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新医学図書館への移転に伴う長期貸出について 

図書館セミナーを開催しました！ 新医学図書館の開館と仮設図書館の閉鎖のお知らせ 

 仮設図書館から新医学図書館への移転のため、平成２５年３月１日（金）から３月31 日（日）まで、

図書館は利用できません。この間のご不便を少しでも解消する為、下記のとおり長期貸出を行います。 

どうぞご利用下さい。 

対象資料   仮設図書館配架の図書（禁帯出資料、視聴覚資料、雑誌は除きます） 

対象者    教職員・学生の皆さま 

取扱期間   平成２５年２月１５日（金）－平成２５年２月２８日（木） 

貸出冊数   学部学生 ３冊    大学院生・教職員 ５冊 

 

返却期限日  平成２5 年４月１２日（金） 
     （平成２5 年３月に卒業等で鳥取大学を離れる方は、３月８日(金)までに必ずご返却ください） 

返却場所     ２月２８日まで：仮設図書館カウンター（閉館時はブックポスト） 

           ３月1 日－31 日：ブックポスト（アレスコ棟玄関） 

           ４月1 日以降：新医学図書館カウンター（閉館時はブックポスト） 

 図書館活動について日頃からご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、鳥取大学医学図書館は、耐震改修工事に伴い全面閉鎖し、仮設図書館にてサービスを提供して 

おりますが、下記のとおり、4 月には新医学図書館を開館することになりました。 

  

       新医学図書館 平成２５年４月 １日（月）開館（予定） 

       仮設図書館  平成２５年２月２８日（木）閉鎖 
 

 開館までの図書館サービスは、下記のとおりになります。 

 皆さまには、ご不便をおかけしますが、どうかご理解・ご協力をお願いいたします。 

 ３月の文献複写

申込は、公費のみ

とさせていただき

ます。 

  

３月１日～３１日

の間、図書館は利

用できません。 

  

● 日程が変更とな

る場合は、改めて

お知らせします 

リニューアルOPENは 

4月1日(月) 
の予定です  



 お知らせ  

 その他 

 

香陽文庫の絵本は、現在中央図書館に 

あります。お申込はカウンターまで 

文溪堂 1996. 12 

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） 
  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、ＵＳ

Ｂ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 

いただけますので、 

どうぞご利用ください。 

卒業・離職予定の方へ 

お 願 い 

日経BP記事検索サービス  (( トライアル )) 

 日経BPおよび関連雑誌約50誌に掲載された記事を検索し  

 本文を閲覧できます。 

レポート作成や就職活動等に役立つ記事も多数あります。 

 この機会にぜひご利用ください。  
 

           無料お試し期間：3月6日までです 

 

こちらのロゴからご利用ください 

主な収録雑誌タイトル 

 ・日経ビジネス 

 ・日経コンピュータ 

 ・日経パソコン 

 ・日経コミュニケーション 

 ・日経サイエンス 

 ・日経メディカル 

 ・日経TRENDY 

 ・日経エンタテイメント！ 

 

 作者の感性が光るこの絵

本は、いぬのバムと、かえ

るのケロちゃんが織りなす

楽しい日常を描いたシリー

ズの中の1冊。今回ご紹介

するのは“かいちゃん”と

いうアヒルの友達との出会

いのお話です。 

 はなも池も凍る寒い朝に

かいちゃんは・・・ 

パッケージデザインを

していたという作者の

得意とする色遣いやデ

ザイン性のある家具や

風景など視覚的にも楽

しめます。 

 ストーリー性には欠

けますが、細かなとこ

ろに愉快な発見があり

ます。この絵本で、

ほっと一息ついて 

ください。 

医学図書館

ホームページ

からどうぞ 

 ただいま、 

ミニ展示コーナー 
では・・・ 

 

『摂食障害・嚥下障害』
に関連した図書を展示中 

  

 一般的な読みやすい本か

ら、学生さんの授業の参考

になる本、臨床現場で今す

ぐ使える本、専門書、また

実際の食事で注意したい 

ハウツー本やレシピ本、カ

ロリー等を考えたダイエッ

トに関する本などなど、揃

えています。 

 

仮設図書館 

入り口すぐの 

所にあります 
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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 

209 Kur   
137億年の物語 : ｕｃｈｕｕｇａｈａｚｉｍａｔｔｅｋａｒａｋｙｏｕｍａｄｅ

ｎｏｚｅｎｒｅｋｉｓｈｉ 
野中香方子訳 文藝春秋 2012.9 

291.7 Tot   鳥取県の歴史散歩 鳥取県の歴史散歩編集委員会 山川出版社 2012.12 

431.1 Wil   元素をめぐる美と驚き:周期表に秘められた物語 安部恵子 他訳 早川書房 2012.11 

464.3 Wat   二重らせん: DNAの構造を発見した科学者の記録 中村桂子他訳 講談社 2012.11 

M01.5 Shi 15 医学研究 土屋貴志 他 執筆 丸善出版 2012.11 

M01.5 Shi 5 安楽死・尊厳死 谷田憲俊他執筆 丸善出版 2012.11 

M01.5 Shi 4 終末期医療 安藤泰至 他執筆 丸善出版 2012.12 

M11 Kat   休み時間の解剖生理学 加藤征治著 講談社 2010.4 

M11.71 Sen   プラクティカル解剖実習脳 千田隆夫他著 丸善出版 2012.12 

M13.41 Sak   食欲の科学:食べるだけでは満たされない絶妙で皮肉なしくみ 櫻井武著 講談社 2012.10 

M14 Dev   デブリン生化学 : 臨床の理解のために 上代淑人他監訳 丸善出版 2012.12 

M18 Aki   免疫学Update : 分子病態の解明と治療への展開 審良静男他編集 南山堂 2012.12 

M21.7 Ots   
Dr.大塚の血液ガスのなぜ?がわかる : 基礎から学

ぶ酸塩基平衡と酸素化の評価 
大塚将秀著 

学研ﾒﾃﾞｨｶﾙ秀潤社 

2012 

M29 Sya   
写真でわかる基礎看護技術 : 基礎的な看護技術

を中心に! 
吉田みつ子他監修 インターメディカ 2012.12 

M29.11 Nas 2013 ナースのためのくすりの事典 守安洋子著 へるす出版 1013 

M29.14 Kih   基本から学ぶ看護過程と看護診断 本郷久美子他訳 医学書院 2012.12 

M29.25 Asa   根拠と事故防止からみた小児看護技術 浅野みどり編集 医学書院 2012.8 

M29.26 Gan   肺がん患者ケア 栄木実枝他編集 学研ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 2012.12 

M29.9 Kaz   家族看護学 : 理論と実践 鈴木和子他著 
日本看護協会出版会 

2012.11 

M31.7 Ket   血液症候群 : その他の血液疾患を含めて 日本臨牀社 編集 日本臨牀社 2013.1 

M37 Gen   現代児童青年精神医学 山崎晃資他編著 永井書店 2012.11 

M38.7 Asa   水痘・帯状疱疹のすべて 浅野喜造編集 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2012.11 

M39.5 Oku   
画像による新生児症例カンファランス : どこを見

る?何がわかる? 
奥起久子他編著 ﾒﾃﾞｨｶ出版 2012.12 

M39.5 Tok   最新NICUマニュアル 徳田幸子編著 診断と治療社 2012.11 

M45 Shi   新臨床腫瘍学 : がん薬物療法専門医のために 日本臨床腫瘍学会編集 南江堂 2012.12 

M46.55 Tat   
カラー図解PEG完全攻略 : 胃ろうの適応・禁忌か

ら造設・管理・偶発症対策まで 
竜田正晴他監修 金芳堂 2012.12 

M48 Sai   
日光角化症・皮膚癌カラーアトラス : 診断と治療

のポイント 
斎田俊明監修 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚﾋﾞｭｰ社 2012.11 

M52 Iwa   女性性器感染症 岩破一博編 医薬ｼﾞｬｰﾅﾙ社 2012.12 

M54.6 Toi   乳癌診療Update : 最新診療コンセンサス2012 戸井雅和編集 医歯薬出版 2013.1 

M66 Nai   めまいを見分ける・治療する 内藤泰専門編集 中山書店 2012.10 

M91 Kon 2013 今日の治療薬 : 解説と便覧 水島裕,他編著 南江堂 2013 

M91 Tat 2013 ポケット医薬品集 龍原徹著 白文社 1989.2- 

720.8 Fus   構図がわかれば絵画がわかる 布施英利著 光文社 2012.10 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

医学のあゆみ 244巻４号（1月26日号） 慢性低酸素状態の腎臓 

日本医事新報 4631号 （1月26日号） 危険な咽頭痛－急性咽頭蓋炎を中心に 

日本臨床 71巻2号（2月1日号） 肥満症-肥満症の最新知見 

癌の臨床 58巻6号（12月26日号） 癌分子標的治療up to date  局所進行直腸癌に対する集学的治療 

レジデントノート 14巻17号（2月10日号） 外科の基本 手術前後の患者さんを診る  

癌と化学療法 40巻1号 （1月15日号） 新しい分子標的治療薬による治療戦略 

実験医学 31巻3号 （2月1日号） 構造から創薬に向かうＧＰＣＲ研究ｰシグナルを呼び起こす、そのダイナミクス 

実験医学増刊号 31巻2号 （2月1日号） ヒトと医学のステージへ拡大する細胞周期2013 

胸部外科 66巻2号 (2月1日号） 肺癌手術例における低用量未分画heparinの術後肺塞栓予防効果と安全性の長期成績 

内科 111巻2号 （2月1日号） 睡眠障害診療のあり方 内科医と睡眠専門医との連携を目指して 

治療 95巻1号 （1月1日号） 診療所経営のテクニック 今、求められている医院経営とは？ 

臨床と研究 90巻1号（1月20日号） なぜ癌は難治か 

medicina 50巻1号（1月10日号） 進化し続ける内科診療 世界が認めたブレイクスルー 

最新医学 67巻別冊（1月25日号） 新しい診断と治療のABC76 弁膜疾患 循環器13 

診断と治療 101巻1号（1月 1日号） 虚血性心疾患 

胆と膵 34巻1号 （1月15日号） 肝胆膵外科手術におけるシミュレーションとナビゲーション 

医師国試対策 34巻1号（1月15日号） 知識を解くチカラに！107回国試予想問題50 

クリニカルスタディ 34巻2号（2月10日号） 【特集1】看護師国試2013必修予想問題  【特集2】教えて！みんな実習＆勉強ワザ    

エキスパート

ナース 
29巻2号（1月20日号） 

【特集１】あのころ習ったこと、今はもう違うんです！看護手技のここが変わった    

【特集2】[胸部X線]の集中レクチャー ポータブルX線画像が“読める” 

月刊ナーシング 33巻2号（1月20日号） 
“患者の身になる”とみえてくる外来にシフトしたがん化学療法だから考えたい新しいケ

アの視点  

緩和ケア 23巻1号（1月15日号） よく遭遇する場面の看護ベーシックに立ち返る 

がん看護 18巻1号（1月20日号） 緩和ケアベストマネジメントーチーム内での役割を考えるー 

看護教育 54巻2号（2月25日号） 基礎看護学を再構成する・2 看護の「基礎」を教えるとは？ 

看護技術 59巻2号 （2月20日号） “原因”を特定し、“対応”をマスターしよう！人工呼吸器アラーム対応 

看護展望 38巻3号 （1月25日号） 派遣看護師の活用を考える 

看護 65巻2号 （1月20日号） 

【特集1】被災地の“これから”に寄り添う“ともに歩む”東日本大震災復興支援     

【特集2】よりよい看護職員確保対策のために 派遣・紹介業者の利用実態と直接雇用を   

目指す取り組み 

臨床看護 39巻2号（2月15日号） 
【特集１】家族性腫瘍患者と家族へのかかわり がん遺伝看護の視点から        

【特集2】がん看護専門看護師による外来がん看護・がん看護相談実例集 

コミュニティケア 15巻2号 （2月1日号） 広がる“暮らしの保健室”－1年半の実践から見えてきたもの 

臨床検査  57巻2号（2月15日号） 【特集1】血管超音波検査     【特集2】血液形態検査の標準化 

Medical Tech-

nology 
41巻1号 （1月15日号） 腹部超音波検査ー精度向上のためのファースト・ステップー 

遺伝 67巻1号 （1月1日号） あんな形、こんなできかたーエボデボ研究最前線[植物篇] 

化学 68巻2号 （2月1日号） ナノバブルの化学 小さな気泡の不思議な世界 

Newton 33巻3号 （3月7日号） 宇宙はほんとうに無から生まれたのか いま注目の最新・血液学 

サギソウ 

（恋ヶ窪にて） 


