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センター報

今春、卒業・異動される皆様へ

卒業、異動の時期となり、本学を離れる方もいらっしゃることと思います。現在、貸出中の資料は期限内に
ご返却くださいますようお願いします。また、学外への文献複写をお申し込みの方でまだ受け取りに来られて
いない方は、早めに図書館までお越し下さい。なお、複写料金等が未払いの方につきましても、年度末の事務
処理が滞っておりますので、速やかにお支払いいただきますようお願いします。
本学の所属を離れる方につきましては資料の貸出はできなくなりますが、図書館では、同窓生の皆様へ文献

検索、文献送付等の各種サービスを行っておりますので、ご利用ください。

図書館・同窓生サービス係 ＴＥＬ　03―3433―1111（内線 2122）
 ＦＡＸ　03―3435―1922
 電子メール　libref@jikei.ac.jp
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各種データベース／情報ツールの最近の改訂

現在、大学ネットワーク上で利用可能なデータベースおよび情報ツールが最近改訂されましたので、以下に
簡単にご紹介します。

１．医学中央雑誌Web版（医中誌WEB）
国内医学関連文献のデータベースである医学中央雑誌WEB版が２月下旬からVersion.4 にヴァージョン
アップしました。主な変更点としては、以下のようなものがあります。

①検索結果リスト中で本学所蔵のものには　慈恵所蔵　マークが表示される。
　検索を実行すると検索された文献の情報が最近のものから表示されますが、それらが本学図書館で所蔵し
ているものであれば、西新橋図書館にあるものは　慈恵所蔵　、国領分館にあるものは　国領所蔵　と表
示されるようになりました。また、これらのボタンをクリックするとオンライン目録（OPAC）でより詳
細な情報を参照することができます。なお、一部（ISSNのない雑誌）この表示がされないものもありま
すので、ご注意ください。

②検索履歴が集合単位で削除できる。（必要な検索集合だけ残せる）
　Advanced Mode では、実行された検索の履歴は集合番号が付けられて残り、お互いに足したり掛け合わ
せることができますが、これらを消去するにはこれまでは全部まとめて行うしかなかったのが、個々の集
合単位で消去できるようになりました。

③候補語選択や出力設定のための画面が開閉できる。
　通常の検索では、探したい著者名やキーワードなどを検索ボックスに入力して行いますが、該当する著者
名などがあるかどうか候補語から選択して検索する方法もあります。新ヴァージョンではこのような候補
語や検索条件の選択画面および出力条件の設定画面を開閉できるようになり、特に不要なときには閉じて
おけるので見やすくなりました。



― 3 ―

④印刷用の表示ができる。
　検索結果を印刷する際、従来は表示画面通りの印刷しかできませんでしたが、新ヴァージョンでは印刷ボ
タンをクリックすると不要なボタン類がない印刷用の表示ができるようになりました。ただし、この印刷
用表示にすると上記の慈恵での所蔵ボタンは表示されません。また、必要な文献だけの印刷もページをま
たがってチェックを付けることができるようになりました。

２．JDreamⅡ（JMEDPlus／ JSTPlusなど）
国内医学関連文献および科学技術文献のデータベースが含まれる JDreamが４月からヴァージョンアップ
します。主な変更点としては、以下のようなものがあります。

①マルチファイル検索
　JMEDPlus と JSTPlus など複数のファイルを選択して一括検索が可能になりました。また、JCHEM（化
学物質データベース）など利用可能なデータベースが増えました。

②シソーラスブラウザ
　索引のために用語を統制したシソーラスや化学物質の辞書から用語を選択して検索することができるよう
になりました。

③頻度分析
　検索結果から特定のデータフィールドに頻出する用語や著者名をリストアップして、検索に用いることが
できます。下図は「鳥インフルエンザ」での検索結果中のシソーラスをリストアップした画面例で、「イ
ンフルエンザ」が最も多いことがわかります。
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④ファイル中の検索候補語
　シソーラスや著者名などの候補語をファイル中のデータからリストアップして、検索に用いることができ
ます。下図は「腫」で始まるシソーラスを表示した画面例で、「腫よう」以下が表示されています。

３．RefWorks

文献管理ツールであるRefWorks が１月からヴァージョンアップしました。主な変更点としては、以下のよ
うなものがあります。

①RSSリーダー登録機能の追加
　RSS とは、Really Simple Syndication とも RDF Site Summary または Rich Site Summary などの略と
いわれる、XMLによって記述されるヘッドライン情報を提供するためのフォーマットの 1つです。コン
テンツの見出しやサマリ、URL 情報などを効率よく流通させるための事実上の標準で、RSS フィードは
あらかじめ登録しておいたWEBサイトの更新情報を自動的に配信してくれるサービス（またはデータ）
です。この RSS フィードを受け取るための機能（RSS リーダー）が RefWorks に追加されました。これ
によりRSS フィードへのリンクを作成し、RefWorks へダイレクトにこれらのデータを自動的にインポー
トすることが可能になりました。RSS フィードの設定画面へは［検索］の RSS フィードを選択してアク
セスできます。
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②PubMed検索機能の強化
　RefWorks に文献データを追加する方法の１つとして、RefWorks から直接データベースに接続してデー
タを取り込む機能がありますが、この機能で PubMed から取り込んだデータの PubMed とのリンク機能
が追加されました。PubMed からインポートしたどんなレコードにも RefWorks 上で「PubMed Links」
アイコンといくつかのリンクのオプションが表示されます。下図は、前ページの下図で「オンラインカタ
ログ・データベース」を選択して、PubMed を対象に “bird flu” というキーワードで検索した例です。
下図の検索結果の画面にも見られていますが、リンクオプションには以下のものがあります。
・View in PubMed：PubMed で該当文献の情報を表示させます
・関連文献：PubMed で関連文献を検索します
・More by [Author Name]：プルダウンから著者名を選択し、PubMed で著者名検索を行うことができ
ます

何かご不明な点などありましたら、図書館までお問い合せください。なお、図書館では利用マニュアルの改
訂を行っている他、利用講習会を開催する予定ですので、ぜひご参加ください。

（図書館・利用サービス係　阿部　内線 71-2122）
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新・一歩進んだ検索テクニック ⑯

Google Scholar

文献検索の補助的ツールとして活用できる「Google Scholar」をご紹介します。試用公開中の機能ですが、
自宅など大学ネットワーク外からも利用できて無料ですので、一度使ってみてはいかがでしょうか。

Google Scholar とは
インターネット上の学術情報に特化した検索エンジンです。キーワードを入れると、査読論文、学会抄録な
どの情報を検索し、引用回数を元に重要度の高い順に論文をリストアップします。引用というつながりから、
キーワード検索では見つからない関連論文を探すことができます。

検索方法
Advanced Scholar Search を選ぶと（上図）、詳細検索の画面になります。
（注意）機械的に指定語を拾うだけですので、著者は姓だけにしたり、雑誌名は略称も検索したほうが多く

検索できます。

Google Scholar
http://scholar.google.com/

詳細検索画面へ

論題中の言葉

著者：イニシャルまで含めるときは " " をつける

出版物名：正式名、略称など。2語以上は " " を

出版年
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検索結果
論文には「Cited by」としてその論文の引用回数が表示されます。ほとんどの論文には抄録や関連情報など
多様なリンクが用意され、電子ジャーナルへのリンクがあるものもあります。インターネット上で全文や関連
情報を入手しやすく工夫されています。

Google Scholar は、検索エンジンの身軽さで自宅や出先からも利用できる利点があります。一方、インター
ネット上の情報を機械的に収集しているため、検索結果の精度や質には限度があります。引用回数もWeb of 
Science の数値とは異なっており、また重要度をランキングする手法も公開されていないことから、すべてを
そのまま受け入れるには不安な点があります。MEDLINE やWeb of Science などの体系的に構築されたデー
タベースとは性格が異なります。現時点では、文献検索の補助ツールのひとつという位置付けですが、試験公
開中の機能ですので、今後、より検索精度が高まるよう期待したいところです。
　

（図書館・利用サービス係　古関　内線 71-2122）

詳細検索画面を下にスクロールすると、
分野を指定できます

Cited by：引用回数
Web Search：Google で関連情報を検索

抄録へ
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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
小児科学講座 栗原  まな助教授 ふたたび楽しく生きていくためのメッセージ：

後天性脳損傷の子どもをもつ家族との対話
栗原まな：アトムの会編著
クリエイツかもがわ  2006   153p. ￥1,600

放射線医学講座 福田  国彦教授 MRI 免許皆伝：CD-ROMによる読影シュミ
レーション
福田国彦編著 多田信平監修
日本醫事新報社  2006   304p. ￥10,000

戸田  剛太郎客員教授 Annual Review 消化器 2006
戸田剛太郎ほか編
中外医学社  2006   353p. ￥9,600

環境保健医学講座 清水  英佑教授 イラストでみる介護福祉用語事典
用語事典編集委員会編
福祉教育カレッフ  2006   471p.

￥2,400

一　般　寄　贈
阿部  正和顧問 死ぬときは苦しくない：日本人の死生観　　　　　　 1 冊

DNA医学研究所分子細胞生物学研究部
佐々木  博之助教授 小さな小さなクローディン発見物語：若い研

究者へ遺すメッセージ 1冊

史　　料　　室

曾爾彊（昭和 45年卒） 昭和 7年卒業アルバム 1冊

慈大サッカー部ＯＢ会 慈大サッカー部創部 100 周年記念誌 １冊

大畠襄客員教授 慈大サッカー部昭和初期写真集
関東医大蹴球リーグ戦優勝杯
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＊＊　新 着 案 内　＊＊

図　　書　　館

新着案内（和書）　（２００５．12．26～２００６．2．5）　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QU4/C142 図解生化学 : キャンベル スミス Peter N.Campbell ほか著 西村書店 2005

QV38/Mi670/
参考 5 

航空機乗組員用医薬品取扱いハンドブック : 指定航空身体検査医
必携

三浦靖彦 , 津久井一平
共著

航空医学研究セン
ター

2005

QV771/I790d 医師のための治験ハンドブック 改訂第 6 版 エルゼビア ・ ジャ
パン

2005

QY4/W120/
2005-06

臨床検査ガイド : これだけは必要な検査のすすめかた ・ データの
よみかた 2005-2006

和田攻ほか編 文光堂 2005

W13/I260
（参考 3）

ネイティブ感覚でわかる医療動詞 飯田恭子著 医学書院 2005

W13/Ma530
（参考 3）

Oxford 分子医科学辞典 Constance R. Martin 著 共立出版 2005

W18/Ky60 
（参考 11 論）

医薬英語論文用例マニュアル 杏林製薬株式会社文書
課著

日経メディカル開
発

2005

W20.5/D570/
厚特 

電子入力された臨床調査個人票に基づく特定疾患治療研究医療
受給者調査報告書 （厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業
特定疾患の疫学に関する研究班）

主任研究者 稲葉裕 埼玉医科大学公衆
衛生学教室

2005

W20.5/E420.27/
2002-04 総 / 厚特 

厚生労働科学研究研究費補助金特定疾患対策研究事業特定疾患
の疫学に関する研究研究報告書 平成 14 年度 -16 年度 総合

主任研究者 稲葉裕 同研究班 2005

W20.5/E420.27/
2004 総 ・ 分 / 厚特 

厚生労働科学研究研究費補助金特定疾患対策研究事業特定疾患
の疫学に関する研究研究報告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 稲葉裕 同研究班 2005

W20.5/Ka570.4/
2002-04 総 / 厚特 

厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業肝内結石
症調査に関する調査研究研究報告書 平成 14-16 年度 総合

主任研究者 跡見裕 同研究班 2005

W20.5/Ka570.4/
2004 総 ・ 分 / 厚特 

厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業肝内結石
症調査に関する調査研究研究報告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 跡見裕 同研究班 2005

W20.5/Ko390/
2002-04 総 / 厚特 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業脊柱靭帯骨
化症に関する調査研究研究報告書 平成 14 年度 -16 年度 総合

主任研究者 中村耕三 同研究班 2005

W20.5/Ko390/
2004 総 / 厚特 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業脊柱靭帯骨
化症に関する調査研究研究報告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 中村耕三 同研究班 2005

W20.5/Ko740.3 混合性結合組織病の治療ガイドライン 厚生労働科学研究
難治性疾患克服研
究事業混合性結合
組織病に関する研
究班

2005

W20.5/Ko740/
2002-04 総合

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合
組織病に関する研究 : 混合性結合組織病の病態、 治療と関連す
る遺伝的因子、 自己抗体の研究研究報告書 平成 14 年度 -16 年
度 総合

主任研究者 近藤啓文 同研究班 2005

W20.5/Ko740/
2004 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混合性結合
組織病に関する研究 : 混合性結合組織病の病態、 治療と関連す
る遺伝的因子、 自己抗体の研究研究報告書 平成 16 年度 総括 ・
分担

主任研究者 近藤啓文 同研究班 2005

W20.5/Ko941.2
/2004 総 ・ 分
/ 厚特 

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大腿
骨頭壊死症の予防と治療の標準化を目的とした総合研究研究報
告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 久保俊一 京都府立医科大学
大学院医学研究科
運動器機能再生外
科学

2005

W20.5/Ky80/
2002 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急性高度難
聴に関する調査研究研究報告書 平成 14 年度総括 ・ 分担

主任研究者 喜多村健 同研究班 2003
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

W20.5/Ky80/
2003 総分 1

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難
聴に関する調査研究研究報告書 平成 15 年度総括 ・ 分担 1/2 冊

主任研究者 喜多村健 同研究班 2004

W20.5/Ky80/
2003 総分 2

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難
聴に関する調査研究研究報告書 平成 15 年度総括 ・ 分担 2/2 冊

主任研究者 喜多村健 同研究班 2004

W20.5/Me462/
2002-04 総合

厚生労働科学研究費補助金 （難治性疾患克服対策研究事業） 免
疫性神経疾患に関する調査研究 （H14- 難治 -16） 研究報告書 平
成 14 年度 -16 年度 総合

主任研究者 吉良潤一 同研究班 2005

W20.5/Me462/
2004 総分

厚生労働科学研究費補助金 （難治性疾患克服対策研究事業） 免
疫性神経疾患に関する調査研究 （H14- 難治 -16） 研究報告書 平
成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 吉良潤一 同研究班 2005

W20.5/O671/
2000-04:1-4

私立大学学術研究高度化推進事業 「バイオ ・ ベンチャー研究開
発拠点整備事業」 研究成果報告書 患者のための DNA ・ タンパク
質 ・ 細胞科学の推進 平成 12 年度～平成 16 年度 ; 1-4

東京慈恵会医科大
学

2005

W20.5/R410/
2004 総 ・ 分
/ 厚特 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服対策研究事業罹患組
織における遺伝子発現プロファイル解析からの病因解明に関する
研究研究報告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 油谷浩幸 同研究班 2005

W20.5/R410/
2004 総合 /
厚特 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服対策研究事業罹患組
織における遺伝子発現プロファイル解析からの病因解明に関する
研究研究報告書 平成 16 年度 総合

主任研究者 油谷浩幸 同研究班 2005

W20.5/Sh642/
2002-04 総
/ 厚特 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業神経変性疾
患に関する調査研究班研究報告書 2002 年度 -2004 年度総合 （平
成 14 年度 - 平成 16 年度）

主任研究者 葛原茂樹 同研究班 2005

W20.5/Sh642/
2004/ 厚特 

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業神経変性疾
患に関する調査研究班研究報告書 2004 年度

主任研究者 葛原茂樹 同研究班 2005

W20.5/Su680/
2002-04 総 / 厚特 

厚生労働科学研究費補助金 （難治性疾患克服研究事業） スモン
に関する調査研究班研究報告書 平成 14 年度 -16 年度 総合

主任研究者 松岡幸彦 同研究班 2005

W20.5/Su680/
2004 総 ・ 分 / 厚特 

厚生労働科学研究費補助金 （難治性疾患克服研究事業） スモン
に関する調査研究班研究報告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

主任研究者 松岡幸彦 同研究班 2005

W20.5/To4402/
2002-04 総 / 厚特 

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業特定疾患のアウトカ
ム研究 : QOL、 介護負担、 経済評価班研究報告書 平成 14 年度
-16 年度 総合

主任研究者 福原俊一 京都大学大学院医
学研究科

2005

W20.5/To4402/
2004 総 ・ 分 /
厚特 

厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業特定疾患のアウトカ
ム研究 : QOL、 介護負担、 経済評価班研究報告書 平成 16 年度
総括 ・ 分担

主任研究者 福原俊一 同上 2005

W20.5/To446/
2002-04 総 /
厚特 

厚生労働科学研究費補助金 （難治性疾患克服研究事業） 特定疾
患対策のための免疫学的手法の開発に関する研究班研究報告書 
平成 14 年度 -16 年度 総合

主任研究者 住田孝之 同研究班 2005

W22/Ma770/ 教職 この病気にこの名医 : 最新決定版 ! 日本の医学界をリードする ! 松井宏夫著 主婦と生活社 2005

W275/Ko480/
2004

國民醫療年鑑 平成 16 年度版 日本医師会編 春秋社 2005

W32.5/Ma460
（参考 10）

医療機関の個人情報保護対策 真野俊樹編著 中央経済社 2005

W50/N772 死の権利協会世界連合第 15 回世界会議東京 2004 報告集 日本尊厳死協会 2005

WA900/H821.1/
2003:1 （参考 9）

地域保健 ・ 老人保健事業報告 平成 15 年度 地域保健編 厚生労働省大臣官房統
計情報部編

厚生統計協会 2005

WA900/H821.1/
2003:2 （参考 9）

地域保健 ・ 老人保健事業報告 平成 15 年度 老人保健編 厚生労働省大臣官房統
計情報部編

厚生統計協会 2005

WA900/Ka550/
2002:3 （参考 9）

患者調査 平成 14 年 傷病分類編 厚生省大臣官房統計情
報部編

厚生統計協会 2005

WA900/Ko483.2/
2 （参考 9）

21 世紀成年者縦断調査 : 国民の生活に関する継続調査 第 2 回
（平成 15 年）

厚生労働省大臣官房統
計情報部編

厚生統計協会 2005

WA900/N730/
3 （参考 9）

21 世紀出生児縦断調査 第 3 回 （平成 15 年度） 厚生労働省大臣官房統
計情報部編

厚生統計協会 2005

WA900/N774/
2001 （参考 9）

日本における近年の人口移動 （人口移動調査 ; 第 5 回） 国立社会保障 ・ 人口問
題研究所編

厚生統計協会 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WA950/Ma940 実践医学統計学 D.E. Matthews ほか著 朝倉書店 2005

WA950/O540.3 
（参考 11 他）

医薬研究者のための統計ソフトの選び方 : Excel の次のソフトはこ
う選ぶ 改訂 2 版

奥田千恵子著 金芳堂 2005

WD210/O671/
教職 

自宅入院ダイエット 大野誠著 集英社 2005

WD220/F710 輸液 ・ 水電解質異常 : 専門医にきく最新の臨床 深川雅史編 中外医学社 2005

WD220/Sh151 より理解を深める ! 体液電解質異常と輸液 柴垣有吾著 中外医学社 2005

WE168/Mi270 見てわかるスポーツ整形外科手術 Mark D.Miller ほか著 エルゼビア ・ ジャ
パン

2005

WE168/Sh670/
27

整形外科最新技術 : 手技のポイントとコツ （新 OS NOW 新世代の
整形外科手術 ; 27）

高岡邦夫担当編委員 メジカルビュー社 2005

WE258/O920 ビスホスホネート療法ハンドブック : 癌性骨転移の治療と疼痛緩和 尾浦正二著 真興交易医書出版
部

2005

WF975/F930/ 胸部 症例で学ぶ画像診断トレーニング 胸部 古井滋編 中外医学社 2005

WG100/Me140.1/1 心電図 （新目でみる循環器病シリーズ ; 1） 村川裕二編 メジカルビュー社 2005

WG100/Me140.1/7 不整脈 （新目でみる循環器病シリーズ ; 7） 小川聡編 メジカルビュー社 2005

WG141/Sa251 ナースのための心電図テキスト 第 2 版 齋藤宣彦編 医学書院 2005

WG141.5/N431 エコーからみた心臓病学 中谷敏著 南江堂 2005

WG200/Sh6907a/5 冠動脈疾患を診る ; 2 （新 ・ 心臓病診療プラクティス ; 4-5） 木村一雄 , 土師一夫編 文光堂 2005

WG330/Ke570a 心臓インターベンションハンドブック 第 2 版 モートン J. カーン編著 メディカル ・ サイエ
ンス ・ インターナシ
ョナル

2005

WI100/Sh9610/99 食道癌治療の最前線 （消化器病セミナー ; 99） 幕内博康編 へるす出版 2005

WI380/Ko830 イラストレイテッド腹腔鏡下胃切除術 厚生労働省がん研究助
成金 「がんにおける体
腔鏡手術の適応拡大に
関する研究」 班 , 腹腔
鏡下胃切除術研究会編

医学書院 2005

WI529/D150
 （参考 4）

大腸癌治療ガイドライン : 医師用 2005 年版 大腸癌研究会編 金原出版 2005

WI700/H180/11 肝臓の再生医療 , 遺伝子発現と肝病態 , 肝循環をめぐる最近の
話題 
（肝の生化学 = 箱根シンポジウム ; 11）

箱根シンポジウム記録
刊行会編

中外医学社 2005

WJ160/N991/31 浸潤性膀胱癌 : 最新のストラテジー （尿路悪性腫瘍研究会記録 ; 
第 31 回）

尿路悪性腫瘍研究
会事務局

2005

WJ300/Z80b 図説腎臓病学 第 3 版 東京女子医科大学第四
内科編

日本醫事新報社 2005

WJ302/N770 腎生検病理診断標準化への指針 日本腎臓学会 ・ 腎病理
診断標準化委員会編

東京医学社 2005

WL300/Ta331a 正常解剖 第 2 版 （脳 MRI ; 1） 高橋昭喜編著 秀潤社 2005

WL355/Mo960/
23

脳動脈瘤を巡る論争のその後 （The Mt. Fuji workshop on CVD 講
演集 ; 第 23 回）

塩川芳昭編集責任 にゅーろん社 2005

WN180/N970 スクワイヤ放射線診断学 Robert A. Novelline 著 羊土社 2005

WO600/Se170 切らずに治す傷あと外来 : レーザー治療でここまで治る : 傷あとが
きれいになった。 悩みが消えた。 58 人の実例写真集 !

生活情報研究会編 ごま書房 2005

WP250/N770 
（参考 4）

新コルポスコピースタンダードアトラス : 日本婦人科腫瘍学会 2005 
3 版

日本婦人科腫瘍学会編 中外医学社 2005

WP660/Ta790a 産婦人科手術書 : 基本 ・ 応用 ・ 進歩 改訂 3 版 玉舎輝彦著 金芳堂 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WP870/N770/2
（参考４）

外科療法 2005 年版 （科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン ; 
2）

日本乳癌学会編 金原出版 2005

WP870/N770/3
（参考４）

放射線療法 2005 年版 （科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 
; 3）

日本乳癌学会編 金原出版 2005

WP870/N770/4
（参考４）

検診 ・ 診断 2005 年版 （科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 
; 4）

日本乳癌学会編 金原出版 2005

WP870/N770/5
（参考４）

疫学 ・ 予防 2005 年版 （科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 
; 5）

日本乳癌学会編 金原出版 2005

WS103/Su120 
（参考 8）

数値から見る小児の成長と発達 : 表で見る身体の基準値 （雑誌 ：
小児科 ; 46 巻別冊）

青木継稔ほか編集 金原出版 2005

WS320/Te631 小児泌尿器科ハンドブック 寺島和光著 南山堂 2005

WT166/N770
（参考 4）

高齢者の安全な薬物療法ガイドライン 2005 日本老年医学会編集 メジカルビュー社 2005

WU100/Ma260 スポーツは良い歯から 前田芳信編著 大阪大学出版会 2005

WW100/G1908/4 眼科所見の捉え方と描き方 （眼科プラクティス ; 4） 田野保雄編 文光堂 2005

WW280/Mi340a 新臨床神経眼科学 増補改訂版 三村治編 メディカル葵出版 2004

WX153/W460 患者満足度を高める病医院 「ISO9001」 認証取得 ・ 成功マニュア
ル : “改善” が習慣化するシステム革命

渡邊喜二著 日本医療企画 2005

WX157/Ma430 病院 ・ 医院の税務と経営 真鍋上二著 東京六法出版 2005

WX160/F710 患者応対マナー BOOK : イラストでわかる実践実例集 : 言葉と態度
は “処方” である 3 訂版

深堀幸次著 医学通信社 2005

WY32/Ka540/
2005

看護六法 平成 17 年版 看護行政研究会 新日本法規出版 2005

WY100.4/H820/
2005-06

NANDA 看護診断 : 定義と分類 2005-2006 NANDA インターナショナ
ル著

医学書院 2005

WY100.4/Ku720.1 NANDA 看護診断の基本的理解 : 心理 ・ 社会 ・ 行動的領域 黒田裕子著 医学書院 2005

WZ100/Ma740/4 高木兼寛の医学 ; 4 松田誠著 東京慈恵会医科大
学

2005

432/J510c/6 温度 ・ 熱 , 圧力 （実験化学講座 ; 6） 日本化学会編 丸善 2005

432/J510c/10 分光 ; 下 （実験化学講座 ; 10） 日本化学会編 丸善 2005

432/J510c/14 アルコール ・ アミン  （実験化学講座 ; 14） 日本化学会編 丸善 2005

432/J510c/28 ナノテクノロジーの化学  （実験化学講座 ; 28） 日本化学会編 丸善 2005

464.1/D420d 分子細胞生物学 第 5 版 H. Lodish ほか著 東京化学同人 2005

464.9/W120 物理学は越境する : ゲノムへの道 和田昭允著 岩波書店 2005

467.2/Mi130a DNA サイエンスラボラトリー 第 2 版 デーヴィッド A. ミクロス
ほか著

医学書院 2005

467.3/O480 ゲノム情報はこう活かせ ! : 比較ゲノム学を遺伝子 ・ タンパク質の
機能解析や疾患遺伝子探索に活用する方法がわかる

岡崎康司 , 坊農秀雅編 羊土社 2005

489.473/Ta160 マウス組織学 多田伸彦著 学際企画 2004

参考 5 東京慈恵会医科大学附属病院常用医薬品集 11 版 東京慈恵会医科大学附
属病院編

東京慈恵会医科大
学附属病院

2005

参考 5 JAPIC 医療用医薬品集 2006 日本医薬情報センター
編

日本医薬情報セン
ター

2005

参考 12
インターネット

バイオデータベース利用法 : 検索からバイオインフォマティクスへ 金久實ほか編 学進出版 2005

レファレンスデスク デジタル文献整理術 : 最新 EndNote 活用ガイド 改訂第 2 版 讃岐美智義著 克誠堂出版 2005
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新着案内（洋書）　（２００５．12．12～ 12．18，２００６．1．23～ 1．29）　　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QS4/Sn90b Clinical anatomy 7th ed. Richard S. Snell Lippincott Williams 
& Wilkins

2004

QT4/P572d Physiology 5th ed. editors, Robert M. Berne 
et al.

Mosby 2004

QT104/G980f Textbook of medical physiology 11th ed. Arthur C. Guyton, John 
E. Hall

Elsevier Saunders 2006

QT104/P760 Human physiology : the basis of medicine 2nd ed. Gillian Pocock and 
Christopher D. Richards

Oxford University 
Press

2004

QU135/Me850
/396

Nitric oxide ; pt. E (Methods in enzymology ; v. 396) edited by Lester Packer, 
Enrique Cadenas

Elsevier Academic 
Press

2005

QU135/Me850/
398

Ubiquitin and protein degradation ; pt. A (Methods in enzymology ; 
v. 398)

edited by Raymond J. 
Deshaies

Elsevier Academic 
Press

2005

QV4/B260a Basic & clinical pharmacology 9th ed. edited by Bertram G. 
Katzung

Lange Medical 
Books/McGraw-Hill

2004

QV38/Si10.1/27
( 参考 5)

Side effects of drugs annual ; 27 editor, M.N.G. Dukes Elsevier 2004

QW4/B380.1a/
2C

The alpha-, beta-, delta-, and epsilonproteobacteria (Bergey's 
manual of systematic bacteriology ; v. 2. The proteobacteria : pt. 
C)

editors, Don J. Brenner 
et al.

Springer 2005

QW4/Mu790 Medical microbiology 5th ed. Patrick R. Murray et al. Elsevier Mosby 2005

QW504/A160/88 Advances in immunology ; v. 88 edited by Frederick W. 
Alt

Elsevier Academic 
Press

2005

QW504/I470/206 Mucosal immunity (Immunological reviews ; v. 206) Lloyd Mayer, guest 
editor

Blackwell Munksgaard 2005

QY25/L110 Laboratory biosafety manual 3rd ed. World Health 
Organization

2004

QZ200/I577/9 Pathology and genetics of head and neck tumours (World health 
organization classification of tumours)

edited by Leon Barnes IARC Press 2005

QZ206/Su760/
1999/2000:1-2
( 参考 8)

Survey of compounds which have been tested for carcinogenic 
activity ; 1999/2000:1-2 (NIH no. 2-149)

National Cancer 
Institutes

2002

QZ267/C150.1/22 Cancer chemotherapy and biological response modifiers annual ; 
v.22

edited by H.M. Pinedo Elsevier 2005

W84.6/I170a
( 参考 4)

ICPC-2-R : international classification of primary care Rev. 2nd ed. prepared by the 
International 
Classification Committee 
of WONCA, the World 
Organization of Family 
Doctors

Oxford University 
Press

2005

W700/Kn30.1a Knight's forensic pathology 3rd ed. Pekka Saukko, Bernard 
Knight

Arnold 2004

WA100/B260 Clay's handbook of environmental health 19th ed. edited by W.H. Bassett Spon Press 2004

WB141/Sw30 Hutchison's clinical methods 21st ed. main ed. edited by Michael Swash W.B. Saunders 2001

WB200/Ma150 Evidence-based physical diagnosis Steven McGee Saunders 2001

WC536/Th50 Viral hepatitis 3rd ed. edited by Howard 
Thomas

Blackwell Pub. 2005

WH140/A940b
/1-2

Atlas of blood cells : function and pathology 3rd ed. ; v.1-v.2 D. Zucker-Franklin et al. Edi. Ermes 2003

WI770/B950 Transplantation of the liver 2nd ed. edited by Ronald W. 
Busuttil, Goran K. 
Klintmalm

Elsevier Saunders 2005
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WK140/C760 Textbook of endocrine surgery 2nd ed. edited by Orlo H. Clark Elsevier Saunders 2005

WL100/A490/28 Annual review of neuroscience ; v. 28 W. Maxwell Cowan, 
editor

Annual Reviews 2005

WL103.7/V530 Human psychoneuroimmunology edited by Kavita 
Vedhara and Michael R. 
Irwin

Oxford University 
Press

2005

WM100/F460f/
1-2

Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry 8th ed. ;  
v.1-v.2

editors, Benjamin J. 
Sadock, Virginia A. 
Sadock

Lippincott Williams 
& Wilkins

2005

WM100/Ta930
/24:1

Psychiatric genetics (Review of psychiatry series ; v. 24:1) edited by Kenneth S. 
Kendler, Lindon Eaves

American Psychiatric 
Pub.

2005

WM100/Ta930/
24:2

Sleep disorders and psychiatry (Review of psychiatry series ; v. 
24:2)

edited by Daniel J. 
Buysse

American Psychiatric 
Pub.

2005

WM100/Ta930/
24:3

Advances in treatment of bipolar disorder  (Review of psychiatry 
series ; v. 24:3)

edited by Terence A. 
Ketter

American Psychiatric 
Pub.

2005

WM100/Ta930/
24:4

Mood and anxiety disorders during pregnancy and postpartum 
(Review of psychiatry series ; v. 24:4)

edited by Lee S. Cohen, 
Ruta M. Nonacs

American 
Psychiatric Pub.

2005

WO101/Ma640 An atlas of surgical anatomy surgical commentary by 
Alain C Masquelet

Taylor & Francis 2005

WP815/Mo780 Breast MRI : diagnosis and intervention Elizabeth A. Morris, 
Laura Liberman, editors

Springer 2005

WQ100/St10a Clinical obstetrics and gynaecology 2nd ed. edited by Isabel Stabile 
et al.

Springer 2000

WS330/C780b Clinical pediatric endocrinology 5th ed. edited by Charles G.D. 
Brook

Blackwell 
Publishing

2005

参考 7 The Europa world of learning 56th ed. : 2006 ; v.1-v.2 Routledge 2005
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形態 請求記号 書名 責任表示 出版者 出版年

VHS 371 ／ FI1 ／ 1 Fish ! : Catch the energy. Release the potential （日本語字
幕版）

ChartHouse 社制作 アイエヌエー ・ イン
ターナショナル

2000 

VHS 371 ／ FI1 ／ 2 Fish ! : Sticks. Keeping the vision alive （日本語字幕版） ChartHouse 社制作 アイエヌエー ・ イン
ターナショナル

2001 

VHS 371 ／ FI1 ／ 4 Fish ! : Tales １; Jump start （日本語字幕版） ChartHouse 社制作 アイエヌエー ・ イン
ターナショナル

2003 

VHS 371 ／ FI1 ／ 4 Fish ! : Tales 2; Vital signs （日本語字幕版） ChartHouse 社制作 アイエヌエー ・ イン
ターナショナル

2005

ＤＶＤ QZ50 ／ KY1 ／ 1 生命の暗号を解読せよ : ヒトの設計図 (NHK スペシャル . 驚
異の小宇宙 ・ 人体 :3. 遺伝子 ・ DNA:1) (NHK DVD)

NHK エ ン タ ー プ ラ イ ズ
21 企画制作

NHK ソフトウェア 2003

ＤＶＤ QZ50 ／ KY1 ／ 2 つきとめよ、 ガン発生の謎 : 病気の設計図 (NHK スペシャ
ル . 驚異の小宇宙 ・ 人体 :3. 遺伝子 ・ DNA:2) (NHK DVD)

NHK エ ン タ ー プ ラ イ ズ
21 企画制作

NHK ソフトウェア 2003

ＤＶＤ QZ50 ／ KY1 ／ 3 日本人のルーツを探れ : 人類の設計図 (NHK スペシャル . 
驚異の小宇宙 ・ 人体 :3. 遺伝子 ・ DNA:3) (NHK DVD)

NHK エ ン タ ー プ ラ イ ズ
21 企画制作

NHK ソフトウェア 2003

ＤＶＤ QZ50 ／ KY1 ／ 4 命を刻む時計の秘密 : 老化と死の設計図 (NHK スペシャル
. 驚異の小宇宙 ・ 人体 :3. 遺伝子 ・ DNA:4) (NHK DVD)

NHK エ ン タ ー プ ラ イ ズ
21 企画制作

NHK ソフトウェア 2003

ＤＶＤ QZ50 ／ KY1 ／ 5 秘められたパワーを発揮せよ : 精神の設計図 (NHK スペシ
ャル . 驚異の小宇宙 ・ 人体 :3. 遺伝子 ・ DNA:5) (NHK DVD)

NHK エ ン タ ー プ ラ イ ズ
21 企画制作

NHK ソフトウェア 2003

ＤＶＤ QZ50 ／ KY1 ／ 6 パンドラの箱は開かれた : 未来人の設計図 (NHK スペシャ
ル . 驚異の小宇宙 ・ 人体 :3. 遺伝子 ・ DNA:6) (NHK DVD)

NHK エ ン タ ー プ ラ イ ズ
21 企画制作

NHK ソフトウェア 2003

ＤＶＤ WL100 ／ JI1 実践 ・ 神経症状の診かた ( 日経メディカル ・ ビデオ :vol. 55) 栗田正 ・ 井上聖啓監修 日経 BP 社 2004

CD-
ROM

WR140 ／ GE1 厳 選 ・ 皮 膚 疾 患 症 例 ア ト ラ ス 730 Selected package 
(Nishiyama collection : 皮膚疾患画像データベース )

西山茂夫著 南江堂 2004

＊＊　新 着 案 内　＊＊

標　　本　　館

新着案内（視聴覚資料）　
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お　知　ら　せ

図書係の変更
麻酔科学講座                          
　　（旧）赤井  良太助手　　　→　　　（新）近江  禎子助教授

各種委員会
・第 513 回医学情報センター図書館委員会
　　平成 18年 2月 14 日（火）12:15 於Ｅ棟会議室（西新橋）
・第 514 回医学情報センター図書館委員会
　　平成 18年 3月 14 日（火）12:15 於Ｅ棟会議室（西新橋）
・平成 18年度第 5回医学情報センター標本館委員会
　　平成 18年 3月 14 日（火）16:30 於標本館（西新橋）

＊＊　雑 誌 案 内　＊＊

休刊
  　 Molecular Medicine 42 巻 12 号（2005 年）にて休刊

  　 臨床医 31 巻 12 号（2005 年）にて休刊

タイトルチェンジ
　旧： 実験潰瘍   31 巻 2004 年まで  
　　　　　　　　　　　　　　　　→   新： 潰瘍   32 巻 （2005 年）から
　
　旧：Japanese Journal of Physiology  55 巻 2005 年まで
　　　　　　　　　　　　　　　　→　新：Journal of Physiological Sciences  56 巻 2006 年から
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