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プロシージャーズ・コンサルト日本語版が利用できます！ 
 Photo by  

成瀬一郎医学図書館長 

人間力関係図書コーナー 新設! 

 将来、医療関係者となる学生さんが、専門科目の学習はもとより、広範な知識を得て人間力を育

てていくために設置されました。日野原重明先生も「医師は人間性が豊かでな

ければ医療ができません。」多彩な知識を持つことにより、患者さんの語りに

耳を傾けることができ、「診療に必要な情報を引き出すこともあります。」と

おっしゃっておられます(週刊 医学会新聞 第2928号5面 2011年5月16日発行) 
  

 医学部の学生さん方は、勉強やインターネットで知識をすでに習得しておられま

す。しかし、実際に医療の臨床現場に出ると、幅広い世代や価値観の異なる患者

さんに接することになります。書籍でしか触れることのできない文学や芸術等の

知識に触れることは、自分自身の教養の幅を広げるだけではなく、診察時のコ

ミュニケーションのきっかけとなる可能性もあります。 

 ぜひ1度手に取ってご覧ください。 

 医学生、研修医、臨床医、また看護師やコメディカル

の方々まで、幅広い方々にご利用いただけるオンライン

ツールです。 

 Procedures Consultは、臨床医および研修医の方々が日々の診療で必要となる基本的な手技に

ついて、準備から実際の手順、手技後のケアまでを、わかりやすいビデオやアニメーション、テ

キストで提供されています。 

← 手技を選ぶと・・

● 動画とその解説があります。また“手技前”

“手技”“手技後”のケアも掲載されています。 

ホームページ 

プロシージャーズ・コンサルトとは・・・ 

臨床手技動画データベース 

スマホ、タブ

レットからも使

用可能です。 

医学図書館HP

の“最新情報”

のリンクから 

どうぞ！ 

人間力関係図書のリストが 

３ページにあります。 



お知らせ   

   
  

 持ち時間５分間、己が弁舌のみで本を紹介しあう「知的書評合戦」！ 

 小説、専門書から漫画まで、「本」であったらなんでもOK！ 

 本好きの方、本を読んだ感動を広めたい方等、ぜひご参加ください !! 
 

  【日 時】 2月中旬から下旬 30分～1時間程度 

  【場 所】 医学図書館ブラウジングコーナー 

  【出場方法】近日中に申込用紙をカウンターにご用意します 

     ※出場者は、学生に限ります。 

 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 

偕成社 1966.10（発売） 

つるのおんがえし / 松谷みよ子(文）・いわさきちひろ(絵)  
『自分で天気を予報 

できる本』  
 

 米子は天気が変わりやす

く、お昼は晴れていたのに、

帰ろうとすると土砂降り、 

「カサ持ってないのに (>_<)  
 ・・・」 
 なんてこと、ありませんか？

この本を読んで、天気予想し

てみませんか？ 

                     
         医学科2年  

                                  M.T 

☆学生の  押し☆ 

著者：武田康男 

出版：中経出版  

ここにあります 

 日本昔話ではお馴

染みのお話です。 

 民話の中では、

「鶴女房」として日

本各地におさめられ

ています。 

 今回の絵本は、鶴

が子どもとなって老

夫婦のところへやっ

てくるという、鳥取

に残っている民話が

ベースです。 

 人間に命を助けられ

たつるが、自分の羽を

ぬいて美しい布を織る

という民話が淡く美し

く描かれています。 

 英米でも翻訳版が出

版されています。 

 松谷みよ子の素朴な

文章と、いわさきちひ

ろのやさしい水彩画は

叙情的な世界に私たち

を誘ってくれます。 

 
漢方の世界を 

のぞいて 

みませんか？ 

「漢方の世界」展示中 

離職・卒業される方へお願い  

◆ 図書館から借りている資料がないか 、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、ＵＳＢキーをご返却ください 

米子出身の医師が江戸

時代に書いた梅毒治療

薬の宣伝の本 

展示コーナー 「今も昔も －梅毒の小史のご案内ですー」 

 先日、輸血によるHIV感染が確認されました。 

  今回は、過去の日本で蔓延して多くの人を苦しめた、「梅毒」という病気について、

米子に関係した資料を中心に展示しています。感染後、発症し重症化するまで長時

間かかることなど梅毒とAIDSとは共通点があります。日本での梅毒の歴史は今後の

教訓になると思います。多くの人が、HIVの感染を増加させない意識を持たなければ、

HIVは近い将来日本で爆発感染を起こすかもしれません。歴史を学ぶことで、過ちを

繰り返さず、社会的弱者を救う医療について考えていただければと思います。 

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、お気軽にお越しください。 

ビブリオバトル in 鳥大(米子キャンパス)を開催します！ 
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＊  人間力関係図書リスト(抜粋)＊  
分類番号 書  名  等 著  者 出版事項 

007.35:Kaw ルールを変える思考法 川上量生[著] KADOKAWA 2013 

070.2:Rom 三面記事の歴史 ロミ著 国書刊行会 2013 

081.5:Nar 吉田松陰著作選  奈良本辰也[編] 講談社 2013 

112:Shu 時間認識という錯覚  首藤至道著 
幻冬舎ルネッサンス 

2013 

141.51:Sai 事例による認知科学の研究法入門  齋藤美穂編 東京大学出版会 2013 

141.6:Fur 微笑みのたくらみ  マリアン・ラフランス著 化学同人 2013 

150:Abi 「道徳的である」とはどういうことか  安彦一恵著 世界思想社 2013 

159.7:Tak 僕は君たちに武器を配りたい 瀧本哲史著 講談社 2011 

188.84:Ish 禅問答入門 石井清純著 角川学芸出版  

209:Kum 歴史の主役はみな病人  久次米義敬著 
主婦の友インフォス情

報社  

209:Wat 名著で読む世界史 渡部昇一著 扶桑社  

210.67:Iih ゴードン・スミスの見た明治の日本  伊井春樹著 角川学芸出版  

222.043:Wat 十八史略で読む『三国志』 渡邉義浩著 朝倉書店 2012 

225.02:Nag インダス文明の謎  長田俊樹著 
京都大学学術出版会 

2013 

234.07:Haf ヒトラーとは何か  セバスチャン・ハフナー著 草思社 2013 

253.07:Shi:1～2 ケネディ暗殺  上～下 フィリップ・シノン著 文藝春秋 2013 

289.1:And 転んでもただでは起きるな!  安藤百福発明記念館編 中央公論新社 2013 

289.1:Tsu 語り--移動の近代を生きる  辻本昌弘著 新曜社 2013 

297.8:Kak アグルーカの行方  角幡唯介著 集英社 2012 

316.4:Ber テロリズムの歴史 フランソワ=ベルナール・ユイグ著 創元社 2013 

361.6:Tak 君に友だちはいらない 瀧本哲史著 講談社 2013 

367.7:Bov:1～2 老い 上～下 シモーヌ・ド・ボーヴォワール著 人文書院 2013 

369.4:Ike 私の夢は大人になるまで生きることです。  池間哲郎著 致知出版社 2004 

371.41:Nak ピア・ラーニング  中谷素之,他編著 金子書房 2013 

385.6:Kud 死の帝国  ポール・クドゥナリス著 創元社 2013 

402.106:Got 天才と異才の日本科学史  後藤秀機著 ミネルヴァ書房 2013 

402.9:Wok 命がけで南極に住んでみた ゲイブリエル・ウォーカー著 柏書房 2013 

451.91:Tan 気候で読み解く日本の歴史  田家康著 
日本経済新聞出版社 

2013 

M37.2:Ara 生きていく絵  荒井裕樹著 亜紀書房 2013 

504:Nij:1～2 21世紀への階段 1～2 科学技術庁監修 弘文堂 2013 

520:Wir 誰も知らない「建築の見方」 フィリップ・ウィルキンソン著 エクスナレッジ 2013 

910.4:Jin:01～05 人生をひもとく日本の古典 1～5 久保田淳[ほか]編著 岩波書店 2013 

913.6:Asa:1～2 黒書院の六兵衛 上～下 浅田次郎著 
日本経済新聞出版社 

2013 

913.6:Yam:01～06 山本周五郎探偵小説全集 1～6 山本周五郎著 作品社 2007 

913.68:Tsu:01～28 津本陽歴史長篇全集 1～28 津本陽著 角川書店 1999 

913.68:Yos:01～08 吉村昭歴史小説集成 1～8 吉村昭著 岩波書店 2009 

914.6:Ato イソップを知っていますか 阿刀田高著 新潮社 2010 

916:Rok 夫はバイリンガル失語症  ロコバント靖子著 大修館書店 2013 

918.68:Fuj:01～26 藤沢周平全集 1～26 藤沢周平著 文藝春秋 1992- 

918.68:Ino:01～28 井上靖全集 1～28 井上靖著 新潮社 1995-2000 

918.68:Shi:01～68 司馬遼太郎全集 1～68 司馬遼太郎著 文藝春秋 1973.3 

930.268:Mak 「時」をつなぐ言葉  牧野陽子著 新曜社 2011 
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雑 誌 名 巻 号 特 集 記 事 

臨床雑誌外科 76巻2号 （2月1日号） 膵切除をめぐる最近の話題 

胸部外科 67巻2号 (2月1日号） 経皮的大動脈弁形成術後の大動脈弁置換術 

内科 113巻2号 （2月1日号） COPD治療の新時代 

medicina 51巻1号 （1月10日号） 消火器薬 －新時代の治療指針－ 

最新医学 61巻1号（1月10日号） 糖尿病 -診断・治療 Update- 

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1号 （1月10日号） 【特集1】新出題基準対応！ 2014看護師国試予想問題  

プチナース 23巻2号 （1月10日号） 
【特集1】全領域一番よく出るポイント  

【特集】必修問題化される一般問題10 

エキスパートナース 30巻2号 （1月20日号） 便秘・下痢 対応の根拠Ｑ＆Ａ 

月刊ナーシング 34巻2号 （1月20日号） 
【特集１】抗がん薬投与指示の根拠が知りたい！レジメンの中身がわかる！   

【特集2】見逃してはいけない皮膚疾患 診断の仕方と対応法Part.1 

緩和ケア 24巻1号 （1月15日号） 再発・進行がん患者の治療中のサポーティブケア 

がん看護 19巻1号 （1月20日号） Up to Date 分子標的治療薬 

看護教育 55巻2号 （2月25日号） 効果的な授業の工夫としてのeラーニング 

看護技術 60巻2号 （2月20日号） がん化学療法における抗がん薬曝露対策 

看護展望 39巻3号 （1月25日号） 臨床看護研究の活性化 

検査と技術 42巻2号 （2月1日号） 先天性血小板機能異常 ペルナール・スーリエ症候群と血小板無力症 

公衆衛生 78巻2号 （2月15日号） 予防接種 

遺伝 68巻1号 （1月1日号） iPS細胞/ES細胞の生物学 

生体の科学 64巻6号 （12月15日号） 顕微鏡で物を見ることの新しい動き 

化学 69巻2号 （2月1日号） 新しい用途が広がる多孔性配位高分子 

こころの科学 173号（1月1日号） 精神科クリニック 現状とこれから 

Newton 34巻3号 （3月7日号） 
【特集1】なるほどよくわかる、すぐわかる 三角関数  

【特集2】 行動をコントロールする物質 フェロモン 

日経パソコン 690号 （1月27日号） 
【特集1】ネットワークの不調を解決する 

【特集2】仕事で役立つ高速プリンター Windows 8.1 実用テクニック 

分類番号 書  名  等 著  者 出版事項 

146.8:Ito パーソンセンタード・アプローチの挑戦 伊藤義美ほか編 創元社,2011 

410.4:Tak 体感する数学  竹内薫著 
角川グループホール

ディングス,2013 

439.3:Fun アルカロイド 船山信次著 共立出版,1998 

460:Fuk やわらかな生命 福岡伸一著 文藝春秋,2013 

461:Kau 自己組織化と進化の論理  スチュアート・カウフマン著 筑摩書房,2008 

463.7:Kon 波紋と螺旋とフィボナッチ 近藤滋著 
学研マーケティン

グ,2013 

463:Coo クーパー細胞生物学  Geoffrey M. Cooperほか[著] 東京化学同人,2008 

M07:Shi 米国医学留学のすべて  島田悠一ほか編著 日本医事新報社,2013 

M17:Kit 休み時間の微生物学  北元憲利著 講談社,2008 

913.6:May:1～2 グリード 上～下 真山仁著 講談社,2013 

＊  購入希望図書リスト(抜粋)＊  




