る 

大きめ サイズ！ 

( ヒポクラテスルームすぐ横 ) 

利用対象者 

利用時間 

利用方法 

鳥取大学の学部学生、大学院生  

開館時間から閉館15分前まで。当日限り。  

学生証を持参のうえ、カウンターに申し込んで 

鍵を受け取ってください。 

①鍵を紛失した場合は、

実費弁償して頂きます。 

②予約はできません。 

③一人1個の利用です。 

補 

足 

改修工事期間及び移転作業中は、医学図書館のサービス・業務は 

仮設図書館、仮設事務室で行い、多数の図書等は別置保管となり皆様

にご利用いただけなくなる等の様々なご不便をおかけします。 
 現在、医学図書館は、移転作業期間を少しでも短縮するため、

準備作業に入っております。 
 ご理解・ご協力をお願い申し上げます。  

講座等所蔵の図書等返却は一時停止とさせていただきます 

 医学図書館は耐震改修工事に伴い全館リニューアルすることになりました。 

 工事期間中は、医学図書館を全面閉鎖し、仮設図書館（「自習室」 

（旧「ボイラー室」を使用）でサービスを行います。 

 工事の日程は、決まり次第、ホームページ、メール等でお知らせいたします。 
  

皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。 

無料です 



その他 

  ご意見・ご感想をお聞かせください  鳥取大学医学図書館  （担当 石田・足立） 
  ・Tel  : 0859-38-6462(内線6462) ・Fax : 0859-38-6469（内線6469）・E-mail : ac-igakujo@adm.tottori-u.ac.jp 

離職・卒業される方へお願い 
 

◆ 図書館から借りておられる 

 資料がないか 、今一度ご確認 

 ください。 

◆ 医学図書館利用者カードを 

 お持ちの方はご返却ください。  
   

 なお、離職等されても、一般利用

者として当館を利用していただけま

すので、お気軽にご利用ください。 
 

 

★学生さんの  押し★ 

医学図書館

Todayへの 

『わたしはわたし。そのままを受け止めてくれるか、 

さもなければ放っといて。』 
    世界の格言集です。かわいらしい写真に癒されてみてください。元気が出る一冊です。      (Y.K)                                    
                                                     著者：ｱﾙﾌｧﾎﾟﾘｽ編集部    出版：アルファポリス  ここにあります→159.8/Wat 

『日本人の知らない日本語』 
 

 マンガとしてあなどるなかれ！外国人の方が“正しい”日本語かもしれません。 彼らのよう

な おちゃらけた   ユーモアのある熱意があれば？ 今頃英語も得意になっていたのでは？日本

語だけでなく、海外の文化、考え方も交えた、笑えて、勉強になる本です。        (K.F) 
                                                     著者：蛇蔵＆海野凪子     出版：メディアファクトリー  ここにあります→810.4/Heb                  

お知らせ 
EBM実践に

欠かせない

ツールとして知られる

UpToDateに、日本語で

検索ができる機能がつき

ました。（ただし、検索

のみです） 

UpToDateとは、臨床の現場で生じる疑問に回答を得るためのデータベースで、診断と治療につ

いて具体的に提言されていることから、EBM実践に欠かせないツールとして評価されています。  

新登場！ 

日本語でも

検索できる

機能がつき

ました！ 検索した結果まで、 

日本語で読めます！ 

ホーム画面 検索結果画面 
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＊  新着図書リスト 1月～2月＊  

分類番号          書    名   著 者 名   出 版 事 項 

146.8 Kot   ダイニングテーブルのミイラ : セラピストが語る奇妙な臨床事例 ｼﾞｪﾌﾘｰA.ｺﾄﾗｰ他編著 福村出版 2011.8 

146.82 kod 5 大切なものを失った子どものために ﾏｰｺﾞｯﾄ･ｻﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ著 誠信書房 2011.9 

146.82 kod 6 私ってごみくず、かな?! ﾏｰｺﾞｯﾄ･ｻﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ著 誠信書房 2011.9 

146.82 kod 7 怒りや憎しみにとらわれた子どものために ﾏｰｺﾞｯﾄ･ｻﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ著 誠信書房 2011.9 

227 Tam   イスラームから見た「世界史」 ﾀﾐﾑ･ｱﾝｻｰﾘｰ著 紀伊國屋 2011.9 

367.3 Cho   家庭内暴力の研究 : 防止と治療プログラムの評価 ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ･ﾁｮｰｸ他編 福村出版 2011.12 

369.28 Fuj   触法発達障害者への複合的支援 : 司法・福祉・心理・医学による連携 藤川洋子他編著 福村出版 2011.12 

429.6 Tak   超光速ニュートリノとタイムマシン : 世紀の大発見がもたらす未来 竹内薫著 徳間書店 2011.11 

467.3 Nak   バイオデータベースとウェブツールの手とり足とり活用法 中村保一 [ほか] 編集 羊土社 2007.10 

M01.4 Sat   医師のためのパフォーマンス学入門 : 患者の信頼を得るコミュニケーションの極意 佐藤綾子著 日経BP 2011.12 

M11.038 Kop   ヴォルフカラー人体解剖学図譜 井上貴央日本語版編集 西村書店 2011.12 

M13.2 Rev   心臓・循環の生理学 J ﾛﾄﾞﾆｰﾚｳﾞｨｯｸ著 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 2011.9 

M13.7 Fuj   姿勢制御の神経生理機構 藤原勝夫編著 杏林書院 2011.9 

M16.9 Hat   よくわかるゲノム医学 : ヒトゲノムの基本からテーラーメード医療まで 服部成介他著 羊土社 2011.12 

M21.23 Mur Z あなたが心電図を読めない本当の理由 (わけ) 村川裕二著 文光堂 2010.10 

M24.32 Fun   心臓CTの使い方 : 現在のコンセンサス 船橋伸禎他編集 文光堂 2011.11 

M28.9 Fur   ヴィジュアルでわかるバイオマテリアル 古薗勉 他著 学研メディカル秀潤社  

M29.163 Nag   ドレーン&チューブ管理マニュアル : 臨床に活かせる 永井秀雄 他編 学研メディカル秀潤社  

M31.7 Oya   血液内科学 大屋敷一馬他編 丸善出版 2011.11 

M31.73 Hat   がん研有明病院最新化学療法レジメン : 血液腫瘍 畠清彦編集 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2011.10 

M32 Mur   循環器治療この薬をつかう本当の理由 (わけ) 村川裕二著 光堂 2011.11 

M32.35 Sat   心不全の基礎知識100 : 心不全治療のためにあなたにできること100の可能性 佐藤幸人著 文光堂 2011.9 

M37 Kur   八つの人生の物語 : 不確かで危険に満ちた時代を道徳的に生きるということ A・ｸﾗｲﾏﾝ著 誠信書房 2011.10 

M37.2 Ish   精神科領域からみた心身症 石津宏責任編集 中山書店 2011.9 

M39.32 Nag   小児不整脈 長嶋正實 他著 診断と治療社 2011.11 

M42 Yos   外科医のための循環器必須知識 吉野秀朗編集 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社2011.9 

M42.8 Maf   動画でまなぶ切開・結紮・縫合 真船健一著 学研メディカル秀潤社  

M46.7 Tsu   手の外科の実際 津下健哉著 南江堂 2011.12 

M47.9 Nih   見た目のアンチエイジング : 皮膚・容貌・体型の若返りの手法 日本抗加齢医学会分科会 東京 文光堂 2011.5 

M49.3 Yam   急速進行性糸球体腎炎診療ガイドQ&A 山縣邦弘編集 診断と治療社 2011.10 

M49.3 Shi   ネフローゼ症候群診療ガイドQ&A 今井圓裕編集 診断と治療社 2011.10 

M49.3 Shi   多発性嚢胞腎診療ガイドQ&A 堀江重郎編集 診断と治療社 2011.10 

M54.6 Aoz   乳癌 青笹克之総編集 中山書店 2011.9 

M54.8 Miy   DI者の権利擁護とソーシャルワーク 宮嶋淳著 福村出版 2011.10 

M55 Dat   最新産科麻酔ハンドブック Sanjay Datta他著 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社  2011.2 

M64 Mar   視能学 丸尾敏夫 他編集 文光堂 2011.11 

M85.4 Nas   食品衛生学 : 「食の安全」の科学 那須正夫他編集 南江堂 2011.4 

M86 For   疫学 : 医学的研究と実践のサイエンス ﾚｵﾝｺﾞﾙﾃﾞｨｽ著 ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 2010.05 

M96 Kit   抗がん薬調製マニュアル : 抗悪性腫瘍剤の院内取扱い指針 北田光一他編著 じほう 2009.10 

753.8 Yos   色紀行 : 日本の美しい風景 吉岡幸雄著 清流出版 2011.12 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

医学のあゆみ  240巻5号（2012年2月4日号） 造血幹細胞移植の最新動向 

日本医事新報  4579号（2012年1月28日号） 医学界の歴史的変革に臨む 

癌の臨床  57巻 3号（2012年2月3日号） 肺癌 ： 放射線治療の進歩 

日本内科学会雑誌  101巻1号（2012年1月6日号） 膵腫瘍：診断と治療の進歩 

癌と化学療法  39巻1号（2012年1月15日号） がん検診のあり方 ―現状と展望― 

実験医学  30巻3号（2012年2月1日号） 
炎症・代謝性疾患に潜む脂質メタボリズム：脂肪酸の質の違いが制御

するストレス応答と病態 

実験医学 増刊号  30巻3号（2012年2月1日号） in vivo 実験医学によるヒト疾患解明の最前線 

胸部外科 65巻2号（2012年2月1日号） 虚血性心筋症に対する外科治療 

ホルモンと臨床 59巻10号（2010年10月1日） 褐色細胞腫の診断と治療UPDATE 

内科  109巻2号（2012年2月1日号） 
その輸液、間違っていませんか？  輸液のコントラバシーとピット

フォール 

治療  94巻2号（2012年2月1日号） リウマチ診療のパラダイムシフト 

臨床と研究  89巻1号（2012年1月20日号） 変貌する糖尿病治療 

最新医学  67巻2号（2012年2月10日号） 関節リウマチの最新情報 

診断と治療 100巻1号（2012年1月 1日号） 内科医が知っておくべき最新医療機器① 

看護教育  53巻2号（2012年2月25日号） 私はこうして学生と向き合ってきた：日々出合うさまざまな悩み 

看護技術  58巻2号（2012年2月20日号） 
【特集1】栄養不良を見逃さない！栄養アセスメント           

【特集2】ﾘｴｿﾞﾝﾁｰﾑの連携協働における看護職の役割 

クリニカルスタディ  33巻2号（2012年2月10日号） 
【特集1】看護師国家試験一般問題110                  

【特集2】教えて先輩！ナースの ON & OFF 

プチナース  21巻2号（2012年1月10日号） 覚えれば点になる必修問題の暗記モノ 

看護  64巻2号（2012年1月20日号） 
【特集1】「特定看護師（仮称）業務試行事業」報告           

【特集2】卒後院内教育にも活用できる「まちの保健室」 

緩和ケア 22巻1号（2012年 1月15日号） つながりをいつもまでも心に ―東日本大震災といのち― 

がん看護 17巻 1号（2012年1月20日号） 困ったときの倫理コンサルテーション ～SPIKESに沿って～ 

エキスパートナース  28巻2号（2012年1月20日号） 術後のケアがこんなに変わる！見直したい術前・術後の管理 

月刊ナーシング  32巻2号（2012年1月20日号） 
患者・家族に説明できる！ケアできる！知っておきたい糖尿病の最新

知識 

Nursing Today 27巻 1号（2012年1月15日号） 一般病棟の認知症患者 ： 日常生活と療養を支える 

臨床看護  38巻2号（2012年2月15日号） 退院後の「家族」を支えたベッドサイドの事例集 

看護展望  37巻3号（2012年1月25日号） 再考！看護必要度 ： 課題の明確化と解決の糸口 

コミュニティケア  14巻2号（2012年2月1日号） ショートステイにおける施設と訪問看護の連携 

検査と技術  40巻2号（2012年2月1日号） 慢性膵炎 

臨床検査  56巻2号（2012年2月15日号） 生理活性脂質 

Medical Technology  40巻2号（2012年2月15日号） 症状・依頼目的に対応した心エコー検査の進め方 

公衆衛生  76巻2号（2012年2月15日号） セルフケアを支援する 


