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新入生・新入教職員の皆様へ

新入生・新入教職員の皆様、そろそろ新しい生活にも慣れた頃でしょうか。医学情報センターは、本学にお
ける教育・研究・診療の支援を目的として運営されており、図書館（西新橋本館・国領分館）、標本館、写真室、
史料室の部門で構成されています。より良い情報サービスとより効果的な情報交換の手段の提供を求め、新し
いサービスや情報システムの開発に努力を重ねていますので、どうぞお気軽にご利用・ご相談下さい。それぞ
れのご利用時間は以下の通りです。

図 書 館
　（本館）

月～金曜日
土 曜 日
日 曜 日

8:00 ～ 22:00
8:00 ～ 19:00
9:00 ～ 17:00

標本館・写真室 月～金曜日
土 曜 日

9:00 ～ 22:00
9:00 ～ 19:00

（各種受け渡しは 9:00 ～ 17:00）

国領分館 月～金曜日 9:00 ～ 20:00 史　料　室 月～土曜日 9:00 ～ 17:00
（8月は 19:00 閉館）　 （見学は前日までにご予約下さい）

土 曜 日 9:00 ～ 17:00

（医学情報センター・総務　内線 71-2121）
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図書館の効果的な使い方（2005年度版）

図書館（本館）では定期的に利用講習会を開催しています。ここでは、その中から雑誌文献の探し方を中心
に図書館の使い方を簡単にご紹介します。

使い方①　ネットワーク上で利用する方法
Ａ．学術文献を探す
本学のネットワーク（西新橋、青戸、狛江・国領、柏の各エリア）では以下のような文献データベースが利
用可能です。これらのデータベースでは雑誌文献の書誌情報（タイトル、著者名、収載誌）が調べられます。
各データベースは医学情報センターのホームページから利用できますし、利用マニュアルも用意してあります。
（http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/）

　・MEDLINE……………… 世界の主要な医学関連文献の検索
　・Web of Science    …… 世界の自然科学分野の文献の検索
　・CINAHL  ……………… 看護関係の文献やガイドライン等の検索
　・Cochrane Library …… システマティック・レビューやランダム化比較試験の報告文献などの検索
　・医学中央雑誌Web版… 国内の医学関連文献の検索
　・JMEDPlus  …………… 国内の医学関連文献の検索
　・JSTPlus  ……………… 国内の科学技術関連文献の検索

Ｂ．学術文献を手に入れる
文献を入手するには、ネットワーク上で電子ジャーナルを利用する方法と図書館にコピーを申し込む方法が
あります。
雑誌文献のコピーの申し込みは、青戸、狛江・国領、柏エリアの教職員の方は、各病院の担当部署を通し
て FAXでできる他、事前登録制でネットワーク上からでも申し込めます。医学情報センターのホームページ
（http:// j-net.jikei.ac.jp/~micer/copynews.htm）から登録できます。

各データベースの利用や
マニュアルの参照は、「文
献検索」をクリックする

医学情報センターのホームページ
（http:// j-net.jikei.ac.jp/~micer/）
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また、本学のネットワーク上で閲覧できる電子ジャーナルは現在 1,600 種類以上あり、医学情報センター
のホームページ （http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/oj-list.htm） から全リストが参照できます。電子ジャーナル
は様々な契約形態をとっていますので、タイトルによって閲覧方法は異なります。リスト中「パスワード要」
とあるものは閲覧にユーザ名とパスワードが必要ですので、図書館のカウンター（内線 71-2125）までお問
い合わせ下さい。

使い方②　図書館で利用する方法
Ａ．学術文献を手に入れる
図書館には国内外の雑誌と単行書合わせて約 23万冊の蔵書が自由に閲覧できます。コピーが必要なときは
カウンターでプリペイド・カードを購入の上、館内に 4台設置されたセルフコピー機で自分で行うか、カウ
ンターの職員に頼むこともできます。また、カラー・コピー機が 1台ありますので、カラー写真のあるペー
ジのコピーなどに便利ですのでぜひご利用下さい。
様々なデータベースで検索される文献のすべてが図書館に所蔵されているわけではありません。そのような
文献が必要なときは、他大学の図書館にコピーを依頼しますので、カウンターで所定の用紙に記入の上、お申
し込み下さい。入手に要する費用や日数は申し込む相手の図書館によりますので、カウンターでお尋ね下さい。

Ｂ．図書館員に相談する
図書館では定期的に開催するデータベース講習会の他に、データベースや参考資料類の使い方についての解
説を常時行っています。また、システマティック・レビューや診療ガイドラインの作成などのように、通常の
文献検索とは異なり大量の文献を検索する場合や網羅的な検索が必要なとき、利用可能なデータベースや検索
方針、検索方法、予想される費用などについてもご相談下さい。

図書館を含め医学情報センターでは以上の他にも医学情報に関する様々なサービスを行っていますので、お
困りのときはお気軽にスタッフにご相談下さい。

（図書館・利用サービス係　阿部　内線 71-2125）

電子ジャーナルのリストの
参照には、「電子ジャーナ
ル」をクリックする

医学情報センターのホームページ
（http:// j-net.jikei.ac.jp/~micer/）
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参考図書コーナー⑩　まとめ

新年度になり、西新橋の図書館を初めて利用される方々が多くいらっしゃると思います。そこで前年度
Monthly Announcement の参考図書コーナーに 1年間掲載した「参考図書」をまとめてご紹介致します。
「参考図書」とは、一般の図書のように通読するのではなく、むしろ特定の事柄について調べることを目的
としている図書を指します。この様な図書は、図書館の一定の場所に配架され、利用も図書館内に限定されま
す（貸出ができません）。
当館の場合も「参考図書」を内容により11の項目に分け、各参考図書の背表紙の上に参考図書用のラベル（赤、
青などの 11色）を貼って一般図書と区別しています。禁帯出のラベルは貼ってありませんが、貸出は行いま
せん。以下に「参考図書」の置いてある場所と、内容をご紹介します。

参考図書の配架場所
参考 2－ 10 までは、図書館の閲覧室 1 階中央（検索用端末周辺）の参考図書の専用書架に配架されてい
ます。
参考 11は、閲覧室 1階カウンター前の回転書架に配架されています。

参考1（黒ラベル）：文献集
近年発行されていないため、書庫 3階の単行書書架の各分類に配架されています。

参考2（赤ラベル）：一般および医学周辺領域の辞書　Monthly Announcement 36（1）で紹介
英和・和英辞典などの外国語辞典、国語辞典、漢和辞典、ことわざ辞典、化学辞典、物理辞典、生物学辞典
などがあります。

参考3（青ラベル）：医学辞典　同 36（1）
ステッドマン、ドーランドなどの医学辞典、医学略語辞典、各学会が編集する用語集などがあります。

参考4（桃ラベル）：疾患　同 36（2）
症候群事典、診療ガイドライン（胃癌治療ガイドラインなど）、取扱い規約（外科・病理胆道癌取扱い規約
など）、国際疾病分類などがあります。

参考5（黄ラベル）：医薬品　同 36（3）
日本薬局方、医薬品集、商品名・同義語集、薬学辞典などがあります。東京慈恵会医科大学附属病院の常用
医薬品集、新規採用許可薬品ニュース、薬剤部医薬品情報室のDI ニュースなどもあります。

参考6（こげ茶ラベル）：人名　同 36（4）
医籍総覧、医育機関名簿、医学研究者名簿、海外のWho’s who、日本人名録などがあります。

参考7（茶ラベル）：機関名　同 36（4）
学会名鑑、病院要覧、全国試験研究機関名鑑などがあり、海外の学術機関や大学なども調べられます。また、
文部科学省科学研究費補助金採択課題・公募審査要覧、助成団体要覧などもここにあります。
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参考8（黄緑ラベル）：データブック　同 36（9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　検査値、体力標準値、化学物質データブックなどがあります。

参考9（鼠ラベル）：統計　同 36（5）
厚生統計協会が発行する人口動態統計などの統計、臨床統計、日本の統計、世界の統計などがあります。

参考10（緑ラベル）：法令　同 36（8）　
六法全書をはじめとして医療六法、衛生行政六法、環境六法、薬事法・薬剤師法関係法令集などの医療に関
係する法令があります。

参考11（紫ラベル）：論文の書き方、手紙の書き方、診療録の書き方など
参考 11の図書には、参考の紫ラベルの他に小さい円形のラベルが貼ってあります。円形のラベルの色で図
書の内容がわかるようになっています。

参考11論（円形赤ラベル）：同 36（6）
「医学英語論文の書き方マニュアル」など論文の書き方、生命科学論文投稿ガイド、校正必携、SIST ハンド
ブックなどがあります。

参考11カ（円形青ラベル）：同 36（7）
診療録（カルテ）の他、死亡診断書、出生証明書、紹介状などの書き方があります。その他に外国人患者と
対応するために作成され、対訳表になっているものもあります。

参考11手（円形茶ラベル）：同 36（7）
手紙の書き方の図書で、一般的な英文での手紙の書き方と医師の書いたものがあります。Eメールやファッ
クス送信をする際の英文の書き方、英文での履歴書の書き方などの図書もあります。

　「参考図書」の中には、インターネットでの閲覧が可能なものがあります。詳しくは、Monthly 
Announcement 36 巻の各号に掲載されている「参考図書コーナー」を参照してください。Monthly 
Announcement は、閲覧室 2階の階段前のブラウジングにファイルされています。また、一部は閲覧室 1階
のカウンター上にもありますので、ご自由にお取りください。

（図書館・収集整理係　山本　内線 71-2124）
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一歩進んだ検索テクニック ⑩

ISI Web of Science　を使って新着情報を入手しよう
Web of Science　は世界中で発行されている自然科学系の雑誌のうち主なもの約 6100 誌の文献情報を収
録した文献検索システムです。今回は、このWeb of Science　を使って定期的に最新の情報を入手する方法
を説明いたします。
　
最初に医学情報センターのホームページ（http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/）にアクセスし、「ISI Web of 
Science」のアイコンをクリックしてください。検索や式の保存の詳細は、図書館にWeb of Science　のマニュ
アルが用意してありますのでそちらをご覧ください。また、マニュアルは医学情報センターのホームページか
らも入手することができます。

①　検索式を作成し保存する
Web of Science　にアクセスしたら、Advanced Search を選択します。通常のように検索をし、そ

の検索履歴を式として保存します。保存方法には、サーバに保存する「Server Save」とパソコンのハー
ドディスクやフロッピーディスクなどに保存する「Local Save」とがあります。どちらで保存する場合
も SAVE HISTORYボタンをクリックします。

キーワードは、「TS=pollen」のよ
うに入力して SEARCHボタンをク
リックしてください。

検索をしたら、SAVE HISTORYを
クリックします

ログインをすると、このように
History Name をきかれますので、
内容のわかる名前をつけて保存する
とよいでしょう。

フロッピーやパソコンのハードディ
スクに保存する場合は、SAVEをク
リックします。
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「Server Save」を選択する場合はユーザ登録が必要です。ユーザ登録は、「register」をクリックすると、図
のような登録画面が表示されます。必要事項を入力して SUBMIT REGISTRATIONをクリックしてください。

ユーザ登録をしたら、「History Name」に名前を入力しDONEをクリックして保存します。History Nameは、
検索式の内容が分かるような名前をつけておくと便利です。すでにユーザ登録を済ませている場合は、「Sign 
In」のところにメールアドレスとパスワードを入力してログインし、同様に式を保存します。
「Local Save」を選択すると保存先をたずねられますので、ハードディスクやフロッピーディスクなどを指
定してください。ファイル名は「history.wos」と自動的に指定されますが、いったん保存した後に内容がわ
かるファイル名に変えてもかまいません。その場合もファイルの拡張子は「.wos」のままにしておいてくだ
さい。
　
②　最新情報を入手する
ここでは、手動で新着情報を入手する方法について説明いたします。
　
検索式を呼び出すには、Web of Science　の最初の画面かAdvanced Search 画面のOpen Saved Search
をクリックすると、検索式を呼び出す画面になります。

検索式をサーバに登録してある場合は、画面上段の「Sign in」欄に登録済みのメールアドレスとパスワー
ドを入力しログインすると検索式が表示されます。検索式を複数登録している場合は、呼び出すものを選択し
Open をクリックし検索式を表示させます。

呼び出す検索式の右端のOpenを
クリックすると検索式が表示され
ます。
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式が表示されたら左上のRUNをクリックすると、新着情報の期間を選択する画面になりますので、「Latest」
のところで希望する期間を選択しContinue をクリックしてください。

検索結果が表示されたら、「Results」の数字をクリックすると一覧表示させることができます。一覧表示の
論題をクリックすると詳細表示させることができます。

（図書館・利用サービス係　大崎　内線 71-2125）

これをクリックすると、
検索結果の一覧表示を見
ることができます。

期間を選択し、左側のCONTINUE
ボタンをクリックします。

検索式が表示されたRun を
クリックします。

検索式をハードディスクなどのローカルディスクに登録している場合は、参照ボタンで検索式を保存した
ファイルを指定しOpen ボタンをクリックしファイルを開きます。すると検索式が表示されますので、サー
バ登録の場合と同様の手順で期間を選択し、新着情報を入手してください。　　　　　　
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＊＊　ありがとうございました　＊＊

図　　書　　館

著者からの寄贈

心理学研究室 谷口　清前教授 スクールカウンセラー活用マニュアル
細川廣 藤原一夫 谷口清編著
コレール社　2005　212p. ￥ 2,300

昭和 56 年卒 佐々木　温子先生 5日間でタバコをやめる本 ： 禁煙指導の専門
医が教える
佐々木温子著
日東書院　2003　251p. ￥ 1,000

一 般 寄 贈

阿部　正和顧問 臨床検査法提要 第 32 版 他 6冊

東急病院病院長・東京慈恵会医科大学客員教授
　　　　　　　　　　　川村　忠夫先生 内科学レビュー：最新主要文献と解説；2005 1 冊

史　　料　　室

一 般 寄 贈

小森　亮顧問 東京慈恵会医科大学創立 50年祝賀会記念
ハガキセット

＊＊　雑 誌 案 内　＊＊

タイトルチェンジ
　旧：日本胸部外科学会雑誌　52巻（2004 年）まで
　　　　→ 新：The Japanese Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery　53 巻（2005 年）から
　　　　　　　　　　　
　旧：Japanese Heart Journal　45 巻（2004 年） まで
　　　　→ 新：International Heart Journal　46 巻（2005 年）から
　　　　　　　　　　　
新規受入
　日本未熟児新生児学会雑誌　17巻（2005 年）から

休刊
　JAMA日本語版　26巻 3号（2005 年）まで
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＊＊　新 着 案 内　＊＊

図　　書　　館

新着案内（和書）　（２００５．１．１１～３．６）　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QS4/Ma820.2a 解剖学イラスト事典 第 2 版 松村譲児著 中外医学社 2004

QT104/Ta880 医学を学ぶための生物学 改訂第 2 版 谷口直之ほか編 南江堂 2004

QU4/C141a キャンベル ・ ファーレル生化学 キャンベル、 ファーレ
ル 著

広川書店 2004

QU58.7/H290 RNAi : a guide to gene silencing グレゴリーハノン編 
中村義一監修

メディカル ・ サイ
エンス ・ インター
ナショナル

2004

QV34/Se170/
6:2

増殖因子 ( 廣川生物薬科学実験講座 ; 第 6 巻 : 細胞の増殖と成
長因子 ; 2)

井出利憲編集 廣川書店 2004

QV600/To331a キ ャ サ レ ッ ト & ド ー ル ト キ シ コ ロ ジ ー : The Basic Science of 
Poisons

Curtis D. Klaassen 編 サイエンティスト社 2004

QW4/I450.2b 微生物学 250 ポイント 改訂 6 版 今西二郎著 金芳堂 2004

QW504/A490/
2005

Annual Review 免疫　2005 菊地浩吉ほか編集 中外医学社 2004

QZ50/P930 一目でわかる臨床遺伝学 Dorian J. Pritchard
ほか著

メディカル ・ サイ
エンス ・ インター
ナショナル

2004

QZ206/Ko830/
2003

厚生労働省がん研究助成金による研究報告集 平成 15 年度 国立がんセンター運営
部政策医療企画課編

国立がんセンター 2004

QZ267/O240a 抗癌剤の選び方と使い方 改訂第 3 版 小川一誠編集 南江堂 2004

W18/O671
（参考 11）

ポイントで学ぶ国際会議のための英語 : 英文手紙、 論文投稿、
訪問、 E メール、 電話

小野義正著 丸善 2004

W18/P220/1
( 参考 11 論 )

よく誤用される単語と表現 ( 科学論文の英語用法百科 ; 第 1 編 ) グレン ・ パケット著 京都大学学術出
版会

2004

W20.5/N489/
2003

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 「難治性炎
症性腸管障害に関する調査研究」 研究報告書 平成 15 年度

主任研究者 日比紀文 慶應義塾大学医
学部内科

2004

W20.5/Sh961/
2002-2003

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業小児難治性
疾患登録システムの構築に関する研究研究報告書 平成 15 年度 
総括 ・ 分担 , 平成 14 年度～平成 15 年度 総合

国立成育医療セ
ンター研究所

2004

W20.5/Su830/
2003

厚生労働省科学研究費補助金 ( 難治性疾患克服研究事業 ) 副腎
ホルモン産生異常に関する研究班研究報告書 平成 15 年度

主任研究者 名和田新 同研究班 2004

W20.5/To362/
2003

厚生省特定疾患門脈血行異常症調査研究班研究報告書 平成 15
年度

班長 橋爪誠 同研究班 2004

W20.5/To366/
2003 総 ・ 分

厚生労働科学研究費補助金 ( 難治性疾患克服研究事業 ) 特発性
造血障害に関する調査研究班研究報告書 平成 15 年度総括 ・ 分
担

主任研究者 小峰光博 同研究班 2004

W44/Sa490 知っておきたい医療監視 ・ 指導の実際 櫻山豊夫著 医学書院 2004

W275/Ko480/
2003

國民醫療年鑑 平成 15 年度版 日本医師会編 春秋社 2004

W322/Ka210 日本人診療所と海外医療事情 : 日本人医師だからできること 海外邦人医療基金編 はる書房 2004

WA105/O590 しっかり学ぶ基礎からの疫学 : Basic learning and training William Anton Oleckno
著 柳川洋ほか監訳

南山堂 2004

WB9/A120.1
( 教職 )

回想 : 歩いてきた道 阿部正和編著 阿部正和 2004

WB9/Sh160
( 教職 )

余命半年 : そして我が妻 ・ 由紀子は鶴のように舞い立った 柴孝也著 悠飛社 2004

WB102/N773 より良い生活習慣のために : 医師が支える行動変容 日本内科学会認定内科
専門医会編

日本内科学会 2004

WB102/W120
( 教職 )

セルフメディケーションで治す未病 145 セルフメディケーション
推進協議会監修 / 和田
高士編著

じほう 2004

WB105/Sh830 救急医学 白川洋一著 金芳堂 2004
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WC15/F620
( 参考 3）

感染 ・ 免疫の用語集 : 医学の理解を深めるために 藤本守著 藤本守 2004

WC202/To360/
2003

厚生労働科学研究特発性間質性肺炎の画期的治療法に関する臨
床研究研究報告書 平成 15 年度

同研究班 2004

WE168/C150/6 スポーツ医学 / 関節鏡 ( キャンベル整形外科手術書 ; 6) 黒坂昌弘編集 エルゼビア ・ ジャ
パン

2004

WE168/Se174.1
/15

小児整形外科 (NEW MOOK 整形外科 ; 15) 越智隆弘ほか編 金原出版 2004

WE168/Se174.1
/16

高齢者の整形外科 (NEW MOOK 整形外科 ; 16) 越智隆弘ほか編 金原出版 2004

WF141/N770
( 参考 4)

呼吸機能検査ガイドライン : スパイロメトリー、 フローボリューム曲
線、 肺拡散能力

日本呼吸器学会肺生理
専門委員会編

日本呼吸器学会 2004

WF220/Mu330 CT ・ MRI による結核の画像診断 ( 画像診断リファレンス ) 宗近宏次編集 メジカルビュー社 2004

WF300/A440a
（参考 4）

結核 ・ 非結核性抗酸菌症診療ガイドライン : 米国胸部学会ガイドラ
イン 第 2 版

アメリカ胸部疾患学会
編

医学書院 2004

WG100/L620a 心臓病の病態生理 : ハーバード大学テキスト 第 2 版 レオナルド S. リリー編 
川名正敏ほか訳

メディカル ・ サイ
エンス ・ インター
ナショナル

2004

WG300/Ka860 冠動脈インターベンション 加藤修ほか編 南江堂 2004

WG300/P650 冠内圧 : 冠動脈狭窄病変の生理学的評価の理論と実際 Nico H.J.Pijls ほか著 南江堂 2004

WI100/Sh9610
/96

GERD ( 消化器病セミナー :96) 寺野彰編 へるす出版 2004

WI141/F840 診療 ・ 研究に活かす病理診断学 : 消化管 ・ 肝胆膵編 福嶋敬宜編集 医学書院 2004

WI141/P940/
65:2

Progress of digestive endoscopy ; vol. 65 no. 2 幕内博康編集 協和企画通信 2004

WI141/Ta260 消化管拡大内視鏡診断の実際 : 観察のコツと診断のポイント 田尻久雄ほか編 金原出版 2004

WI149/N210 腫瘍内視鏡学 長廻紘ほか編集 医学書院 2004

WI770/R980 肝臓の外科解剖 : 門脈 segmentation に基づく新たな肝区域の考え
方

竜崇正ほか編著 医学書院 2004

WI970/H640 腹部大動脈周囲リンパ節郭清 : Retromesenteric approach 平井勝也著 ブレーン出版 2004

WJ190/F760 女性の泌尿器障害と骨盤底再建 福井準之助ほか編集 南山堂 2004

WJ752/I891a 前立腺癌のすべて : 基礎から実地診療まで 改訂版 伊藤晴夫編集 メジカルビュー社 2004

WL102/B210a 一目でわかるニューロサイエンス 第 2 版 Roger A. Barker ほか著 メディカル ・ サイ
エンス ・ インター
ナショナル

2004

WL300/P760a 臨床神経心理学 第 2 版 Wolfgang Hartje ほか編 文光堂 2004

WL340/Su450 言語と脳 ( 講談社学術文庫 ) 杉下守弘著 講談社 2004

WL368/N9704/
4

脳腫瘍を究める : 耳よりな情報教えます ! ( 脳神経外科バイブル ; 
4)

窪田惺著 永井書店 2004

WL368/N9705/
14

リハビリテーション介護 ( 脳神経外科学大系 ; 14) 木村彰男専門編集 中山書店 2004

WL368/O810h/
1-2

脳神経外科学 改訂 9 版 ; 1-2 太田富雄ほか編集 金芳堂 2004

WM274/I760 アルコール症 : 病院精神医学の 40 年 石川文之進著 メディカル ・ ジャ
ーナル社

2003

WN100/Sh693e/1 診療放射線技術 改訂第 11 版 上巻 山下一也ほか編 南江堂 2004

WN100/Sh693e/2 診療放射線技術 改訂第 11 版 下巻 山下一也ほか編 南江堂 2004

WN250/I572a 放射線治療学 改訂 2 版 井上俊彦編 南山堂 2004

WO200/O241/4 関連領域 ( 麻酔科学スタンダード ; 4) 小川節郎ほか編集 克誠堂出版 2004

WO700/N770a
（参考 4）

外傷初期診療ガイドライン : JATEC 改訂 日本外傷学会外傷研修
コース開発委員会編

へるす出版 2004

WP322/N770
（参考 4）

卵巣がん治療ガイドライン 2004 年版 日本婦人科腫瘍学会編 金原出版 2004

WP570/Su960.2 今日の不妊診療 鈴木秋悦編 医歯薬出版 2004
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WP870/Sa660 専門医に学ぶ乳癌治療のインフォームドコンセント 佐野宗明ほか編集 金原出版 2004

WQ210/Se190 EBM の手法による周産期ドメスティック ・ バイオレンスの支援ガイ
ドライン 2004 年版

聖路加看護大学女性を
中心にしたケア研究班
編集

金原出版 2004

WQ305/Mi210 分娩時母児の心血行動態 : 容積脈波の分析から 三上正俊ほか著 永井書店 2004

WR100/I280a NEW 皮膚科学 改訂第 2 版 (Nankodo’s essential well-advanced 
series)

飯塚一ほか編 南江堂 2004

WS100/Y590 小腸疾患の臨床 八尾恒良ほか編 医学書院 2004

WS280/Sh966/
2004 ( 参考 4)

小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2004 小児呼吸器感染症診療
ガイドライン作成委員会
作成

協和企画 2004

WS340/N770a
（参考 3）

小児神経学用語集 改訂第 2 版 日本小児神経学会用語
委員会編

診断と治療社 2004

WS366/Sh9606/
2003

厚生労働科学研究研究費補助金医薬品等医療技術リスク評価研
究事業小児等の特殊患者群に対する医薬品の用法及び用量の確
立に関する研究研究報告書 平成 15 年度

同研究班 2004

WS368/Ku610 眼で見る小児のリハビリテーション 栗原まな著 診断と治療社 2004

WS421/Ka930 NICU : 厳選 !　50 症例の診断と治療 河井昌彦編著 金芳堂 2004

WT155/Ma740 見て診て学ぶ痴呆の画像診断 松田博史ほか編 永井書店 2004

WW100/Ko780/
18

ロービジョンケア : 視覚障害に対する認識とケアの向上をめざして
( コンパクト眼科学 ; 18)

簗島謙次著 金原出版 2004

WX150/N771 そこが知りたい ! クリニカルパス 日本クリニカルパス学
会企画委員会編集

医学書院 2004

WX167/I547/
2003

厚生労働科学研究費補助金新興 ・ 再興感染症研究事業院内感染
の発症リスクの評価及び効果的な対策システムの開発等に関する
研究研究報告書 平成 15 年度総括

主任研究者 倉辻忠俊 同研究班 2004

WY18/Sh490 社会保障と公衆衛生 2005 年版 ( 国試看護シリーズ : イラストで見
る 診る看る )

清水英佑ほか編集 TECOM 2004

WY44/Sa940 法医学と看護 澤口聡子著 鹿島出版会 2004

WY156/Mo660 ナースのための鎮痛薬によるがん疼痛治療法 森田雅之ほか著 医学書院 2004

018.49/J550/
C2

健康 ・ 医学情報を市民へ (JMLA 叢書 ; 3) 奈良岡功ほか著 日本医学図書館
協会

2004

460/I640.1 分子科学の基礎知識 ( 分子の科学シリーズ ) 入山啓治著 産業図書 1996

463/Sa172c 細胞の分子生物学 第 4 版 Bruce Alberts ほか著 ニュートンプレス 2004

参考 4 検査計画法 : 臨床検査の公式集 ( 綜合臨牀 ; Vol.51 増刊 ) 永井書店 2002

参考 4 内科治療のグローバルスタンダード ( 臨床医 ; v. 26 増刊号 ) 中外医学社 2000

参考 5 医療薬日本医薬品集 2005 日本医薬情報センター
編

薬業時報社 2004

参考 6 医学研究者名簿 2003-2004 北博正編 医学書院 2003

参考 6 医育機関名簿 2004-2005 41 版 羊土社編 羊土社 2004

参考 6 醫籍総覧 第 80 版 東日本版 成田俊郎編集 醫事公論社 2004

参考 6 醫籍総覧 第 79 版 西日本版 成田俊郎編集 醫事公論社 2003

参考 6 最新全国医科大学名鑑 : 醫籍総覧 ( 医育機関欄 ) 第 80 版 成田俊郎編集 醫事公論社 2004

参考 8 広範囲血液 ・ 尿化学検査免疫学的検査 ; 1 : その数値をどう読む
か 第 6 版 （日本臨牀 ; 62 巻 増刊号 11( 通巻第 858 号 ))

日本臨牀社 2004

参考 8 理科年表 第 78 冊 ( 平成 17 年 ) 東京天文台編纂 丸善 2004

参考 9 国民衛生の動向 2003 年 ( 厚生の指標臨時増刊 ) 厚生統計協会編 厚生統計協会 2003

参考 9 統計情報インデックス 2004 総務庁統計局編 日本統計協会 2004

参考 10 法 実務衛生行政六法 平成 16 年版 新日本法規出版 2003

参考 10 法 環境六法 平成 16 年版 環境法令研究会編 中央法規出版 2004

参考 10 法 薬事衛生六法 学生版 2004 年版 厚生省薬剤師会編 薬事日報社 2004

参考 10 法 検疫関係法令通知集 7 訂 中央法規出版 2004

参考 10 医療政策六法 平成 16 年版 医療法制研究会監修 中央法規出版 2004

参考 10 六法全書 平成 16 年版 1-2 青山善充ほか編 有斐閣 2004

2 階閲覧室 必修 ・ 公衆衛生 2005 年版 (Approach series : national examination 
for physicians’ license ; 7)

清水英佑ほか編 医学評論社 2004
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新着案内（洋書）（２００５．１．１７ ～ ２．２０）

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QU55/H540 Green fluorescent protein : applications and protocols (Methods in 
molecular biology ; v.183)

edited by Barry W. 
Hicks

Humana 2002

QU135/Me850/
390

Regulators of G-protein signaling ; pt. B (Methods in enzymology ; 
v. 390)

David P. Siderovski Elsevier Academic 
Press

2004

QV4/H291/167 Inhibitors of protein kinases and protein phosphates (Handbook of 
experimental pharmacology ; v. 167)

Lorenzo A. Pinna et al. Springer 2005

QW4/A490/58 Annual review of microbiology ; v. 58 Charles E. Clifton Annual Reviews 2004

QW4/C960/286 Signalling form internalized. growth factor receptors (Current 
topics in microbiology and immunology ; 286)

I. H. Madshus ed. Springer 2004

QW168.5/Y890 Molecular pathology of human retroviruses, HTLV-1 and 
endogenous retroviruses (Hokkaido University med.ical library 
series ; v. 47)

Takashi Yoshiki Hokkaido 
University, 
Graduate School 
of Medicine

2004

QW504/A160/
85

Advances in immunology ; v. 85 W. H. Taliaferro et al. Academic Press 2004

QW504/I470/
201

Immunoparasitology (Immunological reviews ; v.201) Phillip Scott Guest 
editor

Blackwell 
Munksgaard

2004

QW504/I470/
202

Cytokines and cytokine receptors (Immunological reviews ; v. 202) Gary Koretzky et al. Blackwell 
Publishing Ltd

2004

QZ50/A490/5 Annual review of genomics and human genetics ; v. 5 Eric Lander, editor Annual Reviews 2004

QZ50/Kh110 Human genome epidemiology : a scientific foundation for using 
genetic information to improve health and prevent disease

edited by Muin J. 
Khoury, Julian Little, 
Wylie Burke

Oxford University 
Press

2004

QZ200/I577/7 Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and 
heart (World health organization classification of tumours)

edited by William D 
Travis et al.

IARC Press 2004

QZ200/I577/8 Pathology and genetics of tumours of endocrine organs (World 
health organization classification of tumours)

Ronald A. DeLellis et al. IARC Press 2004

QZ200/N571.1/
33

Cancer outcomes research : the arenas of application (Monographs 
: Journal of the National Cancer Institute ; no.33)

Barnett S. Kramer 
editor-in-chief

Oxford University 
Press

2004

QZ202/Y890 Progress in cancer pathobiology and transplantation immunobiology 
(Hokkaido University medical library series ; v. 48)

Takashi Yoshiki Hokkaido 
University, 
Graduate School 
of Medicine

2004

QZ206/I570/84 Some drinking-water disinfectants and contaminants, including 
arsenic (IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks 
to humans ; v. 84)

IARC 2004

WB300/C960/
2005

Conn's current therapy 2005 Robert E. Rakel et al. W.B. Saunders 2005

WC505/Su740 Severe acute respiratory syndrome : from benchtop to bed.side Joseph J Y Sund ed. World Scientific 
Publishing

2004

WE344/H830e/
1-2

Arthritis and allied. conditions : a textbook of rheumatology ; v.1-2 
15th ed.

edited by William J. 
Koopman et al.

Lippincott Williams 
& Wilkins

2004

WF658/C870 The molecular genetics of lung cancer David N. Cooper Springer 2005

WF980/G340a/
1-2

General thoracic surgery ; v. 1-2  6th ed. edited by Thomas W. 
Shields  et al.

Lippincott Williams 
& Wilkins

2005

WG100/Ki620 Integrated. cardiology : from benchtop to clinic (Hokkaido 
University med.ical library series ; v. 46)

Akira Kitabatake Hokkaido 
University, 
Graduate School 
of Medicine

2004

WG140/D930a Rapid interpretation of EKG's. 6th ed. Dale Dubin Cover 2000

WG202/D930/1 Ion adventure in the heartland : exploring the heart's 
ionic-molecular microcosm ; v. 1

Dale Dubin Cover 2003

WH700/Sc20 The sentinel lymph node concept A. Schauer et al. Springer 2003

WL355/I890 Maturation phenomenon in cerebral ischemia ; V A.M. Buchan et al. Springer 2004

WM220/E730 The neuropathology of dementia 2nd ed. edited by Margaret M. 
et al.

Cambridge 
University Press

2004

WN100/A490/
54

Annual review of nuclear and particle science ; v. 54 J.D. Jackson Annual Reviews 2004

WQ205/R281b Yen and Jaffe's reproductive endocrinology : physiology, 
pathophysiology, and clinical management 5th ed.

edited by Jerome F. 
Strauss III, Robert L. 
Barbieri

Saunders 2004

参考 7 The world of learning 55th ed. Europa publications Europa 
Publications

2005
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お　知　ら　せ

医学論文書きかた講習会を開催します
5 月 20 日（金）には、論文執筆や、学会発表に関することのみでなく、「病院施設のサイン計画におけ
る色覚バリアフリー」や、「臨床の現場において、潜在的に含まれる色盲・色弱者の患者様へ、医師・看護師、
病院関係者に望まれている配慮」などについてもお話いただきます。
教職員や学生の皆様、職種に関係なく、すぐに役立ち、また、日常生活上にも非常に有意義な内容の講
習ですので、お誘いあわせの上、より多くの方のご参加をお願いいたします。

Ⅰ．平成 17年 5月 12 日（木）　午後 5時 30 分から 7時まで
　　「英語論文の書きかた パート 1」

講師：岡崎真雄助教授（医学情報センター）
場所：大学 1号館 5階講堂

Ⅱ．平成 17年 5月 17 日（火）　午後 5時 30 分から 7時まで
　　「英語論文の書きかた パート 2」

講師：岡崎真雄助教授（医学情報センター）
場所：大学 1号館 5階講堂

Ⅲ．平成 17年 5月 20 日（金） 午後 5時 30 分から 7時まで
　　「色覚バリアフリーな論文の書きかたとプレゼンテーション」

講師：岡部正隆先生（DNA医学研究所器官発生研究室）
　　　色覚バリアフリーのホームページ：http://www.nig.ac.jp/color/
場所：大学 1号館 3階講堂

　　　　　　　　　（お問い合せ・受講申込先　図書館・編集室　斎藤　内線 71-2120）

各種委員会
・第 503 回医学情報センター図書館委員会
平成 17年 3月 15 日（火）12:15　於Ｅ棟会議室（西新橋校）
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