
The British Museum（英国 ,ロンドン）

も　　く　　じ

学術情報センターへの改称のお知らせ………… 1
図書館資料と情報源の使い方：2006年度版
　　　　　　　　　　　　……………………… 2
洋図書の各分野における基本図書選定実施報告
　　　　　　　　　　　　……………………… 4
雑誌案内…………………………………………… 4
新着案内…………………………………………… 5
ありがとうございました………………………… 11
お知らせ…………………………………………… 11

東京慈恵会医科大学学術情報センター

センター報

学術情報センターへの改称のお知らせ

医学情報センターは平成 18年 4月より学術情報センターと名称が変更されました。今後は医学情報を含め
より広い分野を対象に、本学における教育・研究・診療の支援を目的として運営してまいりますので、よろし
くお願いします。
新入生や新入職員の皆様は新しい環境にも慣れた頃かと思います。学術情報センターは、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　月 ~金曜日　8：00~22：00 標本館・写真室　月 ~金曜日　9：00~22：00
　（本館）　土　曜　日　8：00~19：00  土　曜　日　9：00~19：00
　　　　　　日　曜　日　9：00~17：00　　　　　　　　 　（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　

（学術情報センター・総務　内線 71-2121）
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図書館資料と情報源の使い方（2006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）などが調べられま
す。各データベースは学術情報センターのホームページから利用できます。また、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
・The 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。学術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。

学術情報センターのホームページ
（http：//j-net.jikei.ac.jp/~micer/）

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
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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 2,000種類以上あり、学術情報センター
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。閲覧にユーザ名とパス
ワードが必要なものにはリスト中の各タイトルの右端に [ パスワードはこちら ]というボタンが表示されてい
ますので、クリックするとユーザ名とパスワードが確認できます。

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・カードを購入の上で、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、カラー写真のある論
文のコピーなどにぜひご利用下さい。
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。

図書館を含め学術情報センターでは以上の他にも医学情報や看護学情報等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）

学術情報センターのホームページ
（http：//j-net.jikei.ac.jp/~micer/）

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
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洋図書の各分野における基本図書選定実施報告

外国雑誌の価格の値上りは、図書館の図書購入にも影響を及ぼしています。図書の購入は和図書が優先され、
洋図書の購入に支障を来す恐れがあり、このような状況が続きますと図書館としての適正な蔵書構築が危ぶま
れます。そこで、このような状況への対処について図書館委員会で討議を行った結果、図書館で所蔵していく
べき基本的な洋図書を分野ごとに選定していくことにいたしました。
　例：内科学分野　→　セシルやハリソンなどの図書
選定作業は、図書館の分類規則（National Library of Medicine Classification）の分野ごとに、それぞれ
の専門である図書館委員、図書係、教授、ユニット責任者等の方々にご協力いただきました。基本図書に決定
した図書は、今後、改訂版が発行された際には優先的に購入していきます。なお、基本図書については数年毎
に見直しを行う予定です。
基本図書の具体的な内容については、学術情報センターのホームページでご覧いただけます。今後も図書館
の蔵書構成が少しでも良いものになるよう努めて参りますので、基本図書リストの内容や図書館としての資料
購入のあり方等について、ご意見やご感想などございましたら、図書館までお寄せ下さい（内線 71-2124、
電子メール library@jikei.ac.jp）。

基本図書リスト　：　http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/kihontosho.htm

（図書館・収集整理係　山本　内線 71-2124）

＊＊　雑 誌 案 内　＊＊

新規受入
　　　　　Geriatrics and Gerontology International    3巻 4号 （2003年）から 
　　　　　　※ 日本老年医学会の欧文誌です。

　　　　　Practical Neurology　6巻 1号（2006年）から
　　　　　※ Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry の付属誌です。

廃刊
　　　　　Internal Medicine  44巻 12号（2005年）まで
　　　　　　※ 45巻（2006年）からは、オンライン版のみの発行になります。
　　　　　　　イントラネットの学術情報センター「電子ジャーナル」からご利用下さい。
　　　　　　URL：http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/
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＊＊　新 着 案 内　＊＊

図　　書　　館

新着案内（和書）　（2006.2.6~3.12）　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QS4/Ta670.4/2 関節を動かし骨や筋を確かめよう ( 好きになる解剖学 ; Part 2) 竹内修二著 講談社 2005

QT9/Ts150 ななしの記 坪井實著 近代文芸社 2000

QT9/Ts150/ 続 ななしの記 続 坪井實著 近代文芸社 2005

QT36/Me290/B-8 循環系のバイオメカニクス (ME 教科書シリーズ ; B-8) 神谷瞭編著 コロナ社 2005

QT104/Ka170 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 総論 ( 健康 ・ 栄養科学シ
リーズ )

香川靖雄他編 南江堂 2005

QU25/Se170.1/50 腸管細胞機能実験法 ( 生物化学実験法 ; 50) 上野川修一他編著 学会出版センター 2005

QV4/I310c 医科薬理学 改訂 4 版 遠藤政夫他編著 南山堂 2005

QV26.5/Mo120 医薬品情報学 第 3 版 望月眞弓他編 東京大学出版会 2005

QV38/O310 医療現場で必要な薬学的知識の使い方 : 事象をいかに捉え、 工
夫し、 伝達するか

大井一弥他編 医薬ジャーナル社 2005

QV95/F670 詳しくわかる 「痛み」 を抑える薬 谷藤泰正他著 法研 2003

QW504/Me4613 免疫学ハンドブック 免疫学ハンドブック編集
委員会編

オーム社 2005

QY400/B140 基礎からの血球観察ガイド B.J. ベイン著 / 奈良信
雄訳

シュプリンガー ・ フ
ェアラーク東京

2005

QZ35/N770/2003 日本病理剖検輯報 第 46 輯 日本病理学会編 日本病理剖検輯報
刊行会

2005

QZ53/A430 性差医療 : 性差研究が医療を変える 天野恵子編集 真興交易医書出版
部

2005

QZ206/Ko830/
2004

厚生労働省がん研究助成金による研究報告集 平成 16 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 2005

QZ266/Ka590 抗がんサプリメントの効果と副作用徹底検証 ! キャンサーネット ・ ジャ
パン編

三省堂 2005

QZ266/Ta550 細胞医療 高上洋一編 医薬ジャ - ナル社 2005

QZ267/To730 疼痛克服と DDS (Drug delivery system ; v.20, no.5) 日本 DDS 学会 2005

W15/I671
（参考 3）

医療の質用語事典 医療の質用語事典編集
委員会編著

日本規格協会 2005

W18/G960
（参考 11 論）

うまい ! と言われる科学論文の書き方 : ジャーナルに受理される論
文作成のコツ

Björn Gustavii 著 , 畠山
雄二訳

丸善 2005

W18/Ko790
（参考 11 論）

日本人研究者が間違えやすい英語科学論文の正しい書き方 : アク
セプトされるための論文の執筆から投稿 ・ 採択までの大切な実践
ポイント

Ann M. Körner 著 /
瀬野悍二訳 ・ 編

羊土社 2005

W18/W691
（参考11学会）

国際学会のための科学英語絶対リスニング : ライブ英語と基本フレ
ーズで英語耳をつくる !

田 中 顕 生 , Robert F. 
Whittier 著

羊土社 2005

W20/Ki580a アメリカ臨床留学大作戦 : USMLE, 英語面接を乗り越えた在米研修
医による合格体験記と留学に役立つ情報 改訂新版

岸本暢将著 羊土社 2005

W20.5/N4802b/1-2 難病の診断と治療指針 3 訂版 ; 1-2 疾病対策研究会編 東京六法出版 2005

W44/F930a メディカルクオリティ ・ アシュアランス : 判例にみる医療水準 第 2
版

古川俊治著 医学書院 2005

W100/O180 世界の医療制度改革 : 質の良い効率的な医療システムに向けて OECD 編著 / 阿萬哲也
訳

明石書店 2005

W740/Sh310/4 民事法と精神医学 ( 司法精神医学 ; 4) 松下正明専門編 中山書店 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WA108/Ma880 予防医学事典 松島綱治他編 朝倉書店 2005

WA300/Sa850 テキスト健康科学 佐藤祐造他編 南江堂 2005

WA400/N771 産業医活動をする人のために 日本産業衛生学会産業
医部会編

産業医学振興財団 2005

WA525/Y530a
（参考 10 法）

衛生行政大要 改訂第 20 版 柳澤健一郎編 日本公衆衛生協会 2004

WB100/W460 症状から診る内科疾患 渡辺純夫他編 メジカルビュー社 2005

WB105/Ky801b 救急マニュアル : 救急初療から救命処置まで 第 3 版 小濱啓次編著 医学書院 2005

WB141/Ku530 身体診察と基本手技 ( 基礎臨床技能シリーズ ; 5) 倉本秋編集 メジカルビュー社 2005

WB320/I730a 最新リハビリテーション医学 第 2 版 石神重信他編 医歯薬出版 2005

WB320/R3904/
12

言語障害 ・ 摂食嚥下障害とリハビリテーション ( リハビリテーション
MOOK ; 12)

大橋正洋他編 金原出版 2005

WB400/G710c 新しい臨床栄養学 改訂第 4 版 後藤昌義他著 南江堂 2005

WB890/Ka410 国際 「統合医療」 元年 ( 国際統合医療専門家会議公式記録集 ; 
第 1 回 )

蒲原聖可他編 日本医療企画 2004

WC536/Sh860 ウイルス肝炎 update 白鳥康史編著 中外医学社 2005

WC950/Ka390.1 なぜうつる ? どう防ぐ !! 子どもにうつる動物の病気 : ペットから学校
飼育動物、 都市型野生動物まで

神山恒夫他編著 真興交易 ( 株 ) 医
書出版部

2005

WD200.5/Ma120.1 高脂血症入門 馬渕宏著 文光堂 2005

WD375/Sh790a 膠原病学 : 免疫学 ・ リウマチ性疾患の理解のために 改訂 2 版 塩沢俊一著 丸善 2005

WD705/J661/
1:27

メタボリックシンドローム ( 乗員の健康管理サーキュラー ; no.1: 27) 航空医学研究セン
ター

2005

WE103/G720 観察による歩行分析 Kirsten Götz-Neumann
著 / 月城慶一他訳

医学書院 2005

WE103/N670 筋骨格系のキネシオロジー Donald A.Neumann 著
/ 平田総一郎他訳

医歯薬出版 2005

WE168/Ma770a 整形外科術前 ・ 術後のマネジメント 第 2 版 伊藤達雄他編 医学書院 2005

WE346/G220 手のリウマチの画像診断 G. ガーラスキ他著 / 佐
川昭他訳

シュプリンガー ・ フ
ェアラーク東京

2005

WE805/Ma770.1 上肢 ・ 脊椎手術完全マスター : カラーイラスト 松井宣夫他編 メジカルビュー社 2005

WE805/Ta590 上肢骨折の保存療法 武田功他著 医歯薬出版 2005

WF140/N770.1
（参考 4）

ALI/ARDS 診療のためのガイドライン 日本呼吸器学会 ARDS
ガイドライン作成委員会
編

日本呼吸器学会 2005

WF143/N770
（参考 4）

咳嗽に関するガイドライン 日本呼吸器学会咳嗽に
関するガイドライン作成
委員会編

日本呼吸器学会 2005

WF600/N773a
（参考 4）

成人市中肺炎診療ガイドライン : 日本呼吸器学会 「呼吸器感染症
に関するガイドライン」

日本呼吸器学会呼吸器
感染症に関するガイドラ
イン作成委員会編集

日本呼吸器学会 2005

WG100/Me140.1/14 成人先天性心疾患 ( 新目でみる循環器病シリーズ  ; 14) 丹羽公一郎他編 メジカルビュー社 2005

WG100/Me140.1/17 血管疾患を知る ( 新目でみる循環器病シリーズ ; 17) 松尾汎編 メジカルビュー社 2005

WG101/W760a 重要血管へのアプローチ : 外科医のための局所解剖アトラス 第 2
版

R. ジェームズ バレンタイ
ン他著 / 鰐淵康彦他訳

メディカル ・ サイエ
ンス ・ インターナシ
ョナル

2005

WG141/Y890.6 循環器フィジカル ・ イグザミネーションの実際 吉川純一編著 文光堂 2005

WG141.5/Ku610 心臓血管疾患の MDCT と MRI 栗林幸夫他編 医学書院 2005

WG141.5/N480b 図解心臓カテーテル法 : 診断法からインターベンションまで 改訂 3
版

南都伸介他著 中外医学社 2005

WG141.5/N880 心臓の MRI と CT 似鳥俊明編著 南江堂 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WG166/Mi580a EBM 循環器疾患の治療 2006-2007 三田村秀雄他編 中外医学社 2005

WG168/Ta840 ガイドラインに基づいた最新ぺースメーカー ・ ICD 植込みと管理 田中茂夫他編 南江堂 2005

WG169/A620.1 心臓外科 新井達太編 医学書院 2005

WG169/Y990 弁膜症外科の要点と盲点 四津良平編 文光堂 2005

WG200/Sh6907a/6 心不全に挑む ・ 患者を救う ( 新 ・ 心臓病診療プラクティス ; 6) 筒井裕之他編 文光堂 2005

WG205/E160 ECC( 救急心血管治療 ) ハンドブック 岡田和夫他監修 中山書店 2005

WG300/Ko120 PCI にいかす IVUS 読影テクニック 小林欣夫他著 医学書院 2005

WG370/Ka720 心不全と不整脈 : 慢性心不全の生命予後改善のために 笠貫宏編 南江堂 2005

WG500/I160 図説血栓 ・ 止血 ・ 血管学 : 血栓症制圧のために 一瀬白帝編著 中外医学社 2005

WG500/N770 血管超音波テキスト 日本超音波検査学会監
修

医歯薬出版 2005

WG600/Ku980 手にとるようにわかる下肢静脈エコーマニュアル : 検査手順と血栓
の描出

桑山美知子著 ベクトル ・ コア 2005

WH32/Ke620
（参考 10 法）

血液事業関係資料集 平成 16 年度版 血液製剤調査機構編 血液製剤調査機構 2004

WH32/Ke620.1
（参考 11 規）

翻訳文献集 1( 平成 17 年度） [ 血液製剤調査機構編 ] 血液製剤調査機構 2006

WH120/O770a やさしい血液疾患 第 4 版 押味和夫著 日本医事新報社 2005

WH120/Y861.1/ 上 血液疾患ハンドブック : 日常診療の手引きと臨床データ集 ; 上巻 吉田彌太郎編 医薬ジャーナル社 2005

WI100/Sh9610/100 肝胆膵疾患の画像診断 - 最近の進歩 ( 消化器病セミナー ; 100) 跡見裕編 へるす出版 2005

WI140/Sh860 専門医のための消化器病学 白鳥康史他編 医学書院 2005

WI141/P940/68:1 Progress of digestive endoscopy ; vol. 68 : no.1 協和企画通信 2005

WI250/F660.2a よくわかる嚥下障害 改訂第 2 版 藤島一郎編著 永井書店 2005

WI735/Sh320 ラジオ波焼灼療法 : 安全で効果的な肝癌治療テクニック 小俣政男監修 医学書院 2005

WJ300/F710 レジデントのための腎疾患診療マニュアル 深川雅史他編 医学書院 2005

WJ342/Sa610a 慢性腎不全保存期のケア : 寛解を目指した慢性腎臓病の治療 第
3 版

佐中孜著 医学書院 2005

WJ368/Mo770 移植腎臨床病理アトラス : カルシニューリンインヒビターと腎 両角國男他編 東京医学社 2005

WJ378/O810d 人工腎臓の実際 改訂第 5 版 太田和夫編著 南江堂 2005

WK270/G320e
（参考 4）

甲状腺癌取扱い規約 第 6 版 甲状腺外科研究会編 金原出版 2005

WK550/C430 Acromegaly handbook 千原和夫他監修 メディカルレビュー
社

2005

WK810/Ko820 糖尿病の発症と予防 : そのあゆみと展望 小坂樹徳著 文光堂 2005

WK810/N770/39 糖尿病学の進歩 第 39 集 (2005) 日本糖尿病学会編 診断と治療社 2005

WK810/N770.1/
2005

糖尿病の療養指導 2005 ( 糖尿病学の進歩 ; 第 39 回 ) 日本糖尿病学会編 診断と治療社 2005

WK815/To6301
（参考 4）

糖尿病治療のエッセンス 糖 尿 病 対 策 推 進 会 議
（日本医師会 ・ 日本糖
尿病学会 ・ 日本帳尿病
協会） 「糖尿病治療の
エッセンス作成委員会」
編

文光堂 2005

WK835/Y190 糖尿病患者の大血管障害予防ガイダンス : 血糖値だけを診ていて
は危ない

山田信博編 メジカルビュー社 2005

WL100/A620 神経病理インデックス 新井信隆著 医学書院 2005

WL103.5/L590 レザック神経心理学的検査集成 Muriel Deutsch Lezak 著
/ 三村将他監訳

創造出版 2005

WL141/Ko110 臨床からみた頭部 CT ・ MRI 小張昌宏著 中外医学社 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WL141/Mo670 脳の拡散強調 MRI 森谷聡男他著 シュプリンガー ・ フ
ェアラーク東京

2005

WL342/Ma471
（参考 4）

慢性頭痛の診療ガイドライン 厚生労働科学研究費補
助金こころの健康科学
研究事業慢性頭痛の診
療ガイドライン作成に関
する研究班編

北里大学医学部神
経内科

2005

WL368/N9705/3 基本手術手技 , 解剖 , 麻酔 ( 脳神経外科学大系 ; 3) 山浦晶専門編 中山書店 2005

WL368/N9705/12 神経外傷 , 感染 ・ 炎症性疾患 ( 脳神経外科学大系 ; 12) 山浦晶専門編 中山書店 2005

WM55/Ma740 心のケアのためのカウンセリング大事典 松原達哉他編 培風館 2005

WM55/Ma810a セックス ・ カウンセリング入門 改訂第 2 版 日本性科学会監修 金原出版 2005

WM140/Me192/7 児童期精神障害 ( 精神科臨床ニューアプローチ :7) 保坂隆編 メジカルビュー社 2005

WM171/U962 うつ病 ( 日本医学会シンポジウム記録集 ; 第 129 回 ) 日本医学会 2005

WN180/O910 正常画像と並べてわかる腹部 ・ 骨盤部 CT : ここが読影のポイント 扇和之他編 羊土社 2005

WN185/A530a これでわかる拡散 MRI 新版 青木茂樹他編著 秀潤社 2005

WN208/P760/1 ポケット超音波アトラス : CD-ROM による動画再生機能付き ; 正常
画像編 新版 第 2 版 

山崎力他著 秀潤社 1999

WN208/P760/3 ポケット超音波アトラス : CD-ROM による動画再生機能付き ; 3 : 
腹部編 / 寺島茂 , 高坂登著 

寺島茂他編 秀潤社 2001

WO275/Sh220a バランス麻酔 : 最近の進歩 : エンドポイント指向型バランス麻酔 改
訂第 2 版

渋谷欣一他編著 克誠堂出版 2005

WO375/O240.2 痛み診療のアプローチ 小川節郎編 真興交易 ( 株 ) 医
書出版部

2005

WO680/Mo640 GVHD 予防 ・ 治療マニュアル 森島泰雄編 南江堂 2005

WP100/Su962 産婦人科診療指針 鈴木光明編著 中外医学社 2005

WP660/N370 子宮動脈塞栓術の実際 中村幸雄他著 金原出版 2005

WP815/H870 乳房 MRI 指南書 : 図解所見から考える MRI 診断 ( 画像診断リファ
レンス )

堀文子著 メジカルビュ - 社 2005

WP815/Mo550a 乳癌検診にすぐに役立つマンモグラム ・ アトラス 改訂第 2 版 森本忠興編著 永井書店 2005

WQ100/To460 産科診療トラブルシューティング : エビデンスをいかに使うか 東京慈恵会医科大学産
婦人科学教室編

金原出版 2005

WR140/N770a
（参考 4）

日本皮膚科白書 : 皮膚疾患の社会的インパクトと皮膚科学 ・ 診療
の貢献 第 2 版

日本皮膚科学会編 日本皮膚科学会 2005

WS310/Y730 小児消化管超音波診断アトラス 余田篤他著 診断と治療社 2005

WS368/O630 障害児者の摂食 ・ 嚥下 ・ 呼吸リハビリテーション : その基礎と実
践

尾本和彦編 医歯薬出版 2005

WS420/Ka930 1 週間で学ぶ新生児学 河井昌彦著 金芳堂 2005

WT100/N710/5 骨粗鬆症と骨折予防 ( 日常診療に活かす老年病ガイドブック ; 5) 三木哲郎編 メジカルビュー社 2005

WU140.5/O660 顎関節症診断 ・ 治療マニュアル 大西正俊他編 永末書店 2004

WV232/Ka370 内視鏡画像による急性中耳炎 ・ 鼓膜アトラス 上出洋介著 メジカルビュー社 2005

WW100/G194.1/9 加齢黄斑変性 (NEW MOOK 眼科 ; 9) 石橋達朗他編 金原出版 2005

WX157.8/Ma740 基礎から読み解く DPC : 正しい理解と実践のために 松田晋哉著 医学書院 2005

WX167/Ka450 こうして防ぐ院内感染 : 患者の立場から 金森雅彦他著 医歯薬出版 2005

WX173/H160a POS のカルテ /POMR の正しい書き方 改訂 2 版 羽白清著 金芳堂 2005

WY86/B350.1 ベナー看護論 : 初心者から達人へ 新訳版 パ ト リ シ ア ベ ナ ー 著
/ 井部俊子他訳

医学書院 2005

WY152.5/Ke880 こんなときどうする ? : こどものための血友病ハンドブック なかむらしんいちろう絵 血友病とともに生
きる人のための委
員会

2004
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WY156.7/A120 乳がん患者へのトータルアプローチ : エキスパートナースをめざし
て

射場典子他監修 / 阿部
恭子他編

Pilar Press 2005

WY164/O770 排泄の援助 : 実践ロイ理論 ( アクティブ ・ ナーシング ) 大島弓子他著 講談社 2005

WZ112/Y440 明治金澤の蘭方医たち 山嶋哲盛著 慧文社 2005

WZ309/B990a 病気日本史 新装版 中島陽一郎著 雄山閣 2005

403/N710
（参考 2）

仏和理工学辞典 新版 日仏理工科会編 白水社 2005

420.3/B972b
（参考 2）

物理学辞典 3 訂版 物理学辞典編集委員会
編

培風館 2005

430/N770a
（参考 2）

標準化学用語辞典 第 2 版 日本化学会編 丸善 2005

432/J510c/9 分光 第 5 版 ; 上 ( 実験化学講座 ; 9 : 物質の構造 ; 1) 日本化学会編 丸善 2005

463/Sa172.2a Essential 細胞生物学 Bruce Alberts 他著 / 中
村桂子他訳

南江堂 2005

464/Y440
（参考 2）

ナノバイオ用語事典 山科敦之編 オーム社 2005

467.2/H810b マウス胚の操作マニュアル 第 3 版 Andras Nagy 他 著 / 山
内一也他訳

近代出版 2005

813.5/N370
（参考 2）

三省堂類語新辞典 中村明他編 三省堂 2005

参考 9 院内がん登録 第 11 号 栃木県立がんセンター
企画情報課編

栃木県立がんセン
ター企画情報課

2005

参考 10 法 裁判員制度ブックレット : はじまる ! 私たちが参加する裁判 最高裁判所編 最高裁判所 2005

2 階閲覧室
（禁帯出）

パワーアップ !! 看護国試直前対策 !! スピード攻略ブック 2003 年
(92 回 )

井上大輔他編 文光堂 2002

2 階閲覧室
（禁帯出）

必修ラ ・ スパ 2006 井上大輔編著 TECOM 2005

2 階閲覧室
（禁帯出）

必修ラ ・ スパ 2005 井上大輔編著 TECOM 2004

2 階閲覧室
（禁帯出）

必修ラ ・ スパ 2004 井上大輔編著 TECOM 2004

2 階閲覧室
（禁帯出）

国試基本手技 ATLAS 改訂第 3 版 ( 国試必修シリーズ ) 井上大輔著 医学評論社 2001

2 階閲覧室
（禁帯出）

公衆衛生と社会保障 : 社会保障制度と生活者の健康 2006 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 , 福本正勝編 TECOM 2005
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新着案内（洋書）　（2006.2.13~2.19）　　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QS4/Mo390c Clinically oriented anatomy 5th ed. Keith L. Moore, Arthur 
F. Dalley II

Lippincott Williams 
& Wilkins

2006

QS604/C180 Human embryology and developmental biology 3rd ed ; updated 
edition

Bruce M. Carlson Mosby 2004

QU135/Me850/
397

Environmental microbiology (Methods in enzymology ; v. 397) edited by Jared R. 
Leadbetter

Elsevier Academic 
Press

2005

QU135/Me850/
399

Ubiquitin and protein degradation pt. B (Methods in enzymology ; v. 
399)

edited by Raymond J. 
Deshaies

Elsevier Academic 
Press

2005

QV4/G650i Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics 
11th ed.

editor, Laurence L. 
Brunton

McGraw-Hill 2006

QV4/H291/171 Basis and treatment of cardiac arrhythmias (Handbook of 
experimental pharmacology ; v. 171)

editors, Robert Kass and 
Colleen Clancy

Springer 2006

QV4/H291/172 Molecular chaperones in health and disease (Handbook of 
experimental pharmacology ; v. 172)

editor, Matthias Gaestel Springer 2006

QW4/A490/
2005

Annual review of microbiology v. 59 editor, L. Nicholas 
Ornston

Annual Reviews 2005

QW504/I470/
207

Antigen processing & presentation (Immunological reviews ; v. 207) Peter Cresswell, guest 
editor

Blackwell 
Munksgaard

2005

QZ50/A490/6 Annual review of genomics and human genetics ; v. 6 Aravinda Chakravarti .et 
al.

Annual Reviews 2005

QZ200/A140/7 DNA methylation, epigenetics, and metastasis (Cancer metastasis ; 
v. 7)

edited by Manel Esteller Springer 2005

QZ200/Me110 Integration/interaction of oncologic growth (Cancer growth and 
progression ; v.15)

Gary G. Meadows ed. Springer 2005

W700/Sh140 Simpson's forensic medicine 12th ed Richard Shepherd Arnold 2003

WA100/B260/
C2

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

WA292/Sm50 Cardiopulmonary resuscitation (Critical care nursing clinics of 
North America ; v. 17, no. 1)

Maria A. Smith. et al. W.B. Saunders 2005

WA754/D810 Asbestos : risk assessment, epidemiology, and health effects : alk. 
paper

edited by Ronald F. 
Dodson, Samuel P. 
Hammar

Taylor & Francis 2006

WB100/C960b/
2006

Current medical diagnosis and treatment 2006 : 45th ed (A Lange 
medical book)

edited by Lawrence M. 
Tierney, .et al.

McGraw-Hill, 
Health Professions 
Division

2006

WH100/H520f Williams Hematology 7th ed editors, Marshall A. 
Lichtman.et al.

McGraw-Hill 2006

WH120/H810a Hematology : basic principles and practice 4th ed [edited by] Ronald 
Hoffman .et al.

Elsevier/Churchill 
Livingstone

2005

WK100/E591c/
1-3

Endocrinology 5th ed ; v. 1-3 senior editors, Leslie 
J. DeGroot, J. Larry 
Jameson,

Elsevier Saunders 2006

WL100/Sq90 Fundamental neuroscience 2nd ed edited by Larry R. 
Squire .et al.

Academic Press 2003

WM100/G330a/
1-2

New Oxford textbook of psychiatry ; v. 1-2 edited by Michael G. 
Gelder, .et al.

Oxford University 
Press

2003

WP100/N970e Novak's gynecology 13th ed editor, Jonathan S. 
Berek

Lippincott Williams 
& Wilkins

2002

WP100/O140c Danforth's obstetrics and gynecology 9th ed.  edited by James R. 
Scott .et al.

Lippincott Williams 
& Wilkins

2003

参考 7 International handbook of universities 18th ed. International Assosiation 
of Universities

International 
Association of 
Universities

2005
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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
皮膚科学講座 竹内　常道講師 薬剤師・薬学生のための臨床医学：なぜこ

う処方するのか：病態をふまえた薬物治療の
strategyを理解する
矢崎義雄ほか編集主幹
文光堂  2005   1495p. ￥16,000

お　知　ら　せ

図書館委員の変更
消化器・肝臓内科
　　（旧）高橋　宏樹先生 → （新）瀬嵐　康之先生
法医学講座
　　（旧）高津　光洋先生 → （新）酒井　健太郎先生

図書係の変更
微生物学講座第 1
　　（旧）渡辺　美智子先生 → （新）嶋田　和也先生
循環器内科
　　（旧）栗須　修先生 → （新）岡崎　史子先生
心臓外科学講座
　　（旧）宮本　尚樹先生 → （新）坂本　吉正先生
内視鏡部
　　（旧）田尻　久雄先生 → （新）今津　博雄先生
スポーツクリニック
　　（旧）河野　照茂先生 → （新）牛島　史雄先生

各種委員会
 ・第 515 回学術情報センター図書館委員会
 　　平成 18年 4月 18 日（火）12：15　於 E棟会議室（西新橋）
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編集・発行所　東京慈恵会医科大学学術情報センター 〒 105-8461　東京都港区西新橋 3-25-8 ℡ 03-3433-1111
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医学論文書きかた講習会開催のご案内

毎年多数のご参加をいただいております、医学論文書きかた講習会（東京慈恵会医科大学雑誌編集委員
会 /Jikeikai Medical Journal編集委員会共催）を、下記のように開催いたしますので、皆様お誘い合わ
せの上、ぜひご参加ください。

記

I.平成 18年 5月 19日（金）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：岡崎春雄先生（Mayo Medical School名誉教授）
　　　岡崎真雄先生（学術情報センター助教授）
場所：大学 1号館 5階講堂

【岡崎春雄先生（Mayo Medical School名誉教授）】
大阪大学医学部卒。昭和 28年より米国に在住されニューヨークで精神科学 ,一般病理 ,神経病
理を学びMayo Clinicに移られ定年まで在籍。

II.平成 18年 5月 22日（月）午後 5時 30分から 7時まで
「国際学会でのプレゼンテーション・スピーチマナー」
講師：諏訪邦夫先生（帝京大学教授・麻酔学）
　　　上園晶一先生（麻酔科学講座教授）
場所：大学 1号館 3階講堂
　　①諏訪先生の講義（30分）
　　②摸擬学会発表

【諏訪邦夫先生（帝京大学教授）】
東京大学医学部卒。マサチューセッツ総合病院、ハーバード大学、カリフォルニア大学、東京大
学医学部助教授、帝京大学医学部教授を経て帝京大学教授。専門は麻酔学。論文執筆やプレゼン
テーション、文献検索や医学におけるコンピュータの応用など幅広く活躍されている。

III.平成 18年 5月 30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：岡崎真雄先生（学術情報センター助教授）
場所：大学 1号館 5階講堂

　お問い合わせ、お申し込みは内線 71-2120（斎藤）までお願いします。
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