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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
図書館入館方法変更のお知らせ

現在図書館（西新橋校）の出入口に設置されている図書
無断持ち出し防止装置の老朽化に伴い、8月 9日（水）・
10日（木）に交換工事を行うことになりました。なお、
工事中も図書館は開館しますが、図書館入り口左手の職員
通用口を出入口とする予定です。ご不便をおかけします
が、ご協力のほどよろしくお願いします。
また、新システム導入によって、8月 11日（金）より

入館の際に氏名章が必要となります。氏名章の裏面にあ
るバーコードを入り口ゲートのカードリーダで読み取らせてお入りください。なお、氏名章をお忘れの方や
バーコードが読み取れない場合には、お手数ですが、図書館カウンターの職員にお声をかけてください。
この件に関するお問合せやご質問につきましては、図書館利用サービス係（内線 71-2125）までご連絡く

ださい。

Royal College of Physicians of Edinburgh,

Library : Reading Room （英国， エジンバラ）

June/July 2006―Vol.38No.3/4
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PubMedのMy NCBI 機能の紹介

PubMedのMy NCBI（Cubby）機能について簡単に紹介します。この機能では、検索式を長期間保存でき、
定期的・自動的に検索結果を電子メールで送信させたり、PubMedの検索画面をカスタマイズすることがで
きます。サイドバーの “My NCBI”をクリックすると、User Nameと Passwordを入力する画面になります。
初めてMy NCBIを使うときは、先に登録（Register）を行います。検索の前後にMy NCBIに Sign Inす
るとクエリーボックスの右横に [Save Search]ボタンが表示されますので、これをクリックして設定します。

My NCBIに [Sign In]すると、すでに検索式が登録されている場合は下図のように保存してある検索式の
リストが表示されます。利用したい検索式にチェックを付けて、[What’ s New for Selected]ボタンをクリッ
クすると前回の検索（登録）以降のデータを検索します。検索式のリストが表示されない時はサイドバーの
“Saved Searches” をクリックしてください。

 か
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検索結果の自動送信機能（AutoAlert（SDI））

My NCBIに保存してある検索式を使って、定期的に電子メールで検索結果を送付させることができます。
前頁一番下の画面例で右側の Detailsタブをクリックすると下図のような設定画面になりますので、送付する
データの形式や頻度、件数などを設定します。

検索画面カスタマイズ機能

サイドバーの “User Preferences” では検索結果の表示画面で検索語をカラー表示する設定もできます。
また、サイドバーの “Filters” では検索結果に自動的に絞り込んでそれぞれ表示する設定ができます。初期
設定は “Review” だけですが、下図は “Free Full Text”（無料の電子ジャーナルが閲覧可能な文献）も選択
した検索結果画面の例です。

入力されたキーワードだけでなく

マッピングされた検索語もカラー

表示されます。

設定したフィルター

ごとに検索された文

献数が表示されてい

ます。
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洋図書の選定・購入手順について

図書館（西新橋校）で購入する洋図書は、以下のような手順で選定を行っています。

１）図書館での購入を希望する洋図書は随時推薦を受け付ける。
　・ 図書館委員からの推薦
　・ 各図書係（講座・研究施設）からの推薦
　・ 学内利用者（教職員・学生）からの推薦
　・ 図書館からの推薦など
２）推薦のあった洋図書は、図書館委員会の「洋書購入希望選定」会議での検討対象として、学術情報セン
ターホームページに掲載する。
　・洋図書選定のページ　http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/yotoshosentei.htm
３）「洋書購入希望選定」会議で購入が決まったら、書店に発注する。
４）納品・登録等が終わった洋図書は学術情報センターホームページに掲載され、図書館の新着コーナーに
配架される。

　なお、各分野ごとに選定された「基本図書」につきましては、新版は自動的に購入いたします。
　・基本図書のページ　http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/kihontosho.htm

洋図書選定のページ　http://j-net.jikei.ac.jp/~micer/yotoshosentei.htm

（図書館・収集整理係　阿部　内線 71-2124）
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第77回NPO法人日本医学図書館協会総会 参加報告

5月 25日（木）～ 26日（金）に、名古屋（ウィルあいち）にて標記総会が開催され、学術情報センターか
ら清水センター長と職員が参加しました。
日本医学図書館協会は、大学の医・歯学部図書館、ならびに関連分野の大学・研究機関の図書館、病院図書
館、および個人を会員としており、保健・医療情報を提供する全国的なネットワークとしての協力活動を進め
ている団体です。当センターは、1951（昭和 26）年から加盟しております。

第77回NPO法人日本医学図書館協会総会プログラム

メインテーマ「ライフサイエンス情報の新しい流れ」

5月 25日（木）
　館長・司書会議
　　開催挨拶 東海地区代表機関　　　藤田学園医学・保健衛生学図書館長　原田信広氏
　　基調講演 「NPO法人としての日本医学図書館協会の今後に期待する」

 　NPO法人日本医学図書館協会　会長　清水英佑氏　　
　　パネルディスカッション「JMLAの新しい展開」

座長　防衛医科大学校図書館長　　岡本天晴氏　　
 公共図書館から JMLAへの提言－一般市民の視点から－
 愛知県図書館  　仲井敏夫氏　　
 国立ライフサイエンス情報センター（仮称）設立構想
 学術雑誌をめぐる諸問題
 ヘルスサイエンス情報専門員認定制度
  日本医学図書館協会総務担当理事　　

5月 26日（金）
　総　　会
　　挨　　拶 地区代表機関　　　　　藤田保健衛生大学学長　中野　浩氏

 特定非営利活動法人日本医学図書館協会　会長　清水英佑氏
 文部科学省研究振興局情報課学術基盤整備室長　柴崎　孝氏
 日本薬学図書館協議会　監事・前会長　　　　　遠藤浩良氏
 韓国医学図書館協議会　理事
 中国医薬学図書館協会　代理秘書長
　　総会審議
　分 科 会
　　・医学情報の一般への提供　－国立ライフサイエンス情報センター構想を視野に入れて－
　　・学術雑誌をめぐる諸問題　－情報流通の現状と対応を探る－
　　・図書館サービスと著作権　－法の改正と業務のあり方をめぐって－
　　・医学図書館の業務委託　－専門性、形態等からその是非を問う－
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日本医学図書館協会の活動
日本医学図書館協会では、1927（昭和 2）年の設立以来、所蔵目録作成や文献相互貸借などの協力活動や、
教育･研修、出版などの事業が、図書館間の互恵互助の精神を基本に進められてきました。現在は、互恵互助
による協力活動という色合いは薄まり、専門職の団体へと発展するとの考えに基づいて、各種医学図書館サー
ビスや一般への医学情報サービスの充実に向けた事業が展開されています。
2005（平成 15）年 11月、日本医学図書館協会は、関連機関・諸団体との連携により保健・医療に貢献す
る事業を展開することを目的として、特定非営利活動法人（NPO法人）として新たなスタートを切りました。
あわせて認定資格制度（ヘルスサイエンス情報専門員）も開始され、当センター職員では、７名がこの資格
を取得しております。

当センターの業務と日本医学図書館協会
当センターでは、他館からの文献入手において、日本医学図書館協会の図書館間ネットワーク活動に参加し
てきました。また、当センターにおける各種医学資料や情報サービスの利用環境の充実のために、日本医学図
書館協会の研修会や出版物による知識や技術の習得や、研究会での情報交換などの機会を活用しております。
これまで本センター報にて図書館の抱える問題について報告してきましたが、外国雑誌価格値上がり、図書・
雑誌収納スペースの確保など、当センターだけで解決策を見出すのが困難なことが多くあります。
外国雑誌の値上がりへの対策として、当センターでは、複数の出版社の電子ジャーナルを日本医学図書館協
会加盟館の共同購読価格で契約しています。当センターが抱える諸問題の解決のために、日本医学図書館協会
を通して、共通の課題をもつ全国の関係者と解決に向けた情報交換をはかることができれば効果があると考え
られます。

第77回総会に参加して
総会では、総会審議のほか、基調講演、パネルディスカッション、分科会がもたれました。
当センターの清水英佑センター長（日本医学図書館協会長）による基調講演は、「NPO法人としての日本
医学図書館協会の今後に期待する」をテーマとした内容でした。また、愛知県図書館の仲井氏の講演で一般市
民への医療情報提供のための公共図書館と医学図書館との協力の可能性が取り上げられたほか、パネルディス
カッション、分科会では医学図書館が共通に抱えている問題について議論がなされました。

当センターは複数の図書館関連団体に所属していますが、日本医学図書館協会は、保健･医療関連図書館を
対象とした団体で、大学のみでなく病院や研究機関等の図書館関係者も含まれています。医学関連情報の入手、
利用環境の充実をはかるために、今後も、日本医学図書館協会の協力活動や各種研修などに関わっていくこと
が考えられます。
なお、本総会にて、日本医学図書館協会長が当センター・清水英佑センター長から関西医科大学附属図書館・
山田久夫館長に交代となりました。
本総会参加につきまして、運営を担当された藤田学園医学・保健衛生学図書館の原田信広館長をはじめとす
る皆様、東海地区の各図書館・大学関係の方々にお世話になりました。

（学術情報センター・総務　71-2121　北川）
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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

栄養部 柳井　一男部長 新佐伯式フ－ドガイド：バランスの良い食事の
摂り方がすぐわかる：新時代の食育と健康管理
のために
柳井一男　松井貞子著
フットワーク出版  2006   213p. ￥2500

環境保健医学講座 清水　英佑教授 医師国家試験問題解説書；第 100回：1－ 3
医師国家試験問題解説書編集委員会編
医学評論社  2006 ￥6000

臨床腫瘍部 井上　大輔助教授 レプリカ看護師国試対策；2007：1－ 4
レプリカ編集委員会編
TECOM  2006 ￥5000

昭和 63年卒 福本　正勝先生 社会福祉士国試対策　第 19回（2007）
共通科目編、専門科目編
社会福祉士国家試験解説書編集委員会編
福祉教育カレッジ  2006 ￥7600

内科学 津久井　一平客員教授 交通科学研究資料；第 47
集津久井一平編
日本交通科学協議会  2006

国　領　分　館

著者からの寄贈

栄養部 柳井　一男部長 新佐伯式フ－ドガイド：バランスの良い食事の
摂り方がすぐわかる：新時代の食育と健康管理
のために
柳井一男　松井貞子著
フットワーク出版  2006   213p. ￥2500

昭和 62年卒 小澤　竹俊先生 13歳からの ｢いのちの授業 ｣:ホスピス医が教える
どんな時でも「生きる支え」を見つけるヒント
小澤竹俊著
大和出版　2006　201p. ￥1300

苦しみの中でも幸せは見つかる　小澤竹俊著
扶桑社　2004　206p. ￥952

一般寄贈

昭和 63年卒 福本　正勝先生 介護福祉士国試対策　第 19回 (2007) 1冊
介護福祉士国試対策編集委員会編
福祉教育カレッジ　2006
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＊＊　新着案内　＊＊

図　　書　　館

新着案内（和書）　（2006．4．24～ 2006．6．25）　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QS4/A770 コア ・ スタディ人体の構造と機能 有田秀穂他著 朝倉書店 2005

QS4/Sh490.1c 人体解剖学ノート 改訂 6 版 清木勘治著 金芳堂 2005

QS13/Ka210a
（参考 4）

解剖学辞典 新装版 中井準之助他編 朝倉書店 2004

QS604/F620a 発生学 第 5 版 ( 医学要点双書 ) 藤本十四秋 , 他著 金芳堂 2005

QS604/L260d ラングマン人体発生学 第 9 版 [ 本冊 ] T ・ W ・ サドラー著 メディカル･サイエ
ンス･インターナシ
ョナル

2006

QS604/U450 キーワードで理解する発生 ・ 再生イラストマップ 上野直人他編 羊土社 2005

QT4/Ka610 カラースケッチ生理学 第 2 版 Wynn Kapit 他 ［著］ 廣川書店 2005

QT4/Y610c やさしい生理学 改訂第 5 版 森本武利他編 南江堂 2005

QT104/D640 カラー図解よくわかる生理学の基礎 Agamemnon 
Despopoulos 他著

メディカル･サイエ
ンス･インターナシ
ョナル

2005

QT104/J521/10 運動器 ( カラー図解人体の正常構造と機能 :10) 坂井建雄 他 著 日本医事新報社 2005

QT104/Ma250 ヒューマンバイオロジー : 人体と生命 シルビア S. メイダー著 医学書院 2005

QT104/N390.1 図説 ・ クリニカルサインと臨床検査 : 症候 ・ 病態生理 ・ 検査 中野昭一編 医歯薬出版 2005

QT104/Y480 人間の許容限界事典 山崎昌廣他編 朝倉書店 2005

QU4/Ma260 イラストでまなぶ生化学 前場良太著 医学書院 2005

QU4/O543 コンパクト生化学 改訂第 2 版 大久保岩男他編 南江堂 2005

QU145/D180
/2005

日本人の食事摂取基準 : 厚生労働省策定 2005 年版 第一出版編集部編 第一出版 2005

QU145/N370 食生活と栄養の百科事典 中村丁次編 丸善 2005

QV15/N771a 
( 参考 3)

医薬用語事典 第 8 版 日本医薬品卸業連合会
編

じほう 2005

QV33/Y162
/2005 参考 10

薬事関係法規及び薬事関係制度解説 2005 年版 薬事衛生研究会編 薬事日報社 2005

QV38/Su490d 薬の相互作用としくみ 第 7 版 杉山正康編著 医歯薬出版 2005

QV737/O710 これからの薬剤情報 : あつめ方 , よみ方 , つたえ方 新版 折井孝男編 中山書店 2005

QW13/Ta330
（参考 3）

微生物学用語小事典 第 3 版 高橋昌巳他編著 医学出版社 2004

QW65/H220a 口腔微生物学 ・ 免疫学 第 2 版 浜田茂幸編 医歯薬出版 2005

QW180/Y190 病原体とヒトのバトル : 攻撃 ・ 防御そして共生へ 山田毅著 医歯薬出版 2005

QY4/F670 医学領域における臨床検査学入門 藤田保健衛生大学 『臨
床検査学入門』 編集委
員会編著

KTC 中央出版 2005

QY25/Ka930 臨床検査室のための ISO 15189 解説とその適用指針 河合忠他著 丸善 2005

QY95/I830 必携細胞診カラー図鑑 水口国雄監修 医歯薬出版 2005

QZ160/Ka960 ストレスの事典 河野友信他編 朝倉書店 2005

QZ200/Ka530 臨床腫瘍内科学入門 金倉譲編著 永井書店 2005

QZ266/I440 分子標的療法の基礎と臨床 今村雅寛他編 篠原出版新社 2005

QZ267/a590a がんの痛みの鎮痛薬治療マニュアル : すべてのがん患者の痛み
からの解放のために 改訂第 2 版

武田文和著 金原出版 2005

QZ4/Ku350 ロビンス基礎病理学 第 7 版 Kumar, Cotran, Robbins
［著］

廣川書店 2004

QZ4/N220 カラーアトラス病態病理学 長澤治夫他共著 丸善 2005

QZ4/N371a 医療系学生のための病理学 第 3 版 中村仁志夫他著 講談社 2005

W18/H710.1
 参考 11 論

理科系のための入門英語プレゼンテーション 廣岡慶彦著 朝倉書店 2003

W18/H710.2
 参考 11 論

理科系のための実戦英語プレゼンテーション 廣岡慶彦著 朝倉書店 2002

W18/H710.3
 参考 11 論

理科系のための入門英語論文ライティング 廣岡慶彦著 朝倉書店 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

W18/I260 学生のためのカレントメディカルイングリッシュ 第 3 版 飯田恭子著 医学書院 2005

W18/Ko270 参
考 11 論

実用的な英語科学論文の作成法 河本修他 . 著 朝倉書店 2004

W18/Su870.2 
参考 11 論

論文を書いてみよう ! 諏訪邦夫著 克誠堂出版 2005

W18/Su870.3
（参考 11 学会）

理系のための上手な発表術 諏訪邦夫著 講談社 2005

W18/To430
/2004（参考 7）

特色ある大学教育支援プログラム事例集 平成 16 年度 大 学 基 準 協 会 「 特 色
ある大学教育支援プロ
グラム実施委員会」 企
画 ・ 編

[ 出版者不明 ] 2004

W18/To430
/2005（参考 7）

特色ある大学教育支援プログラム事例集 平成 17 年度 大 学 基 準 協 会 「 特 色
ある大学教育支援プロ
グラム実施委員会」 企
画 ・ 編

[ 出版者不明 ] 2006

W18/W370 参
考 11 論

アカデミック ・ プレゼンテーション D.E. ウォルターズ他著 朝倉書店 2003

W20/Mi730 初期臨床研修指導の実践ガイド : いかに良医を育てるか 宮城征四郎著 羊土社 2006

W20/Sa850b アメリカ臨床留学への道 : You can do it!  改訂 3 版 佐藤隆美他編著 南山堂 2005

W32.5/Ka210
( 参考 10)

医療の個人情報保護とセキュリティ : 個人情報保護法と HIPAA 法 
第 2 版

開原成允他雄編 有斐閣 2005

W32/Te310 医事法入門 ( 有斐閣アルマ :Advanced) 手嶋豊著 有斐閣 2005

W44/H360 ヒヤリとしないための日常診療安全マニュアル : 必ず知っておきた
い医療事故 ・ トラブル防止のポイント

長谷川修編集 羊土社 2005

W44/J660 患者安全のシステムを創る : 米国 JCAHO 推奨のノウハウ 池田真理 他 訳 医学書院 2006

W50/D530 「突然の死」 とグリーフケア : 新装版 A. デーケン他編 春秋社 2005

W50/L770 脳死と臓器移植の医療人類学 マ ー ガ レ ッ ト ・ ロ ッ ク 
［著］ /

みすず書房 2004

W50/N991/1 入門 ・ 医療倫理 1 赤林朗編 勁草書房 2005

W62/Ma260 インフォームド ・ コンセント : その理論と書式実例 前田正一編 医学書院 2005

W322/Y730 （参
考 3）

イラストでみる介護福祉用語事典 第 3 版 用語事典編集委員会編 福祉教育カレッジ 2006

W740/N430 司法精神医学と犯罪病理 中谷陽二著 金剛出版 2005

W740/Sh310/6 鑑定例集 ( 司法精神医学 :6) 中谷陽二専門編 中山書店 2006

WA105/H830 疫学公衆衛生研究の潮流 : 英米の 20 世紀 Walter W Holland 著 日本公衆衛生協会 2004

WA950/Mo740.1 入門医療統計学 : evidence を見出すために 森實敏夫著 東京図書 2004

WA950/Sw80.1 はじめて学ぶ医療統計学 T. D. V. Swinscow 他
［著］

総合医学社 2003

WB15/Te630/
参考 3

標準 ・ 傷病名事典 : 全診療科対応 /ICD-10 準拠の傷病名 ・ 診
断 ・ 治療法

寺島裕夫編著 医学通信社 2005

WB100/N730 診療アップデート : 医学の進歩を日常に生かす 日経メディカル編 日経 BP 社 2005

WB100/To550b 医療禁忌マニュアル 第 3 版 富野康日己総編 医歯薬出版 2005

WB102/To550.1 患者さんに説明する生活習慣病の基準値 : 検査値をチェックしよう 富野康日己編 南江堂 2005

WB105/Sh450.1 救急研修標準テキスト 島崎修次他編 医学書院 2005

WB300/Ko750/2006 今日の治療指針 : 私はこう治療している 2006 年版 (Vol.48) 日野原重明他編 医学書院 2006

WB320/O950 リハビリテーションシークレット ブライアン J. オーヤン
グ他編

メディカル･サイエ
ンス･インターナシ
ョナル

2005

WB354/Mi820 点滴 ・ 注射の ABC 宮坂勝之著 照林社 2005

WB400/Te530 コレステロール値を下げる食事 牧野直子著 西東社 [2006]

WB400/To550a 食事指導の看護へのいかしかた : 症状 ・ 疾患別 第 2 版 富野康日己編 医歯薬出版 2005

WB460/Sa170/
下

理学療法のクリティカルパス : 症例から学ぶグローバルスタンダー
ド ; 下巻 : 下肢

David C. Saidoff 他著 エルゼビア ・ ジャ
パン

2004

WB460/Sa170/
上

理学療法のクリティカルパス : 症例から学ぶグローバルスタンダー
ド ; 上巻 : 上肢 ・ 脊椎

David C. Saidoff 他著 エルゼビア ・ ジャ
パン

2005

WB541/H480/ 上
肢

運動療法のための機能解剖学的触診技術 ; 上肢 林典雄著 メジカルビュー社 2005

WC100/Ta680 症例から学ぶ感染症診療のポイント 竹山廣光編 医薬ジャーナル社 2005

WD220/Ka960 臨床輸液の知識と実践 河野克彬著 金芳堂 2005

WD375/Su580.2 膠原病 ・ リウマチを科学する : 初学者から専門医まで 住田孝之著 診断と治療社 2005

WE101/Se540 臨床に役立つ四肢 ・ 脊柱の断層解剖アトラス : 超音波 ・ MRI ・ 解
剖断面を比較して

瀬本喜啓他著 南江堂 2005

WE168/B760 運動器疾患臨床ガイドブック : 診断とリハビリテーションプロトコー
ル

S. Brent Brotzman 他
［著］

診断と治療社 2005
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WE168/Sh670/28 Useful surgical approach : 定型からオリジナルまで ( 新 OS NOW
新世代の整形外科手術 ; 28)

岩本幸英担当編 メジカルビュー社 2005

WE168/Su490 ナースの整形外科学 勝呂徹他著 中外医学社 2005

WE168/Te670 図で説く整形外科疾患 : 外来診療のヒント 寺山和雄他著 医学書院 2005

WE168/To880 運動器疾患の進行予防ハンドブック : 予防 ・ 治療 ・ リハビリテーシ
ョン

豊永敏宏著 医歯薬出版 2005

WE175/W510 MINIMAX 骨折治療 : AO マスターズケースコレクション : 下肢 ・ 足
関節 ・ 偽関節 ・ 骨移植

B.G. Weber ［編］ 医学書院 2005

WE200/H510 骨関節画像診断入門 第 3 版 クライド ・ A ・ ヘルムズ
著

エルゼビア ・ ジャ
パン

2005

WE346/Mo450 エビデンスに基づく最新リウマチ薬物療法 森俊輔著 金原出版 2005

WE500/N950c 臨床のための筋病理 第 3 版増補 埜中征哉著 日本医事新報社 2005

WE725/I890 リスクマネジメント脊椎手術 伊藤達雄他編 南江堂 2005

WE725/N770b
（参考 3）

脊椎脊髄病用語事典 日本脊椎脊髄病学会編 南江堂 2005

WE725/Y860 内視鏡下脊椎後方手術の実際 吉田宗人編著 金芳堂 2005

WE800/Ku610 四肢先天異常診療マニュアル (Pepars:no.5) 栗原邦弘編集企画 全日本病院出版会 2005

WE830/W750 手の五〇〇万年史 : 手と脳と言語はいかに結びついたか フランク ・ ウィルソン著 新評論 2005

WF100/Y650 呼吸管理の最新戦略 安本和正編 克誠堂出版 2005

WF140/Ka481 呼吸器感染症診療ガイダンス 金澤實他編 メジカルビュー社 2005

WF140/Ko5404/1 呼吸器感染症 ( 呼吸器診療のコツと落とし穴 :1) 工藤翔ニ編 中山書店 2005

WF140/Ko5404/2 閉塞性肺疾患 ・ 呼吸不全 ( 呼吸器診療のコツと落とし穴 :2) 工藤翔二編 中山書店 2005

WF140/Ko5404/3 びまん性肺疾患 ・ 肺腫瘍 ( 呼吸器診療のコツと落とし穴 :3) 工藤翔二編 中山書店 2006

WF140/Ku170.1a 呼吸器疾患 第 3 版 ( 専門医を目指すケース ・ メソッド ・ アプロー
チ :9)

工藤翔二他編 日本医事新報社 2005

WF140/N140.1 呼吸ケア実践ハンドブック : 管理とリハビリテーションのすべて 永井厚志編 南江堂 2005

WF140/N220 臨床に直結する呼吸器疾患治療のエビデンス : ベッドサイドですぐ
に役立つリファレンスブック

長瀬隆英他編 文光堂 2005

WF200/Ke291/2004
（参考 9 書庫）

結核の統計 2004 年版 厚生省公衆衛生局結核
成人病課編

結核予防会 2004

WF200/Ke291/2005
（参考 9）

結核の統計 2005 年版 厚生省公衆衛生局結核
成人病課編

結核予防会 2005

WF200/Ke294.2 新しい結核医療の基準 平成 16 年改正 結核予防会本部分
室出版調査課

2004

WF200/Mo450a 結核 Up to Date : 結核症 + 非結核性抗酸菌症 + 肺アスペルギル
ス症 改訂第 2 版

四元秀毅他編 南江堂 2005

WF553/B320b
（参考 4 ガイド
ライン）

喘息の診断 ・ 管理 : NIH ガイドライン 第 3 版 米国喘息教育 ・ 予防計
画委員会編

医学書院 2006

WF553/N570 妊娠中の喘息管理 : 薬物療法ガイド : ワーキング ・ グループ報告
2004 年改訂版 : NIH による米国喘息教育 ・ 予防プログラム : 日本
語版

［U.S. Department of 
Health and Human 
Services, National 
Institutes of Health, 
National Heart, Lung, 
and Blood Institute 編］

ライフサイエンス出
版

2005

WF658/G460 ギンズバーグ肺癌 ( 臨床腫瘍学カラーアトラス ) ロバート J. ギンズバー
グ編著

西村書店 2005

WG100/A490/2006 Annual Review 循環器 2006 杉本恒明他編集 中外医学社 2006

WG100/C910 WM 循環器内科コンサルト ピーター クロフォード編 メディカル･サイエ
ンス･インターナシ
ョナル

2005

WG100/Me140.1/13 先天性心疾患 ( 新目でみる循環器病シリーズ :13) 中澤誠編 メジカルビュー社 2005

WG100/Y670 心血管病学 矢崎義雄総編集 朝倉書店 2005

WG120/
Ka960c

循環器疾患 第 5 版 ( 専門医を目指すケース ・ メソッド ・ アプロー
チ :11)

川名正敏編 日本医事新報社 2005

WG140/I570.1 ビギナーからエキスパートまでのホルター心電図パーフェクト 井上博編著 中山書店 2006

WG140/N370 ナースのための NEW 心電図の教室 中村惠子他監修 学研 2005

WG140/Sa250 ホルター心電図 : 基本的知識の整理と新しいみかた 齋藤憲他共著 医学出版社 2005

WG140/To410 心電図波形見きわめ完全ガイド 徳野慎一監修 照林社 2005

WG141.5/U560a 心カテーテル法 ・ マスターガイド 改訂第 2 版 宇井進著 診断と治療社 2004
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WG200/Ki650 心臓の収縮 ・ 弛緩 : その調節と破綻 , そして治療 ( ベッドサイドの
Basic Cardiology)

北風政史著 メディカル･サイエ
ンス･インターナシ
ョナル

2005

WG210/A430 心臓病の治療と食事療法 天野恵子他著 日東書院 2005

WG300/Ka970 EBM 急性冠症候群の診断と治療 川崎建市著 医歯薬出版 2005

WG595/N850 頸動脈エコー法 ・ マスターガイド 西野繁樹他著 診断と治療社 2005

WG610/U250 血栓症ナビゲーター (Medical navigator series) 内山真一郎他編 メディカルレビュー
社

2006

WH100/A490
/2006

Annual Review 血液 2006 高久史麿他編 中外医学社 2006

WH120/P650 WM 血液 ・ 腫瘍内科コンサルト Giancarlo Pillot 他編 メディカル ・ サイエ
ンス ・ インターナシ
ョナル

2005

WH120/Y861.1
/ 下

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 ; 下巻 吉田彌太郎編 医薬ジャーナル社 2006

WH150/A380 エリスロポエチンのすべて 秋澤忠男他編 メディカルレビュー
社

2006

WH250/O670.6 よくわかる白血病のすべて 大野竜三編 永井書店 2005

WH525/O670 研修医 ・ 看護師 ・ 薬剤師 ・ MR のための血液がんの標準的化学
療法の実際

大野竜三編 M&D Lab.; 医 薬 情
報資料研究所

2004

WH525/Ta880 血液腫瘍 : MIC-M 診断から治療まで 谷脇雅史編著 先端医学社 2005

WI100/I750 臨床消化器病学 石井裕正他編 朝倉書店 2005

WI141/U450 消化器内科必修マニュアル : 診察 ・ 診断から治療まで , ローテー
ト中にマスターすべき診療の基本が確実に身につく ( スーパーロー
テート各科研修シリーズ )

上野文昭編 羊土社 2005

WI230/Ka250 看護で役立つ口腔乾燥と口腔ケア : 機能低下の予防をめざして 柿木保明他編著 医歯薬出版 2005

WI230/N770 唾液腺腫瘍アトラス 日本唾液腺学会 金原出版 2005

WI250/Se530
/2

誤嚥性肺炎の予防と対処法 ( セミナーわかる ! 摂食 ・ 嚥下リハビリ
テーション :2)

　 医歯薬出版 2005

WI320/N771.1a 
( 参考 4 ガイドラ
イン )

胃がん治療ガイドラインの解説 : 一般用 : 胃がんの治療を理解しよ
うとするすべての方のために 2004 年 12 月改訂

日本胃癌学会編 金原出版 2004

WI520/Su961 大腸内視鏡挿入攻略法 : 「モニター画像」 と 「手の感覚」 から判
断する

鈴木康元著 南江堂 2005

WI529/D150.1
/2006

大腸癌治療ガイドラインの解説 : 大腸癌について知りたい人のため
に : 大腸癌の治療を受ける人のために 2006 年版

大腸癌研究会編 金原出版 2006

WI529/Sh360 大腸がん標準化学療法の実際 : FOLFOX/FOLFIRI 療法の臨床導
入

島田安博編 金原出版 2006

WI900/D830 腹部超音波検査レポート実例集 : 所見の書き方がまねできる 久直史監修 南江堂 2005

WI900/Su490.2 腹部エコーの実学 杉山高他著 医療科学社 2005

WJ100/Ku670b TEXT 泌尿器科学 第 3 版 奥山明彦編 南山堂 2005

WJ300/A491
/2006

Annual Review 腎臓 2006 越川昭三他編 中外医学社 2006

WJ300/To550.6 徹底図解腎臓病と慢性透析 : 「最新治療」 と健やかさを守る生活
の知恵 ( 目でみる医書シリーズ )

富野康日己監修 法研 2005

WJ378/Sa250.1
/ 参考 3 略

透析略語解説集 斎藤明監修 医薬ジャーナル社 2005

WJ752
/Ka880.1a

前立腺特異抗原 (PSA) 改訂第 2 版 Michael K Brawer , 他著 医学図書出版 2005

WJ752/O290.1 早期前立腺癌の根治的恥骨後式前立腺全摘除術 : 術式の実際と
ポイント

大堀理 , 秦野直編著 ベクトル ・ コア 2005

WJ858/N770a 
( 参考 4)

泌尿器科 ・ 病理精巣腫瘍取扱い規約 第 3 版 日本泌尿器科学会 , 日
本病理学会編

金原出版 2005

WK100/A490
/2006

Annual Review 糖尿病 ・ 代謝 ・ 内分泌 2006 金澤康徳他編 中外医学社 2006

WK200/Ko394a 甲状腺 ・ 頸部の超音波診断 第 2 版 岩田政広他著 金芳堂 2005

WK780/N770a
（参考 4）

泌尿器科 ・ 病理副腎腫瘍取扱い規約 第 2 版 日本泌尿器科学会 , 日
本病理学会編

金原出版 2005

WK810/A260a 糖尿病臨床入門 : resident & general physician のために 改訂第 2
版

相澤徹著 診断と治療社 2005
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WK810/B380 バーンスタイン医師の糖尿病の解決 : 正常血糖値を得るための完
全ガイド

リチャード ・ K. バーンス
タイン著

メディカルトリビュ
ーン

2005

WK810/Ka140
/2004

分子糖尿病学の進歩 : 基礎から臨床まで 2004 門脇孝他編 金原出版 2004

WL17/N660/1 構造と機能 学生版 ( ネッター医学図譜 . 脳 ・ 神経系 ; 1) Frank H. Netter 図版 丸善 2005

WL17/N660/2 神経系および神経筋疾患 学生版 ( ネッター医学図譜 . 脳 ・ 神経系 
; 2)

Frank H. Netter 図版 丸善 2005

WL100/A490
/2006

Annual Review 神経 2006 後藤文男他編 中外医学社 2006

WL103/Si40 心の神経生理学入門 : 神経伝達物質とホルモン ( 心理学エレメン
タルズ )

ケヴィン ・ シルバー著 新曜社 2005

WL141/St80c 高次脳機能検査法 : 失行 ・ 失認 ・ 失語の本態と診断 第 4 版 Richard L.Strub 他著 医歯薬出版 2005

WL320/G320 脊髄小脳変性症のすべて 月刊『難病と在宅ケア』
編集部編

日本プランニング
センター

2006

WL354/I720 ケアスタッフと患者 ・ 家族のための頭部外傷 : 疾病理解と障害克
服の指針

石田暉編著 医歯薬出版 2005

WL385/Ka530a てんかん学ハンドブック 第 2 版 兼本浩祐著 医学書院 2006

WL390/Ka220a ジストニアとボツリヌス治療 改訂第 2 版 目崎高広他著 診断と治療社 2005

WL390/Sa160 運動機能障害症候群のマネジメント : 理学療法評価 ・ MSB アプロ
ーチ ・ ADL 指導

Shirley A. Sahrmann 著 医歯薬出版 2005

WL400/H860 整形外科医のための神経学図説 : 脊髄 ・ 神経根障害レベルのみ
かた , おぼえかた 新装版

Hoppenfeld ［著］ 南江堂 2005

WL704/Ka580 痛みのマネジメント : 西洋医学と鍼灸医学からのアプローチ 加納龍彦他編 医歯薬出版 2005

WM90/A190 臨床心身医学入門テキスト 吾郷晋浩他編 三輪書店 2005

WM100/A440.1
（参考 4 書庫　禁帯
出）

米国精神医学会治療ガイドラインコンペンディアム 米国精神医学会 ［編］ 医学書院 2006

WM100/H911.1 精神科 : 専門医にきく最新の臨床 保坂隆編集 中外医学社 2005

WM100/Ka390a 精神医学テキスト 改訂第 2 版 上島国利他編 南江堂 2005

WM105/A940a ヒルガードの心理学 Edward E. Smith 他著 ブレーン出版 2005

WM140/
Me192/6

老年期精神障害 ( 精神科臨床ニューアプローチ :6) 朝田隆編集担当 メジカルビュー社 2005

WM170/F360 PTSD 治療ガイドライン : エビデンスに基づいた治療戦略 エドナ ・ B ・ フォア他編 金剛出版 2005

WM176/I270 強迫性障害の行動療法 飯倉康郎編著 金剛出版 2005

WM203/Ka860 統合失調症の語りと傾聴 : EBM から NBM へ 加藤敏著 金剛出版 2005

WM290/N370 禁煙外来マニュアル : 全臨床医必携 中村正和他編著 日経メディカル開
発

2005

WM320/Mi210a リハビリテーション医学テキスト 改訂第 2 版 三上真弘他編 南江堂 2005

WM420/Ta930 森田療法入門 : 「生きる」 ということ 新版 田代信維著 創元社 2005

WN100/N771 放射線カウンセリング ・ ステップ ONE 日本放射線カウンセリン
グ学会編

日本放射線技師会
出版会

2005

WN180/Ka430 画像診断の御法度 : それでいいの ? 菅信一編著 秀潤社 2005

WN440/Y580 目でみる小児核医学 矢野正幸執筆 メディカルレビュー
社

2005

WN610/A530.1 緊急被ばく医療テキスト 青木芳朗 他編 医療科学社 2004

WN650/To210 放射線安全管理学 ( 放射線技術学シリーズ ) 富樫厚彦他編 オーム社 2005

WO11/B470 外科の歴史 W ・ J ・ ビショップ著 時空出版 2005

WO100/I850b ナースの外科学 改訂 4 版 磯野可一編著 中外医学社 2005

WO184/Ta630 手術部位感染 「SSI」 対策の実践 竹末芳生編 医薬ジャーナル社 2005

WO200/Ma6702/18 周術期の輸液 ・ 輸血療法 ( 麻酔科診療プラクティス :18) 稲田英一編 文光堂 2005

WO200/Y960.1 麻酔科術前管理ハンドブック 2005 弓削孟文編 真興交易 ( 株 ) 医
書出版部

2005

WO440/St51c 小児麻酔マニュアル 改訂第 5 版 David J. Steward 他著 克誠堂出版 2005

WO600/Ke610a
/1:3

創傷の治療 : 最近の進歩 第 2 版 ( 形成外科 ADVANCE シリーズ ; 
1-3)

森口隆彦編著 克誠堂出版 2005

WP250/U391b 実地臨床医のためのコルポスコピー入門と応用 改訂第 3 版 植木実他著 永井書店 2005

WP468/N770 産婦人科手術スタンダード 日本産婦人科手術学会
編

メジカルビュー社 2005

WP815/I730 マンモグラフィ 技術編 石栗一男編著 医療科学社 2004

WP910/Ka790 乳腺外科の要点と盲点 第 2 版 (Knack & pitfalls) 霞富士雄編 文光堂 2005

WQ300/Sh570 分娩介助学 進純郎著 医学書院 2005

WR100/I760.1 ナースの実践皮膚科学 石川治 , 他編著 中外医学社 2005

WR100/U320 スポーツと皮膚 : アスリートの皮膚トラブルの対策とスキンケア 上田由紀子著 文光堂 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WR160/N320 アトピー性皮膚炎治療の実際 : プロトピック軟膏使用法を含めて 中川秀己編 診断と治療社 2005

WR475/W460 爪真菌症診療マニュアル 渡辺晋一編著 南江堂 2005

WR598/N771 ( 参考
4 ガイドライン )

科学的根拠に基づく褥瘡局所治療ガイドライン 日本褥瘡学会編 照林社 2005

WR598/To690 褥創治療の常識非常識 : ラップ療法から開放性ウエットドレッシン
グまで

鳥谷部俊一 ［著］ 三輪書店 2005

WS115/I440.1b 小児栄養 新版 ・ 増補改訂版 今村榮一著 同文書院 2005

WS135/B660
/2004

子どものための予防接種 : 各国の状況 2004 年度版 母子衛生研究会企画 ・
編

母子保健事業団 2005

WS260/Sa250 小児皮膚疾患診療ハンドブック : 皮疹のみかたから薬の使いかた
まで

斉藤隆三著 文光堂 2005

WS280/N770
/2005

小児気管支喘息治療 ・ 管理ガイドライン 2005 日本小児アレルギー学
会作成

協和企画 2005

WS300/N330 研修医 ・ 看護師 ・ 薬剤師 ・ MR のための小児血液がんの標準的
化学療法へ向けて

今宿晋作編 M&D Lab.; 医 薬 情
報資料研究所

2004

WS330/Sa750a 新小児糖尿病 : 治療と生活 佐々木望編著 診断と治療社 2005

WS410/N810b 超低出生体重児 : 新しい管理指針 改訂 3 版 仁志田博司 , 他編 メジカルビュー社 2006

WS420/H360b 最新 NICU マニュアル 改訂第 3 版 京都府立医科大学周産
期診療部 NICU 編

診断と治療社 2005

WS421/Ka930.1 NICU フローチャートでわかる診断と治療 河井昌彦著 金芳堂 2005

WT100/D890 臨床老年医学入門 : すべてのヘルスケア ・ プロフェッショナルのた
めに

道場信孝著 医学書院 2005

WT150/Ku740 老年臨床心理学 : 老いの心に寄りそう技術 黒川由紀子他著 有斐閣 2005

WV100/B880 カラーアトラス耳鼻咽喉科 Tony R.Bull ［著］ 南江堂 2005

WV100/I720.1 耳鼻咽喉科プライマリマニュアル 石田稔著 金芳堂 2005

WW100/G1908/7 糖尿病眼合併症の診療指針 ( 眼科プラクティス ; 7) 樋田哲夫編 文光堂 2006

WW105/G720 錯視の科学ハンドブック 後藤倬男他編 東京大学出版会 2005

WW140/Ka590 系統的アプローチによるカンスキー臨床眼科学 Jack J.Kanski 原著 エルゼビア ・ ジャ
パン

2005

WW140/Ki460.1 角膜 ・ 結膜 ・ 眼瞼 ・ 涙器 ( すぐに役立つ眼科診療の知識 ) 木下茂編 金原出版 2005

WW405/Ma570 視能学 丸尾敏夫他編 文光堂 2005

WX167/O860 標準予防策と感染経路別予防策 ・ 職業感染対策 ( 感染管理
QUESTION BOX ; 2)

大友陽子他編 中山書店 2005

WX167
/Sa110a

サーベイランスのための CDC ガイドライン : NNIS マニュアル (2004
年版 ) より 改訂 3 版 (Global standard series)

U.S.Department of 
Health & Human 
Services Public Health 
Service, Centers for 
Disease Control and 
Prevention ［編］

メディカ出版 2005

WY15/N770 看護行為用語分類 : 看護行為の言語化と用語体系の構築 日本看護科学学会看護
学学術用語検討委員会
編

日本看護協会出版
会

2005

WY18/Ta560.1 看護学生の 「文章力」 を育てる 高谷修著 金芳堂 2005

WY85/O710c オレム看護論 : 看護実践における基本概念 第 4 版 ドロセア E. オレム著 医学書院 2005

WY86/A410 オレム看護理論にもとづく看護サービス管理の実際 セラ E. アリソン他著 医学書院 2005

WY86/W480 ワトソン 21 世紀の看護論 : ポストモダン看護とポストモダンを超え
て

ジーン ・ ワトソン著 日本看護協会出版
会

2005

WY87/Ki650 カウンセリング論 : 看護師による 「カウンセリング事例」 集 北島謙吾編 慧文社 2005

WY87/Ma920 もう実習で困らない ! 患者とのコミュニケーション : 押さえておきたい
基本と患者の個別性に合った対応術 (NC ブックス )

松崎有子構成 ・ 文 医学芸術社 2005

WY100.4/C210b カルペニート看護診断マニュアル 第 3 版 リンダ J. カルペニート =
モイエ編 /

医学書院 2005

WY100.4/Y460 フィジカルアセスメントガイドブック : 目と手と耳でここまでわかる 山内豊明著 医学書院 2005

WY100/I150 New 看護過程に沿った対症看護 : 病態生理と看護のポイント 新訂
版

市村久美子 他 執筆 学研 2005

WY125/N840a 固定チームナーシング : 責任と継続性のある看護のために 第 2 版 西元勝子他著 医学書院 2005

WY150/To550a 感染の理解と消毒 ・ 滅菌の看護へのいかしかた 第 2 版 富野康日己編 医歯薬出版 2005

WY150/Y580.1 図でわかるエビデンスに基づく痛みの緩和と看護ケア 箭野育子著 中央法規出版 2005

WY152/Ta520 最新老年看護学 高崎絹子他編 日本看護協会出版
会

2005

WY160/Y160 はじめてのフォーカスチャーティング : 情報開示とケアの質を高める
精神科看護記録の実際

焼山和憲著 医歯薬出版 2005

WY162/I930 手術患者のケア ・ マニュアル : 全科手術の術前 ・ 術後の管理、
患者ケアのポイント ( クリニカル ・ ナース BOOK)

岩井武尚他編 医学芸術社 2005
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請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

WY162/To460 ナースのための手術室マニュアル 東京慈恵会医科大学附
属病院手術部編

メジカルビュー社 2005

WY164/Ka921 排泄の援助技術 ( リンクで学ぶ看護基本技術ナビゲーション ) 川口孝泰他編著 中央法規出版 2005

WY164/N770a 透析看護 第 2 版 日本腎不全看護学会編 医学書院 2005

410.3/A530 岩波数学入門辞典 青本和彦他編 岩波書店 2005

410.3/Ko610/1 新編数学ハンドブック 基礎編 小松勇作編 朝倉書店 2005

410.3/Ko610/2 新編数学ハンドブック 応用編 小松勇作編 朝倉書店 2005

420.3/Su960 物理学大事典 鈴木増雄 , 他編 朝倉書店 2005

430/Ko950 化学者の倫理 : こんなときどうする ? 研究生活のルール J. コヴァック著 化学同人 2005

430/Su960a 化学ハンドブック 新装版 鈴木周一他編 朝倉書店 2005

432/J510c/25
（全集）

触媒化学 , 電気化学 第 5 版 ( 実験化学講座 :25) 日本化学会編 丸善 2006

432/J510c/30
/ 全

化学物質の安全管理 第 5 版 ( 実験化学講座 :30) 日本化学会編 丸善 2006

463/P250 幹細胞の謎を解く ア ン ・ B ・ パ ー ソ ン 
［著］

みすず書房 2005

467.2/G580 DDBJ の利用法 : 配列データの登録 ・ 検索 ・ 解析 五條堀孝他編著 共立出版 2005

467.2/Mu480b ヒトの分子遺伝学 第 3 版 Tom Strachan 他 ［著］ メディカル ・ サイエ
ンス ・ インターナシ
ョナル

2005

467.3/Mo960a バイオインフォマティクス : ゲノム配列から機能解析へ 第 2 版 David W. Mount 著 メディカル ・ サイエ
ンス ・ インターナシ
ョナル

2005

467/H330 エッセンシャル遺伝学 D. L. ハートル , 他共著 培風館 2005

467/To190 遺伝学事典 東江昭夫他編 朝倉書店 2005

489.473/Ku740 マウスカラーアトラスと写真で見る脳実験マニュアル 黒川衛編 羊土社 2005

507.7/To520 
 参考 2

科学技術英語表現辞典 : Compilation of scientific and technical 
expressions in English 第 2 版

富井篤編 オーム社 2005

892/Ku430
（参考 2）

古典ラテン語辞典 國原吉之助著 大学書林 2005

参考 5 抗がん剤ガイド in U.S.A. アメリカがん協会編 ブレーン出版 2005

参考 5 新世界の医薬品集 ・ 薬局方 日本薬学図書館協議会
編

薬事日報社 2005

参考 5 患者さんによくわかる薬の説明 第 9 版 ( メディクイックブック :2006
年版第 1 部 )

鈴木康夫編 金原出版 2006

参考 5 患者さんによくわかる生活指導と薬 ・ 検査 ・ 手術の説明 改訂第 3
版 ( メディクイックブック :2006 年版第 2 部 )

鈴木康夫他編 金原出版 2006

参考 6 歯学研究者名鑑 2005 年版 口腔保健協会編 口腔保健協会 2005

参考 6 全国大学職員録 平成 17 年版 国公立大学編 大学職員録刊行会編 廣潤社 2005

参考 6 全国大学職員録 平成 17 年版 私立大学編 大学職員録刊行会編 廣潤社 2005

参考 8 科学研究費補助金からみる全国大学総合ランキング : 科学研究費
補助金採択研究課題数による大学の研究活性度の調査研究 ( 科
学研究費調査研究シリーズ :No.1)

野村浩康他著 慧文社 2005

参考 8 栄養 ・ 健康データハンドブック 第 10 版 藤沢良知編著 同文書院 2005

参考 10 個人情報の保護と活用の手引き : 医療介護 : 医療 ・ 介護関係者
必読 !

喜多紘一監修 法研 2005

参考 10 個人情報保護 : 医療現場の Question & Advice ハンドブック 医療ネットワーク支援セ
ンター編

第一法規 2005

参考 10 法 結核予防法関係法令集 平成 17 年版 厚生省公衆衛生局結核
成人病課編

結核予防会 2005

参考 10 法 薬事衛生六法 2005 年版 厚生省薬剤師会編 薬事日報社 2005

参考 10 法 薬事法 ・ 薬剤師法関係法令集 平成 17 年版  薬務公報社 2005

参考 10 法 実務衛生行政六法 平成 18 年版  新日本法規出版 2005

参考 11 他 Word で医学英語論文を書こう 芦田廣執筆 メジカルビュー社 2005

参考 11 他 医師 / 看護師 / 医療技術者のための学会発表で使える
PowerPoint アニメーション

小松一祐他著 技術評論社 2005
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新着案内（洋書）　（2006．4．17～ 2006．6．4）　　

請求記号 書名 著編者 出版者 出版年

QU135/Me850
/403

GTPases regulating membrane targeting and fusion (Methods in 
enzymology ; v.403)

edited by William E. 
Balch,et al.

Elsevier Academic 
Press

2005

QU135/Me850
/404

GTPases regulating membrane dynamics (Methods in enzymology ; 
v.404)

edited by William E. 
Balch,et al.

Elsevier Academic 
Press

2005

QU135/Me850
/405

Mass spectrometry : modified proteins and glycoconjugates 
(Methods in enzymology ; v.405)

edited by A.L. 
Burlingame

Elsevier Academic 
Press

2005

QV4/H291/173 RNA towards medicine (Handbook of experimental pharmacology ; 
v.173)

editors, Volker Erdmann, 
et al.

Springer 2006

QW4/B760b Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology 23rd ed (A 
Lange medical book)

Geo. F. Brooks, et al. Lange Medical 
Books/McGraw Hill

2004

QW504/A410a Alcamo's fundamentals of microbiology 7th ed. Jeffrey C. Pommerville Jones and Bartlett 
Publishers

2004

QW504/F890d Fundamental immunology 5th ed editor, William E. Paul Lippincott Williams 
& Wilkins

2003

QW504/J230a Immunobiology : the immune system in health and disease 6th ed 
Garland 

Charles A. Janeway, Jr., 
et al.

Garland Science 2005

WB356/Mi470 Transfusion therapy : clinical principles and practice 2nd ed editor, Paul D. Mintz AABB Press 2005

WE141/D710a
/1-5

Diagnosis of bone and joint disorders 4th ed v. 1-5 Donald Resnick Saunders 2002

WE544/Te930f
/1-2

Kelley's textbook of rheumatology 7th ed v. 1-2 editors, Edward D. 
Harris, Jr. , et al.

Elsevier Saunders 2005

WF100/Te930c
/1-2

Murray and Nadel's textbook of respiratory medicine 4th ed v. 1-2 editors, Robert J. 
Mason, et al.

Elsevier Saunders 2005

WH310/H520a Hemostasis and thrombosis : basic principles and clinical practice 
5th ed

editors, Robert W. 
Colman, et al.

Lippincott Williams 
& Wilkins

2006

WJ100/Sm50
/16

Smith's general urology 16th ed. (A Lange medical book) edited by Emil A. 
Tanagho, et al.

Lange Medical 
ooks/McGraw-Hill

2004

WL100/A160e Adams and Victor's principles of neurology 8th ed Allan H. Ropper, Robert 
H. Brown

McGraw-Hill, 
Medical Publishing 
Division

2005

WL100/Me670f Merritt's neurology 11th ed.  edited by Lewis P. 
Rowland

Lippincott Williams 
& Wilkins

2005

WL368/Sc50a
/1-2

Operative neurosurgical techniques : indications, methods, and 
results 5th ed v. 1-2

[edited by] Henry H. 
Schmidek, et al.

Saunders Elsevier 2006

WL500/P420b
/1-2

Peripheral neuropathy 4th ed v. 1-2 [edited by] Peter J. 
Dyck, et al.

Elsevier Saunders 2005

WO200/A490b
/1-2

Miller's anesthesia 6th ed v. 1-2 edited by Ronald D. 
Miller

Elsevier, Churchill 
Livingstone

2005

WO200/B210a Clinical anesthesia 5th ed edited by Paul G. Barash, 
et al.

Lippincott Williams 
& Wilkins

2006

WO600/Ma150a Fundamental techniques of plastic surgery : and their surgical 
applications 10th ed

Ian A. McGregor,  et al. Churchill 
Livingstone

2000

WO600/P711a
/1-6

Plastic surgery 2nd ed ; v. 1-6 editor, Stephen J. 
Mathes

Saunders Elsevier 2006

WQ205/P570a
/1

Knobil and Neill's physiology of reproduction 3rd ed. ; v. 1 editor in chief, Jimmy D. 
Neill 

Elsevier Academic 
Press

2006

WR105/L570c Lever's histopathology of the skin 9th ed. editor-in-chief, David E. 
Elder

Lippincott Williams 
& Wilkins

2005

WR140/A480d Andrews' diseases of the skin : clinical dermatology 10th ed. William D. James, et al. Saunders Elsevier 2006

WS141/Ke370
/2005

Current pediatric diagnosis & treatment 17th ed international (A 
Lange medical book)

edited by William W. Hay, 
Jr., et al.

McGraw-Hill 2006

463/L280 Essentials of stem cell biology editors, Robert Lanza, 
et al.

Elsevier Academic 
Press

2006

467/A490/39 Annual review of genetics ; v. 39 editor, Herschel L. 
Roman

Annual Reviews 2005
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お　知　ら　せ

図書係の変更
皮膚科学講座
  （旧）川瀬  正昭先生       →   （新）吉田  寿斗志先生

 
各種委員会

・平成 18年度第 1回図書館国領分館運営委員会
平成 18年 5月 22日（月）12:10於国領校 B会議室
・平成 18年度第 1回図書館国領分館学生図書委員会
平成 18年 5月 25日（木）12:15於国領校 B会議室
・第 517回学術情報センター図書館委員会
平成 18年 6月 20日（火）12:15於Ｅ棟会議室（西新橋）
・第 518回学術情報センター図書館委員会
平成 18年 7月 18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

＊＊  雑 誌 案 内  ＊＊

新規受入
脳死・脳蘇生　　15巻 1号（2003年）から
　　※日本脳死・脳蘇生学会の学会誌です。
糖尿病と妊娠　　1巻 1号（2001年）から
　　※日本糖尿病・妊娠学会の学会誌です。
日本婦人科腫瘍学会雑誌　　21巻 1号（2003年）から
　　※日本婦人科腫瘍学会の学会誌です。

タイトルチェンジ
旧：日本消化器集団検診学会雑誌　　44巻 2号（2006年）まで
→新：日本消化器がん検診学会雑誌　44巻 3号（2006年）から

旧：Journal of Smooth Muscle Research Japanese Section
 9巻 3号 (2005年 )まで
→新：日本平滑筋学会雑誌　　10巻 1号（2006年）から
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