
東日本大震災による被災者への医療
支援として、無料提供されている電子
資料について掲載しています。

● The New England Journal of Medicine

● The Cochrane Library

● UpToDate

● EBSCO Publishing社 医療系オンラインリソース

● Thomson Reuters 放射線関連データ etc.

最新の情報を
ご覧ください
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東日本大震災に関して 

今年度より、平日は夜１０時まで開館！ 

昨年度行ったアンケート調査で、要望の多かった開館時間の延長を実施します。 

がんばろう！日
本



[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 

OvidのEJ利用について 
 Journals@Ovidのサイトは同時接続1ユーザです。 

 Logoff操作をせずに他のサイトやブラウザを閉じて

再度アクセスした場合は同時アクセスの制限を受ける

ことがあります。 

 終了には必ずLogoffしてください。 

 

 平成23年度の新任教職員を対象に 

図書館オリエンテーションを実施し

ます。 

 鳥取大学医学図書館で利用できる

下記についてご説明します。 

（60分程度） 

 

●OPAC 

●データベース 

●電子ジャーナル 

●Webサービス（文献申込など） 

 

場所は図書館だけでなく、研究室や

教室にも出かけていきます。 

 

 なお、新任の方でなくても希望さ

れる場合はお申し込みください。 

  お申し込み先       

新任教職員講習会 

©Ichiro Naruse  

医中誌Web  
 Ver.5バージョンアップ 

 4月25日(月）リリース予定 

 次号では詳細をお知らせし

ます！ 

 

インターネット講習会 
 （トムソンロイター） 

医学図書館HP→Webサービス

→インターネット講習会より 

ご覧ください。 
ICカード職員証で、自動貸

出返却装置が、利用可能に
なりました。

ご自分で本の貸出・返却が
できます。

ICカード職員証でのご利用
ICカード職員証を・・・

◎ 申請された方
今までの利用者カードは無効になります。

（旧カードはご自分で破棄していただくか、または医学図書館にお返しください）

MyLibrary（文献申込、貸出状況確認など）をご利用の際は
ユーザIDに「職員番号」を入力してください。
パスワードは、今まで通りです。

◎ 申請されてない方
今までの利用者カードをお使いいただけます。

ICカード職員証・見本 自動貸出返却装置（ABC）

水滴が落ちると床が滑りやすくなります。

Step.1

傘を閉じて、

①に入れます。

Step.2

ビニールに包ま

れた傘を取り出す。

Step.3

お帰りの際、傘
袋回収機に入
れて袋を取り外

します。

図書館の玄関に“傘ぽん”を置きました。
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＊  新着図書リスト 3月～4月＊  

請求記号 書名 著者名 出版事項 備考 

464 Fuk   分子生物学 深見泰夫編著 京都 化学同人 2011.2   

547 Yam   XML辞典 山田祥寛著 [東京] 翔泳社 2004.9   

D-65 ゴースト : ニューヨークの幻 ジェリー・ザッカー監督 
パラマウント・ホーム・エンタテイメン 

c1990 
(DVD) 

D-72 スタンド・バイ・ミー ロブ・ライナー監督 
[東京] ソニー・ピクチャーズエンタテインメ

ント (発売) c2001 
(DVD) 

D-73 ディパーテッド マーティン・スコセッシ監督 
[東京] ワーナー・ホーム・ビデオ (発売) 

[2007.6], c2007 
(DVD) 

D-74 Back to the future 
Robert Zemeckis and Bob Galeby 

Robert Zemeckis 

[Japan] ジェネオン・ユニバーサル・エン

ターテイメント [distributor] c1985-c1990 
(DVD) 

D-77 カサブランカ マイケル・カーチス監督  
[東京] ワーナー・ホーム・ビデオ (発売) 

c2000 
(DVD) 

D-78 雨に唄えば 
ジーン・ケリー, スタンリー・ドーネン

監督 

[東京] ワーナー・ホーム・ビデオ (発売) 

c1997 
(DVD) 

D-81 理由なき反抗  ニコラス・レイ監督 
[出版地不明] ワーナー・ホーム・ビデオ 

(発売) c2000 
(DVD) 

D-83 サウンド・オブ・ミュージック  ロバート・ワイズ製作・監督 
[東京] 20世紀フォックスホームエンターテ

イメントジャパン (発売) c2004 
(DVD) 

D-84 John Steinbeck's "East of Eden" エリア・カザン監督・製作 
[東京] ワーナー・ホーム・ビデオ (発売) 

c2005 
(DVD) 

D-86 風と共に去りぬ デビッド・O・セルズニック製作  
[東京] ワーナー・ホーム・ビデオ (発売) 

c1999 
(DVD) 

D-87 The sting [directed by] George Roy Hill  
[Japan] ジェネオン・ユニバーサル・エン

ターテイメント c2009 
(DVD) 

D-88 アラビアのロレンス デビッド・リーン監督 
 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 

c2004 
(DVD) 

D-89 カッコーの巣の上で 
ソウル・ゼインツ, マイケル・ダグラ

ス製作 
ワーナー・ホーム・ビデオ c2000 (DVD) 

D-90 ショーシャンクの空に フランク・ダラボン監督 ワーナー・ホーム・ビデオ [2006.1] (DVD) 

D-92 アマデウス ミロス・フォアマン監督 ワーナー・ホーム・ビデオc1998 (DVD) 

D-93 レインマン バリー・レビンソン監督  
20世紀フォックスホームエンターテインメ

ントc2000 
(DVD) 

D-94 
研究倫理セミナー 東大における研究倫

理教育の実例 

東京大学グローバルCOEプログラ

ム監修 
東京 丸善 [2009] (DVD) 

D-95-1 
小児心臓外科医 佐野俊二の仕

事 
NHK制作・著作 NHKエンタープライズ 2006.9 (DVD) 

D-95-2 WHO医師 進藤奈邦子の仕事 NHK制作・著作 NHKエンタープライズ 2006.9 (DVD) 

D-95-3 専門看護師 北村愛子の仕事 NHK制作・著作  NHKエンタープライズ 2007.10 (DVD) 

D-96-1 一般検査 医学映像教育センター制作 医学映像教育センター c2010 (DVD) 

D-96-10 呼吸機能検査・循環機能検査 医学映像教育センター制作 医学映像教育センター c2011 (DVD) 

D-97-2 保育器内での新生児ケアの実際 医学映像教育センター制作 医学映像教育センター c2005 (DVD) 

D-97-3 呼吸・循環・代謝 医学映像教育センター制作 医学映像教育センター c2010 (DVD) 

D-97-4 消化・神経・成熟徴候・外表 医学映像教育センター制作  医学映像教育センター c2010 (DVD) 
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請求記号 書名 著者名 出版事項 

M07.9 Shi   Dr. 一茶の医師国家試験出題基準ガイドライン活用術 塩沢昌英編著 中山書店 2011.2 

M11 Sch   解剖学総論/運動器系 
Michael Schünke著 ; 足立

和隆訳 
 医学書院 2011.3 

M11.71 Man   脳を固める・切る・染める : 先人の知恵 萬年甫著 メディカルレビュー社 2011.1 

M13.1 Nak   
世界一やさしい解剖・生理学 : 医療系国家試験 合格突破必勝

対策! 
中田圭祐著 ぱる出版 2010.11 

M18 Kiy   臨床粘膜免疫学 清野宏編 東京 シナジー 2010.12 

M18 Yat   医系免疫学 矢田純一著 東京 中外医学社 2011.3 

M2 Rin   臨床医マニュアル 
臨床医マニュアル編集委

員会 
医歯薬出版 2008.2 

M2 Byo 7 脳・神経  （病気がみえる VOL.7） 医療情報科学研究所編  Medic Media 2011.3 

M21.1 Ste   考える技術 : 臨床的思考を分析する S.スターン著 ; 竹本毅訳 [東京] 日経BP社  

M22.6 Sug   輸液療法の進め方ノート  杉田学編集 東京 羊土社 2009.10 

M23 Suz   患者さんによくわかる薬の説明 鈴木康夫編集 東京 金原出版 2011.1 

M29.07 Fur   基本がわかる看護研究ビギナーズNOTE 古橋洋子著 
東京 学研マーケティング(発

売) 2011.3 

M29.26 Ara   Q&Aでナットクがん化学療法と看護 新井敏子編集 東京 中央法規出版 2011.3 

M3 Fos   ワシントン・マニュアル Corey Foster編  
メディカル・サイエンス・インター

ナショナル 2011.3 

M33 Yas   呼吸療法における不思議50 
安本和正, 小谷透

編集 
東京 アトムス 2011.2 

M37 Gen 3 神経心理学/脳器質性疾患・外因精神病 
松下正明, 影山任

佐編 
東京 時空出版 2011.3 

M38 Kim   人獣共通感染症 木村哲, 喜田宏編 大阪 医薬ジャーナル社 

M39.2 Iga   EBM小児疾患の治療 
五十嵐隆 [ほか] 

編 
東京 中外医学社 2007.2- 

M45.3 Oht   EBMがん化学療法・分子標的治療法 大津敦[ほか]編集 東京 中外医学社 2010.11 

M46.44 Nat   食道疾患症例集 : こんな時どうする? 
夏越祥次, 藤也寸

志編集 
東京 金原出版 2011.2 

M47.2 Fuj   整形外科研修なんでも質問箱145 : 診療現場での?に答える 
富士武史, 加藤泰

司編 
東京 南江堂 2007.1 

M55 Oka   
これならわかる産科学 : 学生から研修医までをトータルサポー

ト 
岡村州博編集 東京 南山堂 2010.9 

M72 Kat   現代歯科薬理学 
加藤有三, 篠田寿

編集 
東京 医歯薬出版 2005.9 

M8 Nak   学生のための現代公衆衛生 
中村泉編 ; 野中浩

一著 
東京 南山堂 2011.3 


