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東京慈恵会医科大学学術情報センター

センター報

蔵書点検、夏休み貸出ほかのお知らせ

学術情報センター・図書館では例年通り、以下のように蔵書点検や特別貸出を行います。

◆学生を対象に以下の夏休みの期間、特別貸出を行います。
　　　　　期　　間：2006年 7月 15日（土）～ 8月 24日（木）
　　　　　返却期限：2006年 9月 1日（金）　　※延長は不可
　　　　　対　　象：医学部（医学科・看護学科）および看護専門学校の学生

◆図書館蔵書点検
図書館（西新橋）では例年通り以下の期間に蔵書点検を行います。期間中ご迷惑をおかけすることがありま

すが、ご理解の程お願い申し上げます。
　　　　　期　　間：2006年 7月 31日（月）～ 8月 3日（木）

◆国領分館蔵書点検
国領分館では以下の期間、蔵書点検のため閉館いたします。なお、文献のお申し込み、お渡し、電話による

お問合わせは通常通りご利用いただけます。
　　　　　期　　間：2006年 8月 7日（月）～ 12日（土）

◆国領分館夏季開館時間の変更
国領分館では例年通り以下の期間、閉館時間が１時間短縮され、午後７時となります。
　　　　　期　　間：2005年 8月 1日（火）～ 31日（木）　　※蔵書点検期間は除く

◆国領分館試験前貸出中止
国領分館では以下の試験期間中、資料の貸出を中止いたします。
　　　　　期　　間：2005年 8月 28日（月）～ 9月 15日（金）

（学術情報センター・総務　内線 71－ 2121）

May 2006―Vol.38No.2



―2―

平成17年度利用統計　図書館

1．図書館（西新橋）
平成 17年度の図書館の利用状況は、館外貸出は横ばいでしたが、入館者数は一昨年並みに減少、複写も減
少傾向が続いています。このような変化の背景としては、大学１号館に移動した講座からの利用の減少や大学
ネットワーク上で利用可能な電子ジャーナル等の情報源の増加などが考えられます。

開館日数と平均入館者数（平成10― 17年度）

館外貸出冊数と複写件数

平 10 平 11 平 12 平 13 平 14 平 15 平 16 平 17

入館者数 227995 209324 197698 211035 197854 180688 231958 178380

平均入館 775.5 716.9 677 696.5 592.4 525.3 680.2 523.1

開館日数 294 292 292 303 334 344 341 341

　 平 10 平 11 平 12 平 13 平 14 平 15 平 16 平 17

館外貸出 10347 10428 11231 12262 12157 12592 12649 11969

複 写 93643 119431 103821 131125 137220 157383 85174 72415

平均入館

開館日数

館外貸出

複写
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他大学の図書館等との相互貸借については、他館からの受付はここ数年の減少傾向が続いています。また、
他館への依頼はほぼ横ばいといった状況です。

相互貸借（ILL）依頼・受付件数

平成17年度文献検索受付件数

検索サービス 件　数 前年比

代行検索　（遡及検索） 290 ＋ 16%

ＳＤＩ （Auto Alert）
Ovid MEDLINE 4,633 － 5%

医中誌WEB 1,806 － 5%

合　　　　　計 6,729 ＋ 163%

平成17年度データベース（大学ネットワーク）接続回数

図書館での代行検索は増えて
いるものの SDI サービス（自
動配信サービス）は微減になっ
ています。
また、大学ネットワーク上
で利用可能なデータベースに
ついては、国内文献データベー
スの利用は増えていますが、
MEDLINE 等の外国文献データ
ベースには減少しているものも
見られました。

データベース 回　数 前年比

MEDLINE （Ovid） 5,318 － 14%

CINAHL （Ovid） 238 ＋ 129%

ACP J Club （EBMR） 148 － 17%

CCRCT （EBMR） 105 ＋ 31%

CDSR （EBMR） 291 ＋ 101%

DARE （EBMR） 93 ＋ 15%

医中誌WEB 37,933 ＋ 6%

JDream 2,785 ＋ 19%

Web of Knowledge （WoS／ JCR） 3,000 － 31%

（図書館　利用サービス係　阿部　内線 71-2122）

ILL（受付）

ILL（依頼）

　

　 平 10 平 11 平 12 平 13 平 14 平 15 平 16 平 17

ILL（受付） 16000 16007 15543 15825 15087 13257 11046 9833

ILL（依頼） 5104 5434 5887 6008 6209 6266 5092 5565
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2．国領分館
　平成 17年度の国領分館の利用状況は、以下の通りでした。入館者と館外貸出は横ばい、複写依頼は増加傾
向が見られました。また、学外からの複写受付は微増傾向が続いています。

　①入 館 者 数　35,389 人（平均　123.3 人／日）
　②館外貸出冊数　  5,966 冊（平均　　20.8 冊／日）

③文献複写（依頼・受付）
　　依頼　　学内：1,636 件　（国領校・看護学科：184 件，第三病院：1,452 件）
　　　　　　学外：1,210 件
　　受付　　学内：　252 件　（西新橋：206 件，青戸病院：25件，柏病院：21件）
　　　　　　学外：　160 件

入館者数と貸出冊数（最近6年間）

複写件数推移（最近6年間）

（図書館・国領分館　栗山　内線 73-2402）
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『今日の診療』インターネット版の紹介

　「今日の治療指針」のシリーズ8冊をネットワーク上でまとめて検索・閲覧できるデータベース『今日の診療』
が昨年より利用可能になり、多くの利用をいただいています。この契約がこれまでの大学ネットワーク版から
インターネット版に変更になり、接続方法も少々変わりましたので、ご案内いたします。なお、『今日の診療』
では以下の書籍の情報が検索・閲覧できます。

①学術情報センターのホームページ（http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/）の Quick Menuの中の「今日の診療」
をクリックすると以下のような画面が表示されますので、ログイン ボタンをクリックして下さい。新しい
窓が開いて検索ができます。なお、利用方法はこれまでと変わりありません。

今日の治療指針2005年版
今日の治療指針2004年版
今日の診断指針　第5版
今日の整形外科治療指針　第5版

今日の小児治療指針　第13版
今日の救急治療指針
臨床検査データブック2005-2006
治療薬マニュアル2005年版

②利用が終わったら、以下のように最初の窓の方に表示されているログアウトのボタンをクリックして終了し
て下さい。同時アクセス数が限られていますので、この操作は必ず行って下さい。

　図書館では利用講習会も企画していますので、ぜひご参加下さい。何かご不明な点などありましたら、図書
館・利用サービス係までお問い合せ下さい。

（図書館・利用サービス係　内線 71-2122）
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＊＊　新着案内　＊＊

図　　書　　館

新着案内（和書）　（2006．3．20～ 2006．4．9）　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QU55 ／ P460 カラー図説タンパク質の構造と機能 : ゲノム時代のアプローチ グレゴリー A. ペツコ , 他

著／宮島郁子訳

メディカル ・ サイエ

ンス ・ インターナシ

ョナル

2005

QU55 ／ Ta640 タンパク質科学イラストレイテッド 竹縄忠臣編 羊土社 2005

QV354 ／ I520

（参考 4）

碧素 : 国産ペニシリン開発の旗振り稲垣軍医少佐と一高生学徒動

員

稲垣晴彦編著 日経事業出版セン

ター

2005

QV704 ／ O710 医薬品情報学 : 基礎 ・ 評価 ・ 応用 折井孝男編 南山堂 2005

QV771 ／ N770 Essential GCP 関連資料集 日本医師会治験促進セ

ンター編

南山堂 2005

QW4 ／ Mi660 微生物感染学 : 新しい感染の科学 光山正雄編 南山堂 2005

QZ267 ／ Sa190 癌化学療法 update 西條長宏他編著 中外医学社 2005

QZ267 ／ Si90 癌化学療法ハンドブック 第 5 版 ローラン T. スキール編

／古江尚他訳

メディカル ・ サイエ

ンス ・ インターナシ

ョナル

2005

QZ268 ／

Ko450a ／ 9

肺癌 （新癌の外科 - 手術手技シリーズ ; 9） 土屋了介編 メジカルビュー社 2005

QZ380 ／ O670 Merkel 細胞 ・ Merkel 細胞癌 : この謎多き細胞たち 小野友道他編 金原出版 2005

W20.5 ／ E633

／ 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炎症性腸疾

患の画期的治療法に関する臨床研究研究報告書 平成 16 年度 総

括 ・ 分担

渡辺守他 同研究班 2005

W20.5 ／ H890

／ 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ホルモン受

容機構異常に関する調査研究研究報告書 平成 14-16 年度 総合

清野佳紀他 同研究班 2005

W20.5 ／ H890

／ 2004

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業ホルモン受

容機構異常に関する調査研究研究報告書 平成 16 年度

清野佳紀他 同研究班 2005

W20.5 ／ N4807

／ 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難治性自己

免疫性肝疾患の画期的治療法の開発に関する臨床研究研究報告

書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

石橋大海他 同研究班 2005

W20.5 ／ To362

／ 2002-04 総

合

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 14

年度～ 16 年度 （総合）

橋爪誠他 同研究班 2005

W20.5 ／ To362

／ 2004

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 16

年度

橋爪誠他 同研究班 2005

W20.5 ／ To442

／ 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特定疾患の

生活の質 （Quality of Life, QOL） の向上に資するケアの在り方に

関する研究研究報告書 平成 16 年度 総括 ・ 分担

中島孝他 同研究班 2005

W26.5 ／ A190a 上手な情報検索のための PubMed 活用マニュアル 改訂第 2 版 縣俊彦編著 南江堂 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

W26.5 ／ Ka550

／ 2004 総 ・ 分

厚生労働科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業患者／家

族のための良質な保健医療情報の評価 ・ 統合 ・ 提供方法に関す

る調査研究 （H16- 医療 -027） 研究報告書 平成 16 年度 総括 ・

分担

緒方裕光他 同研究班 2005

W275 ／ W460 イギリス医療と社会サービス制度の研究 渡辺満著 渓水社 2005

W4 ／ To460 ／

38

東京慈恵会医科大学博士学位論文集 ; 第 38 号 東京慈恵会医科大学教

学部編

東京慈恵会医科大

学

2005

W62 ／ O430 薬局薬剤師の患者応対 : 服薬ケアコミュニケーションのコツ 岡村祐聡著 エルゼビア ・ ジャ

パン

2005

W740 ／ Sh310

／ 2

刑事事件と精神鑑定 （司法精神医学 ; 2） 中谷陽二編 中山書店 2006

W740 ／ Sh310

／ 3

犯罪と犯罪者の精神医学 （司法精神医学 ; 3） 山上皓編 中山書店 2006

W740 ／ Sh310

／ 5

司法精神医療 （司法精神医学 ; 5） 山内俊雄編 中山書店 2006

W84 ／ I670 ／

2005

徹底検証、 日本の医療力 ! : 創造と変革への 「指針」 と 「戦略レ

ポート」 （医療白書 :2005 年版）

黒川清他監 日本医療企画 2005

WA590 ／ G820 実践ヘルスプロモーション : Precede-proceed モデルによる企画と

評価

ローレンス W. グリーン , 

他著／神馬征峰訳

医学書院 2005

WA754 ／ I570 生体統御システムと内分泌撹乱 （Springer reviews） 井上達他編 シュプリンガー ・ フ

ェアラーク東京

2005

WA900 ／

Ka551 ／ 2004

（参考 9）

簡易生命表 平成 16 年 厚生省大臣官房統計情

報部編

厚生統計協会 2005

WA900 ／

Ko8314 ／

2000-25 都

（参考 9）

日本の世帯数の将来推計 : 2000 （平成 12） 年～ 2025 （平成

37） 年 : 都道府県別推計

国立社会保障 ・ 人口問

題研究所編

厚生統計協会 2005

WA900 ／

Ko8315.1 ／

2005

（参考 9）

図説国民衛生の動向 2005 厚生統計協会 2005

WB356 ／ O860 症例に学ぶ EBM 指向輸血検査 ・ 治療 大戸斉他編 医歯薬出版 2005

WB410 ／ H550 NST 完全ガイド : 栄養療法の基礎と実践 東口高志編 照林社 2005

WB460 ／ R394

／ 12

循環器疾患のリハビリテーション （理学療法 MOOK ; 12） 山田純生他編 三輪書店 2005

WB9 ／ U740 聴真器 : 心を求めて 梅園忠著 中央公論事業出版 2005

WC450 ／

Y240b

病原真菌と真菌症 改訂 3 版 山口英世著 南山堂 2005

WC503 ／ H786

／ 2004

厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業 HIV 感染症の医

療体制の整備に関する研究研究報告書 平成 16 年度

木村哲他 同研究班 2005

WD300 ／ Y310 リウマチ ・ アレルギー疾患を探る （シミュレイション内科） 山本一彦編著 永井書店 2005

WE101 ／ B410 ボディ ・ ナビゲーション : 触ってわかる身体解剖 Andrew Biel 著／阪本桂

造監訳

医道の日本社 2005



―8―

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WE168 ／ F580a よく理解できる整形外科診療の実際 改訂増補 富士川恭輔他編 永井書店 2005

WE168 ／

Se174.1 ／ 19

低侵襲手術 （NEW MOOK 整形外科 ; 19） 越智隆弘他編 金原出版 2005

WE175 ／

Y380a

骨折と外傷 : 分類 ・ 診断基準 ・ 評価基準 ・ 定義 改訂 2 版 （整形

外科 Reference）

三木尭明著 金芳堂 2005

WE559 ／

Ki442.2 ／

2002-04

厚生労働省 「精神 ・ 神経疾患研究委託費」 筋ジストロフィーに関

連する疾患の病態解明と治療法の開発に関する研究 清水班 研究

報告書 平成 14-16 年度

清水輝夫他 同研究班 2005

WE707 ／

R450c （参考

4）

頭頸部癌取扱い規約 改訂第 4 版 日本頭頸部癌学会編 金原出版 2005

WE725 ／ B121 脊椎外科の要点と盲点 : 頚椎 （整形外科 Knack & Pitfalls） 馬場久敏編 文光堂 2005

WE860 ／

Ku110

股関節外科の要点と盲点 （整形外科 Knack & Pitfalls） 久保俊一編 文光堂 2005

WF140 ／ N140

／ 2006-2007

EBM 呼吸器疾患の治療 ; 2006-2007 永井厚志他編 中外医学社 2005

WF145 ／

N770a

呼吸療法テキスト 改訂第 2 版 日本胸部外科学会 ・ 日

本呼吸器学会 ・ 日本麻

酔科学会呼吸療法認定

士認定委員会編

克誠堂出版 2005

WF145 ／ O310 NPPV マニュアル : 非侵襲的陽圧換気療法の実際 大井元晴他編 南江堂 2005

WF553 ／

N141.1

気管支喘息診療ハンドブック 永井厚志編著 中外医学社 2005

WG169 ／

Kh670

セーフティテクニック心臓手術アトラス Siavosh Khonsari, 他 著

／幕内晴朗他訳

南江堂 2005

WG420 ／ F560 整形外科術後肺血栓塞栓症 ・ 深部静脈血栓症マニュアル : ガイド

ラインに基づく予防 ・ 診断 ・ 治療の実際

富士武史編 南江堂 2005

WG515 ／

Se180

血管炎アトラス 厚生労働省難治性疾患

克服研究事業難治性血

管炎に関する調査研究

班

同研究班 2005

WI141 ／ N420 カラー写真で必ずわかる ! 消化器内視鏡 : 適切な検査 ・ 治療のた

めの手技とコツ （ビジュアル基本手技 ; 3）

中島寛隆他著 羊土社 2005

WI141 ／ P940

／ 67:2

Progress of digestive endoscopy ; v .67 no.2 幕内博康編集代表 協和企画通信 2005

WI141 ／

Sh9600b ／ 2

小腸 ・ 大腸 第 3 版 （消化管内視鏡診断テキスト ; 2） 田中信治他著 文光堂 2005

WI320 ／

N370.1b

胃癌の構造 第 3 版 中村恭一著 医学書院 2005

WI700 ／ I590

／ 25

ウイルス肝炎からの発癌とその予防 （犬山シンポジウム ; 第 25

回）

アークメディア 2005

WJ300 ／

N770.3

初学者から専門医までの腎臓学入門 日本腎臓学会編集委員

会編

東京医学社 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WJ300 ／

Se870

腎疾患の病理アトラス : 尿細管間質疾患と血管疾患の WHO 分類 Surya Venkata Seshan

他著／重松秀一他監訳

東京医学社 2005

WL342 ／

Te530

臨床頭痛学 寺本純著 診断と治療社 2005

WL368 ／ I870.1 定位脳手術入門 板倉徹編 医学書院 2005

WM100 ／

Se1920 ／

2002-04

厚生労働省精神 ・ 神経疾患研究委託費 14 指 -1 政策医療ネット

ワークを基盤にした精神医療のあり方に関する研究総括研究報告

書 平成 14 年度 -16 年度

齋藤治他 国立精神 ・ 神経セ

ンター武蔵病院

2005

WM19.5 ／ A480 精神科卒後研修における臨床能力の定義 ・ 指導 ・ 評価 Linda Boerger Andrews

他著／佐藤武訳

南江堂 2005

WN180 ／ Y440 医学生 ・ 研修医のための画像診断 FIRST AID : ベーシック 222 山下康行編 メディカル ・ サイエ

ンス ・ インターナシ

ョナル

2005

WN206 ／ W460 PET 研究と臨床の進歩 : がん、 脳 渡邉一夫他編 脳神経疾患研究所 2005

WO200 ／

Ma6702 ／ 16

これだけは知っておきたい術後管理 （麻酔科診療プラクティス ; 

16）

稲田英一編 文光堂 2005

WO600 ／

Ke610a ／ 1:2

四肢の形成外科 : 最近の進歩 第 2 版 （形成外科 ADVANCE シリ

ーズ ; 1-2）

児島忠雄編著 克誠堂出版 2005

WO700 ／ Si80 外傷患者の初期診療 : エビデンスに基づくアプローチ edited by Ronald F. Sing 

et al.

メディカル ・ サイエ

ンス ・ インターナシ

ョナル

2005

WR100 ／

Sh490.1

あたらしい皮膚科学 清水宏著 中山書店 2005

WS100 ／

N630b

ネルソン小児科学 : 原著第 17 版 Richard E. Behrman 他

原著編集／五十嵐隆他

編

エルゼビア ・ ジャ

パン

2005

WS104 ／ F560 成長曲線は語る : 成長障害をきたす小児疾患 - 症例と解説 藤枝憲二編 診断と治療社 2005

WS104 ／

F560.1

成長障害のマネジメント 改訂版 藤枝憲二編 医薬ジャーナル社 2005

WS205 ／ I520 小児初期救急への挑戦 稲毛康司編 へるす出版 2005

WT150 ／

Ta590

現代老年精神医療 武田雅俊編 永井書店 2005

WV270 ／ Y580 心因性難聴 矢野純他編 中山書店 2005

WW100 ／

G1908 ／ 5

これならわかる神経眼科 （眼科プラクティス ; 5） 根木昭編 文光堂 2005

WW100 ／

G1908 ／ 6

眼科臨床に必要な解剖生理 （眼科プラクティス ; 6） 大鹿哲郎編 文光堂 2005

WW100 ／

G194.1 ／ 10

角膜ジストロフィ ・ 角膜変性 （NEW MOOK 眼科 ; 10） 村上晶他編 金原出版 2005

WW168 ／

O250b

眼科マイクロサージェリー 第 5 版 松村美代他編 エルゼビア ・ ジャ

パン

2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WY100.5 ／

Ka540

看護記録および診療情報の取り扱いに関する指針 日本看護協会編 日本看護協会出版

会

2005

WY85 ／ F490 看護実践の倫理 : 倫理的意思決定のためのガイド 第 2 版 サラ T. フライ , 他著／

片田範子他訳

日本看護協会出版

会

2005

WZ100 ／

Ma740.3

高木兼寛の生涯 松田誠 東京慈恵会医科大

学医学情報センタ

ー

2006

464.1 ／ I190 ／

ゼロ : 上

分子生物学講義中継 ; Part0 上巻 井出利憲著 羊土社 2005

レファレンスデ

スク

看護学の情報検索 新訂 渡部満彦著 杉山書店 2005

参考 10 法 毒物及び劇物取締法令集 : 法律 ・ 政令 ・ 省令 ・ 告示 ・ 通知等収

載 平成 17 年版

薬務公報社 2005

参考 4 これだけは知っておきたい検査のポイント 第 7 集 （Medicina ; 

vol.42 no.12 （2005 年増刊号））

網野信行他編 医学書院 2005

参考 5 JAPIC 添付文書記載病名集 : 効能効果と ICD10 が対応する 2006 日本医薬情報センター

編著

日本医薬情報セン

ター

2005

参考 6 医育機関名簿 2005-’ 06 （42 版） 羊土社編 羊土社 2005

参考 7 文部科学省科学研究費補助金採択課題 ・ 公募審査要覧 平成 17

年度 上 ・ 下

ぎょうせい編 ぎょうせい 2005

参考 7 全国試験研究機関名鑑 全国科学技術団体総連

合編集委員会編

ラテイス 2005

参考 7 助成団体要覧 : 民間助成金ガイド 2006 助成財団資料センター

編

助成財団資料セン

ター

2006

参考 8 理科年表 2006 （平成 18 年） 東京天文台編 丸善 2005

1 階閲覧室 図解 PubMed の使い方 : インターネットで医学文献を探す 第 3 版 阿部信一 , 奥出麻里 日本医学図書館協

会

2006
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新着案内（洋書）　（2006．3．13~19, 2006．3．27～ 4．2）　　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QS504 ／ A490
／ 21

Annual review of cell and developmental biology ; v.21 edited by James A. 
Spudich

Annual Reviews 2005

QS675 ／
Sm50b

Smith's recognizable patterns of human malformation 6th ed Kenneth Lyons Jones Elsevier Saunders 2006

QT104 ／ L570 Berne and Levy principles of physiology 4th ed edited by Matthew N. 
Levy, et al.

Elsevier Mosby 2006

QU135 ／
Me850 ／ 400

Phase II conjugation enzymes and transport systems (Methods in 
enzymology ; v.400)

edited by Helmut Sies, 
et al.

Elsevier Academic 
Press

2005

QU135 ／
Me850 ／ 401

Gluthione transferases and gamma-glutamyl transpeptidases 
(Methods in enzymology ; v.401)

edited by Helmut Sies, 
et al.

Elsevier Academic 
Press

2005

QU135 ／
Me850 ／ 402

Biological mass spectrometry (Methods in enzymology ; v.402) edited by A.L. 
Burlingame

Elsevier Academic 
Press

2005

QU55 ／ G610 Protein-protein interactions : a molecular cloning manual 2nd ed 
pbk.

edited by Erica A. 
Golemis et al.

Cold Spring Harbor 
Laboratory Press

2005

QV38 ／ Si10.1
／ 28( 参考 5)

Side effects of drugs annual : a worldwide yearly survey of new 
data and trends 28

edited by M.N.G. Dukes Elsevier 2005

QV4 ／ H291 ／
174

Stem Cells (Handbook of experimental pharmacology ; v.174) edited by Anna M. 
Wobus et al.

Springer 2006

QV772 ／ P571
／ 2006( 参考
5)

Physicians' desk reference for nonprescription drugs 2006 (27th 
ed.)

Medical Economics 2006

QW568 ／ N260 Analyzing T cell responses : how to analyze cellular immune 
responses against tumor associated antigens 

edited by Dirk Nagorsen 
et al.

Springer 2005

QY90 ／ Te930a Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics 4th 
ed

edited by Carl A. Burtis, 
et al.

Elsevier/Saunders 2006

QZ200 ／ I577
／ 10

Pathology and genetics of skin tumours (World health organization 
classification of tumours)

edited by Philip E. 
LeBoit et al.

IARC Press 2006

QZ340 ／ P260 Malignant mesothelioma : advances in pathogenesis, diagnosis, and 
translational therapies

edited by Harvey I. Pass, 
et al.

Springer 
Science+Business 
Media

2005

WB300 ／ C960
／ 2006

Conn's current therapy : Latest approved methods of treatment 
for the practicing physician 2006

edited by Robert E. 
Rakel et al.

W.B. Saunders 2006

WL704 ／
Te920b

Wall and Melzack's textbook of pain 5th ed edited by Stephen B. 
McMahon, et al.

Elsevier Churchill 
Livingstone

2006

WN100 ／ A490
／ 55

Annual review of nuclear and particle science ; v. 55 edited by J.D. Jackson Annual Reviews 2005

WN445 ／
C781a ／ 1-3

Clinical magnetic resonance imaging 3rd ed. ; v.1-3 edited by Robert R. 
Edelman et al.

Saunders 2006

WS420 ／
N650c ／ 1-2

Fanaroff and Martin's neonatal-perinatal medicine : diseases of the 
fetus and infant 8th ed. ; v.1-2

edited by Richard J. 
Martin, et al.

Mosby Elsevier 2006

WW100 ／
W360c ／ 1-3

Walsh and Hoyt's clinical neuro-ophthalmology 6th ed. ; v.1-3 edited by Neil R. Miller, 
et al.

Lippincott Williams 
& Wilkins

2005

WZ100 ／ I760 The life of Kanehiro Takaki Eisei Ishikawa and 
Masao Okazaki

The Jikei 
University School 
of Medicine

2006

参考 5 PDR : physicians' desk reference 2006 (60th ed.) J. Paul Folsom Medical Economics 2006

事務用 Ulrich's periodicals directory 44th ed. Bowker 2006
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お　知　ら　せ

＊＊  雑 誌 案 内  ＊＊

新規受入
　　　　日本臨牀　別冊　新領域別症候群シリーズ    1 号 （2006 年）から 

※ 「日本臨牀 別冊 領域別症候群シリーズ」1-40 号（1993 年から 2003 年）の改訂版として、順
次発行される予定です。

保存図書の選定について
図書館では、1965年から 1980年までに発行された「細菌・免疫学・寄生虫学・病理学」分野の保
存図書の選定を以下の日程で行います。ぜひご協力くださいますようお願い申し上げます。ご不明な点
がございましたら、図書館・収集整理係　大崎・山田（内線 71-2124）までお願いいたします。

 期　間 平成 18年 6月 1日（木）～ 6月 30日（金）
 時　間  月～金 8:00－ 21:30
   土 8:00－ 18:30
   日 9:00－ 16:00
 場　所 ２階閲覧室グループ学習室前／
　　  書庫２階（カウンターでお尋ねください）

各種委員会
　　・第 516回学術情報センター図書館委員会
 平成 18年 5月 16日（火）12:15　於Ｅ棟会議室（西新橋）

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
印　 刷　 所　五光印刷株式会社 〒 335-0005　埼玉県蕨市錦町 2-11-26 ℡ 048-447-3444
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