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蔵書検索(OPAC)画面がリニューアル！ 

 Photo by  
成瀬一郎名誉教授 

こちらからキーワードを直接入力できます。 

または、      をクリックする。 

鳥取大学医学図書館ホームページ 

 

OPACトップページ 

検索結果です。本の表紙の画像が表示 

されるものもあり、よりわかりやすく！ 

同じキーワードで、各デー

タベースも検索できます。 

こちらの絞り込み条件（ファセット）

より容易に絞り込みができ、目的の 

資料が見つけやすくなります。 

ヤッテ 

ミヨウ！ 

詳細画面 

・分類番号 

図書館に所蔵し

ている類似資料

の紹介です 

雑誌の場合は   このマークを 

押すと配架場所の番号がでます 

・図書の詳細情報 

雑誌の所蔵情報 

キーワードを入力 



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 

のら書店, 1984.05 

クシュラの奇跡 / ﾄﾞﾛｼｰ・ﾊﾞﾄﾗｰ著 百々佑利子訳 

お知らせ 

◎ なお、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、お気軽に 

   お越しください。 

３月９日から平日の開館

時間は17時までです。 

土日祝日は休館です。 

 

＊12日（木）試験のため休館 

＊31日（火）午前中休館 

ホームページのカレンダー

などでご確認ください。 

離職予定の方へお願い 

◎ 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。 

◎ 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キーの返却をお願いします。  

【My Libraryのログイン画面変更】 
 

MyLibraryのログイン画面が変更になりました。

不明な場合は下記へお問い合わせください。 

【返却事前通知メールについて】 
 

 借りている本の返却期限日3日前にメールで

通知するサービスを開始しました。 

 メールアドレスを登録されてない方は、

“MyLibrary”の“利用者登録変更”から入力

をお願いします。 

My Libraryから、現在借りている本の確認・延長

ができたり、院生・教職員の方は文献複写の申込

み・到着状況などを確認することができます。 

【3月の開館について】 

 鳥取大学職員番号または

学生証の番号・パス

ワードを入力 

 学内の方で図書館専用

カードをお持ちの方 

「看護研究・プレゼン講習会 ～ データベース

検索とパワーポイントの使い方～」を開催！  

 3月4日（水）に 看護研究のための

文献検索とプレゼンテーション講習会

を開催し４１名の参加がありました。  

 クシュラには生後まもなく次々と重い障害

が現れた。両親は治療法を模索しつつ、絵本

の読み聞かせを始めたところ、生後四か月の

クシュラが強い関心を示した。 

 本が知能と発達に及ぼした影響は計り知れ

ないが、それ以上にクシュラに友達を運んで

きたことが重要だったと言える。 

【Webからの文献等申込みの注意点】 

※ 文献複写・相互貸借等の申込みをされる場合の 

注意点です。（連絡先と予算選択の部分です） 

 連絡先は、選択肢

がなければ、“利用

者情報変更”から、

連絡先を登録し直し

てください。 

  公費は、予算の選択肢

がなければ、 

↑こちらを選択し、  

“コメント”欄に予算名等

を記入してください。 
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＊  新着図書 より(抜粋)＊  

請求記号       書   名      著 者 名     出 版 事 項 

338.18:Oka 
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 : 知的人生設計のす

すめ  
橘玲著 幻冬舎 2014.9 

369.26:Sha 写真とイラストですぐわかる!安全・やさしい介護術 橋本正明監修 西東社 2014.12 

369.27:Bar バリアフリーのその先へ! : 車いすの3.11 朝霧裕著 岩波書店 2014.6 

369.27:Mir 未来につなぐ療育・介護労働 : 生活支援と発達保障の視点から 北垣智基ほか編著 ｸﾘｴｲﾂかもがわ2014.9 

386.1:Nih 日本のしきたり : 伝統行事の知恵と心 飯倉晴武編著 宝島社 2014.11 

490.7:Ens 

炎症 : 全体像を知り慢性疾患を制御する : 炎症シグナル, 免

疫細胞のダイナミズムからがん・糖尿病などの発症機序と治

療標的まで 

松島綱治編集 羊土社 2014.11 

490.7:Kis 基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 中村好一著 医学書院 2013.8 

490.7:Tad 正しく効果的に伝える医師のための英文Eメールの書き方 伊達勲編著 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ 2014.4 

490.7:Tom 
トム・ラングの医学論文「執筆 (ライティング)・出版・発表」実

践ガイド 
Thomas A.Lang著 シナジー 2012.1 

490.7:Wae 和英で引ける医学英語フレーズ辞典 もうプレゼンで困らない! 伊達勲著 ﾒｼﾞｶﾙﾋﾞｭｰ社 2013.3 

491.17:Neu Neuroanatomy : an illustrated colour text Alan R. Crossman 
Churchill Living-

stone/Elsevier c2014 

492.123:Haj はじめての心電図 兼本成斌 [著] 医学書院 2014.6 

492.125:Gaz 
画像から読み解く血管エコー決め手の一枚 : 血管超音波検

査の解剖・所見・原理・ピットフォール 
佐藤洋著 メディカ出版 2014.8 

492.13:Haj 初めて握る人のための気管支鏡入門マニュアル 
杏林大学呼吸器内

科編 

メジカルビュー社 

2014.1 

492.9:Nas ナースの心電図BOOK : 波形・用語からすぐ引ける! : カラー版 佐藤麻美監修 西東社 2014.11 

492.911:Nas:2015 ナースのためのくすりの事典 守安洋子著 へるす出版 1991- 

492.926:Koj 
高次脳機能障害の標準看護計画 : NANDA-Iの看護診断に

もとづく 
藤山美由紀他編著 メディカ出版 2014.11 

492.926:Kok 呼吸器看護ケアマニュアル 石原英樹他編集 中山書店 2014.9 

494.77:Kok ここまでできる足の鏡視下手術オリエンテーション 
日本足の外科学会教育研

修委員会機能解剖セミ

ナー班著 
南山堂 2014.11 

494.77:Shi 失敗しない膝関節スポーツ外傷の手術 木村雅史著 医学と看護社 2014.11 

494.78:Rih リハビリテーション : 評価と治療計画 S.B.ｵｻﾘﾊﾞﾝ他編 西村書店 2014.1 

498.39:Nih 認知症を防ぐ「思い出し」トレーニング 河野和彦監修 宝島社 2014.11 

499:Zet 
絶対使える!臨床検査値 : 薬剤師のための地域医療連携ス

タートBOOK 
菅野彊他著 南山堂 2014.11 

507.23:Dek 
できる技術者・研究者のための特許入門 : 元特許庁審査官

の実践講座 
渕真悟著 講談社 2014.11 

535.4:Byo 
病院の設備が一番わかる : 病院の設備と機器の用途を検査

から入院の順序で解説 
稲葉明 技術評論社 2014.9 

589.2:Dek デキる女のおしゃれの方程式 : きちんと見える信頼される 森岡弘著 講談社 2014.11 

916:Gan 
がん末期のログブック : 患者になったジャーナリストが書き込

んだ500日 
高橋ユリカ著 プリメド社 2014.11 

916:Osu オストメイトビジネスマン世界を駆ける 佐々木豊著 WAVE出版 2014.10 

D-233 
DVDで学ぶ喀痰吸引・経管栄養の手順と留意点 : 介護職員

等による喀痰吸引・経管栄養研修用教材 
上野桂子 

中央法規出版 

2012.10 
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《 奇想の陳列部屋 

   / ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾓﾘｴｽ 河出書房新社 》 
 

 さまざまな珍しい動植物の標本や

剥製、鉱物、骸骨、蝋人形など、

「驚異の部屋」と呼ばれた16世紀

ヨーロッパ王侯貴族の蒐集品。驚き

に満ちた原初の博物館！ 

《 日本史漫談 / ﾊﾟｵﾛ･ﾏｯﾂｧﾘｰﾉ  二見書房  》 
 

 土下座ブーム、東京の牛、先生という敬

称、開襟シャツ、やせ薬の広告、ストリー

キング･･･。「大きな歴史」だけが、歴史

じゃない。埋もれている「小さな歴史」を

平成の戯作者が照らし出す。 

《 失職女子 / 大和彩 WAVE出版 》  
 

 明日はあなたかも！100社連続不採

用、貯金ゼロ。ホームレスになるかも

しれない･･･｡生きるための選択肢は、

借金か風俗か自死か、行政に頼るか。

働きたいのに、働けない。そんな時ど

の道を選びますか？自分の意思とは関

係なく仕事を失った人の貧困問題のリ

アルと、サバイバル術。 

“新着図書”より ご紹介    

《 研究者のための思考法10のヒント 

          / 島岡 要 羊土社 》 
 

 転職を考えている、創造的な研究者にな

りたい･･･。誰もが抱える悩みが突破力に

変わる！ 研究者かつ医師の著者が、社

会学・心理学など複眼的視点から導いた

“よく生きる”ためのポイントをわかり

やすく解説！ 

雑 誌 名 巻  号 特  集  記  事 

胸部外科 68巻3号 (3月1日号） 
3分岐型人工血管による分枝再建を先行させた弓部全置換術の手

術成績 

内科 115巻3号 （3月1日号） 高齢者のリウマチ・膠原病はこう診る 

medicina 52巻3号 （3月10日号） がんを診る 

クリニカルスタディ 36巻3号 （3月10日号） おさらい解剖生理 

プチナース 24巻3号 （2月10日号） 
【特集1】高齢者ケアの根拠とコツ【特集2】先輩たちの実習準備のし

かた教えます 

エキスパートナース 31巻3号 （2月20日号） 
【特集1】脳・神経の異常”とっさの”見かたと対応 

【特集2】「CVポート」知っておきたいポイント 

月刊ナーシング 35巻3号 （2月20日号） 【特集1】輸血製剤投与指示の根拠  【特集2】重症患者の尿管理 

看護教育 56巻3号 （3月25日号） コースポートフォリオで授業改善 

看護技術 61巻3号 （3月20日号） 抗菌薬の適正使用 

看護研究 48巻1号 （2月15日号） 看護研究から政策をうみだすために 

看護展望 40巻4号 （2月25日号） 東日本大震災5年目の今 

検査と技術 43巻3号 (3月1日号） 人工関節感染症 

公衆衛生 79巻3号 （3月15日号） 男性の健康を考える 

細胞工学 34巻3号 （2月22日号） 次世代生物学の扉を開く 1細胞解析法 

遺伝 69巻2号 （3月1日号） 国内外来種問題ー遺伝子交雑と種の問題 

生体の科学 66巻1号 （2月15日号） 脳と心の謎はどこまで解けたか 

化学 70巻3号 （3月1日号） ナノ空間での分子吸着の瞬間を捉えた！ 

こころの科学 180号（3月1日号） 統合失調症治療の現在 

実験医学 33巻4号（3月1日号） 生体バリアの破綻と疾患 


