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 貴重書展示講演会を開催しました
4月24日（水）17：15～

講師：小児外科 宮本和俊先生

 ベストリーディング2012発表！
TOP5を図書の分野別にお知らせします。

 私のお薦め本 第13回
保健管理センターの藤尾保健師がお勧めします。

 お知らせ
5月以降の予定をお知らせします。

貴重書展示講演会「小児外科手術の現場から遡る時空の旅：医学史
への誘い」を開催しました。 貴重書は引き続き展示中です（5月10日まで）。
4月24日、図書館ロビーで小児外科の宮本先生による貴重書講演会を開催しました。
当日は45名余りの皆さまにご参加いただき、ありがとうございました。宮本先生の熱の
入ったご講演に、終了予定時間が過ぎても学生の皆さまから熱心な質問が続きました。
ご講演の内容を簡単にレポートします。
宮本先生は、小児外科は出生前の胎児から15才までの手術が担当であるため、時と
して手の上に乗ってしまうような300グラムのベビーの手術もあることなどを、写真を
交えて紹介されました。時間との戦いになる小児外科手術の臨場感あふれるお話しに、
参加者だけではなく、図書館に入る前に思わず座って聞き入る学生さんもいました。
先生は大正時代のヒルシュスプルング病の写真を見つけたことから、その当時のみならずそれ以前からの小児外科疾
患はどう扱われていたのか、日本の医療はどうだったのか、社会の中で子どもはどうとらえられ、どう治療されてきた
のかを知りたいと思ったのがきっかけで医学史や古い手術道具へ興味を持つようになられたとのことでした。
本学蔵書『Opera Chirurgica:外科学書』についての解説では、著者であるヒエロ
ニムス・ファブリキウス（1537年-1619年）が豊臣秀吉と同じ年に生まれたこと、解
剖学者・外科医として偉大な功績を残した人物であったことなどが紹介されました。
宇宙服のような本書のイラスト（右図）は、人間の動きの機械的原理を観察するた
めの道具を描いたもので、人工四肢・装具を作成、取りつける際の参考としていたの
ではないかと解説されました。また、芸術的に描かれている沢山の手術器具は、当時
の医療の最先端で、基本的な考え方は現代の器具と変わらないことが披露されました。
質疑応答では、学生から進路に関わる事なども含め質問があり、先生は、大学生活では試験をクリアすることも
大事だが勉強だけではなく、青春を謳歌してほしい、自分の例を示しながら卒後の進路は変化しながらも必然のよ
うに決まっていくので常にアンテナを広げておくとよい、など、気さくに回答されていました。また、17世紀の器
具でも先生は治療できますか？という意表をついた質問には、それしかなかったらそれでも使って手術します、と
きっぱり回答し、医師としての自信あふれる姿を見せてくださいました。
司会を務めた藤尾館長から、学生の皆さんも医学だけではなく様々な知識を身に付けた付加価値のある医療者に
なって欲しいとのエールが送られ、最後に幅広い知識を披露してくださった宮本先生に満場の拍手で感謝を伝えて
終了しました。
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標準整形外科学 / 中村利孝 [ほか] 編集 ; 中村利孝
1位 [ほか] 執筆. -- 第11版. -- 医学書院, 2011.3.
(Standard textbook).
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看護学 書誌情報

一
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書

WE/168
/Hyo

母性看護実習ガイド / 堀内成子編集. -- 照林社, 2007.4.
1位 (パーフェクト臨床実習ガイド : ライフステージに沿った看
護技術と看護の展開).

52

51

WY/159/
Sho

疾患別看護過程の展開 / 山口瑞穂子, 関口恵子監修. -第3版. -- 学習研究社, 2008.11.

48

WY/100/
Shi

ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 / 佐世正
勝, 石村由利子編. -- 医学書院, 2009.3.

43

循環器看護ケアマニュアル / 国立循環器病センター看護
部編集. -- 中山書店, 2009.9.

40

2位

現代の眼科学 / 吉田晃敏, 谷原秀信編集. -- 改訂
第10版. -- 金原出版, 2009.4.

72

WW/10
0/Gen

小児看護実習ガイド / 飯村直子, 江本リナ, 西田志穂編
2位 集. -- 照林社, 2007.4. (パーフェクト臨床実習ガイド : ライ
フステージに沿った看護技術と看護の展開).

3位

標準産科婦人科学 / 岡井崇, 綾部琢哉編. -- 第4
版. -- 医学書院, 2011.5.

64

WP/100
/Hyo

3位

標準脳神経外科学 / 佐々木富男 [ほか] 編集 ; 阿
4位 部俊昭 [ほか] 執筆. -- 第12版. -- 医学書院,
2011.4. textbook).

62

WL/368/
Hyo

4位

腎・泌尿器/ 医療情報科学研究所編. -- Medic
5位 Media, 2012.3. (病気がみえる / 医療情報科学研究
所編 ; v. 8).

61

WJ/300/
Jin

5位

WY/157.
3/Bos

WY/157.
3/Wel

WY/152.
5/Jun
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医歯系の物理学 / 赤野松太郎[ほか]
著. -- 東京教学社 , 1987.2.

16

420/
Ish

細胞の分子生物学 / Bruce Alberts
2位 [ほか] 著 ; 中村桂子, 松原謙一監訳.
-- 第5版. -- ニュートンプレス, 2010.2. .

15

463/
Sai

1位

2位

神様のカルテ 2 / 夏川草介著 ; -小学館, 2009.9-.

913.
15 6/Ka
m

2位

贖罪 / 湊かなえ著. -- 東京創元社,
2009.6. (ミステリ・フロンティア ; 55).

913.
15 6/Sh
o

5位

謎解きはディナーのあとで 2 / 東川
篤哉著 -- 小学館, 2010.9-.

913.
14 6/N
az

私のお薦め本 ＜第13回＞ 藤尾 美登世 （ 保健管理センター 保健師 ）
私が日々、ほけかんで出会う学生たちは、将来、人のいのちを守り、健康のための支援を仕事にする人たちです。ここで学ぶ間、
いやこれから先もずっと、忙しくても辛いことや苦しいことが あっても、そこから学び、気づき、自分なりに癒されていてほしい
なあと思い「癒し」をテーマに お薦め本を選んでみました。どちらの本も手のひらより少し大きいくらいのサイズです。1ページに
数行だけ、詩集のような感じで心に沁みる言葉が記されています。

ホーミタクヤセン―インディアンの癒しの言葉 野口 法蔵

図・開架書架/一般 382/Hom

「ホーミタクヤセン」は、インディアンのラコタ族の「すべての生命はつながっている」という意
味を持つ「癒しの言葉」で、治療にも使われているそうです。体の部分の一つ一つに、臓器一つ一つ
に感謝の言葉をかけていきます。ぜひ、声を出してこの本を読んでみて下さい。病気でないことと、
健康であることと、癒されていることとは、少しずつ違うと実感することでしょう。叡智を感じます。

これでいいのだ 野口 法蔵

図・開架書架/一般 159/Kor

「これでいいのだ」と聞くとバカボンのパパの顔が浮かびますね。バカボンとは、サンスクリット
語のバガヴァン＝目覚めた人・ブッダという意味からきているという説もあります。著者は、元報
道カメラマンで、のちにチベットでお坊さんになった方です。「なんとかなるのだ」から始まり、
「すべてがうまくいってしまうのだ」と続き･･･「それでいいのだ」で終わるまで、日常の様々な場面が引き合いに
出され「これでいいのだ」となります。２百回も「これでいいのだ」と繰り返され、究極の肯定ワールドが繰り広げ
られています。元気出ます！最後に( バカボン秘話 )が載っています。

アサーション入門 (講談社現代新書) 平木 典子

図・文庫新書コーナー BS/Asa

コミュニケーションスキルの1つである「アサーション」とは、「自分も相手も大切にする自己表現法」
です。アサーティブな表現法の例で「どらえもんの静香ちゃん」が登場します。隣の席の人が、自分の消
しゴムを勝手に使い返してくれない。そんな時、ジャイアンなら「消しゴム返せ！」と言い、のび太は、
何も言えず黙っている。静香ちゃんの「使い終わったら返してね」とか「今度使いたい時は、貸してと
言ってね」という言い方は、確かに、自分も相手も大切にしている感がありますね。
「アサーション」の第一人者である著者は、この本で、どう自分を表現すれば日常のやり取りに変化と充実感をも
たらすコミュニケーションを取ることができるかを具体的に述べています。巻末にもっと学びたい人のための参考
ブックガイドがあり、学びを深めるのに役立ちます。

図書館のイベント予定（5月～6月）

まもなく
開催！

■ややや！ 帯広畜産大学から100冊の本がやって来る！
昨年大好評だった帯広畜産大学附属図書館からの100冊展示が5月
に開催します。BSEや人畜共通感染症など、医学にも深く関係する本
や、食品関係の図書など、本学では手薄な分野の本を手に取って読む
ことが出来ます。ご期待ください！

詳細は決定次第、図書館ホーム
ページ等でお知らせします

■文献検索講習会
教室等事務担当者向け講習会は5月24日（金）
14時-16時に開催します。ご参加をお待ちします。
利用者向け講習会も近日中に開催予定です。
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