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CD圃 ROM 皮膚病診断カラーアトラス ③ 
書籍「部位別皮膚病カラーアトラスー診断と治療-J準拠 販売価格:15，000円(税別)

豊富な画像を部位別に収録一わが国初の皮庸病CD・ROM!! 
・監修.
北盟大学名誉教援西山茂夫/宮崎医科大学教授井上勝平/111崎臨科大学教授植木宏明

E震重盛~"H込書籍に収載されているカラー写真約530枚を完全収録

約300の疾患を網羅， r診断のポイントjも表示.

EfJt.AiiJ留孟ボタンをクリックするだけで，すべてが操作可能

部位から選べる，診療感覚のインターフエース.

圃_A留軍縮孟検索された疾患を画像で確認できる「一覧麗蕗j

for Macintosh 

比較したい 2つの疾患画像を同時に表示する「比較画面J

教育やインフォームドコンセントに役立つ「拡大酉面J
部位のほかに，疾患名から検索できる「疾患名検索J

〈動作環境>CD長OMドライブ(倍速推奨)搭載のMacintosh/
13インチ以上で32，000色表示可能なモニタ/空きメモリ 4MB以上

SPSS Medical Pack (forWin，伽 Mac) 固
販売鏑格 168，000円(税別)

SPSS Medical Packは，高度で多彩な機能の“SPSS"から，生容分析などの医学に必要な統計
手法を集めてひとつにまとめた監学統計パック.このたび新しくWindows95対応版，そして
PowerMacintosh対応版を発売

特長
フルカラーチャートを自動作成/高度に完成されたデ

ータ管理・編集機能/医学に必要な統計手法のエッセ

ンスを網羅/統計用語がすぐにわかる，統計用語グロ

サ 1)ー/わかりやすいメニューとダイアログボックス

による優れた操作性

主な統計機能

基本統計量/クロス集許/平均値の差の検定/栴関分

析，ノンパラ組関，縞栢関/ノンパラメトリック検定/

分散分析/重関帰分析/分散・共分散分析/多変最分散

分析/ロジスティック回帰分析/生命表法/Kaplan明

Meier法/Cox回J原分析など

〈動作環境〉対応機種:Windows3.1使用の場合は80386以上， Windows95使用の場合はi486SX以上/RAM:最小4MB(推奨

8MB) /OS: Windows3.1， Windows95またはWindowsNT3.51/ハードディスク容量:20MBプラス10MBのスワップファ

イル/モニタ:VGA，Hercules 

..パージョンアップのご案内..

Windows3.1対応のMedicalPacknミらのWindows95対応版へのパージョンアップ鏑格は， 25.0盟自です.

〈動作環境〉対lA5機種:PowerPCフ。ロセッサ必須/RAM:仮想メモリの場合12MB オプション各1-3MB/OS:漢字Talk7
System7.1.2/ハードディスク容量19MB/モニタ:640X480以上のディスプレイ(カラーディスプレイ推奨)

/ 
金

医学インターネット(一歩進んだMacintosh・4)⑦
定借4，500円(本体4，369円・税131円)/85半Ij

法橋飴宏他編.医学関係者がInternetを利用するにあたって，接続の基本から
アクセスに必要なソフトウェアの使い方までをわかりやすく解説. cひROM付.
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「コンビュータサイエンス研究会jの誕生にはじまり， I日本コンピュータサイエンス学会jへ発展し

てから，ようやく 2年を迎えた。本学会は， f自の関連学会との連携を密にしながら，独自の領域を開拓

し，拡大しようと努力している。本学会の運営を手弁当でお手伝いいただいた各位に対して，深甚の誠

意を捧げたい。さらに，本学会の機関誌である本誌「コンピュータサイエンスjも，着実にその内容を

整え，充実しつつある(毘 lLご執筆いただいた会員各位，編集同人のご尽力に対して， ir.ili控の敬意

と誠意を表する C

本学会の設立趣旨は，筆者が本誌創刊号において「研究支援ツールとしてのコンピュータjと題して

述べたが[1 ]，あえてその一部をここに再記させていただくことにする C なお，本学会は他学会に先

駆けて，機関誌のオンライン版を Internet上で公開してきており，その全文を誰でも参照できるように

なっている[2ト

あらゆる研究機関のあらゆる研究分野において?コンピュータが研究支援のための不可欠なツールと

なっていることは，今さら設をまたない。現在では，まさに研究者 1人にコンピュータ l合の時代を迎

図1 オンライン版のfコンビュータサイエンスJ
a)は http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/index.htmlの画面， b)は http・//www.dna.affrc.go.jp/

htdocs/JACS/JJCS/v1/n1/p5_16/7 _ 4.htmlの画面。

5 
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えている。しかし，研究や診療で多忙をきわめる研究者や寵鯨が，日進月歩で進化するコンビュータの

情報に追随していくことは骨が折れることである。コンビュータシステムがさらに使いやすく，より強

力な研究支援道具になっていくためには，研究者自身がコンピュータサイエンスに関するグループを形

成し，さまざまな活用事例を交換して議論を重ね，その成果を公表していくことが重要である。

このような背景をもとにJ日本コンピュータサイエンス学会(JapaneseAssociation of Computer 

Science : JACS) Jが設立されることになった。本学会は，医学・看護学・醤学・薬学・農学・理学・

学などに関連する領域の研究者間で，ユーザの立場から，コンピュータサイエンスに関するd捷報を交換

する学街的な場を提供することを自的としている。

以上が本学会の設立趣旨であり，この分野の成長と育成をめざし，同学の士が集まって切磁琢磨する

場が本学会である。農業社会から工業社会に移行した「産業革命jから200年以上を過ぎ，昨今の工業社

会から情報社会への移行は「デジタル革命jとしてとらえることができるだろう。このような過渡期に

あって，自らの研究分野とコンピュータサイエンス分野との交流および発展が強く要求されており，本

学会がその役割を担っていくことが期待されている。

次に，本学会発展の生い立ちを記録しておくために，現在までの足跡を写真をまじえながら簡潔に紹

介しておきたい。なお，役員会の開催記録は袈 1に示した。

思い起こせば， Iコンピュータサイエンス研究会jの胎動は1991年頃に起こった。すなわち， Iコン

ピュータサイエンス研究会Jの世話人有志、は，全国各地でコンピュータ研究会やセミナーなどを精力的に

罷催し，一方では著作活動を行なっていた。このようにしてfコンピュータサイエンス研究会J発足の下

地ができていき，筆者が代表を務める IFBIOMUG(バイオフォーラム Macintoshユーザグループ)Jが直

接の母体となった。

「第 1回コンビュータサイエンス研究会(組織委員長は筆者)Jは， 1994年2月初日(日曜日)に東京都

立食品技術センター(東京都千代田区)において開催された[3 ]。図 2a)は開会式で、挨拶を行なってい

る筆者， ~ 2 b)は出展ブースの様子である。当初の予想、をよ盟り，北海道から九州まで全国各地から

職域も多様な100名を超える参加者が集った。演題が少ない分だけ討論の時間が十分にあり，学問的に

はかなり激しいやりとりがあった。これは，研究者がより広く参加できるような学術集会へ発展する原

動力となった。

世話人有志による準備委員会が組織され， I第2回日本コンピュータサイエンス学会学備集会(会頭

表 1 役員会の開催記銀

第 l掴役員会

1994年 8月28臼(日曜日)9 : 00-9 : 30 
第 2回日本コンピュータサイエンス学会学術集会会場内事務局にて

第 2罰役員会

1995年 2月25B(土曜日)18 : 30-19 : 30 
第3回日本コンピュータサイエンス学会学術集会会場内ホール控室にて

第 3罰役員会

1995年3月4B (土曜日)14 : 00-20 : 00 
慶応義塾大学陸学部中央棟 5階セミナールーム 1にて

第 4剖役員会

1995年9月2日(土曜日)18: 00-19 : 00 
慶応、義塾大学病続新棟11階中会議室にて

第 5盟役員会

1995年12月15日(金曜日)19 : 00-24 : 00 
東京マタニティー・クリニック 5賠コンピュータサイエンスホールにて

第 6田役員会

1996年 1月6臼(土擢日)19 : 00-23 : 30 
東京マタニティー・クリニック 5階コンピュータサイエンスホールにて

は筆者)Jは， 1994年 8月28日

(自曜日)に富士写真フィルム

(株)東京本社(東京都港註)にお

いて開催された[4 ]。図 3a)は

ランチセミナーでネットワーク

環境に関して対談中の尾椅虞氏

(右)と筆者(左)，図 3b)はメ

インホーjレにおけるテクニカノレ

セミナーの様子である。当日の

参加者は400名を超え，本学会

発展の気運を大きく促進したこ

とを特筆しておきたl)0 

「第3由自本コンピュータサイ

エンス学会学術集会(会頭は陶山

昭彦氏)Jは， 1995年 2月25日
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図2 第1胆コンビュータサイエンス研究会より
a)はさ表者， b)はI:H筏ブース。

図3 第2回日本コンビュータサイエンス学会学術集会より
a)は尾崎良氏(お)と祭者(li:)， b)はテクニカルセミナー。

国4 第3臣自本コンビュータサイエンス学会学術集会より
a)は陶UJ昭彦氏， b)はコンビュータ講習会。

(土曜日)， 26自(日曜日)の 2日間，科学技術館サイエンスホール(東京都千代田区)において，あいに

くの大雪の中での関憶となった。図 4a)は会頭講演を行なっている陶山昭彦氏，国 4b)はコンピュー

タ講習会の様子である。この時点での会員数は600名を超え，今後はさまざまなテーマに特錨した分科

会を形成していくことを確認した。

「第 4四日本コンピュータサイエンス学会学術集会(会額は柳田洋一郎氏)Jは， 1995年 9月3日(日

曜日)に明治記念会館(東京都港区)において，第33臨産婦人科情報処理研究会との共催で、行なわれた。

図5には，東京マタニティー・クリニックにおける深夜にまで及ぶ学術集会の準備の様子を示した。各

7 
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演題終了後の熱心な質疑応答とともに，休憩、時

需にも各所で議論に花が咲き，改めて研究者の

コンピュータサイエンスに対する関心の高さを

実感することができた。なお， 1995年 9丹2日

(土曜日)には， Precongress講習会が NTT

MEDIALAB (東京都港区)で関かれた。

本年度は， I第 5回日本コンゼュータサイエン

ス学会学術集会(会頭は池田後也氏)Jが3月24

日(日曜日)に国立がんセンター(東京都中央i豆)

において， I第6掴日本コンピュータサイエンス
国 5 第4回日本コンビュータサイエンス学会学術集会 ' 

の準儀会より 学会学術集会(会頭は高瀬義昌氏)Jが9月1日

中央左は初11回洋一郎氏右はさ営者 (日曜日)に国際展示場東京ピッグサイド(東京

都江東註)において開催される。また，特定のテーマを設けて，コンビュータ特別セミナーを定期的に

間接していくなど新規事業を実行してpく。近年，コンピュータサイエンスに対する期待が高まってお

り， 21世紀の本学会に向けて，コンビュータサイエンス全般と研究者との学際的な発展を自指していき

たい。

末筆ながら，会員各位のますますの研鑓を期待し，本学会のさらなる発展のためのご協力を強くお願

いしたい。また，本誌がハイレベルの専門誌として，末長く発展の遊をたどることを祈念して稿を関じ

たい。

文献

[ 1 ]法橋尚宏:研究支援ツールとしてのコンピュータ，コンビュータサイエンス， 1，4， 1995. 

[ 2 ] 13本コンピュータサイエンス学会:http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/. 1996年 1月2813アクセス.

[ 3 ]沼原利彦，法橋尚宏:第 l沼コンピュータサイエンス研究会を終えて，実験医学， 12， 886 -887， 1994. 

[ 4 ]法橋尚宏:第2問日本コンビュータサイエンス学会総会，内科， 75，291， 1995. 

本年2月より，自本コンピュータサイエンス学会のホームページを

一層充実いたしました。

盤整ホームページ(むRL)

http://www伊cs.org/

関学会への関い合わせ(電子メール)

info@jacs.org 

盤整学会誌への開い合わせ(電子メール)

jjcs@jacs.org 
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胡 衛 軍ペ小林正彦 2)

[要約] NIH Imageを用い，毛髪の成長速度および護援を計灘する麗像処理システムを構築し

た。ピヂオ・マイクロスコーフで撮影した酉像をイメージ・スキャナを照いてパソコンに取り込

み， Photoshopでフィ jレタ処理をした後， NIH Imageに取り込んだ。画像を修正することによ

り，重なっている毛髪群を分離し，持時に， Density Sliceをオンにしたまま，赤く茂転していな

い毛髪の像に穆正を加え，き十j期を可能にした。さらに， NIH Imageの機能を利揺し，経時的に

撮った同じ部f立の毛髪{撃を関じ番号になるように対応づけ， 1本ずつの毛髪の伸長を正確に計測

できるようにした。

毛髪の直接については，直接パソコンに接続したピヂオ・マイク口スコープを患いて毛髪の臨

機を取り込み， Photoshopで20本単設で東にし， NIH Imageに取り込んで毛髪の直径をき十潤し

たO

{キーワード] NIH Image，麗{象解析，毛髪の成長速度， Photoshop，フリーウェア

1 .はじめに

育毛剤の効果を評価する方法の 1つとして，毛髪

の成長速度および毛髪の直径を画像処理により計測

する手法がある。私違法， NIHlmageを利用し，ヒ

トの毛髪の成長速度および毛髪の直筏を計iWJする画

像処理システムを構築した。

2 .試験対象および麗縁の撮影

(1)毛髪の成長速度j!!1]定

被験者の側頭部に左右対称に 1X 1 cmの試験区

を設け，その範囲内の毛髪を刈り取り，左側を対照

区とし，右側を塗布区とした。

最初は左右詞側とも無塗布状態で，毛髪を苅り

耳立った範間内の毛髪の状態をゼデオ・マイクロス

コープで撮影し， 24時間ごとに， 3日間同じ簡所を

撮影した。

掻影が終わった後，塗布区は育毛剤の塗布を開始

し，毎日朝挽2回途布iまに育毛剤の塗布を続けた。

1ヵ丹後，また!可じ笛所の毛髪を;.{IJり取り， ;.{IJり

耳立った簡所を24時間ごとに連続3日間撮影した。試

!強の期間は 6ヵ月間であった。

なお，塗布は HR育毛エッセンス(株式会社アル

ソア央粧製)を用いた。

( 2 )毛髪の藍桂の測定

;.{IJり取った毛髪を，両面テープの上に適当な間隔

を開けて並べ，その上に OHPシートでカバーし，

毛髪直認を灘定する画像を取り込んだ。

3. システムの構成

画i象処理システムの構成は次のとおりである O

[ハードウェア}

Macintosh本体は， Power班acintosh8100/80 A V / 

500 MB，モニタは MultipleScan 17 (アップルコン

ピュータ)， MOディスクドライブLMO-400 (ロジ

1)(株)アルソア央粧 アルソア総合研究所. 2)東京大学農学部〔別別り訪求うた:〒150 京芸f者liW(谷区東 2-26-16 渋谷 HANAピ

)[.， 5 F (株)アルソア央絞ア)[.，ソア総合研究所初術祭， JDA01237@抗iftyserv巴.or.jp)

(原稿受付EI1996年 1月22日 原稿採択日 1996年 2月3日)
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テック)，スキャナは ScanJetIIcx (日本ヒューレツ

ト・パッカード)を使用した。

{ソフトウェア}

調像の前処理は AdobePhotoshop 2.5 J (アドビシ

ステムズ，以下 Photoshop)，語像解析はフリーソ

フトウェア NIHImage 1.55 (Wayne Rasband作)， 

許測データの統計処理は MicrosoftExcel 5.0 (マイク

ロソフト，以下 MSExcel)を使用した。

4.顧録処理・画像解和

A.毛髪の成長速度測定システム

毛髪の成長速度の測定の流れは，図 1に示したと

おりである。

( 1 )画像の取り込み

まず，ビデオ・マイクロスコープで撮影した画集

をスキャナによって，パソコンに取り込んだ。取り

込み解像度は， Horizontal 150 dpi， Vertical 150 dpi 

とした。

( 2 ) Photoshopで画像処理

次に， Photoshopで RGBチャンネル分訴をした

[ 1 ] (図 2)。匡 2に示したように，チャンネル分割

をすることで，闘2のRの酒像が原商に比べクリア

(1) 画像の取り込み
スキャナより箇像を取り込む

(2) Photoshopで、画像処理
① チャンネル分割
② TIFFファイルで出力

(3) NIHlmag巴で、商像解析
① 箇像の手修正・対応付け
② 二値化・測定
③ 測定結果を表計算ソフトへ

(4) 表計算による統計解析
① 成長速度の計算
② 分布・平均値等の計算

(切図表化して仕上げ

図1 毛髪成長速度の測定の流れ

になったことがわかる O 商像によっては， Gのほう

がクリアな場合もあるが，そのときは， Gの睡像を

選択して計灘に用いた。

このように， RGBチャンネル分離により，よい

フィルタ効果が得られた。 NIHlmageでEnhanceメ

ニューに Sharpen，Reduce Noise等の機能を利用す

ることも可能で、はあるが，毛髪商{象の場合このチャ

ンネル分割の手法が一番忠実に原揺を保持しつつ，

画像にコントラストを付け，クリアな掴{象が得られ

る方法であった。また，チャンネル分割により，画

像ファイルのサイズが小さくなり，扱いやすくなる

とpうメリットがある。

( 3 ) NIH Imageの商像解析

a.測定の流れ

(i) NIH Imageに取り込み

Photoshopにおいて得られたチャンネル分割した

画銭(たとえば，哀の商{象(盟 3))を TIFFファイル

で保存し， NIHlmageの Openコマンドで画像ファ

イルを NIHlmageに取り込む。

(ii)しきい値の設定 (Options→ DensitySlice) 

図 3に示した画像を NIHImageに叡り込み，

Optionsメニューの DensitySliceを選択し，計測対

象物である毛髪が赤く反転されるよう， LUTTool 

を使って，罷面の一番在にある LUTウインドウの

赤色の範囲を謡整する。すなわち，毛髪の場合は，

画面上に黒くなっている部分が計測対象となるの

で， LUTウインドウで赤の下限は一番下になり，赤

堕 2 Photoshopにおける RGBのチャンネル分割によ
るフィルタ処理
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の上眼は，繭{象の計測対象物である毛髪が赤く反転

し，パックグラントにある汚れ等が赤く反転しない

中間点になるように調整する。

(iii)スケールの設定 (Analyze→ Set Scale) 

Analyzeメニューの SetScaleを選択すると，ダイ

アログボックスが開かれ， UnitsをMillimetersにす

る。

(iv)灘定環自の設定 (Analyze→ Option)

Analyzeメニューの Optionsを選択すると，

Measurement Optionsというダイアログボックス

[ 1 ]が関かれ，測定したい項目の EllipseMajor 

Axisを選択する。

(v)測定関連パラメータの設定 (A設計yze→

Analyze Particles) 

Analyzeメニューにより AnalyzeParticlesを選択

すると， Particle Analysis Options [2]が開かれ，

Min Particle Sizeを5，こ， Max Particle Sizeを10，000

に設定する O

Label Particles， Outline Particles， Reset 

Measurement Counterをオンにする o 0五ボタンを

クリックすると，指定した項目が自動的に計測され

るO

圏4のように，長さを計測した対象物は黒のアウ

トラインで表示され，それそ守れ番号が{すけられる。

(vi)計測データの確認

NIH Imageで ParticleAnalysisをした後，

Analyzeメニューの ShowResultsを選択すると，滅

定結果の一覧表 Resultsウインドウが表示される(図

5 )。

毘4に付けられている番号は図 5の一覧表に表示

されている番号と一致している。

関5と同じ部設を撮影した顕像も陪様の方法で解

析し，その結果(臨 6)を見てみた。そこから 2つ

の開題を発見した。

b.問題の発見

[問題 1]画像の中に毛群になっている 2本または

3本の毛髪が重なっているため， NIHlmageは毛髪

が2本または 3本であるにもかかわらず 1つの対

象物として認識し計滅された。たとえば， 33番， 35 

番， 55番等である。

また，グレーになっている毛髪部分が計測されて

いなかった。たとえば，図 4の 1番と 2番の問に番

号が付けられていない毛髪がある。これは，その毛

臨 3 Photoshopでチャンネ;!.--分割をした R溜像

髪は計測されていないことを意味する。また， 2番

の毛髪は，番号が付けられたことにより，討課uがさ

れていることを意味するが，グレーになっている部

分が黒いアウトラインに囲まれていないことによ

り，その部分は許測されていないことがわかった。

[照題 2]図4と密 5は経時的に，向じ部位を撮影

した画像であり，本来，計測対象物である毛髪が図

4でも阻 6でも同じ番号が付けられなければならな

い。とことが，実擦に解析した図 4と留 6に示され

た番号は対応、していない。番号が対応、されていなけ

れば，国 4のデータと図 6のデータの対応関係が崩

れ，錨々の毛髪の伸長の正しいデータが得られな

p。しかし，毛髪の本数を考えれば，手作業で毛髪

聞の対応関係を付けることは，非常に効率の悪い仕

事である。

c.開題の解決

そこで，前述の問題を解決するため，画像の計測

の前に，手修正を加えることにした。

(i)開題 1を解決するための手修正

毛群になっている毛髪は FreeHand Toolで臨み，

Cutコマンドと Pasteコマンドを罷って 1本ずつ

切り離す。この切り離し作業は Optionsメニューの

Density Slice機能を利用し，対象物を赤く反転して

いる状態にすれば，作業しやすくなる。

また，計測対象であるにもかかわらず，赤く反転

していないグレーの部分は， Pencil Tool等で赤く塗

りつぶす。パックグランドにある計測しない汚れが

赤く反転している部分は， Eraser Tool等で消す。

計測したい範閤はすべて赤く反転させることによ
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関 4 NIH ImageでParticIeAnalysisをした後の画像
(刈り取り36時間経過)

30.55 

2. 8.91 

3 ヨ.36

4. 22.79 

5. 1ヨー?む

6. 14.41 

?. 13.92 

8. 29.74 

9. 16.88 

10. 23.73 

11. 4.52 

12. 6.48 

13. ヨーア1

14. 22.54 

15. 25.35 

16. 34.17 

17. 色 36

18 23.02 

1ヨ 9.73 

20. 29.65 

21 6.00 

22 34.01 

23. 色 02

国5 NIHImageでの測定結果の
一覧表Resultsウインドウ

り，問題 1を解決した(盟 7，図 8)。

(ii)問題2を解決するための手修正

Free Hand Toolを用い，毛髪と毛髪の相対位置を

CutとPasteでずらし，国 7のように左から右，上

から下の順序で並べておく。

回7の状態で， NIHlmageで計測をすると，国 8

#5~ "，"4~ 

国 6 NIH ImageでParticleAnalysisをした後の菌像
(刈り取り24時間経過)

の結果が得られる。函 8に示したように，計測対象

物の番号が，左から右へ，上から下への順序で付け

られている。したがって，異なる時間で撮影した踊

像でも，同じ毛髪が同じ頗浮で並んでいれば，同じ

対象物にはi司じ番号が付けられ，毛髪の経時的伸長

が言1-算できるようになった。

( 4 )計灘結果の MSExcel による処理

NIHlmageの Resultsウインドウ(臨 4)が表示さ

れている状態で， Editメニューの Copyコマンドは

Copy Measurmenおとなって表示される。 Copy

Measurmentsを選択すると，データがクリップボー

トに記憶され，この状態で， MS Excelのワーク

シートにぺーストすれば，計測データは簡単に表計

算ソフト MSExcelに取り込める。

MS Excelに殺り込んだ計測データは，表計算に

より統計的な処理を行ない，その結果を図表化し

た。

B.毛髪直径の灘定システム

毛髪の夜径の灘定について，主な流れは毛髪の成

長速度の測定の場合とほぼ同じであるが，毛髪藍径

の計測の特徴等に対応し，効率的に計i期するために

システムの麗復入力部分を変更した。

(1)酉像の取り込み

間9に示したように，毛髪の直径の岡像は，直接

ノfソコンにつないだゼデオ・マイクロスコープで，

Macintosh 測にある fビデオモニタJを経由して戟り

込んだ。
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(1) Video Micro scopで、臨段を取り込む

毛髪の像を爾像として取り込む

(2) Photo shopで、画像合成

一図面に20本の毛髪を並べる

(3) NIH Imageで、画後解析

師役の二値化，直認iJ!!J定

(4) 表計算による統計ー解析

回7 図 3の画像に手修正を加えた後の頭像 illiJ定結果をとXCELで計算

盟 9 毛髪直寵の測定の流れ

a 

b 

菌 8 図 7の醤像を NIHImageによって， Particle 

Analysisをした後の酪像 c 

パソコンに取り込まれた画像は 1本の毛髪に l

面接になっている O そのまま NIHImageに叡り込

み，解析することもできるが， Photoshopで前処現

を行った{まうが計測効率がはるかによくなった。

( 2 ) Photoshopでの商像の前処理

Photoshopのcopy& pasteによって 1つの画像

ファイルに20本の毛髪が並ぶように画像合成を行っ

た(臨10)0 20本の毛髪で， 17 inchのモニターが

ちょうど画面いっぱいになる(図 9)から， 1つの

ファイルに20本の毛髪を並ぶことにした。これに

よって，叡り込んだ20個の睡像ファイルが 1つの

ファイルになり，コンパクトになった。

このファイルでチャンネル分割をし， TIFF形式

で保存した。

図10 ビデオモニタによって取り込んだ画像を

Photoshopで東にする

a:ビデオモニタによって取り込んだ幽像

b : Photoshopで東になった爾像

c: NIH Imag巴で直径io.u定をした後の甑像

( 3 ) NIH Imageによる直筏の計澱

NI狂 Image での計~RUは，基本的には成長速度の場

合とほぼ罰様で、あるが，一部分だけ異なる O

(a) Optionsメニューの DensitySliceを選択し，

毛髪の部分だけが恭くなるまで調整する。

(b) Analyzeメニューの SetScaleを選択し，ダイ

アログボックスの UnitsをMicrometersにする。
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図13 育毛剤の塗布による毛髪の直在の分布の変化

(c) Analyzeメニューの Optionを選択し，

Measurement optionsで測定したい項目の Ellipse

Minor Axisをオンにする。

(d) Analyzeメニューにより AnalyzeParticlesを

選択すると， Particle Analysis Options [2]が開か

れ， Min Particle Sizeを100に， Max Particle Sizeを

10，000に設定する O

(e) Label Particles， Outline Particlesをオンにす

る。 OKボタンをクリックすると， NIHlmageは自

動的に指定した項目を計灘する。

(f)直径の灘定の場合，同一被験者の毛髪の測定

が終了するまで， Reset Measurement Counterはオ

ンにしなかった。 ResetMeasurement Counterをオ

ンにすると，計測対象物の番号はリセットされず，

たとえば，一番目のファイルが 1-20の誼径を計測

した後，二番目のファイルの計測対象物の番号が

21-40になる。

直経の測定は，毛髪の成長速度の測定のような対

応付けが必要ないので，手修正もほとんどせずに計

測することができる。

( 4 )計測結果を MSExcelで統計処理

成長速度の測定と同じく， NIH ImageでParticle

Analysisをした1&，Analyzeメニューの Show

Resultsを選択し，測定結果が Resultsウインドウに

表示される。

5 .データ解析した結果

育毛離の塗布区と対照区の変化を毛髪の成長速度

の分布で比較した(図11)。この被験者の場合は，

布抵の成長速度の分布と対照区の成長速度の分;{Iiが

大きく変わっていることを示している。

成長速度は次式により算出した。

成長速度 (mm/day)= (後の臼の毛髪の長さ-前

の日の毛髪の長さ)/時需 (day)

成長速度0.05mm/dayを境界にし， >0.05 mm/ 

dayの毛髪を成長期とすると，成長期毛率が得られ

る(臨12)。成長期毛率も塗ギt区と対照区とiま異なる

ことを示している。

なお，成長期毛率は次の式によって算出した。

成長期毛率(%)詰(成長期の毛髪の本数/計測

した毛髪の総本数)X100 

毛髪の直径を計測した結果の一部を臨時に示し

た。育毛剤の塗布により 毛髪の直径の分布パター

ンが変化することがわかる。図13に示した被験者の
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場合は，青毛離の塗布により，毛髪が太くなった傾

向を訴している。

6. おわりに

調像処理による毛髪の成長率，毛髪の誼径を指標

とした評価法についてはすでに報告されている[3 ] 

ものがある。しかし，その画像処理装置は，毛髪の

測定のための専用の磯器であり，非常に高価なもの

であった。

私達は，育毛剤の効果を測定するためにシステム

を構築したが，このシステムは脱毛躍の進産状況，

脱毛の治療効果を調査する場合にも使えると考えて

pる。

このシステムを構成するハードウェアおよびソフ

トウェアはシンプルなものである。毛髪の成長速度

の測定の場合，ビデオマイクロスコープでの銅像の

t鯨三に際し，照明によるむらをできるだけ避けるよ

うに注意すれば，後の手修正が少なく，画像解析の

効率がよくなる O

NIHlmageには，優れている機能はたくさんある

が，私達はその中のごくわずかしか利用していな

い。ただ，計測しようとする項自を考慮、し，目的を

達成できることを前提に，システムの構築はできる

だけシンプルで効率のよい方法を選ぶことがベスト

と考えて，この計測システムを構築した。

7 .語辞

この計測システムの構築に当たり，多大なご協力

をいただいた株式会社アルソア央粧のアルソア総合

研究所の高木紀子所長，歌田泉美氏，山中由佳子氏

に深甚の感謝の意を表します。
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Measurement of human hair growth and diameter utilizing NIH Image 

Weijun託u1)， Masahiko Kobayashi 2) 

1) ARSOA Synthesis Lab.， ARSOA OHSHO Co・，Ltd.，2) Faculty of Agriculture， University ofToわ10

Abstract 

The author used NIH Image to construct a graphic analysis system for measuring the growth and diameter of 

human hair. To conduct these measurements， the photographs were taken with a video microscope and imported 

into the personal computer using an image scanner. After using Adobe Photoshop to decompose the photograph into 

R. G. B. files， the best -quality file was selected and imported into NI註 Image.A clump of hairs in the photograph 

was then separated using the " Free Hand Tool " of NIH Image， and then modified the non幽 redhairs to red to 

enable easier measurement of hair length according to the“Density Slice Mode -ON ". NIH Image was also used 

to give the same hair the same number on each periodically taken photograph， so that the rate of hair growth could 

be measured. In order to measure the diameter of single hairs， we connected a video microscope to the personal 

computer and directly imported pictures of hairs. A total of 20 pictures were gathered into an image file using 

Photoshop and the hair diameter was then measured using NI自Image.

Keywords: NIH Image， graphic analysis， hair growth， Photoshop 



富士ゼ
エイブル

ックスAbl舎のこ:、案内

会員の皆様へ

重量Ableシリーズが、オフィスに新嵐を吹き込みますれ

eAbleシリーズは、オフィスをスッキ 1)、事務の改善
ピヘツ守墨ニヰー守政とへ

をお手伝いします。
d 

e3221 Model-PRは、 1台3役(接写機、 FAX，プ1)ンター)

錯捧へは，諜準小売価格からAbleシリー ズ は30%
き|きとなります。資料請求をされた皆様が需上値出

条 件 で3ヶ月以内に成約した場合は、 2万円の紹介料を

さしあげます。(本人も可)。

機 種 標準小売価格(同) 会員価格(円) 1)-ス料(円)/月

Able 1220 750，000 525，000 10，500 

Ab/e 3321 Mode/-D 1，630，000 1，141，000 22，820 

Ab/e 3221 ModeιPR 1，370，000 959，000 19，180 

Ab/e 1320 Mode/-PR 1，120，000 784，000 15，680 

〈替えベデ文フ

準小売価格は、 2段トレイを
んだ価格になっておりま

…ス料金は5年リースでリ
料率2%の条件で試算した主義
の参考犠です。
リンターとしてお使いの場

口はメモ 1)ーの潟設なお勧め
します。

648，000 

1 [仰い易く、 操作が簡単1.小型で安儲 2.鮮明な器質 3.静かで速い

5.電子ソート、ハガキコピー
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Tel03耐 5674-3311

Fax03鋪 5674・7666

記入出:

年 月 自

会社名

護下草子

:1住所

Tel. No. Fax.No. 

請求資料

1. /¥ンフレット

2.見積書

検討機種

1.3120 

2.その{也(

会員の知人、友人の方も同様の料金者t適用出来ます。又、この特典の有効期間は'96年5月20
自までです。資料希望の方又は、その他お問合せのある方は、ファクスまたは、電話でお願

い致します。*申込受付後は、その地域の担当営業からご連絡申し上げます。

* Able以外の商品についても最大限ご協力させていただきます。安移転に伴い5月からよ記電話番号が変わります。 FAX

は6F.lから，変わります *3120のハガキ連続コピー機能はオプションです。

〈留慈率項〉 標準小売価格にはドラム/トナーカートリッジ、デベロッパ一、 トナー、コネクターケーブル、キャピ

ネット，その他関連商品、機械運送及び設霞諮整料金は含まれておりません。



Japanese Jourηα1 ofComputer Science Vo1.3， No.1: pp. 17-23 Issued March， 1996 

根岸邦夫人佐藤真太郎人宿谷俊郎 1) 中島正弘1)

村田光俊1)塩野孝博 2) 田中淳司 2) 岩崎肖捕 2)

[饗約] Power Macintoshを用い，放射線科で行なわれている検査内容の集計業務の簡略化，

集計内容の細分化を計るため， Microsoft Excel 5.0でVBA(Visual Basic for Applications)マク

口を作成した。これにより照射録をもとにデ…タを入力するだけで誌の集計および 1ヵ月の

集計を自動化できるようになり，集計の正確さと簡便性の向上を計ることができた。

[キーワード] Microsoft Excel 5ム VBAマク口，集計業務，ボタン操作

1 .はりめに

当施設では l日約300件程の X線検査が行なわれ

ており，パソコンを使って X線検査内容の 1Bの集

計や lヵ丹の集計を行なっている O 以前は!日タイプ

のパソコン (IB抗-5550)を使用していたが， IBM-

BasicとMultiplanしか組み込まれておらず，デー

タの互換性が全くなかった。このため仔報の入力を

IBM-Basicで行ない，月報には日報の集計結果を人

がMultiplanのスプレッド・シートに入力しなけれ

ばならず，このときのデータ入力ミスには，パソコ

ンで、は対処の方法がなかった。この欠点、を解治する

ことを毘的として， Power MacintoshとMicrosoft

Excel 5.0を導入し，正確性および簡便性の向上を

言十った。

Excelには， m、酷から独特の形式のマクロが組み

込まれていたが，初心者にはあまり鋭いやすい物と

はいえなかった。とくに変数の扱いは独特で，

の文字列を操作するには長大なマクロを書かなくて

はならず，後で読み誼す場合にも大変苦労させられ

た。パージョン5.0から VBAマクロ[1]となり，以

前とは比較にならない{まど楽にプログラミングでき

るようになり，柔軟な読みやすいマクロを作成する

ことができるようになった。このことによって，コ

ンピュータにふれたことがない人でも，予鏑知識な

しで集計業務が行なえるプログラムが作成可能であ

る。パージョン4.0以酪のマクロに断念された方で

も，ほんの少しの努力で集計を程的とするマクロを

作成できると思われるので，その手法を紹介する O

2‘使用・開発環境

〈ノ1ードウェア〉

Power Macintosh 6100/60AV 24MB/250HD/ 

CD(アップルコンピュータ)

17 inch Multiscan Monitor (アップルコン

ピュータ)

LaserWriter Select 350 (アップルコンピュー

タ)

128MB光磁気ディスク RMO-S360(ソニー)

〈ソフトウェア〉

Microsoft Excel 5.0 (マイクロソフト)

1)濁協医科大学越谷病院放射線吉!l. 2)間放射線科〔別原判請求先:千343 埼三玉県越谷市街越谷 2-1-50 溺協医科大学越谷病院放

射線部.yg9k-ngs@asahi-net.or必〕
(原稿受付日 1996年 1月18B 原稿採択B1996年 2丹9B) 
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3. VBAマクロ仕様

a)インプリメント項目

・マウスのみの鰭単入力操作

パソコンを扱ったことのない人でも，簡単に操作

できるということを念頭において VBAマクロを作

成し，すべての操作をマウスによる色分けされたテ

キスト・ボックスのクリックのみとした。

-入力済みデータの削除訂正

人間の行なうことに完壁ということはあり鐸ない

ので，入力ミスは避けられない。一度入力されてし

まったどのデータでも，削除や訂正が簡単に行なえ

るように 1日分のデータを 1枚のワークシート，

lヵ月分を lつのワークブックとして扱った。この

ことによって，入力データの後処理(グラフ化等)が

楽に行なえる[210 

-入力データの保護

一度入力された貴重なデータは，停電やそのほか

の不測の事態が起きても，保護されるようにしなけ

ればならない。過去のデータだけでなく，入力作業

中の停電などでも，直前のデータまで保護されなけ

ればならない。

-撮影診新点数の自動計算

X練検査の撮影診断点数計算は譲雑なものが多い

ので，計算方法を知らない入でもデータを簡単に入

力できるようにした。また 自動計算が無理な X線

検査のために，簡単な電卓機能も盛り込んで、ある。

-入力データのコード化

「胸部単純撮影J，I大角 2枚jのような呂本語表記

のままのデータでは，後に VBAマクロで集計を行

なうときに，大量の文字列操作と条件判断が必要な

ので譲雑になりすぎる。データ・ベースで行なわれ

ているようなコード化をした方が， VBAマクロで

のプログラミングが楽にでき，変更も比較的簡単に

できる。

b)入力項目

.撮影部{立

単純X線撮影12項目 (T1 -T12) 

造影X線撮影19項自 (Z1 -Z19) 

血管造影撮影 7項自 (A1 -A 7) 

CT 7項目 (CT1 -CT 7) 

MRI7項目 (MRI1 -MRI 7) 

骨塩定量検査4項目 (K1 -K 4) 

-単純撮影または造影撮影 (CTおよびMRIのみ)

単純撮影のみ (p)

造影撮影のみ (C)

単純撮影十造影撮影 (P+C)

.撮影護番号

1 -15番撮影護(0 -15) 

.使用フィルム

21種類 (F1 -F15，DUP 1 -DUP 5，SUB) 

• V最影診断点数

以上5項目とした。括弧内はその項目に対応する

コードである。当施設では各検査内容加に色分けさ

れた照射録を使っているので，それぞれの色に合わ

せて，これらを一画屈にすべてテキスト・ボックス

として国定表示しである。これによって入力間違い

がかなり軽減されているようである(図1)。

4.操作

a)入力手順

はじめに撮影部位を選ぶ(マウスでボタンをク

リックする)と，図 1左下にある入力パーにその項

目が表示される(図 2)。このとき，検査内容によっ

ては不変の項自や不用の項目があるので，それも同

時に表示される。単純造影別や撮影室を入力した

後，フィルムサイズを選んで、枚数を入力する。 lつ

の検査で多種のフィルムを使っている場合，フィル

ムサイズと枚数を続けて入力するだけでよいように

なっている。最後に撮影診酷点数を入力するとき，

数値を伺も入力しないで図 1右下にある OKボタン

をクリックすると，自動計算結果が入力パーに表示

される。自動計算が無理な検査内容については，盟

1右下の数字ボタンを使って，四期演算を含む数値

を入力して OKボタンをクリックすると，その計算

結果が入力パーに表示される。これが電車磯能であ

る。このとき，自動計算結果よりも手計算の方が優

先され，自動計算結果の点数を変更(加算)すること

も可能である。
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RC4' .........t最影*若手号

RC5-9...... .使用フィルム枚数

民CI0 ・ ... .撮影診断点数

データ・シート
RICl・・ e・・・・ 2 入力{字数

RC2・・・・・・ "綴彩部位

RC3・・・・ ..単純造影別

臨3

の右上にある日報集計ボタンをクリックすると，先

の生データからその日の集計(日報)を自動計算して

プリント・アウトする。

b)日報の集計

日報集計に泣多くのワークシートや，

ジュールが使われているので，それらの関連盟を示

しておいた(図 4)。

マクロ・モ

すべての項目を入力した時点で入力ボタンをク

リックすると，入力内容を簡単にチェックして，

O五ならば Excel上の別ファイルのデータ・シート

(野付別)に}I顕番に記録されてpく。まだこの時点で

は，集計シートには加算されていない。このデー

タ・シートは生データ扱いされており，データの削

除や許正がいつでも行なえるようになっている(図

3 )。

すべてのデータ入力作業が終了した時点で，罷 1
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入力図面

初期設定等(VBA)

活彩蔀百花王「
官夜蛮沼町
フィルム(VBA)

百蕊評葱百五

デ」世7主力(VBA)

百荷変蒼古玄γ

デ』タ処理(VBA)

日報集計用紙雲監形

〈 マヲ口

図4 日報集計でのワークシート・マクロ関連国

集許したい月のボタンを押してください。

に~C豆Ð 豆ÐC豆互コ
に豆己己豆むに豆D [豆己
[ 9 JHt 巳豆E 己主訂巳豆お

( 終了 } 

臨5 月報メニュー画罰

c)月報の集計

月報の集計は，毎自入力された生データをもとに

1ヵ月分集計するだけなので，伺も入力する項目はな

い。集言十したい丹のテキスト・ボックスをクリックす

るだけで， 1日から318までの生データから月報集計

され，プリントアウトまで自動で行なわれる(函5)。

最後に自報と月報の出力用紙と，日報・月報の出力

用紙を掲載しておくので参考にされたい(国 6-歯

14)。間 1のボタン名とマクロ・モジュール名は，ほ

ぼ関じものを使っているので，どのボタンにどのマク

ロが対応しているかおわかりいただけると思う G 実際

の出力需紙にセル番号は印字されないが，マクロ内で

使っている Cell命令が，どのシートのどのセルを示し

ているのかわかるように付け加えておいた。

5 .結果および問題点

a)結果

入力データをコード化して生データとして保存す

ることによって，後から集計結果をグラフ化した

.. • 12年 12J! 128(向

図6 日報用紙

り，集計内容を細分化することも由自にできる。胸

部単純撮影を併に取れば，一方向撮影と 2方向撮影

の比率を棒グラフにするということなどが簡単にで

きる O 以前のパソコンでこのようなことを行なおう

とすると， Basicによる大規模なプログラムが必要

だった。しかも，他からの要求に柔軟に対応するこ

となど到底無理な話である。

Microsoft Excel 5.0の VBAマクロは，基本が

Basic言語だけに数値解析に護れている。各種の数

鑑計算公式を用いて，定積分計算や微分方程式の結

果をグラフにプロットすることも比較的簡単にでき

るO 現に，放射性同位元素の減衰出隷を Excelでグ

ラフを描いてプリントアウトし，核医学現場で活用

している O

Excelにはマクロの自動記録機能があるので，こ

れを使ってマクロを作成し，モジュールイとしておけ

る。 VBAは構造化言語の一種であるので， C

のようにモジュールを組み合わせて大規模なプログ

ラムを組むことができる。以前のような行番号を

使っていた Basic言語では，プログラマーははじめ

からおわりまでの流れを把握していなければなら

ず，大変苦労させられた。
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図13 月報用紙ーフィルム使用量

議!11室議件数

裕樹e勾!1O.，....吋川相巧lz・
骨剥 Iltl !.a，J ..ttl 1_!tI ... 1・0

図14 f.l報用紙・撮影室別検査件数

Microsoft Excel 5.0の基本的な使い方はスプレッ

ド・シートであるが，使い手次第ではデータ・ベー

スや多変量解析にも応用ができる優れたソフトウェ

アであると考えられる。

b)問題点

どのような物でも開題点がないということなどあ

り得ない。以下に問題点を列記する。

-応答動作速度が遅い。

はじめの内は問題なかったが，慣れてくるにした

がって，マウス・クリック後の応答速度がオペレー

ターの早さに追いつかなくなってしまった。これは

オペレーターが未確認のまま先行入力してしまうこ

とになり，データの入力ミスになりやすい。これを

解決するには，処理スピードの速い機種を導入しな

い限り無理である。

-撮影診断点数の自動計算には一部対応できていな

p。

すべての X線検査について自動計算をするには，

入力項目を追加しなければならない。入力項目が多

くなればそれだけミスも多くなるので，これについ

ては検討中である。今現在は試験的に，追加項吾が

必要な検査のみにダイアログボックスを表示して，

その中から選択入力するようにしている。しかし，

ダイアログボックスを多用してしまうと入力作業が

捜雑になるので，オペレーターの負担が多くなって

しまう。

.cやPascalのような汎用言語ではないので，きめ

細かい処理ができない。

VBAマクロがサポートしている内容以上のこと

は無理なので，いくつかの機能は断念せざるを得

なかった。以前のパソコンでは，キーボードに 3

分以上ふれていない場合，自動的にデータを記録

するように Basicでプログラムを組んであった

が，そのような機能は盛り込めなかった。記録ボ

タンを配置するということで対処せざるを得な

かった。以前の方法では記録し忘れてもハード

ディスクに自動記録されたが，今現在はオペレー

ターが記録ボタンをクリックしない限りハード

ディスクには記録されない。入力ボタンをクリッ

クする度にハードディスクへ記録することもでき

るが，この方法だと入力作業のスピードが犠牲に

なってしまう。

-汎用性がない。

VBAマクロといえどもプログラム言語であるこ

とには変わりない。 VBAマクロが読める人の手に

よって，大幅な手直しをしない限り当施設しか使用

できない。しかし， B常的な処理を行なう限りにお

いては，それほど難しい言語ではないので誰でも比

較的楽に修得できると思われる。

毎日データ入力をしている放射線部の受付の方々

から， I日タイプのパソコンを使って集計業務を行

なっていたときよりも，格段に楽になったと好評で

ある。楽になりついでに，もっと楽をしたいという

要望が幾つかあるので，現在でもパージョン・アッ

プは行なっている。
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文献なお，本稿で取り上げた VBAマクロは， Excel 

のブック形式でのスタートアップキットを作成しで

あります。筆者宛の電子メール (yg9ωngs@asahi-

net.or必)にてご連絡いただければ，添付書類でこの

スタートアップキットを返送させていただきます。

[ 1 ] Microsoft Corporation， Visual Basicユーザーズガイ

ド，マイクロソフト株式会社， 53-181，1994.

[ 2 ] Microsoft Corporation，ユーザーズガイド，マイクロソ

フト株式会社， 277-384， 1994. 
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Abstract 

The authors utilize of a Power Macintosh to make VBA-Visual Basic for applications in Microsoft Exce15.0. 

These are used to simplify calculation and to itemize our Department of Radiology' s inspection data. The system 

enables the automatic compiling of daily and monthly data through input of X-ray records， thereby improving 

accuracy and simplifying operations. 
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大泉太郎 1) 大平貴之1)小林正人1)戸谷重雄1)

{要約}医樺'構報のデジタjレ化による保存の認可や電子カルテの研究， DICOMなどの医療2博報

の規格の統一化可情報EE縮技術の進歩により，患者の病歴ゃうボデーター画像情報をコンピュ

タで扱うことが多くなってきた。今後寄霊境施設内や施設問，そしてネットワーク同士を結ぶイ

ンタ…ネットなど，ネットワ…クの整備に停い宅一般の医療施設でも，それらのさまざまな医療

靖報を患者別あるいは疾患別に統合し，ネットワーク上で扱うようになるであろう。そこで宅手

術や検査のビヂオなどの動画から音声，静止画像，文字2擢報まで多様な臨擁t靖報を効率よく活用

するために，一般のパーソナルコンビュータでも使用可能な宅データが毘やすく，操作性のよい

ネットワーク・マルチメディア・データベースが必要になってくる O

しかし，今までのパーソナルコンビュータ用のヂータベースは宅扱えるメディアが眼られてい

たり宅視覚性や操作性が十分ではないものも多く晃られた。

そこで今自われわれは，将来の産療用ネットワーク・マルチメディア・データベースに向け

て宅手日用者にとって操作性が高く司データがわかりやすく表示することに重点を置いたパーゾナ

ルコンビュータ用のマルチメディア・ヂータベースを作成し宅医療現場で使期したので報告す

るO

[キーワード]マルチメディア，データベース，ネットワーク宅医療ヂ…タ

1 .はむめに トワーク上でのすべてのメディアやフォーマットの

医療分野で扱われるデータの種類は多数あり，

数々のメディアやフォーマットが存夜する。患者の

名前や病名・検査所克などのテキストデータ，身

長・体重・年齢やラボデータなどの数髄データ，

XPや CT，MRI， SPECT，街中写莫，病理写真な

どの静止暦像データ，lUl管造影やエコー，討す中ビデ

オなどの動闘データ，心音や患者の声などの

データなどがあげられる。これらすべての患者の法

療情報は，その医療施設内のネットワークで管理さ

れるとともに，専門性の強い疾患についての専門施

設への依頼の際など，患者情報のプライパシーなど

を保護した上で，施設問のネットワーク上でも，

データを扱えるようにすべきである。そして，ネッ

医療情報が，ピジュアライズされて容易に検索・参

照できるようなネットワーク・マルチメディア・

データベースで運用され，データを十分に活用した

治療や研究を行なうことが望まれる。

しかし，現在の医療用ネットワーク・マルチメ

ディア・データベースでの間F噂点、としては，以下が

あげられる。

1)毘療機器や閣によって，データのメディアや

フォーマットが異なり，その統合がなされていない。

2 )データがアナログであったり，盟療機器から

コンピュータへのデータの転送が困難なことが多い。

3 )大量のデータを処理する高速で大容量のコン

ピュータと，その情報を高速で{云達するネットワー

クシステムが一般の医療施設で、は整っていなl)0 

1 )慶磨、義主主大学医学部脳神経外科目服IJり議求先:〒160 東京都新宿区信濃町35番地 媛臆義塾大学医学部脳神経外科 大泉太郎，

ichitaro@bekkoa悶 .or.jp)
(原稿受付日 1995年10丹12日 原稿採択日 1996年 2月7日)
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4 )ネットワーク上のパーソナルコンピュータで

も使用可能な，データがわかりやすく操作が容易な

マルチメディア・データベースなどのソフトウェア

が充実していない。

このような問題点があり，実際にネットワーク・

マルチメディア・データベースを構築し運用して

いる施設は少ない。しかし，医療画像のデジタル

保存の認可や電子カルテの研究など，日本でも最

近になって医療情報のデジタル化が進められてお

り，ひICOM(Digital Image Communication for 

Medicine)などの盟際的な毘療情報のフォーマッ

トの確立，塁療機器やコンピュータの LAN

(Local Area Network)やインターネットなどの

ネットワークの充実などにより，近い将来，デジ

タル化された医療情報がネットワーク上で簡単に

アクセスできるようになると思われる。また，そ

れらの貴重なデータをもとに，治療や研究用，医

師の卒後教育用，医療教育賠などの専用のネット

ワーク・マルチメディア・データベースの作成も

行なわれてくるであろう。

そこで今回，医療機器とコンビュータ，それらの

ネットワークなどのハードウェアや，それらを操作

するソフトウェアなどが一般の医療施設では十分に

整っていない現状で，将来の誌療用ネットワーク・

データベースに向けて，操作性が高く，データが見

やすい医療用マルチメディア・データベースを作成

し医療現場で使用したので報告する。

2.方 法

以下に本研究で用いた使用機器を示した。

〈ノ1ードウェア〉

ALLERGRO (ISG) 

Power Macintosh 8100 (アップルコンヒ。ュータ)

Macintosh Quadora 840 A V (アップルコン

ビュータ)

Macintosh LC 575 (アッフ。jレコンピュータ)

Macintosh Power Book 180 c (アップルコン

ピュータ)

Video Vision Studio 2.0 (Radius) 

Quick Take 150 (アップルコンビュータ)

JX -330 M (シャープ)

〈ソフトウェア〉

Macromedia Action ! (Macromedia) 

Adobe Photoshop (アドビシステムズジャパン)

Adobe Prerniere (アドビシステムズジャパン)

Adobe SoundEdit Pro (アドピシステムズジャ

パン)

Microsoft Excel (マイクロソフト)

MacReader plus (メディアドライブ)

HYPER MATERIAL Vol. 1 (EDing) 

まず Macintoshへのデータの取り込みを行なっ

た。 XP，CT， MRI， MRA，脳血管遺影などの画像

データで可能なものは，データの保存されている

ワークステーションと Ethernetによる LANを構成

する MacintoshQuadra 840 A Vょにデジタルのまま

データを読み込み，一部のデータは ALLERGROを

使用して，データのミ三次元処理を行なった。それ以

外のデータは，スキャナで Macintoshに取り込ん

だ。

街中写真， SPECT，脳波などのカラー画像データ

のうち，術中写真の一部はデジタルカメラである

Quick Take 150で撮影し，爾像をデジタルのまま

Macintoshに転送した。それ以外の画像は，スキャ

ナで Macintoshに取り込んだ。

取り込んだ画像データは必要に応じて，

Photoshopでトリミング，サイズ変更などの編集を

行なった。

脳血管遺影や手術などの動画データは， Premiere 

にVideoVision Studioを使って取り込み，縄集を行

なった。

解説の音声などの音声データはマイクから入力

し， SoundEdit Proで編集を行なった。

患者の個人靖報，病歴，ラボデータなどの数値・テ

キストデータの中で可能なものは， OCR (Optical 

Character Recognization)ソフトウェアで、ある

MacReader plusに取り込み，数値・テキストデー

タとして認識させた。それ以外はキーボードから

入力した。数値データの一部は Excelなどに取り

込み，グラフ化などのビジュアライゼーションを

行なった。

以上のようにして， Macintoshに入力，編集した

データを Macintosh上の ACTION!に叡り込み，背

景を設定し，データやボタンを配置した各場面を作
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図2 Glioma症例

成し，場面聞の構成を行ない，マルチメディア ・

データベースを作成した。

乙のマルチメディア ・データベースは，以前報告

したマjレチメデ、ィア ・インフォームドコンセント

[1]に使用するマルチメディアソフトウェアの素

材の管理から学生・医療従事者の教育にも活用し

ている。

3 .マルチメディア・データベースについて

データベースはマウスやトラックボールだけで操

作可能で、，詳しく知りたいデータや矢印をクリック

すると画面が進む。また 見たいムービー画面をク

リックするとム ービーが始まり，案内ボタンをク

リックすると音声を聞いたり病歴・ラボデータを見

ることも可能で、ある。

最初のメ ニュー画面では，脳神経外科の代表的な

疾患が CTやMRIなどの画像で表示される(図1)。

27 

図 3 術前 CTとMRI噌手術ビデオ

図 4 MRIの拡大画像

詳しく知りたいデータ画像をクリックすると画面

が進む。たとえば，神経腹腫 (Glioma)症例につい

て見てみると，データベースに登録されている

Glioma 7症例が提示される(図 2)。

画面の左上の左側頭葉下部の星状神経腹細胞腫

(Astrocytoma) Gr 2の症例について見てみると，中

央と左側に術前の CTとM悶の画像が表示され(図

3 ) ，クリックするとそれぞれの拡大画像が表示さ

れる(図 4)。また，中央下部の四角いボタンをク

リックすると病歴などのデータが表示される(図

5 )。左下の中が白色の四角いボタンをクリックす

ると，音声での説明を聞くことができる。右側には

手術画像が表示され，クリックするとビデオが始ま

る。

右上の矢印 をクリックすると脳血管造影と

MRA，術後の CTの画面になり，右側の脳血管画

像をクリックするとそのビデオが見られる(図6)。

次に転移性脳腫痕症例について見てみる(図7)。
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図 5 病歴など

図6 脳血管造影の画像とビデオ， MRA，術後CT

図7 転移性脳腫蕩症例

中央の涙腺腫蕩転移例を選択すると，左側に CTと

MRIの画像が表示され，右側には手術画像が表示

される(図 8)。これも同様にクリックするとビデオ

が始まり，上の画面では脳室鏡用のエコーでとらえ

た嚢胞内の様子を見ることができる。下の画面は脳
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図8 術前MRIと術後 CT，内視鏡ビデオ画像

図9 三者負荷テストのグラフ

室鏡で見た嚢胞内の様子で，嚢胞壁を鉛子で破ると

ころが見られる。

また，下垂体腺腫例などでは，下垂体ホルモン三

者負荷テストなどの結果をグラフで見ることができ

(図 9) ，症例によっては ALLERGROで作成した

三次元画像(図10，11)や病理所見(図12)を見る こ

とができる。

4.結果

このデータベースは， 医師や医療従事者，一般の

方に使用してもらったが，非常に操作が簡単で，

データが見やすいという声が多かった。このような

医療用マルチメディア・データベースは，医師や医

療従事者の医療データの管理や活用，医療教育，患

者や家族への医療情報のプレゼンテーションに有効

であると思われた。
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図10 骨腫蕩の三次元画像

5.今後の課題

この医療用データベースは操作性や視覚性に優れ

ている一方，以下のような問題点が残った。

①医療機器のデータをパーソナルコンピューター

へ転送する作業のほとんどがマニュアルで，入力に

手間と時間がかかる。

②ほとんどのデータをデータベースに取り込む形

式になっており，データが多くなるとデータベース

自体の容量が大きくなり処理も遅くなる。

③データの編集や配置もマニュアルで行なわなけ

ればならない。

④データの検索性が低い。

①データの取り出しが難しい。

①に関しては CTや MRIなどのフィルムをス

キャナで読み込む場合，せっかくのデジタル情報を

アナログと して読み込むことになり，情報の劣化も

大きな問題となる。乙れらは主に医療機器自体と，

コンピュータへの情報転送システムの問題である。

今後の医療機器データのデジタル化，データフォー

マットの国際的統一，医療情報機器と コンビュータ

のネッ トワークとその情報転送能力の向上により改

善されてくるであろう 。

②，③，④，⑤は，主にソ フト ウェアの問題であ

る。②に関しては，データをデータベースに取り込

む形式ではなく，データはネットワークごとに独立

して管理し， デー タベースから検索 ・表示する際，

デー タとアク セスする分散協調型シス テムの方が

ネットワークごとの負担は軽くなり，望ましいであ

ろう 。また， デー タがデータベースと独立していれ

図11 髄膜腫の三次元画像

図12 病理所見

ば，データの取り出しも容易で、ある。必要に応じて

データとアクセスし，データの自動編集 ・配置を行

ない，多様な検索と高速な処理が可能で、，データの

取り出しが容易なデータベースは，パーソナルコン

ビュータレベルでも C++などの開発用言語でプロ

グラムを作成すれば，現段階でもある程度は可能で、

あると思われる。

現在，われわれの施設では，関連病院を結ぶパー

ソナルコンピュータベースのインターネッ ト上での

脳神経外科疾患に関するネットワ ーク ・マルチメ

ディア ・データベースの開発を行なっているが，以

上の問題点を十分ふまえた上で，操作性と視覚性の

優れたデータベースの作成を続けていきたい。

6.医療分野のデータベースの現状と将来

現在，医療分野でのデータベースとしては，

1) Hyper Cardを使用した患者管理用データベー
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ス[2 ] 

2 )スキャナによるデータの高速化入力を活用し

た家庭医学教育用データベース[3 ] 

3 )病理学や学生教育，図書舘用のマルチメディ

ア・データベース [4-6] 

4 )施設内のネットワーク上での放射線科用デー

タベース[7， 8] 

5 )スーパーコンピュータを含むワークステー

ションベースの画後データベース[9 ] 

6 )医療用 3Dデータベース [10]

7)アメリカの NationalCancer Data Baseのよう

な，臣大データのデータベース [11-13]

8 ) The Visible Human Projectのような人間の三

次元完全解剖図のデータベース [14]

など，パーソナルコンピュータベースのものか

ら，接数のスーパーコンピュータをネットワーク上

で使用するものまで，医療施設の設備に応じさまざ

まな形で研究や治療・教育に活用されている。

しかし，患者のすべての医按データを統合した

データベースは少なく，視覚性がよく操作が鮪単な

医療用データベースはほとんど見られない。その原

因としては，以下の点、があげられる。

1)陸療データの国際的なフォーマットが完全に

は確立されていない。

2 )毘療機器のデジタル化やコンピュータへの情

報転送が確立されていないことが多t) 0 

3 )コンピュータ同士を結ぶ高速なネットワーク

が充実していない事が多い。

4 )種々の大量な医療データを処理し，わかりや

すく提示するソフトウェアが充実していない。

しかし，それらの問題は少しずつではあるが解決

されつつある。

まず，毘療データのフォーマットやデジタル化に

関しては，アメリカの ACR(American College of 

Radiology :米田放射線学会)と NEMA(National 

日ectricalManufacturers Association :アメリカ電気

産業会)の制定した，医療画像に関する画像誌送規

格である ACR-NEMA version 1を前身とした，

DICOMが最近注自されている。 DICOMはネット

ワークを強く意識した規格であり，業界の標準とも

いえ，インターネットでも感んに使用されている

ネットワーク・プロトコルである TCP/IPを採用し

ている。記憶メディアについては，メディアにこだ

わらなt)0 対象となる酒像はすべての医療賠画像で

あり，圧縮厨{象も当然受け入れている O 現状では圧

縮なしに岡像を実務レベルで運隠することは不可能

に近いからである。 DICOMではすべての画像が対

象となり， PACS (Picture Archi ving and 

Communication System)では実現できなかった，

トータルな画像管理が可能となる。このことは HIS

(Hospital Information System :病院情報システム)や

地域医療ネットワーク，さらにはインターネットに

よるグローパルネットワークの中で，画像ファイリ

ングシステムが可能となることを示している O ま

た，遠隔医療を実現させるためのパックボーンとな

り得ることも示唆されている。日本の MEDIS-DC

(医療倍報システム開発センター)が IS& C (Image 

Save and Carry)をベースにし，また歌州の CEN

(Comit e Europ een de Cordination des Normes:ヨー

ロッパ標準語会)も独自の規格から，この規格への

歩み寄り進めている [15]0 

医療情報のデジタルイヒと標準化が進む一方，文字

や音声，静止画{象，動画と情報のソースが多様にな

るにつれ，デジタル化したときの情報震が指数関数

的に増加している。このような毘療犠報の量の増大

に倖い，医療分野でも画像圧縮技術の導入が進んで

きた。

自本の IS&C委員会では，医療画橡の X総画像

やCT，MRI，内視鏡などの多値静止画像に関して

は，国捺規格として知られている可逆圧縮である

JPEG Ooint Photographic coding Expert Group) part 

1 ，電子カルテ対応の 2値静止画像に関しては

JBIG Ooint Bi -level Image Expert Group)が採丹1さ

れる克込みである。これらの圧縮技術によって，オ

リジナルのデータを1/2から1/4の情報量に庄縮する

ことが可能となる O

また，動割に関しては，国際規格である MPEG

(Moving Picture Experts Group)が採用される可能性

が強い。医療情報の電子保存の認可により，今後こ

れらの標準化された互換性のある高速・高性能な庄

縮技術の普及は，さらに加速すると忠われる [16]。

わが国の医療揺像の電子保容に関しては，

1 )保容される画像が使用機種による依存なく，

劣化のない再現性

2 )プライパシーの保護や改ざん防止を目的とし

た安全性
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3 )各種の医療鵠報システムが取り扱う保険・援

療情報の共有化を自的とした共通利用'性

この 3点を確保することを原鼎に，平成6年に厚

生省から通達が出され平成7年10丹には証紙の発

行が開始された。そして，本年度中には証紙の貼ら

れた電子保存システムの販売が開始されると思われ

る[17]0 

また，歪療・保険情報をデジタル化し， ICカード

に保存して活用する実験も進められている。 ICカー

ドとは，クレジットカードなどのプラスッチクカー

ドに 1cm2程度の大きさの ICチップを理め込んだも

のであり，このチップは512bytes -8 kB程度の記

憶容量をもっている。 CPU付きのものもあり，特徴

としては以下があげられる。

1)コンパクトで高度な情報を有することができ

る。

2) CPむを過してデータの管理が行なわれ，セ

キュリティーが高い。

3 )データ交換に標準化された通信手段を用いる

ことがで、きる O

今までに，兵藤県淡路島の五色町や姫路市で保

検・法療カードとしてのフィールド実験が行なわ

れ，平成7年 4月からは議本県八千代市において，

保険誌の機能を有する ICカードシステムの実験も

開始されている。問題点として，靖報のフォーマッ

トが地域で異なることがあげられ， ICカードの標準

化を目的として， CAM (Content Access Manager) 

という共通規格の導入が進められている [18]0 

一方，カルテの電子保存，いわゆる“電子カルテ"

についても医療 犠 報 シ ス テ ム 開 発 セ ンター

(MEDISωDC)を中心に，その標準化や規格化，

際の運用に関しての研究が始まっている。

今後，保険・医療・福祉分野の情報化を推進する

ためには，医療商鎮の電子保存や，保険・医療 IC

カードシステム，カルテの電子保存など，情報の電

子化に関する総合的な統合化も必、要であろう。これ

ら法療情報の電子保存に関する標準化や規格化が進

められれば，医療機器のデジタルイとやコンピュータ

とのJ捷報転送のネットワークも進められると思われ

る。

次に，医療情報に関するネットワークについて考

えてみる。医療賠ネットワークとしては情報インフ

ラの整備やネットワークシステムの違いに応じて，

説内ネットワークや施設揖ネットワーク，国際的歪

療ネットワークなどがある。

続内ネットワークの非常に進んだシステムとして

は，前述の器立ガンセンターのような 3台のスー

ノfーコンピュータや120台のワークステーション，

90台のパーソナルコンビュータを院内高速LANで

接続したシステムがあげられる。そのネットワー

ク・システムは DNAデータベース，アミノ駿配列

データベースなどの遺缶子解析システムや，患者の

診療情報を大量に蓄讃し人工知能を利用して治療支

援を行なう AIエキスパート・コンサルテーショ

ン・システム，最新癌J措報を公開する学術情報シス

テム，種々の底療用商{象の画像姑理しデーターベー

スとした診断治療支援システムなどさまざまな目的

に利用されている。画操データベースは， CTや

MRI， RI，超音波，内視鏡，病理画像，フィルム

デジタイザ画像に対応した DICOM3準拠の統一

フォーマットを採用し， GUI (Graphic User 

Interface)を持ち，画像の三次元処理や HMD(Head 

Mounted Display)とデータグロープ?をf吏った VR

(Virtual Reality)での情報提示も可能な非常に高度

なものである。

施設問のネットワークの一例としては，青森i県内

脳神経外科施設で行なわれている CT闘像電話電送

システムがあげられる。これは CTのフィルムを

TVカメラで撮影し，電話回線で電送する方式であ

り， X纏写真，心議図や検査情報などの情報も電送

可能である。脳神経外科の専門壁のいない地域の医

療に効果的ではあるが，データを転送する際，情報

の劣化は避けられない [19L

問際的ネットワークであるインターネットを使っ

た医療データベースとしては， 1，000枚を超える画像

を公開している“ RadiologyTeaching File " (http:// 

www.抑制net.or.jp/path/jrs/)や，病理アトラス，電子

教科書，化学療法集やオンライン症例報告を集めた

“Pathy WWW " (http://www.med.nagoya-u.ac.jp/ 

pathy /pathy.html， http;//www.fujita-hu.ac.jp/pathy/ 

pathy.html)などの公開が日本でも始まっている

[20]。

インターネットでの分散協謂型ネットワークを使

えば，処理能力の低いサーバーに置いた倍報でも，

インターネット上のほかのサーバーの情報と自由に

リンクできる。よって大量のd捷報を集中的に蓄積す
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る必要はなく，必要なら他の組織の関連情報にリン

クすれば情報を得ることができ，全体としては膨大

な靖報が錦々の組織にとっては椙対的に少ない労力

で提供でき，重援が省ける。

しかし，一般の電話回総ベースでは，回線が混ん

でいると cτや MRIなどの爾後を l枚見るだけで

も10分近くかかることもあり，今後さらなるイン

ターネットによる医療ネットワークの普及には情報

インフラによるネットワークの高速化が必要であろ

つ。

医療情報のデジタル化・ネットワーク化が進む一

方で，患者情報の安全管理の問題も起こってくる O

外部のネットワークから院内ネットワークの患者の

診療情報などを守る fire wallや， DES (Data 

Encryption Standard 標準暗号方式)や FEAL(Fast 

Data Encipherment Algorithm 高速データ暗号方

式)など，重療情報の暗号・認証のセキュリティー

機能も重要になっている。

今後，光ファイパーを使用した B -ISDN 

(Broadband Integrated Services Digital Netwo比:広

帯域統合サービス・デジタル通信網)の配舗などの

光通信技能や， A TM  (Asynchronous Transfer 

Mode 非同期転送モード)技術による高速・広帯域

なネットワークが進み，ますます医療情報のネット

ワーク化，データベース化が進むと忠、われる。今後

ハードやネットワークの充実とともに，患者の貴重

な罷療情報を治療や研究に有効に活用するため，操

作性・視覚性のよいデータベースやその周辺のソフ

トウェアの充実が望まれる。

典型的な症例から世界的にも貴重な症例まで，

ネットワーク・マルチメディア・データベースに残

して活用することは，次世代への貴重な資産として

毘療の向上に大きく寄与することであろう。
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In Search of a Network Multimedia Database 
An example of multimedia database for medical use featuring excellent operability 

and visual comprehension. 

Taro Oizum 1)， Takayuki Ohira 1)， Masato Kobayashi 1)， Shigeo Toya 1) 

Department of Neurosurgery， Keio University， School of Medicine 

Abstract 

An increasing amount of medical information， including medical records， laboratory data， radiographic 

information， etc.， is now being handled by computers. It is attributed to authorization for digitalized storage of 

medical information ; application of electronic medical records ; unification of standards for・medicalinformation 

such as DICOM ; and the rapid progress of the Intemet， which links many medical facilities and networks. In the 

near future， community hospitals will use such various classified and integrated medical information on the Intemet. 

It follows that a network multimedia database which is accessible by online -personal computer users and features 

excellent operability and visual comprehensibility will become necessary in order to utilize effectively a variety of 

medical information ranging from motion pictures of operation procedures to verbal/written information. Ongoing 

databases， however， are limited in their capability. They need a workstation for processing large amounts of 

information， and have such shortcomings as a limited variety of media for personal computers， and frequently are 

deficient in operability and visual comprehensibility. 

Here， the authors report on the newly designed Multimedia Database for personal computer， intended to be 

easy to handle and understand for its users， and featuring a medical network multimedia database which will be 

accessible to personal computers in the future. 

Keywords: multimedia， database， network， medical data 
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医用料膏による皮膚色再現と

パソコンの応用

内田彰子1)中山凱夫1)

{キーワード}

皮膚色素性挟患宅モザイク東日

青，皮膚急再現可シミュレー

ション宅 jl!U急句酒{象ヂータ

ベース

近年われわれは，アザー癒痕宅色素沈着などの皮膚色葉性疾患に

対仏色を刺入しで疾患色をカモフラージ、ュする方法「モザイク刺

青Jtこ注目しー潤色計による客観的評価などの実験を重ねてきた。

モザイク刺青法で臨床Jit用上最も重要になるのは，再現皮j欝色の

予測である。しかし宅原材料の色調帯性質，刺入深度，部位，経

詩的変化，罵閤の皮膚色など多冨的な要素がからみ宅色予j魁を器

難なものにしている。われわれは， Skin Color Management 

Systemとして弓その皮膚色再現ソフトウェアをいずれ理論的に構

築したいと考えている O 今回は，色彩計画で…助になるであろう

コンピュータ画像データベースを試作したので報告する。

1 .はじめに

血管腫(赤アザ)，擁痕(傷跡)，色素沈着(シ

ミ)，母:現(ホクロ)などの皮藤色素性疾患に，いわ

ゆるイレズミをしてカモフラージュする治療を医用

刺青と呼ぶ。古くは1930年代より，尋常性白斑[1 ] 

や植茂片[2]，赤アザ[3 ]への応用が報告されてい

る。しかし， 1960年代には正常皮膚色をイレズミで

再現することは困難との結論が下された。その後は

切訟と植皮，最近ではレーザーにより告を抜き取る

治療法が主流になっている O 実際のところ，レー

ザ一機器が高鍋である点，頻患の治療を要する点，

照射部位や疾患の種類によっては色が抜けない点，

また照射後色素沈着・を2素税失を起こすことがある

点など，問題も多い。

われわれ註，今一度， 30年前に消えた医用刺青の

発想をよみがえらせ，再検討したい。もちろん異物

を注入するのであるから，できるだけその量は少な

い方がよいが，面積比25-50%の網点でを2素を刺入

し 1m離れて対挫したとき疾患色が隠薮されこと

を目標に置いた。この方法(以後モザイク刺青と呼ぶ)

で臨床応用上最も重要になるのは，再現皮騎色の予測

である。 Seuratに代表される点描爵(図1)を拡大する

と不適切な告の組み合わせであることに驚かされる

(図2L京日青に陪いる顔料の色を選択するため，当

初，透明板にシルクスクリーン印躍した各色メッシュ

を作り，患部に当ててみる簡易シミュレーションを行

なったO 現在は，コンピュータのモニタ上で行なって

いる。しかしながら実際は，原材料の色調，性質，刺

入深度，部位，経時的変化，居間の皮膚色など多面的

な要素がからみ，正鵠な色予測は国難である。

われわれは，いず、れち彩学的，光学的理論にもと

づいた SkinColor Management Systemを構築する

ことを目指しているが，現時点ではすべてのデータ

を画像データベースに保管することにより，今後の

を2彩計画の一助にしたいと考えている。

2 .対象と方法

邑素性皮藤疾患に pigmentinjectionする医捺用車日

青器として，米器製MicroEnhancer (函 3)および台

湾製電動紋属機(図的を黒いた。針径が異なり，京日

1)筑波大学臨床医学系形成外科目明杓諮求先:守305 茨城県つくば市天王台 1-1… l 筑波大学臨床医学系形成外科 内田彩子，

auchida@md.tsukuba.ac.jp) 
(原稿受付B1996年・1月16日 原稿採択肢 1996年 2丹20日)
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図 SeuratのPoseusede face (1886一
87)の点描画

図 2 顔面部拡大

モザイク状に青や茶， ピンクなどの点が集まって

いる。

入深度も遣うため，疾患部位により使い分けてい

る。臨床症例を 1例供覧した(図 5，図 6)。また，

図 7には，各種データを測定，入力，シミュレー

ション，保存するシステムを示した。

1 )画像入力

疾患部とその周囲の皮膚を含めるような構図で，

デジタルカードカメラ (DS-505，FUJIX)にて撮影

した 。撮影面の一部に色補正用のカラーシール

図3 モザイク刺青に使用する器機

米国製 MicroEnhancer，顔料は36種類あ

る。

図4 台湾製の電動紋眉機一彩芸

針が細くデリケートに刺青できるが，柔かい部分

にしか刺入できない。

(CASMATCH，協和時計工業社)を写し込み，後で

画像編集ソフトウェアにて補正した(図 8)。

2 )シミュレーション

画像編集ソフトウェア (AdobePhotoshop 3.0J，ア

ドビシステムズジャパン)にてモザイ ク刺青のシ

ミュレーションを行ない，最適な施術法(色，深

度，面積比)を予測する 。メッシュのレイヤーパ

ターンを作り，各色のレイヤ一重ね合わせを行なっ

た(図 9)。
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図 5 臨床症例

以前，自分で眉に入れ墨をしたという 。同部切除

すると眉毛がなくなってしまう 。色素が深部にあ

るため，レーザーでも色を抜き取ることは困難で、

ある。

図6 モザイク状の重複刺青後

図 7 Skin Color Management System構成

.デジタルカードカメラ (DS-505，FUJIX) 

.カードリーダー

圃PCカード

-分光ìR~色計 CM-2022 (MINOLTA) 

• Power Macintosh 7100/66A V (アップルコンピュータ)

図 8 色補正 (AdobePhotoshop) 

図 9 シミュレーション (AdobePhotoshop) 

3 )皮膚色測色

皮膚色の客観的評価法はさまざまあるが[4 ]，疾

患部色，周囲皮膚色を分光測色計 (CM-2022，

MINOLTA)で直接計測した。これを色管理ソフト

ウェア(調色専科 HANfor Macintosh，日清紡)にて

コンビュータへ入力(図10-15)した。数値データ

だけではなく，正常(周囲)皮膚色にどの程度近似し

たか，グラフなどで多角的にとらえることができ

る。

以上のデータと，術後臨床所見(術直後，術後

1ヵ月の皮膚の画像および測色値)を一目で比較で

きるような画像データベースとして構築した。画像

データベース用ソフトウェアの選択基準は，画像入

力や検索の容易さではなく，データの 2次的利用

(シミュレーションソフトウェア作成のための基礎

データ収集，他のソフトウェア上での再利用)， 

ネットワーク上での利用を目的としたデータ管理に

重点をおいた[5 ]。独自のレイアウトを組め，後に



38 Japanese Jourηal ofComputer Science Vol.3， No.1， 1996 

Repαft 

口重王豆コ
186も

l I I I ! i : I 
li  i iiiJi  

! I I I : I I i 

1 1 

g 

: i I I 1I i 1 1%1ワエ
E 止 寸 Z F EJ'i J 

|三と心←
i jこ斗4

400 

日1

明

増

3

8
 

4

2
 

骨

8
骨

7

成

時

宥

膏

全体

色韮
DE 8.'13 

基準:翼揖
比軒:点棺

700 

71.3%濃

「~fJ 1 
lNo:l Akikol 

・回罰.
|No:4 UATighA 

仁豆コ

匿亘E
直豆呂

図10 反射率グラフ(調色専科)

~豆Eコ
百長

5.0 

5.0 

，m 
b2*; 51.32 

7.2喝
15.61 

t
h
 

曾 -8.38 I仁璽コ

直亙呂

直豆日

図11 L*a*b* 2 Dグラフ(調色専科)

0
3
7
 

7
3
4
 

9
6
5
 

5

1

 

菖

Z

Z

1
1
1
 

*

$

$

 

L
o
b
 

~豆Ð
DL普(+ 5.0) 

'A 

L*2= 51.32 
日2= 7.21 膏
b本2"'15.61 

D.祷

赤

(-11 t;.0) 

8
2
4
 

3
9
1
 

8
0
0
 

・z
z

L
o
b
 

o
o
o
 OE .. 8.13 

Db'‘ 

「三玄1
lNo:1 Akikol 

・lIrI・-lN欧4仏A.TighA

亡Eコ仁亘己

匿~

直歪司

図12 L*a*b* 3 Dグラフ(調色専科)

機能アップや変更も可能なソフトウェアということ

になり， 4thDimension (ACI宇土)を用いることにし

た。また最近， FUJIXで開発された画像データベー

スソフトウェア IMAGETOWERでは，デジタル

カードカメラからの精細画像取り込みが簡便である

利点、から，このソフトウェアでも同時にデータを保

存していく方針である。

3 .まとめ

1 ) pigment injectionの術前・術後の肉眼的および、

光学的データを収集・分析することで，将来 Skin
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Color Management System構築の一助になることが

期待される。 しかし，症例を選択しなければな らな

いなど，臨床的にデータ収集に時間がかかることが

問題である。解析に用いるデー タベースと して， 現

在，光学的な皮膚モデルを作成し実験していくこと

を検討している。

2 )画像ファイルの公開・ネットワーク化によ

り，今後，モザイク刺青を試す医療機関にモデルを

提供したり，情報交換できるであろう 。

なお，本研究は文部省科学研究費補助金(一般研

究 C-06808089)を受けて行なわれた。
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Skin color management by mosaic tattooing 
and practical application of computer 

Akiko Uchida 1)， Yoshio Nakayama 1) 

1) Department of Plastic and Reconstructive Surgeη， lnstitute of Clinical Medicine， Universiり)ofTsukubα 

Abstract 

The authors considered the problem of how to determine the color of pigment when trying to camouflage 

pigmented skin lesions by tattooing over them. At first， we attempted to put the colored mesh of a silk screen over 

the skin as a simple simulation. Unfortunately， however， it proved difficult to predict the skin color reappearance， 

due to the variety of factors， such as tone， ingredients， depth of insertion， area of treatment， change in the duration， 

and color of the surrounding area. We collected a variety of data to assist in analyzing， for the pu中oseof making a 

special program in the future that we will call the “Color Skin Management System". 

This presentation concerns such aspects as the storage of original images and clinical changes during the time ; 

how to measure the optical data ; and how to simulate the postoperative color. Images， including pre幽 opand post帽

op (one month) were recorded in real time using a digital card camera (DSる05，Fujix) ， together with a color帽

matching sticker (CASMATCH， Kyowa Tokei). At the same time， we measured skin color using a spectra 

colorimeter (CM -2022， Minolta) and compared 出iswith the normal color. Mosaic tattooing is simulated by image 

processing software (Adobe Photoshop3.0 J) to help us predict the best combination of pigment/rate/ depth. All 

data was stored using 4th Dimension and Image Tower， new software used for image databases. 

Keywords: pigmented skin lesion， mosaic tattooing， color simulation， optical measurement， image database 
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コンピュ…タネットワーク，

郵送アンケ…ト調査，大学医

罵

自 自色

大学医局におけるコンビュータネット

ワークの整備@活用状況に関する検討

一全国大学医局長アンケートの分析結果

をもとにー

池田俊也1)

医学・医療の分野ではコンピュ…タ通信環境の整備が未だ不十分

であるといわれているが，その利男実態は今までほとんど明らか

にされていない。そこで今回は，株式会社自本医纏情報センタ…

の実施したアンケ…ト調査の結果をもとに唱わが国の大学亙馬に

おけるコンビュータ通信の活用状況の現状把握を行ない，今後の

課題について検討した。アンケートの有効匡答数は399通のうち，

f何らかのネットワークjが整備されていると回答したものは全

体の76.9%であった。国・公・私立の院では唱国立・公立・私立

の111震に各通告設備の整備が進んで、いたO 今屈の調査により，大学

草学部医局におけるコンピュータ・ネットワーク環境は十分整備

されていないことが判明し，特に私立大学においては， Internet 

への接続がわず刀'36.2%であることなど環境整備がきわめて遅れ

ていた。活用度および必要度の特に高かった文献検索，蔵書検

索，電子メールなどは医学研究において必撰と思われるため，特

に環境整備の遅れている私立大学芸医学部において今後情報化が推

進されることが切に望まれる。

Internetに代表されるコンビュータネットワーク

は，わが国においてもここ数年のうちに急速に普及

しており，マスコミ報道や広告の影響もあって，わ

れわれにとってごく身近なものと感じられるまでに

ンターの実施したアンケート議査[1 ]の結果をもと

に，わが国の大学法罵におけるコンピュータ通信の

活用状況の現状把握を行ない，今後の課題について

検討することを目的とした。

ている。しかし，もともとコンビュータ導入の

遅れが指摘されている毘学・医療の分野では，コン

ピュータ通信環境の整舗がいまだ不十分で、あるとい

われており，コンピュータ通告を利用した診療や臨

床研究も十分に行なわれていないとの声も賠かれ

る。しかし，畏学・罷療の現場におけるコンピュー

タ通信の利用実態は，今までほとんど明らかにされ

ていない。そこで今回は，株式会社日本塁、療情報セ

方法

株式会社日本塁療情報センターの実施した「全国

大学院濁長アンケート '95J[1]の回答結果をもと

に，独自に再分析を行なった。本アンケートは，全

国80の医科大学病院の医局長2，514人を対象として，

平成 7年 9月にアンケートの郵送を行ない，関年10

丹末日までに返送されたものを有効とした。アン

ケートのテーマはf罷局におけるコンビュータネッ

1)慶熔義塾大学医学部病院管理学教言言明日蹴り議求先干160 東京都新宿毘信濃町35番地 産量熔義塾大学医学部病院管理学教室，

shunya@st.rim.orお〕
(原稿受付日 1996年 2月7日 原稿採択日 1996年 2月13日)
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大学の特性および診療科の特性別のアンケート回

答数

表 2分析対象としたアンケート設問表 1

隠 1

コンピュータ・ネットワークの整備状況
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表 3

言十私立公立国立

92.5% 77.8% 54.4% 76.9% 

68.0% 48.5% 24.4% 60.5% 

41.3% 18.2% 16.1% 29.9% 

50.0% 48.5% 26.1% 41.1% 

75.7% 55.6% 36.2% 59.1% 

42.1% 33.3% 22.3% 34.0% 

39.0% 27.3% 13.3% 28.5% 

65.5% 36.4% 9.0% 42.3% 

87.0% 81.8% 70.9% 80.6% 

何らかのネットワーク

院内 LAN

画像通信

商用ネット

インターネット

商用ネット経由*

フ。ロパイダ経由女

院内 LAN経由*

(参考)CD-ROM

現在は盤儲iされていないし，今後整備される必要もない

現在は繋備されていないが，今後設備される必要がある

整備されているが，活用されていないと思う

頻繁ではないが活用されていると思う

頻繁に活用されていると思う

A
n
n
e
D
B
 

女インターネットへの接続方法

であった。この中で大学の特性(国立・公立・私立

の別)および、診療科の特性(内科系・外科系・その他

の別)が明らかであった399通を今回の分析対象とし

た。 399通の大学の特性および診療科の特性別の岡

答数は表 2のとおりであった。

医局員の方々のコンピュータ・ネットワークの下記の項尽

の活用状況について， A. B. Cで記入してください。

(1)電子メールの送付

(2 )附属図童書館の蔵書の検察

(3 ) Medline等の医学文献の検索

(4 )インターネットを通しての医局のホームページによる情報

提供

(5 )専門領域の電子会議への参加

(6 )専門領域のデータベースへのアクセス

(7)コンピュータ・ネットワークを使つての他純設との共同研

究

間2

1 .コンビュータネットワークの整備状況

コンピュータネットワークの整備状況に関する調

活用している医局員はいない

頻繁ではないが活用している医局員がいる

頻繁に活用している医局員がいる

A

B

C

 
査結果(間 2)をもとに，コンビュータネットワーク

に関連する各設儲の整備率を算出した。整備率の算

出方法は，関 1の各設鰐において， C，D，Eの回答が

得られたものを整備されている施設と判断し，

(C~D+E)/(A+B+C+D+E) の鎚を国立・公立・私立

の艇に算出した。なお 陪 lの(2 )以外の設問の少

なくとも 1つに対して C，D，Eの回答があったもの

を「何らかのネットワークjが整備されている施設と

した。また，間 1の (5)， (6)， (7)のうち少な

くとも 1つに対して C，D，Eの回答があったものを

Internetが整備されている施設とした。以上の集計

食医局でのコンピュータ・ネットワークの毅備状況につい

て，あなたご自身の印象をOで記入してください。

間3

全国的に見でかなり整備されているほうだと思う

全図的に見て自分の医局は平均的だと思う

全国的に見て自分の医局は怒備が遅れていると思う

A

B

C

 

トワーク整備状況jならびに「医師過剰意識につい

てjであったが，今回は前者に関する質院の一部を

分析対象とした。アンケートにおいて今回分析対象

とした設問を表 1に示した。

医局(または医局員が身近で気軽に利用できる範囲)でのコ

ンピュータ・ネットワークの下記の項目の整備状況，活用

状況について， A'B.C.D.Eで記入して下さL、
(1)院内 LANの端末

(2)CD-ROMが読める医局設備

(3 )コンビュータ・ネットワークで映像が送れる設備

(4 )医局端末からのパソコン通信(商用ネット)へのアクセス

(5 )パソコン通信(商用ネッりからのインターネットへのア

クセス

( 6)医局端末からのインターネット・ブ。ロパイダーを返したイ

ンターネットへのアクセス

(7)続内 LANからのインターネットへのアクセス

結果を表 3に示した。

「何らかのネットワークjが整備されていると屈答

したものは，全体の76.9%であった。国立・公立・

果

アンケート返送数は402通であり，間収率は16.0%

官コt
i!ir:l 
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私立の別では，開立が最も整儲率は高く (95.5%)， 

公立・私立の11僚で、あった。この傾向は，各設備の整

備状況のすべてにおいてみられ，個々の設問におけ

る臨答は，国立・公立・私立の別で統計学的有意義

を認めた (p<0.05)0 Internetへの接続していると掴

答したものは全体で59.1%であり，国立では75.7%

と高率であったが，私立では36.2%と国立の半分以

下であった。 Internetの接続方法試，自立・公立で

は続内 LAN(Iocal area network)経由が多かった

が，私立では寵用ネット経自が多かった。

なお，コンピュータネットワークには含まれない

が， CD-ROMの整備状況に隠する設問では，国

立・公立・私立のすべてにおいて70%の施設で利用

可能となった。公立・私立においては， I~可らかの

ネットワークjよりも普及率が高かった。

2.コンビュータネットワークの活用状況

コンピュータネットワークに関連する各設備が整

備されている施設における当該設備の活踏の度合い

(額繁活用度および活用度)，および整備されていな

い施設における当該整備の必要性(必要度)を算出し

た。頻繁活用度は関 2の各設問における回答数をも

とに E/(C+D十五)，活用度は (D+E)/ (C+D+E) ，必

要度は B/(A品)の植を算出し，その結果を表 4に

示した。

頻繁活用震は，続内 LAN，Internet (院内 LAN経

由)， Internet (ブ。ロパイダ経由)の11壊であり，、活用度

についても河様の顕であった。一方，必要度は，院

内LAN，画像通信，院内 LAN経由の Internetの顕

であり，面接通信に嬬待が高いことが特徴的であっ

た。以上の傾向は，大学の特性ならびに診療科の特

牲による明らかな差は認められなかった。

3 .コンピュータネットワークの科用毘的

照 1において伺らかのコンピュータネットワーク

が整備されているとの回答があった毘局を対象

(n=307)として，いかなる活用がなされているかに

ついて問 2の回答をもとに分析した。頻繁活用度は

潤 2の各設関における田答数をもとに C/(A+B+C) 

として，また活用慶は (B+C)/ (A+B+C)として算出

し，その結果を表5に示した。

表4 コンビュータ・ネットワークの利用状況

頻繁に活用 活用 怒備が必要

院内 LAN 45.9% 86.5% 90.3% 

画像通信 17.1% 55.0% 90.0% 

磁問ネット 15.6% 67.5% 75.1% 

商用ネット経由* 12.6% 54.3% 61.9% 

プロパイダ経由女 22.9% 68.6% 61.2% 

院内 LAN経由w 34.8% 75.5% 85.8% 

(参考)CD-ROM 52.8% 88.9% 95.9% 

*インターネットへの抜続方法

表 5 コンビュータ・ネットワークの利用自的

頻繁に活用 活苅

電子メール 34.7% 71.8% 

蔵書検索 44.6% 70.4% 

文献検索 74.2% 94.6% 

ホームページ作成 5.7% 24.4% 

'II! -:子会議参加 7.1% 24.0% 

データベース検索 15.3% 55.9% 

共同研究 4.2% 19.2% 

表 6 コンビュータ・ネットワークの整備状況に関する

印象

3妥b信者下

かなり整備されている 19.5% 

平均約 56.6% 

巡れている 23.9% 

~F終世llît?f

0.0% 

30.0% 

70.0% 

15.0% 

50.4% 

34.6% 

今回の質問項目の中では 頻繁活用度は文献検

索，蔵書検索，電子メールの11援に高く，とくに文献

検索は74.2%ときわめて高率であった。活用度は文

献検索，篭子メーjレ，蔵書検索の11損で，頻繁活用度

とほぼ同様の顕であった。共毘研究，電子会議参

加，ホームページ作成に利用している監局はそれぞ

れ25%以下と低率であった。

4. コンビュータネットワークの整備状況に

関する印象

コンビュータネットワークの整備状況に関する印

象(間 3)については， 387名の由答が得られた。こ

の留答結果を掲 lにおいてf何らかのネットワーク」

が整備されていると出答した施設(整備群)とそれ以

外の施設(未整備群)とで比較を行ない，その結果を

表6に示した。全体では， I平均的jとの回答が半数
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以上であり， I整備が遅れているJとの回答がこれに

次試「かなり整備されているjとの回答はわずかに

15.0%であった。整備群に限っても， Iかなり整備

されているjとの回答は19.5%に過ぎなかった。一

方，未整備群においては， Iかなり整備されているj

との回答はないものの， 30.0%の施設ではf全国的

にみて平均的Jと回答していた。なお，回答結果を

国立・公立・私立の別にみると，盟立では「かなり

整備されているjとの田答 (24.4%)が「整備が遅れて

いるJ(19.6%)を上回っていたが，公立および私立

では「かなり整備されている」との回答はそれぞれ

5.7%， 3.5%ときわめて少なかった。

考察

今回の調査は郵送法により施行されたため，回答

の信頼性は確かめられていない。また，回答率が

16.0%と比較的低率で、あったことから，今回の調査

結果が必ずしも全体を反映していないことも考えら

れる。したがって，結果の解釈にあたってはこうし

た郵送法による調査の限界に，十分留意する必要が

あろう。

今屈の調査により，大学医学部罷謁におけるコン

ビュータネットワーク環境は，十分整備されていな

いζとが明らかになった。とくに，私立大学におい

ては， Internetへの接続がわずか36.2%であること

など環境整備がきわめて遅れており，国立大学との

格差が大きいことが認められた。国立大学において

は，続内 LANの整備とともに UMIN(大学童療情

報ネットワーク)への接続が進められており，

Internetをはじめとした情報通信環境の整備がすす

められている。一方，私立大学においては，厳しい

医療環境のもとで重業収益の悪化にあえいでいるこ

ともあり，情報化への投資は必ず、しも十分に行なわ

れていないものとも思われる。

活用状況についての諜査では院内 LANの活用が

多かったが，これは院内における電子メールの利用

に加え，診療・教育・研究において院内 LANの使

用が必須であるためとも思われる。また， Internet 

の活用率は，院内 LAN経由の場合の方が，商用

ネット経由やフ。ロパイダ経由の場合よりも活用率が

高かった。この理由として，院内LAN経由の場合

は接続手}I震が比較的簡便であること， IDの管理が

儒別に行えること，金額的に低廉で、あることなどが

関与していることが誰測される。

各設備の活用度と必要度とを比較すると，需者に

ほぼ同様の傾向が認められたが，画像通信について

は活用度が比較的低いにもかかわらず，必要度が高

い結果であった。これは，画像通信に多大な期待が

あるものの，実際に導入しでも必ずしも十分活用さ

れないことを示唆する結果であった。

利用目的については，文献検索での利用がとくに

高く，大学涯学部が研究・教育・診療において文献

検索を積極的に活用していることが窺われた。ま

た，ホームページ作成に利用しているとの囲答は

24.4%であり，実態を上回る活用率であるように恩

われる。この理由として コンピュータネットワー

クに模心の深い医局からの回答が選択的に得られた

可能性や，回答の信頼性に問題がある可能性などが

考えられた。

整備状況に関する印象では， I伺らかのネット

ワーク」関連設備が備えられている医馬でも「かなり

整備されているJとの回答は19.5%に過ぎず，現在

の整備状況が十分なものではないとの認識が高いよ

うに忠われた。一方，ネットワーク関連設備がまっ

たく備えられていない施設においては，その30%が

「全国的に見て平均的」との回答をしており，情報化

の連れに関する危機意識は意外に低い結果であっ

た。これは，今後施設問の情報化の格差が一時広

がってpく可能性が懸念される結果といえよう。

結 五
回==ロ

全聞大学医局長に対するアンケート調査の結果を

もとに，大学医局におけるコンピュータネットワー

クの整備・活用状況について分析した。医局におい

て活用度および必要度のとくに高かった文献検諜，

蔵書検索，電子メールなどは医学研究において必須

と思われ，とくに環境整備の遅れている私立大学医

学部において今後情報化が推進されることが切に望

まれよう。

韻辞

今回の分析にあたり，株式会社日本陸療情報セン
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[ 1 ]隅 特集全国援局長アンケーい95，JAMIC 

JOURNAL， 15， 8 -21， 1995. 

Present situation of computer network in J apanese medical schools 

Shunya Ikeda 1) 

1) Department 01 Hospital and Medical Admil山 tration，Keio University School 01 Medicine 

Abstract 

In Japan today， computer networks are still considered to be under utilized in medical practice and clinical 

research. However， a thorough examination of the extent of current utilization of the status of computer network 

utilization has yet to be carried out. The author analyzed the present utilization status of the computer network in 

Japanese medical schools based on the results obtained from a mail survey by the Japan Medical Information 

Center， Inc. (JAMIC)， with the intention of identifying problems that rnight be impeding greater utilization. A total 

of 399 valid replies were obtained. Of these， 76.9 percent of respondents indicated their access to at least one 

computer network system. Among national， public and private medical schools， the national schools have the 

greatest access to network systems， fol1owed by public schools， and then private schools. Further analysis revealed 

that the network environment in medical schools is not ful1y developed. In particular， network systems in private 

medical schools are falling further behind when compared， say， to those in national and public medical university-

affiliated hospitals. For example， only 36.2 percent of the private schools indicated they had introduced "Intemet" 

systems. This survey identified the fact that paper retrieval through databases， electronic libraries， electronic 

mailing systems， etc. are needed for medical research since they are heavily utilized when available. The 

establishment of a computer network system should be strongly promoted， especial1y in private university“affiliated 

hospitals. 

Keywords: computer network， mail survey， medical school 
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Bio醐 Net:学術ネットの試み

細川啓1)

{キーワード]

Bio-Net，バイオフォーラ

ム， FBIO， NIFTY側 Serve，

学術ネット弓編集権

コンビュータネットワークをJiI5用した医学生物科学系研究支援・

情報交換システム Bio-Netの経験から，新しい学術交流のあり方

について考察した。 Internet時代への対応には，ハ…ド・ソフト

といったシステムやコンテンツの整備だけでなく，利用者自身の

ネットワークリテラシーが依然として嚢要である。

はじめに

罷学生物科学系研究支援・情報交換システム Bio-

Net (以下 Bio幽 Net)は，生物科学研究者のコン

ピュータネットワークイとを自的として1988年に有志

によって設立され， 1989年から寵業パソコン通信

サービス NIFTY-Serve(ニフティ抹式会社)におp

て，バイオフォーラム(以下 FBIO)として活動して

いる。本稿では，はじめに活動の概要を紹介し，次

にそこでみられた研究者の行動を分析し，最後にデ

ジタルネットワーク時代における碗究(支援)体制に

ついて考察した。

1 . Bio-Netの概要

Bio-Netについて詰，すでにいくつかの紹介をし

てきたい， 2]。その特徴は，特定の機関・学会に

依存しない学際有志による運営にある o 2人の研究

者の，生物科学分野の研究も情報化時代に対応でき

ないだろうかという椙談から始まった聞かNetは，

まさに「発信する{間人の時代jを象徴している。ここ

で構想された世界は，明究者儲人が効率的に情報を

収集するだけでなく，相互に支援することに特徴が

ある。全能のビッグブラザーが助けてくださる研究

支援システムではなく，脊象無象が都合をつけなが

ら棺互に扶助することを基本とする。位大なセン

ターに情報を集約するのではなく，分散した情報の

ネットワーク化。これは現在 WWW(W orld Wide 

Web)で実現されつつある世界を人で構成しようと

したものであった。

FBIOは， 1996年 l月現在の会員数は約13，000人

( 3ヵ丹以上の未アクセス者を除く)で， NIFTY-

Serveの通常のフォーラムとして， 15の電子会議室

と9つのデータライブラリを中心に構成されている

(表し 2)0 

1 -1 電子会議室の構成

以下に，利用の多い電子会議室の内容を概説す

る。

20番会議室はいわゆるフリートークで，自己紹介

や身辺雑記的な書き込みが中心となるが，書き込み

先の会議室を判艇できないものも受け付けている O

この会議室は発雷数・アクセス時間ともに全会議室

中最大であり，他の会員との交流，いわゆるフォー

ラムのコミュニケーション機能への期待が大きいこ

とが窺われる(フォーラムによってはフリートーク

が閑散としているところも珍しくなLサ。

フリートークは全くの「雑」談であり，ラーメンだ

温泉だゴジラだジュウレンジャーだという話題も盛

りょがる。しかし，軽い雑談の中からも科学的興味

を集めて熱の入ることもある。それらを埋もれさせ

ないために， 1995年4丹から17番にf研究雑談室jを

設けた。学会大会でいえば20番が懇親会・ミキ

サー， 17番が休憩室といったところだろうか。最近

1) Bio-Net運営グループ〔別刷り翁求先:〒359 埼玉県所沢市緑町二了El2Cト11，SDI00733@niftyserve.or.jp) 

(原稿受付臼 1996年 1月23日 原稿採択日 1996年 2月9日)



48 Japanese Journal 01 Computer Science Vo1.3， No.1， 1995 

表 1 FBIOの電子会議室構成

番号 会議室名

1 運営安 ..Bio-Net広報と運営への要望

2 掲示板.....新刊新製品

3 データベース徹底活用.核酸.タンパク.文献

4 Mac談話室…マック一般話題と FBIOMUG窓口

5 知的生産技術.パソコン.ソフト.論文.統計等

6 海外特派員室…・…海外出張と留学情報2

8 データライブラリ案内と通信トラブル相談所

9 研究会共有家…生化若手&神経科学分科会

10 DB構築会議室

11 会員プロフィール(バイオの広場から転送)

12 新着学術誌タイトル情報

14 研究室………研究実験法.文献情報3

17 研究雑談室

18 森河賞選考護

20 バイオの広場18..自己紹介とフリートーク

その構成は NIFTY-Serv巴の{士様にそうため，当初は l発言最大

24，000byt巴s，512発言でいっぱいになる会議室が10というのが基

本であった。当時は512発言に達すると，いったん閉鎖して全発

言をクリアしなければ再潟できず，タイムラグを避けるために別

の会議室への引き継ぎも行なわれた。会議室の名前にし 2，3 

と番号がつき，また並び方が変則的となっているのはその名残で

ある。現在ではサイクリックモードといい， 65，000発言まで底近

999発言を参照できる方式を採用できるため，番号も名称も劉定

されている。欠番は予備または非公開で使照中である。

表2 データライブラリ構成

番号 ライブラリ名

Bio-Net研究支援プログラム但OS/Windows)

2 Bio-N巴t研究支援プログラム (Macintosh# 1 ) 

3 Bio-Net研究支援プログラム (Macinぬsh# 2) 

5 JCRB/RCB :研究資材パンクからの案内

6 Bio司Netデータベース

7 プロトコル・レポート・レどュー

8 FAQと電子会議室議事録

10 Internet / BITNET情報・研究機関住所録

lデータ 1MB， 512データまでJ&められるデータライブラリが

10用意されている。テキスト，バイナリともに緩録でき， i扇{象を

圧縮した JPEGファイルはオンラインでプレビューできる。欠番

は予備または非公開で使用中である。

では，雑誌「現代思想、J12丹号の特集「思考する

DNA~進化と発生のストラテジーJ を巡ってとか，

研究者個人あるいは研究機関の業緯はいかにして評

価されるかとかいう話が震関されている。

14番「研究室」は実験法や文献についての情報交換

の部躍である。このようなものは，遺伝子・タンパ

ク質・細胞・組織.f国体といったレベルで，また動

物・植物・微生物といった対象で，あるいは免疫

学・発生学・生理学・形態学・遺伝学といった分野

で分けた方が便利に思える。しかし，分類には際限

がないし，異分野との交流に意義があるとの立場か

らlつにまとめである。ここに限らず，電子会議室

は集積した情報の検索性が低いことが利用の大きな

障害になっている。これは タイトルにキーワード

を理め込むという工夫によってある程度解決できる

が，シソーラス去々以前に， I教えてくださpJや

「質関jといった稚拙な題名付けが後を絶たない(こ

れは常にネットワーク初心者が来る以上やむを得な

いともいえる)。一定期間経過して落ち着いたもの

から整理してライブラリに挟め，活用状況をみてい

る。

12番f新着雑誌タイトル情報jでは，ライフザイエ

ンス用語データベース作成プロジェクト[3 ]のメン

バーが逐次英和変換ツール etoj[4 ]を用い，辞書の

テストと用語充実を目指して bionet.joumals.contents

に流されている J.Biol.Chem.やJ.Virol.などいくつか

の雑誌の自次を逐語訳したものを提供している(躍

1 )。

Bio-Netメンバーには海外留学中の研究者も多い

ので，そのための情報交換の場として 6番「海外特

派員室jを設けている。英米独仏等に会員がいて，

荷造り・輪送・家探し・保険，さらには税金やピザ

や出生証明といった問題でも経験を蓄積している。

これから渡航する人にとっては頼れる椙談相手であ

り，赴任中の人にとっては生活情報の交換とホーム

シックの予防に，そして帰国してからは逆カル

チャーショックのリハピリテーションに機能してい

る。

5番「知的生産の技術jはコンピュータ利用を中心

に研究の効率アップを図る情報交換を目的としてい

るが，ここでの定番の質問に統計があり，日本の科

学教育の弱点がみえる患いがする。 Bio幽 Netは

Macintosh ユーザの書き込みが多いため，

Macintosh関係は 4番 IMac談話室Jに独立してい

る。

2番「掲示板jは，新刊新製品案内など企業からの

情報と研究会案内や求職など研究者傑からの情報が
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国 etojの翻訳併

提供される。 NIFTY-Serveにおいては営業行為等は

制約されているが， FBIOにおいては会員のための

情報提供は認めている。

1-2 ライブラリの構成

Bio羽 etの活動の lつの柱に，研究支護用オンラ

インソフトウェアの紹介と配布がある。使用機種に

応じて DOS/WindowsとMacintosh系に分けてライ

ブラ 1)を設けである。フリーウェアの NIHImage 

(Wayne Rasband作)などを提供してきたが， ftp 

(internetにおけるファイル転送)が容易になってき

たことから，ソフトそのものの供給という役害日は峠

を越したものと考えている。今後はむしろ，どのよ

うなソフトがどこで手に入るのか，またその使い方

についての情報の提供に重点が移っていこう。

細胞パンクなど研究資材パンクの情報も，各パン

クがそれぞれにネットワークへの発信能力を持つよ

うになって使命を終えた。そのため，従来3つに分

かれていたものを暫定的に 1つにまとめている。

ライブラリの今後の役割として，会議室に集めら

れたコンテンツを整理して提供することと，さらに

積極的に新しいコンテンツの提供，電子出販の場と

しての活用が考えられている。 6番は10番会議室と

連動して，オリジナルデータベース作成を目的とす

る。 7番は電子会議室とは独立にプロトコルや総説

を収め提供する。 8番では電子会議室の内容を整理

し，またよくある質問を FAQ(Frequently Asked 

Question)としてまとめている。ライブラリ収納

データは検索キーを付与でき，またテキスト以外に

画換なども収められマルチメディアに対応できるの

で，フォーラムの情報提供機能の中核を拙う。回総

の高速化や高速モデムの低価格化により大容量デー

タの扱いも楽になりつつあるが，一方で、大都市周辺

とそれ以外とのインフラ格差も居立ち始めている。

2. ::Jミュニケーション機能と構報提供機能

NIFTY-Serveのフォーラム，あるいは広くパソコ

ン通信一般を語る場合，その機能にはコミュニケー

ションと情報捷供の 2種類があるとされる。後者は

知識・情報の蓄積を重視するので，繰り返される閉

じ質問は FAQに収め，会議室で質問があってもそ

れを紹介するにとどめ，詳しくは答えないという方

針になる。冗語や重護法疎ましがられるし，整理に

手間取るマルチコメントが輯鰻されるなど全体的に

競艇が厳しく，発言への敷窟は高くなりがちにな

る。一方，前者は会員同士の交流で，これを重んじ

ると質問にはその持々で答えられる人聞が答えれば

よいという方針になる。後から'情報を探そうとする

と非効率この上ないが，同時進行で参加している分

には手応えは大変よい。

大規模なコンテンツの提供者でも現われない限

り，フォーラムが会員同士の共時的相互協力に依脊
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電気泳動に使うLOADINGDYEの作り方を教え

てください。

閤2 不適切な質荷倒

タイト)[.-が日を引かない上に，どのような問答を求めて

いるかも不明確である。したがって，手助けしようとい

う気を起こさせない。質問者についての情報(学生か教員

か企業研究者かなど)が全くないこともシンパシーを慾じ

させない。単に市販のプロトコルを引き写して済むよう

なことなら，わざわざ打ち込んで、くれる人はいないだろ

つ。

しない情報提供機能を発揮するには時鰐がかかる。

また，パソコン通信自体も，提供できるコンテンツ

が少なかったという事情もあるだろうが，当初より

離れた人間同士の出会いに重点を置いていたように

みえる。つまり，一般にはまずコミュニケーション

重視で，しかる後にフォーラムによっては情報提供

路績を併用する。 FBIOも当初はコミュニケーショ

ン機能に依存せざるを得なかった。なお，この例外

としては，オンラインソフトウェア(フリーソフト

ウェア)を集積して紹介するソフトウェアギャラ

リーフォーラム (FGAL)がある。

しかし， Bio司Netのような研究支援をうたったも

のが発足したときに，真っ先に期待されるのはf便

利な情報提供元jとしての機能である。だが実際に

あるのはf手の内を曝して互いに劫け合おうjという

ものだから，靖報サーピスを期待してアクセスする

と失望を味わいかねなt~ 0 それを避けるために，情

報提供機能の整備が急がれた。そこで潜志的な情報

提供源である研究者会員の獲得を進め，また自らオ

ンラインソフトの収集・提供を続けてきた。教え合

いによる情報収集はうまく機能すれば，なにしろ

AI (Artificial Intelligence，人工知能)どころではな

く本物の知能が協力してくれるので，あいまい検索

など苦にもしない。サーチャー付きデータパンクに

匹敵する。ときには質問者の思惑を超えた寝間をす

ることさえある。 differentialhybridizaion法の質調

がDifferentialDisplay法の紹介とその有効性の議論

になった例，学部生の卒研杷談が研究の戦略論に

なった例など。これらは第三者にとっても有益で，

当面は質問のない人も電子会議室を覗きに来てい

る。

だが，それも「うまく機能すればJの話である。た

とえば研究実験法の質問を受け付ける14番会議室を

みると， 1994年 1年間に84件の新しい質問が上がっ

たが，うち25件には全くコメントが付かなかった。

専任の回答者を用意しているわけではなく，コメン

トはあくまでも淳意にもとづいていることの限界で

もあろうが，それだけでなく，不適切なタイトルの

ために質問自体が見過ごされている可能性，さらに

は質調自体の不備などが絡んでいる(図 2L

これは一種のコンビュータ(ネットワーク)リテラ

シーである。データベースが適切な検索を行なわな

ければ匝答しないように，人的データベースの“検

索"にもそれなりの技怖が必要なのである。

このようにコミュニケーション依存型情報提供に

は短所がある。そこで情報がある程度蓄積した段階

で，それを整理することにした。初めは関鎖会議室

の発吉をそのままデータライブラリに収めたが，や

がて使いやすさを考慮、して編集を加えるようになっ

た。過去の発言を素材として，新しく書き下ろせば

冗長性がなく，オリジナルといってもよい教科書・

プロトコル類になるのであるが，著作権の問題も

あって実現は難しい。編集段摘で内容確認のメール

を出しでも受信されなt~ (NIFTY-Serveへのアクセ

スを止めている)例もある O そのため現在は，テ

マごとに発言を再配列し，冗長部(挨拶や余談など)

を削除するにとどめている。自然科学系ではあまり

問題にならないだろうが，この編集操作は形式的に

は同一性保持権を捜害している。ネットワークにお

ける編集権についての合意が必要であろう。

'1寄報そのものを常備しておくことよりも，それに

至る道筋を用意して提供する考え方は，現在

wwwとして現実化している。最初に接続したサ

イトに求める情報がなくてもリンクをたどっていく

ことで到達しうる。同じものをあちらこちらに蓄積

しなくてよいので，コンピュータ資源を有効に初用

できる上に，更新の偶題も少ない。 Bio-Netは，分

散した情報の関連付けを人間を媒介にして実現しよ

うとしていたといえる。これについて，後に FBIO
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第二代 SYSOp(シスオべといわれるフォーラム運営

者)を務める渡辺良成は開設関もない頃に， know 

howではなく knowwhoを提供するという表現をし

ていた。回答が最新の情報にもとづき，また微縮な

条件の違いを考慮して最適化される点，検索に不慣

れな初心者でも質関を書き込めば素早く援助の手が

し伸べられる点などは，現在のwwwより優れ

ているといえよう。それゆえに， FAQや編集した

コンテンツの蓄積はコミュニケーション型の短所を

補うものであって代替するものではなく，鮮度の落

ちた情報の提供は伯に任せ もっと独自の活動をと

いう嬰望もある。

コミュニケーション依寄で始まり，またそこへの

閤帰指向があるといっても，電子会議室に一度でも

をした会員の数は数%にとどまっている。しか

し，その読むだけの会員 (ReadOnly Memoryにかけ

て ReadOnly Member=ROMと呼ばれる)の中に

は， f也フォーラム等で活発な発言をしている例があ

る。また，ーフォーラム内でも電子会議室ごとに発

芭者構成が異なることもある O そこから 1つの電

子会議室において一定期間に発言をする人数には上

限があり，その枠内に収まっていると仲慢と見なさ

れる(すなわち新しく仲間に加わるには空きを見つ

けるか作り出さなければならなp)という仮説も提

唱されている O 可(Internetのニュースグループ)に

比べ FBIOはアット・ホームだという声もあるが，

これも FBIOにたまたま席を見つけられただけとい

うことかもしれない。と以いえ，この伎説はまだ厳

密に組み立てられたものではなt'cいずれにして

も，このようなコミュニケーションから蓄積f嘗報の

提供へ，そしてまたコミュニケーションへという変

遷は興味深い。

3 .パソコン通信と Internet

BiぬO

ていたが，それらは生物系研究者が気軽に使えるも

のでで、はなかつた O 当a持寺lはま， コンビュータサイエンス

はコンビュータの科学であって，たとえばd陪報処理

もfコンピュータで何をやりたいかではなく，現

在あるコンピュータでは何ができるかという発想J

が強かった[510雑な分類では「理系」とされる毘学

生物科学系の研究者も，コンゼュータやそのネット

ワークというものに対して疎かったのは人文系研究

者に劣らない。その点、で，残業サーピスとして (p

くらかの金さえ払えば所属も住居も関わず)万人に

開放され，利用者としてはほとんどメンテナンスフ

リーのパソコン通信サーピスを Bio附Netの媒体に選

択したことはきわめて賢明であった。そして，生物

科学系の研究者をデジタルテクノロジーの世界に開

眼させたという最大の功積は，この選択に負ってい

るo r奇じ頃に宝酒造株式会社が BioTechNetという

海外ネットに接続することで問じようなことを試み

たが，その後その活動はほとんど茸にすることがな

いのと対期的である。

だが，今日 Internetが急速に整備され，流行の観

さえ呈してくると，臨業パソコン通信サーピスに依

拠していることに対して批判が出てきた。これに対

しては次のように考えている。まず，パソコン通信

とInternetを対立的にとらえる必要以全くない。少

なくともユーザレベルでは，目的にかなう方を選択

すればよいだけである(同様のことは竣数ある商業

ネットワーク聞においてもいえる)。また両者とも

相手を意識しであるときは競争的に，またあるとき

は協調的に技術革新を続けている。今の技術で評価

を固定化することは有害でしかなt'10 

そして，この二分法的発想(と Internet礼賛)の根

には，パソコン通信に対する誤解ないしは偏見があ

るO それは極端にいえばfインターネットはかっこ

いいけれどパソコン通信はおたく jに代表される思

い込みである O 確かにパソコン通信の世界には一種

独特の文化があった。しかし，デジタルネットワー

クが新しい社会基盤として認識され，趣味の世界か

らより実用的になってくる過躍での札機は経験済み

である。すでに80年代においても閉鎖的な趣味同人

からの税揮を巨指す動きはあり， r秘密の花関jを守

ろうとする派と激しい闘争を繰り返してきたのだ。

愚かしいことに，初期には「パソコン通信とは斯く

あるべきjという教義を掲げて争ったため宗教戦争

じみていたが，諦地を確保した実用派が不干渉政策

を叡ることで停戦が成立し，それぞれが自らのやり

たい方法でこの技摘の恩恵に浴している(ただ，経

験は共有されても蓄額されず， したがって継承され
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ないのがデジタルネットワークの弱点のようである

ので，娯楽利用派が増えてきた Intemetの世界にお

いて，将来閉じような紛争が起きないとも限らな

い。そのとき，歴史のあるパソコン通信利用者は高

みの見物を楽しめるだろうか。あるいは思いがけな

いエレガントな解決に脱帽するだろうか)。

FBIOは， NIFTY附Serveの中で“パソコン通信文

化への無理解"と非難されながら実用派路線をとっ

てきた(ちなみに，この非難lまれっきとした大学教

官から寄せられた)。むろん新しい社会形成の可能

性は否定できない。あまりにそれまでの社会の慣習

に拘泥すれば，活力の削がれることも危領された。

そこで 1つの試みとして，相Jiの呼称として「さんJ
付けを推奨した。標的は「先生」である。互いを先生

と呼ぶことは，そうでない世界の人間にはきわめて

異議である。大学関係者だけだと気付かなかったか

もしれないが，企業に籍を置くスタッフの指摘で

「会員を先生と呼ぶことの禁止」が発足前に叡り決め

られた。学生，ポスドク，企業の研究者，さらには

引退して主婦をしている女性元研究者なども脂血に

発言できる雰囲気の形成には こうした詮意も寄与

していると考える。ただ，実際に師弟関係にあった

指導者や学界の大御所をつかまえて「先生Jを使わな

いことには抵抗も大きいようである。このように，

ネットワークを動かしていくと社会学的問題も発生

する。われわれはそれを手探りで解決してきたが，

専門家の解析もあってしかるべき持期だと考える。

なお，パソコン通信に対してはもう lつ，コンテ

ンツを茜い込んで、いるという批判があるという。

号.net.providersで行なわれているというその議論を

まだ見ていないので詳しいコメントは控えるが，次

の問題とも絡んで、いると思われる。

情報に値段は付けられるのか，付けられるとすれ

ばその根拠は何か

情報の値段はどのような方法で付けられ，誰が払

p誰が受け執るものか

情報が公開されているとはどういうことか

そもそも知識は誰のものか

有料のネットワークに'捷報を鷲録することが非難

されるならば，有料の雑誌に論文を載せることもま

た非難されよう(掲載料まで取るとはもってのほ

か)。しかしジャーナルをオンライン化する考えは

あるものの，それを無料で公開するとなると，査読

やサーバ保守の費用は誰が員担するのであろうか。

NIFTY幽 Serveにおいてもネット間情報共有を毘指

す動きはあり，ネットワークデモクラシー研究会

(NetD.)に連なるネットワークデモクラシーフォー

ラム (FNETD)においては，著作権者が制限を明示

していない限り転載は自曲という方針が採られてい

る。 FBIOもBio-Netのー構成単位という設置づけ

であり， NIFTY-Serveの特性がL功ミせる部分を担っ

ているに過ぎない。この蓄積は継承しながらも，そ

れに安住せず，時代にあった研究あるいはその支援

システムを追求していきたい。

おわりに

以上， NIFTY-Serve上に展開された Bio-Netの活

動状況の説明が大半になってしまったが，デジタル

ネットワーク社会での学街活動のありかたに示唆を

与え得たであろう。 7年近い運用からさまざまな経

験が蓄積されている。なかにはシステムその他の進

歩により意味をなさなくなったものもあるが，以前

として有効で、ありながら一般には見落とされがちな

注意もある。 NIFTY-Serveのフォーラムマネー

ジャーとしての守秘義務の制約もあるが，機会があ

ればそれらをも整理してみたいと思っている。
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Bio-Net: Experimenting with a scientific network 
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Abstract 

53 

The “Bio-Net" is a volunteer bioscience network organized by bioscientists. It has been based on “NIFTYω 

Serve，" a Japanese commercial on-line service since 1989. As a bio-forum (“FBIO" for short)， membership 

currently numbers some 13，000. The main use is as Electronic Conference Rooms and Data Libraries. The former 

performs two functions: communication and information services. The Data Libraries provide technical 

information and free software for study of the biological sciences. In this paper， the author demonstrates activity of 

FBIO， analyzing the behavior of the participants， and compares these with the Internet from the aspect of research閤

supporting media. When a user has a question and doesn't know an appropriate key word， search functions in on line 

databases are not effective. In contrast， a human network such as the Bio-Net offers support not by means of 

artificial， but rather with natural intelligence. The issue of intellectual property rights in the digital era， however， 

leave many questions to be solved. 

Keywords: Bio-Net， FBIO， NIFTY-Serve， scientific network， editing right 
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E 

医学教育における Intern試の活用

一公衆衛生学実習の事例より-

法橋尚宏 1) 上村正義 2) 小島正人 2)

笹倉真理子 2) 鈴木美佐子 2) 豊川裕之1)

{キーワード}

医学教育，学生実智，マルチ

メディア， Internet， VDT 

度学部4年生を対象とした公衆衛生学実習の課題として， f医学教

育におけるマルチメヂィアの利用jを取り上げた。この課題にした

がい， Internetを構報公開の手段として，学生のホームページを

開設した。ここで， VDT 作業が健康に及ぼす影響について一般大

衆への啓蒙に努め，予防法学として貢献することを実習の目的と

した。その結果， Internetは産学情報の提供および健藤教育に有

患であるとの意見が寄せられ，医学.~擦の分野で広きにわたり

その活用が賠椿された。

序文

マルチメディアは，ユーザが必要な鵠報を必要に

応じて入手でき，対話的(インタラクティブ)または

双方向通信が可能である特徴がある。マルチメディ

アでは，聴覚や視覚に訴え，インタラクティブにか

かわっていけるので，単に読んだり開いたりするよ

りも印象に残りやすい。したがって，情報伝達の効

，教育効果が向上することが見込まれる[1 ， 

210 
今田，東邦大学霞学部 4年生(コンピュータの初

心者4名)を対象とした公衆衛生学実習において，

f底学教育におけるマルチメディアの利用Jを実施し

た。そして，ネットワーク型マルチメディアといえ

るInternetを取り上げ情報の閲覧・発信を行なう

WWW  (world wide web)を活揺することにした

[ 3 ]。医学教育におけるマルチメディアの脊用性を

検討するために，学生のホームページを開設し，

VDT (visual display terminaI)作業と健康障害に関す

る情報を公開し，コンピュータユーザへの啓蒙をは

かることにした。さらに，ユーザに倍単なアンケー

トに毘答してもらい，その反応、を確認した。本稿で

は，本実習の内容と結果について報告する。

方法

1 .資料の収集と自次の作成

VDT 非業に関する基礎資料は，本学の医学部臨

書館の頼書を陪いたい -710さらに， MEDLINE 

でfVDTJをキーワードとして関連する文献を検索

し[8，9]， VDT作業について学習した。これら

を参考にして，日次を決定した(図1)。

内容は専門的なものではなく，ユーザに役立つと

いう実用性を震視し，なるべくわかりやすく，具体

的に記述した。聞きなれなL を使わざるをえな

い場合は，その説明をつけて，興味をもっユーザ、に

はより理解を深めてもらえるように工夫した。さら

に，図表，写真，動画像を多用し，説覚に訴えるよ

うに呂指した。

アンケートの内容は図 2に示した。 3つの質関か

らなり， Q 1ではf内容の理解度J，Q 2では「陸学教

育におけるマルチメディアの有用性Jを尋ね， Q3で

はf意見および感想Jの喜由回答とした。回答は電子

メールで返送していただいた。

1 )東邦大学医学部公衆衛生学講座， 2)東邦大学医学部 4年〔別刷り翁求先:〒143 東京都大出区大森西 5-21-16，

naohiro@hohashi.org) 

(原稿受付日 1996年 l丹23B 原稿採択日 1996年 2丹9日)
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2.菌表，写真，動画像の準備

パソコンは， Power Macintosh 8500/l20/48MB/ 

1 GB (アップルコンピュータ)を費用した。まず，

学生は Macintoshの入門書 [10，11]を使って，コ

ンビュータの基礎操作を習得することから開始し

た。これから約半年後，図表，静止画{象，動癌{象を

以下の手順で準備した。

1)図表の準備

グラブイックソフトウェア Canvas3.5.2 (日本ポ

ラロイド)を用い，ホームページの画題(図 3)や模

式図(図的などを作成し， PICT形式で保存した。

その後， GIFConverter 2.3.7 (Kevin A. Mitchell)で

Interlacedのオプションを指定した GIF形式で保存

し，さらに Transparency1.0 (Aaron Giles)で透明な

背景とした。

2 )写真の準備

VDT作業の姿勢(医 5)などを示す写真は，一般

の35mmカメラで撮影した。サーピスサイズでプリン

図1 作成したページの自次 (Netscapeの扇面)

トした後，フラットベッド型スキャナ GTω6000(エプ

ソン)とスキャニングソフトウェア EpScanMac 1.41 

(エプソン)を使って Macintoshに取り込み， PICT形

式で保存した。その後， GIFConverter 2.3.7で

Interlacedのオプションを指定した GIF形式で保存

し，さらにTransparency1.0で透明な背景とした。

3 )動画像の準備

アイ・マッサージの方法などを動画像で説明する

ために 8mmピデオカメラ CCD-V90(ソニー)で

ビデオ指諒3を千子なった(図 6)。ピンジャックにより

ビデオカメラと Macintosh を接続し，

FusionRecorder 1.1 (VideoFusion)を用いて，

QuickTimeムーピー(フレームレートは 8fps，サイ

ズは160X 120pixels)として叡り込んだ。その後，

MoviePlayer 2.0 (アップルコンビュータ)で簡単な編

集を行なった。

3. HTMLの記述とホームページの開設

1 )HTMLの記述

HTML (hypertext markup language)の記述[12] 

図2 アンケートの内容と形式(Netscapeの画面)
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は，テキストエディタ YooEdit 1.63 (回}I!洋一)を鎧

用した。各ページの設計にあたっては，インター

ネットホームページキット(内田洋符)を参考にし

た。完成したファイルは， wwwブラウザ

Netscape 2.0b 6 a (Netscape Communications)で表

示させて，動作確認を行なった。

2 )ホームページの開設

本学註学部では Internet専舟糠が自由に使用でき

ない環境にあるため，プロパイダである RIMNET

(ラピドシステムズ)に加入した[l3]0 そして，個

人ページにおいて， 1996年 l丹15日にホームページ

(http://www.st.rim.or.jp/-nhohashi/)を以下の手順で

開設した。

まず，ファイル転送ソフトウェア Fetch2.1.2 12 

(ハートコンビュータ)を使用して，鋼人のホーム

ディレクトリに public_htmlとpうディレクトリを

作り，その中に各ファイル(函7)を生データ形式で

転送した。

譲数のコンピュータで動作を確認した後， 1996年

1月18日にこのホームページの紹介文を NIFTY蜘

図3 ホームページの画商(Netscapeの画面)

図4 VDT作業と鍵j衰のぺージの模式図(Netscape
の画罷)

図5 作業姿勢を説明する写真 (Netscapeの麗頭)

57 
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図 6 アイ・マッサージの動酷像(Netscapeの富盛)

23綴目

自 邑

interneU軍事者1996.01.25
886.6 MB健婦

留7 作成したファイルー式

144.2 MB ~き

討言語

Serve (ニフティ)の FBIO(バイオフォーラム)の電

子会議室に登録し， fj.sci.medical (Internetのニュー

スグループの 1つ)に投稿した。 l混間後(1996年 1

月25日)，ホームページにアクセスカウンタを作っ

て[14]，アクセス回数を記録しはじめた。

アンケートの回収と分析および実習のまとめは，

アクセスカウンタを作ってから 2週間後(1996年 2

月7日)に行なった。なお，アンケートへの返事も

しくは礼状の送付は，その都度行なった。

結果

1 .アクセスカウンタとアンケート返答数

アクセス数に関しては，アクセスカウンタがな

かった1996年 1月18日-24日の間は不明である。そ

の後，アクセスカウンタをつけた1996年 l丹25日~

2月7日の 2週間におけるアクセス数は延べ345闘

で， 1 B平均では25臨のアクセスであった。

また， 1996年 1月18日-2月7日の 2週間に，ア

ンケートに対する回答として11名から電子メールが

届いた。

2 .アンケートの内容

アンケートに対する11名からの回答は，要約する

と以下のような内容であった。

1 )内容の理解度 (Q1) 

内容をどの程度理解できたか質問したところ， 65 

%が 1名， 70%がl名， 80%が2名， 85%がl名，

90%が 2名， 95%が 1名， 100%が 1名，無回答が

2名であった。回答のあった 9名の平均は84%で

あった。

2 )罷学教育におけるマルチメディアの有用性 (Q

2 ) 

マルチメディアの利用は陸学教育における啓蒙に

有用であると思うかどうかを鷺閲したところ， 9名

が有用であると答え，残りの 2名が無回答であっ

た。

3 )意見および感想 (Q3) 

意見および感想を自由回答として求めたところ，

以下のような内容であった。また，⑤~③のような

改善点の指擁があった。

①目次の文字が大きくて，わかりやすい。今後も

この活動が続くことを期待している。

②大変すばら匂しい試みである。電子テキストとし

て，文字・レイアウトのバランスも考えられ，短

期間でここまで完成されたことは十分評価に値す

る。

③環境衛生の面から一般向けにわかりやすく解説

した医学関連倍報として 有意義なものである。今

後，もっと幅広い項目に関しでもページを設けてい

ただけるとありがたい。

④公衆衛生学の中で VDT作業については，コン
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ビュータ作業者について窃実な問題であり，興味深

く読んだ。とくに体操の方法を動画で示すところな

どは，羽川崎fの面目躍如といえる。

⑤大学ではマルチメディアを利用した教育は，現

在皆無に等しいので，今後教育予算を情報化教育に

振り向けるよう，このような方法も含めてアピール

していくことは重要で、ある O

⑤背景に大学のマークを使っているので，本文が

少し見にくい。

⑦参考文献が掲載されていないので，詳細に調べ

ようと思ってもすぐに調べられない。

⑧ OA用品の紹介の器所に，おおよその価格があ

ればよかった。

考 察

し学生実習の総括

アンケートの結果から，内容の理解度は平均84%

という高値が得られ，難易度は適切で、あったと考え

られる O また，アンケートの自由回答から，矯報提

供により健康障害の予防に貢献でき，本実習の目的

はおおむね達成できたと考えられる。全体的にみ

て，アンケートの回答者1i，われわれの今回の試み

に共感してくれたように感じられた。ホームページ

の背景の問題など改善すべき点もあったが，コン

ピュータの初心者であった学生による初めてのホー

ムページにしてはよくできたと思える。

すでにほかのページにおいて，われわれのホーム

ページへの 1)ンクを貼ったという報告を受けた

[15-17] 0現在，学生のホームページとしては，秋

田大学医学部(http://158.215.96.16/default.htmO，筑

波大学底学専門学群 (http://lemon.md.tsukuba.ac.jp/ 

sembe!) ，広島大学毘学部医学科 (http://

www.med.hiroshima-u.ac.jp/med/med/std/)などが公

開されている。われわれのホームページも，今田の

アンケートを参考に改良を重ねながら，今後も公開

を続けていきたい (http://www.hohashi.org/を参

照)。

2. ~学・医療への実践応用

Internetを利用する{憂設点として詰，情報入手の

簡便性， 1)アルタイムで情報入手が可能であること

があげられる。さらに，活字だけの倍報にとどまら

ず，とくに動画像を照いた視覚に訴える情報提供が

可能であること，一方向性のd構報提供ではなく

Internetユーザとのコミュニケーションが成立する

点、なども重要である。

Internetの箆学・医療への活用事例を考えると，

①篭子医学教科書，②遠隔医療(テレメディシン)・

遠隔鵠床検討会(テレカンファレンス)，③遠隔医学

学術会議，④在宅医療・在宅医学教育，⑤電子カル

テ，@遺伝子データベースの活用などがあげられる

い， 18，19]0 とくに， 21世紀に述えるであろう

超高齢化社会においては， QOL (quality oflife)の高

い税宅医療のあり方が需われてくる O また，遠陣地

からの病理罷像や内視鏡の勤顧像などを分した診察

や診断行為が考えられ，このような遠隔医、療(テレ

メディシン)は一部ですでに実施されている O 近い

将来，外科医の遠陪精密操作による遠踊子手1¥Jなども

次々と試行されていくことが期待される O

以上のように，マルチメディアは医学情報の提供

および捷藤教育に有用であり，医学・毘療の分野で

広きにわたりその活用が期待される。その一方で，

医療にマルチメデFィアを導入した場合，患者のプラ

イパシーの問題，患者と監部のコミュニケーション

の欠如，さらには医療の質の低下を示唆する声もあ

るO 法療従事者が，人間と人間とが向かい合う監療

の環場の本繋を熟慮した上で，患者により有益な監

療ならびに科学としての涯学の発震におけるマルチ

メディアの有効利用について，さらなる認識を深め

る必要があろう。
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Application of Internet to Medical Education 
- A Case of Student Practice in the Department of Public Health -

Naohiro Hohashi 1)， Masayoshi Uemura 2¥ Masato Kojima 2) 

Mariko Sasakura 2)， Misako Suzuki 2)， Hiroyuki Toyokawa 1) 

1) Department of Public Health， Toho University， School of Medicine 

2) Senior student， Toho University， School of Medicine 

Abstract 

“Utilization of Multimedia in Medical Education" is one program being undertaken by fourth司 yearstudents at 

our institution who are undergoing training in public health. As a means of making this data publically available on 

the Intemet， the students have initiated a Home Page. Here， the effects of video display terminals (VDTs) on health 

is being made avai1able to the general public， with the aim of contributing to preventative medicine. As a result， we 

have received a variety of viewpoints regarding the supplying of medical-and health related information over the 

Intemet， and anticipate its wider utilization in the medical and clinical fields. 

Keywords: Medical education， student practice， multimedia， Intemet， VDTs 
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E 

Internetを使用した脳神経外科の

情報提示

大泉太部人大平貴之 1) 戸谷重雄1)

[キーワードl
Internet， WWW， マjレチメ

テとイア，脳神経外科，医捺情

報

世界的なコンビュータネットワークである Internetの普及と司文

字以外にも麗像や音声・動誼などの靖報を扱えるwwwやそのブ

ラウザ，情報産縮技術などの発達により，個人でも簡単に多様な

情報を双方向的にリアルタイムでt世界に発信できる時代になって

きた。われわれは今まで，マルチメディア・インフォームドコン

セントや，マルチメディア・ヂ…タベースなど主に患者サイドに

も有用な亙擦情報の活舟を研究してきた。これらは主にわれわれ

の施設を受診した患者に持なっていたがー一般の人や医療を受け

る人が好きな場所で宅わかりやすい医療情報を簡単に公平に得ら

れ，医療や健j棄に対する関心を深めて疾患予紡に役立てたり宅匡

療情報への玉虫解を深め検査や治療を効率よく行なうことなどを呂

的に司 Internet上でわかりやすい脳神経外科の検査についての'擢

報提示を行なったので報告する。

1 .はじめに

われわれは今までに，患者や家族へ公平でhわかり

やすい脳神経外斡の検査の説明を簡便に行なうため

のマルチメディアソフトウェアを活用したイン

フォームドコンセント[1]や，多様な[2f療情報の患

者へのわかりやすい提示や医療教育，医療サイドで

の情報活用を目的としたマルチメディア・データ

ベース[2]など，実際の陸療現場で患者や家族を対

象にした医療情報の活用を行なってきた。

最近世界中で急速に普及しているコンピュータ

ネットワークである Intemetと，文字以外にも磁器

や音声・勤顧などの多様な懐報を HTML(Hyper 

Text Markup Language)で簡単に扱える WWW

(W orld Wide Web)やブラウザ，情報圧縮技能など

の発達により，傭人でもホームページに情報を登録

することにより， リアルタイムな情報を簡単に双方

向的に世界へ発信で、きるようになった。

そこで今まで医療現場が中心であった，公平で、わ

かりやすく簡便な患者や家族への医療構報の提示

を，一般の人やこれから珪療機関に受診しようとし

ている人にまで広げ，医療や健康に対する関心を深

め疾臆予防に役立てたり，医療情報への理解を深め

検査や治壌を効率よく行なうことを自的として，

Intemet上での脳神経外科検査についての情報提示

を行なったので報告する。

2.方法

以下に本研究で用いた使用機器を示した。

〈ノ、ードウェア〉

ALLERGRO (ISG) 

Power Macintosh 8100 (アップルコンピュー

タ)

Video Vision Studio 2.0 (Radius) 

Quick Take 150 (アップルコンビュータ)

JX-330M (シャープ)

Aterm IT35 (NEC) 

1)慶E憲議選全大学医学部脳神経外科〔別総り請求先:〒160 東京都新宿区信濃町35番地 露霊感義塾大学医学部脳神経外科 大泉太郎，

ichitaro@bekkoame.or必〕
(原稿受付日 1996年 1丹68 原稿採択自 1996年2月15日)
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〈ソフトウェア〉

Netscape 2.0 (Netscape Communications) 

Adobe Photoshop (アドピシステムズジャノfン)

Adobe Premiere (アドゼシステムズジャパン)

Adobe SoundEdit Pro (アドビシステムズジャ

ノfン)

LogoMotion (Specular) 

MoviePlayer (アップルコンピュータ)

SoundMachine (Rod Kennedy) 

GIFConverter (Kevin A. Mitchell) 

MovieFlatter (Robert Hennessy) 

Fetch (Jim Matthews) 

まず，医療情報のコンピュータへの取り込み，加

をインフォームドコンセント用マルチメディアソ

フトウェア[1 ]とマルチメディア・データベース

[ 2 ]作製時と同様に行なった。

XP， CT， MRI， MRA，脳凪管造影， SPECT， 

脳波， ALLEGROを使用した三次元再合成像などの

画操データで可能なものは，データの保存されてい

るワークステーションと LAN(Local Area 

Network)を構成する Macintosh上にデータを転送

した。それ以外のフィルムデータは，イメージス

キャナでMacintoshに取り込んだ。検査室風景はデ

ジタルカメラである QuickTake 150で撮影し，

Macintoshに較送した。また，メニュー画詣のタイ

トルは LogoMotionで製作した。 Macintoshに取り

込んだ画像は Photoshopでトリミングやサイズ変更

をした上，クオリティーをできるだけ落とさないよ

う8色-256急に圧縮し， GIFフォーマットとし

た。そして画壊によっては GIFConverterでイン

ターレース GIFとした。脳血管造影の動商データは

Premiere上に VideoVision Studioを便って VTRか

ら取り込み，編集と圧縮を行ない QuickTimeムー

ビーとした。それを UNIXやWindows環境でも見

られるように MovieFlatterを使い加工を行なった。

解説の音声などの音声データはマイクから入力し，

SoundEdit Proで編集，庄縮を行なった。

以上のように編集・庄縮したデータと文字'1喬報を

組み合わせ，背景やタイトルを設定した各場面を構

成し，場面聞をリンクするような HTMLのソース

をエディターで作製した。そのソースと，画像・音

声・動調倍報をホームページのあるワークステー

ションに Fetchで較送し， Internet上に公開した。

プログラム総容量は1.5MBで，そのうち画像や音

，動闘のデータ容量が1.2MBであった。 HTML

もブラウザによって多少文法の違いがあり，今回は

NetscapeとQuickTime再生用の MoviePlayerや奇

声再生用の SoundMachineなどのヘルパープリケー

ションを前提として作製した。

Windowsや Macintosh，UNIXなど Internetの使

用環境によってブラウザの表示の横幅や文字のフォ

ントが異なっており，プログラム作成時には文字や

画像の配震などに充分な配慮が必要で、あった。ま

た， Macintoshではファイル名の大文字と小文字が

違っていても判別可能だが， UNIXでは完全に一致

していなければならず，注意が必要であった。他に

も，ホームページのサーバーによっては，拡張子の

制授が厳しく，注意が必要であった。

Internet接続環境によって情報転送力も輿なって

おり，作品を見る人の大半が電話線ベースの接続で

あることを考え，画{象や音声，動画データはできる

だけの圧縮を行ない，どうしても大きな容量が必要

な勤顧データなどは情報量を提示することによっ

て，ストレスのないアクセスができるように心がけ

た。

奇声データに関しては， RealAudioなど優れた庄

縮方式が登場しているが，ホームページのサーバー

傑がまだサポートしておらず，今回は鐙用できな

かった。

3. 作品について

ホームページにアクセスしたときの最初のページ

では，説明を見るときの、注意，脳神経外科の代表的

な8つの検査がイラストや画像で表示される(盟

1)。周囲が色づけされた画像は他のページとリン

クしていて，知りたい検査のイラストや画像をク

リックすると，その検査の日的や方法，注意点など

についての簡単な説明，疾患例の闘壊を見ることが

できる O

併えば， X線検査のページでは，検査の目的，診

艇できる疾患，注意点などの説明や頭蓋骨骨折と下



Internetでの脳神経外科の情報提示 63 

垂体腫壌による骨変形の X線画像を見ることができ

る。そして一番下段には 音声での説明が聞けるボ

タンとメニューに戻るボタンが表示される(図2)。

CTのページでは，同様に検査室の様子と検査に

ついての説明，疾患例として脳出血と脳腫蕩の CT

画像を見ることができる。また，日本で医療を受け

る外国人のために英語による提示も行なっている

(図3)。

MRIについても，同様に検査室の様子と検査につ

いての説明，脳腫壌の MRI画像を見ることができ

る(図4)。

脳血管造影のページでは，検査についての簡単な

説明とともに，正常脳血管の説明がイラストととも

に提示される。その下段は脳血管造影の左内頚動脈

写の正面像と側面像であり，クリックすると脳血管

造影のビデオが始まり，左内頚動脈内のカテーテル

から注入された造影剤によって，前大脳動脈と中大

脳動脈を写す動脈相や毛細血管相，総頚静脈へと集

まっていく静脈相を DSA (Digital Subtraction 

Angiography)で見ることができる(図 5)。

その下段では，脳血管造影で診断できる代表的な

図 2 X線検査の説明
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図 3 CTの説明 (英語版)



64 Japanese Journal ofComputer Science Vo1.3， No.l， 1995 

図4 MRIの説明
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図 5 脳血管造影の説明

4つの疾患(脳動脈癌，脳動静脈奇形，脳腫蕩，モ

ヤモヤ病)のイラストや画像が表示される(図 6)。

さらにその下段では，入院してから検査結果の説

明に至るまでの様子がイラストと文字で示される

(図7)。

また，アクセスした人の声を作品に反映させ，医

療分野への今後の新しいメディアの積極的な活用に

生かしていくために，作品や医療分野のコンビュー

タ化についてのアンケートも行なっている(図8)。

この備品はhttp://www.balisc.co.jp/ーtaroとhttp://

www.bekkoame.or.jprichitaroで公開している。

4.結果

作品は一般の人にもわかりやすいように文字よ り

も図や音声，ビデオを中心に使用しているため，ビ

デオに関しては読み込みに多少時間はかかるが， 一

般の電話線接続でも28.8kbpsのモデムを使用してい

れば，ほとんどストレスなく見ることができる。

また，この作品はいくつかの雑誌や新聞で取り上

図6 脳血管造影で診断できる疾患
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げていただき， 公開してから約 4カ月で500件以上

アクセスしていただき，海外からのものを含め30件

以上のアンケー卜結果を送っていただいた。今後そ

れらの結果のまとめや，作品へのフィードパックを

進めていきたいと思っている。

実際に Intemet上で医療情報の提示を行なっての

問題点としては，説明の内容に不安を感じた場合，

すぐに説明が可能な入院や外来の患者と異なり，

Intemetで見ている人には，その状況に応じた説明

が難しく，危険性ばかりが目立つてしまい，十分な

理解を得られない可能性があった。

今後は検査や治療，手術の危険性などの詳しい内

容を提示する場合は， Intemet上ではなく，自分の

医療施設内など問題が起きてもすぐに対処可能な限

られたネットワーク上で行なうべきだと思われた。

われわれの病院でも院内のネットワーク整備が来春

には整う予定であり，院内ネットワーク上だけの詳

しい内容を盛り込んだ作品の提示も行なっていきた

い。そして今後は，病院の ID番号と名前や診察科

などを入力した人しか見られないような， Intemet 

上での医療情報提示も行なわれていくであろう 。

また，この作品は徳島大学病院の病棟に設置され

亘国亙I~亙I~亙l亙l 辺 国

図 7 脳血管造影の検査の様子

るIntemetに接続されたコンピュータ上でも提示さ

れる予定であり，さらに内容を充実させていきた

p。

5.今後の課題

Intemetのメディアとしての長所として双方向性

があげられるが，この作品はアンケート結果や意

見，感想などを受け取ることしかできない。しか

し，たとえば見る人の年齢や身長，体重，食生活，

既往歴，生活パターンなどの情報を入力すると，肥

満度などを含む簡単な健康診断結果が見られるよう

なシステムを構築すれば，より見る人の医療に対す

る関心を高められると思われる。現時点で Intemet

上で情報の入出力処理をリアルタイムで行なうに

は，サーバーの CGI(Common Gate Interface)を理

解し，サーバー上でJ情報処理するプログラムを作製

しなければならない。そのため，現在 UNIX上の

Perlで情報の入出力を制御するフ。ログラムを作製中

である。
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また官官述のように来春には院内ネットワークが完

成する予定であり，関連病院を含む Intemet上での

踏神経外科疾患のマルチメディア・データベースも

構築する予定である。
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Internet presentation of information on neurosurgical examinations 

Taro Oizumi 1)， Takayuki Ohira ll， Shigeo Toya 1) 

1) Department of Neurosurgeη， Keio University， School of Medicine 

Abstract 

Owing to the rapid expansion of the Intemet， and the development of the World Wide Web (WWW) and its 

browser， which can present a variety of information such as still images， sound and motion pictures， the time has 

come when individuals can send messages and information to anywhere in the world easily and in real time. 

Recently， we have focused on the studies of effective use of medical information which is beneficial for patients， 

such as multimedia informed consent and multimedia databases. These studies have been performed mainly on 

patients visiting our institution. This report gives the results of a presentation of the information conceming 

understandable neurosurgical examination， in order to help those seeking medical attention to obtain medical 

information easily and fair匂， as well as to promote the information for preventative medicine and encourage 

examinations and treatment. 

Keywords: Intemet， World Wide Web， multimedia， neurosurgery， medical information 
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.はじめに

私は1993年6月より， Macintosh Quadra 800 (アッ

プルコンビュータ)上で， Adobe Photoshop (アドビ

システムズジャパン，以下 Photoshopと省略)を利

用している。Photoshopは， 写真のレタッチ，画像

図 1a 骨髄スメア標本(ギムザ染色)の顕微鏡写真原画
パックグラウンドも含め全体に赤l床がかった写真になっ

ている。

図1b Photoshopのレベル補正機能により，図 1aの背

景が真っ白になるように調整

Issued M日rch，1996

編集，カラーペイントを目的にデザインされたソフ

トウェアである。Photoshopはこれらの目的のため

にさまざまな機能を備えている。今回は，私が日常

の研究や教育の場で Photoshopを利用するときに，

最もよく使う機能の一つである「レベル補正jについ

て実践的に紹介しよう 。

-基礎編光学顕微鏡写真・蛍光顕微鏡写真のフォ

卜レタッチ

顕微鏡写真のプレゼンテーション準備において，

Photoshopのレベル補正機能が威力を発揮する。図

1 aは骨髄スメアの光学顕微鏡写真原画であるが，

全体に赤色調になっており色バランスが悪い。図2

aは表皮ランゲルハンス細胞の蛍光顕微鏡写真原画

であるが，パックグラウンドもぼんやり光っていて

コントラストが悪い。光学顕微鏡写真で、あればパッ

クグラウンドが真っ白であること色再現性がよいこ

と，蛍光顕微鏡写真であればパックグラウンドが

真っ黒で、コントラストがよいことをめざして撮影す

るのだが，これがなかなか難しい。図 1bと図 2b 

は， Photoshopのレベル補正機能を使って，この問

題を解決したものである。aとb，どちらの写真がイ

ンプレッシブであるか， 一目瞭然であろう 。

図 1aから図 1bへの補正の手順を，図 3-図8

に示しである。図 3と図 7で示すデスク トップ画

面の右上の時刻に注目してほしい。手順を lス

テップずつスクリーンショットを撮りながら作業

を進めているのたが，それでも要した時間は高々

3分であったととがおわかりいただけるだろう 。

なお，蛍光顕微鏡の図 2aから図 2bへの補正の

1 )香川医科大学皮膚科学教室〔別刷り請求先:干761-07 香川県木田郡三木町池戸1750-1 ， numahara@kms.ac必〕

Apply Photoshop to your Work [Theme: levels] (原稿受付日 1996年 1月8日 原稿採択日 1996年2月5日)
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図2a 表皮ランゲルハンス細胞の蛍光顕微鏡写真

J~ ックグラウンドも光っておりコントラストが悪い。
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図2b Photoshopのレベル補正機能により，図 1bの背

景が真っ黒になるように調整

図3 図1aの骨髄スメ ア標本原画をPhotoshopで聞い

たところ

場合には， 図 5aの作業にあたるときに，レベル

補正ダイアログボックスのスポイトツールの，左

端のボタン(シャドウ用)を選択し，スポイトツー

ルで蛍光顕微鏡の背景部分を選択クリックすれば

よい。

図4 レベル補正を選択しているところ

山ネル亡RGB三日
M レペル Eコ~巨E

l1101山」
町山ル Eコ匡コ

ユl 図プレピユ h

図5a レベル補正ダイア口クボックスが.聞かれたところ

ダイアログボックス内に 3つ並ぶスポイ トツールの右端

のボタン(ハイライト用)を選択し，スポイトツールで顕

微鏡写真の背景部分を選択しクリ ックする。

|1/1ノ[2]1

図5b レベル補正ダイアロ グ

ボックス内の 3つ並ぶ

スポイ卜ツール

左から順に，シャドウ，中

間調，ハイライトとなって

いる。

-応用編 PhotoshopとPersuasionによる科研申

請書作成法

日常の中で色々な書類を提出していく必要がある

わけだが，なかでも科学研究費補助金の研究計画調

書(以下，科研申請書)は研究者にと って大きなもの

であろう 。私が実際に提出した平成8年度科学研究

費補助金一般研究 (C)研究計画調書の作成手順を紹

介しよう 。私は，この方法でさまざまな書類を作成

している。



図6 レベル補正結果のプレビュー

図7 レベル補正前後の，画像をデスクトップ上で比較

しているところ

この方法を考えるうえでいくつかのポイントをま

ず考えた。

その 1(プリントアウトする文字が書類の枠から

絶対にずれないようにする乙と〕 。これは， 書類の

原簿をスキャンして，スキャン画像と書き込んだ文

字の双方を同時にプリントアウトすることにした。

その 2(1つの書類が高々 l枚のフロッピーディ

スクにおさまるサイズにすること〕 。原稿を最初か

ら白黒二階調でスキャンすればファイルサイズは確

かに小さいが，これを直接プリントアウトしでも，

多くの場合品質は悪い 。 この解決法として

Photoshopのレベル補正機能を利用する。

その 3(現在あるソフトウェアを活用すること〕 。

Photoshopに加えて， Aldus Persuasion (アドビシス

テムズジャパン，以下Persuasion)を利用している。

Photoshopでの作業を図 8-図15に示しである。
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図8 300 dpi，グレースケール， PICTでスキャンした平

成8年度一般研究 (C)研究計画調書の第 1ぺージ

図9 スキャンした画像の拡大

裏面の文字が薄く灰色に映りこんでいたり，文字の周囲

に淡い灰色の部分があったりする。

フィルタ 選択範囲ウインドウ

.ij否ぎ コントラスト

カラー"ランス

8略U

図10 スキャン画像の不要な灰色部分を除去するため

に司レベル補正を選択しているところ
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A1Jしベル

出力しぺ"

亡茎コ
E三E

図11 レベル補正ダイアログボックスのヒストグラム

右f!UJの大きな111が不姿な灰色部分に， :&:fMUの小さな平た

い111が必要な部分に相当する。

国12 レベル補正のスライ夕、誤整

ヒストグラム直下の 3つのスライダを，この留のような

イメージで務殺してみてほしい

毘13 レベル補正結果

レベル補正により，ミ差額の文字が薄く灰色に~央りこんで

いた部分は除去され，必喜善な文学や線の吉11分が黒色に

なった。このレベル檎正後のグレースケール画像を，モ

ノクロ 2階調に変換する。

臨14 モノク口2踏謂ダイアログボックス

JJCS v3no 1用原稿/沼療

:i'，iIす :g:愛穏類

芭 科研一般 (C)箆1ベw ジ

芭 14研一般 (C)第 1ベ』ジ者

霞 科研一般 (C)第1ベh ジH

2，064K Adobe Photoshop'" 

44oK Adobe Pllotoshop'" 

192K Adobe Photoshop'" 

圏15 ファイルサイズの比較

ラベル

1ページあたりf采存n寺2，064KBあったファイルサイズ

が，一連の作業により 192KB になっている c このこと

により人の研究計阪調議を枚のフロ、ソピーテ与イ

スクに保存できるようになる。このi滋if袋ファイルを

Persuasionで利用するため PICT形式で、保存する。

まず，原稿のスキャンはグレースケールで行なう。

また，スキャン時の解像度の設定は， 200 dpiから

300 dpi程度で，自分が使用するプリンタの解銭度

の整数分の lの値を指定するのがコツである。私

は， LaserWr・iterSelect 300 (アップルコンピュー

タ，出力解像度300dpi)を使用しているので，

300 dpiでスキャンしている。この Photoshopの作

業の目的は，高解{象度のグレースケール原稿から，

高品位の白黒二階調繭像を得ることにある O

Persuationでの作業を菌16-図23に示しである。

Photoshopで作成した科研申請書の白黒二|者説両援

の各ページをパックグラウンドに読み込み，それを

もとに各ページに対応するマスタを持つオートテン

プレートを作成，このオートテンプレートを利用し

て科研申請書を作成するのである。

盤おわりに

Photoshopの中の 1つの機能「レベル補正」を使う

だけで，顕微鏡写真のフォトレタッチが儲単に短時



国16 Persuasionを使って，科研取詰蓄用のオートテン

プレートを作成する

盟17 Persuasionでの用紙設定

A 4，プリント方向は縦である c

以下のE習性老変更する乙とができます。

国18 Persuasionで新規パックグラウンドを作成
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臨19 Persuasionで幸!fi主晃/¥ックグラウンドにグラフイツ

クを読み込む準儀

密20 Persuasionで新規パックグラウンドに，用意した

科研申請書の PICTファイルを読み込む

盟21 Persuasionで新規パックグラウンドに，読み込ま

れた科研一般 (C)第 1ぺージ

このパックグラウンドを元にマスターを作成す

る。
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冨]22 Persuasionで作成した科研申請用オートテンプ

レートを利用して宅申請書を作成している菌菌

聞で行えることを示した。科研申詩書のような規格

書類の作成にも威力を発揮する。皆様も，購入した

Photoshopが眠ったままになっているのであれば，

試してみてはいかがだろうか。

文献

平成8匁宜一般跨究 (C)窃鷹針菌傷者書{護者哩1

毘23 印刷された私の科研申請醤

印刷時には，白黒で印刷する。

宜主主•• 

[ 1 1 Adobe Photoshop 3.DJユーザガイド，アドビシステム

ズジャパン， 1994.
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米国の医療情報関係の学会に出席して
一感想、と若い先生への希望-

米国では，日本の何倍もの非常に充実した医療情

報関係の学会が毎年各地で頻繁に開催されている

が，日本ではあまりその実情が報告されることもな

く，また，実際の出席者も少ない。筆者以，この 1

年間に 4回このような学会に出席する機会があった

ので，その概要をお怯えして，援療情報に携わるお

若い方の参考になればと思い，この紹介記事の執筆

を引受けた。ちなみに，筆者がこの 1年諮に出賭し

たミーテイングとその開催された時期は，次のとお

りであった。

1. Capturing the Clinical Encounter (Boston， 

June， 1995) 

2. Medical Computing (Boston， September， 

1995) 

3. SCAMC (Symposium on Computer 

Applications in Medical Care) (New Orleans， Oct.， 

1995) 

4. MMVR (Medicine Meets Virtual Reality) (San 

Diego， Jan.， 1996) 

また，筆者の現在の立場およびコンピュータとの

かかわりについても一言する。このようなことで，

読者もどのような事'詰の下でこの記事が書かれたの

かを理解していただければ，内容の把握にもより役

立つと思う。

米国で開催される医療情報関係の学会に出賭する

ためには，演題を発表する場合でも，ただ発表を聞

きに行く場合でも，英語の実力を普段から謄いてお

かなくてはならない。特に僅療情報関係の学会で

は，医師をはじめ ComputerScienceの学部を卒業

した方や Vender，Administrator， Nurse， 

Midwife， RadiologyやLaboratory勤務の方，さら

に雷語学者など非常に多職種で，また異なったパッ

クグラウンドをもった方が参加する O そこで，講師

の方は岳分の講義をよくわかってもらうために，ど

柳田洋一郎 1)

の棺度のレベルで講義をすればよいかをその場で決

めるために，参加者 l人l人を指名して，そのキャ

リアや希望などをまず英語でしゃべらせることが多

l '0 
は，産婦人科誌でかつコンビュータにかか

わっているので，米国でこの全く異なった 2種類の

学会に毘々出席するが，同じ米自でこうも違うかと

驚く棺，コンピュータに関する学会では参加者を指

してくることが多い。

最近参加したある学会で， I Internet Jがそのワー

クショップのテーマであったが，指された自本人が

fなぜこのワークショップに参加するのかjと関われ

たとき，汀amintereted in Intemet. Intemet is getting 

very popular in Japan.Jと答えるのを経験したが，他

の参加者以IInternetから得た情報をどのようにし

て学生の講義に利用できるかが知りたくて参加し

たJなど，非常に具体的なものばかりであった。し

たがって，若い先生で米国医療情報の学会に出席さ

れる先生は，数ヶ丹前より参加するワークショップ

やシンポジウムの内容について十分予翠をしておく

ことが大切で、ある。

英語そのものについての勉強では，現在日本全国

どこでも開ける CNNInternational (毎月わずか900

円で開ける)を暇さえあれば開いて耳をならすとと

もに，その内容でわからないところがあれば

Internetの CNNのホームページである泊中:// 

www.cnn.comを開いて，その内容をはっきりと掴

むように努力していただきたい。ある学会で，バー

チャルリアリティを和用して手街の練習をする医師

のことを NintendoDoctorといっているのにびっく

りしたことがあるが， CNNのような外国番組を開

いていると英語の勉強だけでなく，ピデオゲームの

ようなものを米国の社会はどのように評価している

かもわかり，学会発表の理解に一段と役立つことは

1)東京マタニティー・クリニック〔守151 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-2(}-8 東京マタニティー・クリニック， yanayy@po.iijnet.orお〕
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いうまでもない。

それで、はここで，この 4つの学会についてお若い

先生方に投立つような印象記を少し書かせていただ

くこととする。

1 . Capturing the Clinical豆ncounter(Boston， 

June 25-28， 1995) 

ご存じの方も多いと思うが，米国医療情報学会

AMIA (American Medical Informatics Association) 

は，歴史的に幾つかの組織が合体してできたものな

のである。そして数年前より，春に AMIASpring 

Congressと称して，やや小型で専門的な学術集会を

地方で開催し， 10月末か 11月の第 1週に

Washington D. C.で， SCAMCと呼ぶ大型の学術集

会を行なうことにしている(最近数年は，秋の

SCAMCもときどき WashingtonD. C.以外で開催

するようになったが)。

Capturing the Clinical Encounterは，この春の

AMIA Spring Congressに梧当するもので，自本か

らの参加者は筆者も含めて 2名であった。 Boston周

辺には， V oice Recognitionなどを製品化している会

社が多数あり，ここでデモされた V0 i c e 

Recognitionはなかなか素晴らしいものであった。

この学締集会の目的は，次のようなものであった。

" Capturing the clinical encounter is a key thema in 

medical informatics. Years of work with computers in 

health care have demonstrated their potentials to 

improve quality and reduce cost. 

Nevertheless， computer still have littel presence in 

clinical practice. One of the primary hurdles blocking 

their use is has been the difficulty in accquiring clinical 

data. 

This conference approaches the issue from several 

perspectlves. 

( 1 ) Technical approaches to capturing data， 

including pen， speech， natural language， and image 

input. 

( 2 ) Applying the technical approach to capturing 

encounter data from patients and providers. 

( 3 ) The vocabulary and conceptual models 

necessary to organize the interface and store the 

captured data. 

( 4 ) Integrating data capture into daily practice and 

exploiting the data for practice guidelines. 

2. Medical Computing (Boston， September 17-

19，1995) 

最近は，米国でも今までコンビュータに特に深い

関心がなかった院長や婦長が，病院情報システムの

大筋を決める相談に参加せざるを得ない'~守勢になっ

てきた。ハーバード大学は，このような方を対象に

して 3日間のセミナーを関鑓した。このセミナーに

参加するには，何らのコンビュータの知識や用語を

知らなくてもよいとの但し書きがついていた。

筆者がこのセミナーに参加した自的は，マニアで

ない一般の米国の医師やナースがどの程度までコン

ピュータのことを知っていればよいのかを日本の場

合と比較したかったからである。

このセミナーで学んだことは，電子カルテという

のは極めてシンプルなスタイルのものでよいこと，

そしてどのようなコンビュータの上でも走ること，

そして病院を組織するすべての職員がコンゼュータ

はすばらしい，コンビュータがなくては仕事ができ

ませんと自然に口から出てくるようなシステムを作

ること，そして全く何らのオリエンテーションを行

なわなくても言霊でもが{吏えるソフトウェアを

Hospital Information Systemに提供することであ

る。

ハーバード関連病院のコンピュータシステムを統

括する CCC(Center for Clinical Computing)が製作

した使用の現場を取材した“Life幽 Line"というビデ

オは，これから HospitalInformation Systemに関与

する方に必見のテープである(東京マタニティー・

クリニック霞療情報部より，有料貸出し中 O

FAX: 03-3404-1596)。

3. SCAMC (Symposium on Computer 

Applications in Medical Care) (New Orleans， Oct. 

28-Nov. 1， 1995) 

“Toward cost effective Clinical Computing"が今大

会のテーマであった。 2，000人近い参加者の中で， B 
本人は多分10名前後であったと思われる。 SCAMC

は，前の 2日間に50近い Tutorialsを行なったが，

そのレベルは大変に高いものであって，日本人が参

加するためには英語はもとより，広範なパックグラ

ウンドの知識を必要とする。筆者が参加した
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“Digital Imaging"のTutorialsの場合には，講師は

元プロのカメラマンであり，参加者がいろいろな条

件で写した景告のスライドをまず映して，参加者一

人一人にその写真を写したフィルムの ASA，使用

したレンズの焦点距離や特性などをコメントさせて

いたのにはび、っくりした。しかし考えてみれば，デ

ジタjレ酒援を扱うのであれば，そのもととなる

画復などについて相当造形が深いことが必要で、あ

り，むしろ日本のコンピュータのセミナーではこの

ような一番大切な所をとばして，技術的なことばか

りに自がいっているのではないかと反省させられ

た。日常の仕事の中で切瑳琢磨し，多くの学問領域

にわたる知識を備えておくことが必要である。

今回の SCAMCの匝巻は，オープンセッション

のスピーチで NLM(National Library of Medicine) 

のMichaelJ. Akkarman氏が Visiblemanの講演を

行なったことである O 冷凍した捷康な人聞を lmm

の厚さに切i訴し， 3次元の座擦のついた人間のデー

タベースを作った経過をどデオで実際に死体を切訴

するすざましい光景と共に語ったことである。この

データベースは， CD掴 ROMでも LaserDiskでも，

また Mag-tapeでも入手することができる。この人

間のデータベース法，次に述べる諮問VRでも阜速

広く使われていた。有用なデータベースがすぐ広範

聞で使われる姿を日本でも見留わなくてはならな

。
、AT

V
 

なお， SCAMCの発表を大きく分けると

1 ) Computer Support of Clinical Practice 

2) DecisionSupport System in Clinical Practice 

3) Designing Computerized Patient Records 

4) Computer and Internet -Based Educational 

System 

5) Evaluation of Clinical Information System 

6) Evaluation of Health Care Strategies 

7) Computerized Image Processing and 

Transmission 

となる。次屈の SCAMCIこ参加されようとする方

は，毎日 l時間以上の英語の勉強をされるようお勧

めする。

4. MMVR (Medicine Meets Virtual Reality) 

(San Diego， Jan. 17-20， 1996) 

MMVR4は， 11 Hea1th Care in the Information 
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Age"と11Future Tools for Transforming Medicine "を

テーマとして， Hyatt Regency San DiegoとSan

Diego Convention Centerに於て開催された。 2，000

人近い方が参加した大きな会のわりにはややイン

フォーマルなところがあり，わりあいに気楽な会で

はあった。日本からの参加者は10名に満たなかっ

た。そして，場所柄と題材から軍服姿の参加者が多

かった。

コンピュータのソフトウェアの発達に拾で多いに

寄与しているのは軍需産業と航空機製造業の存在で

あるとは，アメリカの大きな詰報処理の学会に出席

すると必ず部かされる言葉である。日本のソフト

ウェア産業が大変ひ弱なの法，日本にはこの 2つの

産業が殆ど存在しないからであろう。

米国太平洋岸で第 1の海軍基地のある SanDiego 

でのこのバーチャルリアリティの学会は，まず開会

の辞を述べたのが制服の軍人であり，そのオープニ

ングスピーチの中でデモした潤窟の中や荒野の果て

まで駆け抜けてゆくバーチャルリアリティを平日用し

たビデオ番組は，まことに印象に残るものであっ

た。アメリカの箪隊はこのような力を持っているの

かと，思わず恐ろしくなる程の迫力があった。

そして，バーチャルリアリティとテレメディシン

とを利用して，速臨地での診i軒や治療を模擬的に行

なう様子は(アメリカからは遥か彼方にある Bosenia

Herzegovinaの戦場で、重症を負った兵士を治療する

といった現実を捺日目の前にしている米躍でなくて

は)，現実的に研究も利舟もされることが少ないの

ではないかと思われた。

日本のような平和?な国では，国立がんセンター

の小山博史氏や関口隆三氏が発表されたように，脳

外科などへの科用がこのようなハイテクを利用する

主要な分野となろう(会場ですわりながら考えてみ

た。 1年間の交通事故の死者が 1万人を越える日本

は，ある意味で BoseniaHerzgovinaや Golan

Heightsよりも借検一杯であり，国民がその気にな

れば，米陸と関じ意味で、のバーチャルリアリティと

テレメディシンとを用いた医療の持来は，大変有望

なものとも考えられる)。

産婦人科医として，この会で大変強い印象を受け

たのは， Teleobstetrics (産科遠踊診断)の実演で

あった。 SanDiego Convention Center (註:ここで

次期米国大統領選の共和党大会が関揺される)の大
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会議場の演台の上のラップトップの上に小型のテレ

ビカメラが据え付けてあり，画面の 4分の lにその

カメラに写った産科医すなわち演者の顔と，下の睡

面の 4分の lには NewYorkにいる自分の産科の患

者の顔と騒が交互に写り，子宮底や腹囲の測定から

始まって， ドップラーによる心音の測定や超音波に

よる BPD(biparietal diameter)の測定までをテレビ

で行なってしまった。そのデータは画面の半分の余

白に順次表示されて，それにもとずいて患者への説

明が文字と言葉とでなされていった。その音声の明

瞭なこと，画面の商質の素晴らしさは，その演出と

ともに参加した方へ忘れ得ぬ思い出を残したことで

あろう。

産婦人科医としての筆者にとって，さらにこの発

表で、印象に残ったのは，この患者とデモを行なった

産科医との聞の深い人間関係が，その発表の全域を

通じてひしひしと伝わってきたことであった。戦争

や交通事故などの突発的な場合を除いては，テレメ

ディシンといってもそこに脈々とした人間の心のつ

ながりがなければ，うまくは行かないことを見せ付

けられた発表であった。この発表を見ただけでも，

筆者は長い時間と費用とをかけて遥々 SanDiego に

来た甲斐があると思った次第である。

また，広い震示場に多数の Venderが出している

Virtual Realityを用いた手術の実習装置なども手に

触れることができ，仮想空間の腸を引っ張って癒着

を外したり，錯子でそこを引っぱったりして，バー

チャルリアリティのフィーリングが如詞に実感と

近いものかを生まれて始めて昧わうことができた。

また， 3次元テレビが日がねを掛けている方にも抵

拭なくうまく使えるものであることも始めて実感し

た。そして，それらを説明するベンダーの説明員の

質の高さと熱心さには，本当に圧倒された。

産婦人科で用いる胎克の状況を刻々チェックでき

る分娩監視装置 (ElectronicFetal Monitoring)が学会

で華々しく発表されるわりには，米自ではごく限ら

れた大学で、しか見当たらなかったのが， 1970年代の

半ばになって，あっという聞に米国の大部分の病続

に普及していった隷子を思い出す光景であった。

以上で 4つの学会の印象記を終わりにする O な

お，これらの学会のプログラムのコピーや発表され

た論文抄録のコピーなどを希望される方は， E 

mail: yanayy@po.iijnet.or.jpまたは FAX:03-

3404-1596へご連絡ください。

ここに記した 4つの情報処理関係の学会の次回の

開催は，次のようになっている O 是非一人でも多く

の先生方がこのような国外の学会に参加されて，新

たな刺激と構想、とを得られることを希望するもので

ある。

1. Telemedicine (Kansas City， June， 1996) 

2. Medical Computing (San Francisco， March， 

1996) 

3. SCAMC (Symposium on Computer 

Applications in Medical Care) (Washington D.C.， 

Oct.， 1996) 

4. MMVR (Medicine Meets Virtual Reality) 

(San Diego， Jan.， 1997) 
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研究に役立つURLデータベース(第 1報)

-ジャーナルおよび出版社の巻-

1盤はc:めに

WWW (World Wide Web)の出現にともない，い

わゆるfInternetブームjが世界中で何時多発的に巻

き起こっている [1，210 WWWを一言で表現す

ると，テキスト・静止顕・音声・動錨などの情報を

マウスのクリックだけで取り出せる全世界データ

ベースといえる。 Internetは，ユーザの餅造力に

よって，どのようにでも拡大するし，逆に狭くもな

る空間である。

昨今では Internetが民間へ浸透してきているが，

本来の目的は学術研究を支援するためのツールであ

り， Internet上には研究に直接役立つデータベース

が多数存悲している。日本コンピュータサイエンス

学会では，昨年より学会のホームページ (http://

www.jacs.org/)を開設し， Internet上での学郁す情報

の交換を推進している。 f私は医師だから Internet

に法関係がなpJとか， r私は教授だから電子メール

は使えなくてもよpJなどといっていると，有用な

研究犠報から孤立してしまう時代を迎えている。

そこで，本誌において， Internetに関するさまざ

まな最新情報を連載していくことを企画した。今屈

は，研究に役立つ URLデータベースとして，主要

なジャーナルおよび出版社の URLを紹介する。

2 .コンテンツ時代を迎えつつある Internet

1)検索サ…ピス

インフラが整備されてきた Internetの世界におい

て， Internetの中心的役部を担っている明司吊Fのコ

法橋尚宏 1)

ンテンツが重要になってきた。 明司TWは世界中に広

がる情報空間であり， 500万もの明司TWサーバが容

在するという報告がある O この広大な情報空関に対

してコンテンツの検索を効率よく行なうために，多

くの検索サーピスがある O

検索サーピスは，ディレクトリ・サ…ピスとサー

チ・エンジンに分けられる O ディレクトリ・サービ

スでは，あらかじめジャンル加に分類されたリスト

からテーマを絞り込んでいき，自的の WWWサー

バを探し出す O これは， f国人のブックマーク

(Bookmark)集と本質的には同じである。

一方，サーチ・エンジンで詰，ロボットとよばれ

るプログラムが各地の WWWサーバ上のファイル

を隅々までアクセスしてテキスト情報を回収し，こ

の回収された大量の靖報を検索可能な形で提供して

いる O そのため，フォームとよばれるテキストボッ

クスにキーワードを入力すると該当ページをリスト

アップしてくれるので，わずかな手がかりから鵠報

を検索することができる O

ただし，このような検索サービスから自分の欲し

い情報を取り出すこと自体が関難な場合もある。普

段から，興味深いサイトがあればその場で自分の

ブックマークに登録していくことが重要で、ある。

2 )主要なサーチ・エンジン一覧

国内外の主要なサーチ・エンジンとして，以下の

URL (Uniform Resource Locator)があげられる。中

には， ドラゴン・サーチ右どのように，入力した日

本語を告動的に英語に翻訳して検索できる機能をも

っサーチ・エンジンもある。

1 )東邦大学医学部公衆衛生学講座〔別別り請求先:苧143 東京都大問波大森西 5-21-16， naohiro@hohashi.org) 

[キーワード]Internet， WWW， URL，データベース司ジャーナル，出版社 (原稿受付日 1996年3月118)
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ODIN (Open Documentary Information 

Navigator) 

http://kichijiroιu-tokyo.ac.jp/odin/ 

TITAN (Total Information Traverse AgeNt) 

http://isserv.tas.ntt.jp/chisho/titan.html 

協 NIPPONSEARCH ENGINE 

http://www.juno.sfc.keio.ac.jp/NSE欄 NS/dive/

額千盟眼(函1)

http://www.info.waseda.ac.jp/search.html 
関ドラゴン・サーチ

http://www1.nisiq.netr jsengine/dragon/ 

index.html 

NTT DIRECTORY 

http://navi.sI.cae.ntt初/home.html

関サイパースペースジャパン

http://www.iijnet.or.jp/csj/ 

羽TaveSearch 

http://www1.sony.co.jp/Info Plaz a/ 

W A VESearch/ 

関 Yahho(やっ抵一)

http://yahho.ita.tutkie.tut.ac.jp/yahho/ 

一一

3 .研究に役立つ URLヂータベース

り研究に投立つ URLデータベース

理論的に整った論文を完成させて，可能なかぎり

インパクトファクターの高いジャーナルにアクセプ

トさせることで 1つの流れをもった研究が結実す

る[3 ]。インパクトファクターとは，ジャーナルの

レベルを示す偏菱{誌のようなものであり，各自がも

っジャーナルのインパクトファクターの合計{肢が研究

業績を評価する尺度であるい， 5]。このインパクト

ファクターのサンフフレは， http://avocado.pc.helsinki忠/

impact/などで、閲覧で、きる(罷3)。

今出は，主要なジャーナルおよび出版社の URL

を紹介する。 1996年 3月2日-5日にアクセスして

URLを確認し，その一部のページを Netscape

Navigator 2.0 (Netscape Communications 

Corporation)の麗面で示した。なお，この URL

治俗説

降雪 Yahoo! (やふ…)

http://www.yahoo.com/ 

NETSEARCH 

http://home.netscape.com/home/internet-

search.html 

Open Text Index 

http://www.opentext.com!omw/f-omw.html 

Lycos (図 2) 

http://www.lycos.com! 

襲撃 Galaxy

http://www.einet.net!cgiゐinlwais-text-muIti? 

襲警 WebCrawler

http://webcrawler.com/ 

AIta Vista 

http://altavista.digital.com/ 

Excite 

http://www.excite.com/ 

議議謡錨
仇勿会 総鋭緩総後泌総語糾

データベースの最新版は，筆者のホームページ

http://www.hohashi.org/に登録しているので利用し

て欲しい。

2 )主なジャーナル…覧

ジャーナルのホームページは1爆発的に増加してい

るが，全文を公開しているのは本誌「コンピュータ

サイエンスJ，IThe Journal ofBiological ChemistrγJ 

など，まだ少ない。 wwwは，印刷物などの紙のメ

ディアのすべてを陳腐化させかねない可能性を秘め

ているい -8L医学・生物学雑誌の終意に関する

議論法， The death of biomedical journals (British 

Medical Journal， 310， 1387-1390， 1995) [9]， 

The Internet and the Journal (New England Journal of 

Medicine， 332， 1709-1710， 1995)を一読すると

面白いであろう。
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護審監療情報学雑誌

http://www.miyazaki“med.ac.jp/jjmi/jjmi.html 

圏衛生試験所報告

http://www.nihs.go.jpINIHS/NIHS94/report93/ 

盤応南数理

http://www.etl.go.jp/Societies/jsiam/publication/ 

index.html 

藤救急医学

http://hypnos.m.ehime剛 u.ac.jp/GHDNet/

japanese/acute叩 ed/index.html

関計算機統計学

http://www.jscs.or.jp/mokuji.html 

襲警コンビュータサイエンス(盟 4) 

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/ J A CS/ JJ CS/ 
index.html 

関コンビュータソフトウェア

http://www.brl.ntt.jp/jssst/# ComputerSoftware 

羅生物物理

http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/biophys/Lbiophys/ 

text，j.html 

鐘 ActaNeurochirurgica 

http://www.springer.co.at!catalogues/ 

ScJ ournals/journaI2.spr 

鴎 AdverseDrug Reactions 

http://www.oup.co.uk/jnlsllistldrugsj/ 

闇 Ageand Ageing 

http://www .oup.co.uk/jnls/listl ageing/ 

調 AIcoholand AIcoholism 

http://www.oup.co.uk/jnls/listlaIcalc/ 

璽Alzheimer'sDisease Re耳セw

http://www.coa.uky.edu/ADRe，色w/

関TheAmerican Journal of Clinical Nutrition 

http://www.faseb.org/ajcu/ 

重量研究に役立つURLデータベース

霊童耳鼻と臨床

http://www .qent.med.kyushu鞠 u.ac.jp/

jibirin.html 

関電子情報通信学会誌

http://www必ice.or.jp/sjis/kaishi.html

襲撃常子情報通信学会論文誌

http://www.ieice.or.jp/sjis/ronbunshi.html 

盤望新潟医学会雑誌

http://www.med.niigata-u.ac.jp/medlib/igaj.html 

盤日本Ji0用数理学会論文誌

http://www.etI.go.jp/Societies/jsiam/publication/ 

transaction.html 

関日本救急医学会雑誌

http://hypnos.m.ehime-u.ac.j p/G HDN et/ 

japanese/jjaam.html 

霊童民本コンビュータ支援外科学会会誌(閣 5) 

http://www.prs.med.keio.ac.jp/j scas/ 

journalj.htm 

関 TheAmerican J ournal of Matれ'nal/Child

Nursing 

http://www.ajn.org/mcnlpage1.html 

髄 AmericanJournal ofNursing (o 6) 

http://www.ajn.orglajnlpage1.html 

盤AmericanJournal of Physics 

http://www.amherst.edu:80r ajp/ 

盤AmericanJournal of Preventive Medicine 

http://www.oup.co.uk/jnlsllist/ajpmed/ 

関 AmericanScientist 

畑中://www.amsci.org/amsci/amsci.html

盤整 TheAmerican Society for Microbiology (ASM) 

http://www .asmusa.org/ 
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Annals of Biomedical Engineering (ABME) 

http://nsr . bioeng. washington.ed u/ ABME/ 

annals.html 

Annals of Internal Medicine 

http://www .acponline.org/journals/annals/ 

annaltoc.htm 

Annual Review of Biochemistry 

http://www .annurev .org/series/biochem/ 

biochem.htm 

Annual Review of Cell & Developmental Biology 

http://www.annurev.org/series/cell/cell.htm 

Annual Review of Genetics 

http://www .annurev .org/series/genetics/ 

genetics.htm 

Annual Review of Immunology 

http://www .annurev .org/series/immunol/ 

immunol.htm 

Annual Review of Microbiology 

http://www.annurev.org/series/micro/micro.htm 

襲撃 AntimicrobialAgents and Chemotherapy 

ht“tp:叫/μ'/w帆、
Anti-Cancer Drug Design 

http://www .oup.co.ukljnls!list/antcan/ 

Applied and Environmental Microbiology 

http://www.asmusa.org/jnlsrc/aem1.htm 

Australian Electronic Journal of Nursing 

Education 

http://www.csu.edu.au/facul ty /health/ 

nurshealth/aejne/aejnehp.htm 

Australasian Journal of Engineering Education 

http://elecpress.lib.monash.edu.au/ ajee/ 

謬 BiochemicalJournal 

http://www.portlandpress.co.uklbj/ 

BioEssays 

http://www .citysca pe.co. uk/users/ag64/ 

bioindex.htm 

Biophysical Journal 

http://biosci.cbs.umn.edu/biophys/bj/bj.html 

Bioscene 

http://papa.indstate.edu/Oh/amcbt/bioscene.html 

Blood Cells， Molecules， & Diseases 

http://seconde.scripps.edu/W elcome.html 

堅調 Brain

http://www.oup.co.ukljnls!list!brainj/ 

The British Journal of Aesthetics 

http://www.oup.co.ukljnls!list!aesthj/ 

The British Journal of Rheumatology 

http://www .oup.co.ukljnls!list/brheum/ 

British Medical Journal (図7)

http://www.bmj.com/bmj/ 

The Canadian Journal of Plastic Surgery 

http://www.pulsus.com/plastics/home.htm 

The Cancer Journal 

http://www.infobiogen.fr/agora/journals/cancer/ 

homepage.htm 

Cell (図 8) 

http://www.cell.com/cell/index.html 

Cerebral Cortex 

http://www .oup.co.uk/jnls!list/ cercor/ 

Clinical and Diagnostic Laboratory 

Immunology 

http://www .asmusa.org/jnlsrc/cdli1.制限

額 ClinicalMicrobiology Reviews 

http://www.asmusa.org!jnlsrc/cmr1.htm 

Community Development Journal 

http://www .oup.co.ukljnls!list/cdj/ 

Computer Aided Surgery 

http://www.prs.medぷeio.ac伊/iscas/journaI.htm

Computer Applications in the Biosciences 

http://www.oup.co.ukljnls!list/cabios/ 

The Computer Bulletin 

http://www.oup.co.ukljnls!list/combul/ 

The Computer Journal 

http://www.oup.co.ukljnls/list!comjnl/ 

Current Eye Research 

http://www .oup.co.ukljnls!list/ cureye/ 

盤DermatologyOnline Journal 

http://www.ucdavis.edur huntley/ 

DOJ vol1numl!journal.html 

堅調 Development

http://www .cityscape.co.uk/users/ag64/ 

devindex.htm 

Digital Technical Journal 

http://www.digital.com!info/DT J/home.html 

The EMBO Journal 

http://www.informatik.uni-rostock.de/HUl¥必

MOLGEN/journals/EMBO-J/ 

Emerging Infectious Diseases 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

The European Journal of Neuroscience 

http://www .oup.co. ukl jnls/list/eurneu/ 

The European Journal of Public Health 

http://www .oup.co.ukljnls/list!eurpub/ 

Federation of American Societies for 

Experimental Biology (F ASEB) 

http://www.faseb.org/ 

髄 FRONTIERSIN BIOSCIENCE 

http://www.allworld.comlbioscience/ 
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襲警 GENE

http://www.elsevier.nl/cas/estoc/contents/SA1/ 

03781119.html 

関 Genes& Development 

http://www.ωhl.org:80/journals/gnd/ 

護憲 GenomeResearch 

http://www.cshl.orgljournals/gr/ 

騒 Glycobiology

胸中://www.oup.co.uk/jnlsllistlglycob/

圏 Haematologica

http://www.telnetwork.it/haematologica/ 

english.html 

関HealthEducation Research 

http://www.oup.co.uk/jnlsllistlhealed/ 

護憲 HealthPolicy and Planning 

http://www.oup.co.uk/jnls/list/heapoν 

暴露 HealthPromotion International 

http://www.oup.co.uk/jnlsllistlheapro/ 

閤HumanMolecular Genetics 

http://www .oup.co.uk/jnlsllist/hmgl 

騒 IMAJournal of Mathematics Applied in 

Medicine and Biology 

http://www .oup.co.uk/jnls/list/imammb/ 

盤Immunity

http://www.cell.comlimmunity /index.html 

盤ImmunologyToday 

http://www.elsevier.nl/locate/ito 

関 Informatics(The Journal of Informatics in 

Primary Care) 

http://www.ncl.ac.ukr nphcare/PHCSG/ 

Journal/ 

関 InternationalImmunology 

http://www.oup.co.uk/jnls/listlintimml 

護憲 InternationalJournal of Epidemiology 

http://www.oup.co.uk/jnlslIist/ije/ 

鶴 International Journal of Systematic 

Bacteriology 

http://www.asmusa.org/jnlsrc/ijsbl.htm 

麓 JapaneseJournal of Applied Physics 

http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jjap/index.html 

関 Journal of the American Medical Association 
(JAMA) (図 9) 

http://www .ama-assn.org/j ournals/standing/ 

jama/jamahome.htm 

藤 Journalof Animal Science 

http://www .asas.orgljas.html 

闇Journalof Applied Crystallography 

http://www.iucr.ac.uk/journals/jac/jac.html 

議研究に役立つURLデータベース

Journal of Artificial Intelligence Research 

http://www .cs. washington.edu/research/jair/ 

home.html 

Journal of Bacteriology 

http://www.asmusa.org/jnlsrc/jbl.htm 

盤TheJournal of Biochemistry 

http://www.bcasj.or.jp/jbindex.html 

盤 TheJournal of Biological Chemistry (閣10)

http://www-jbc.stanford.edu/jbc/ 

露Journalof Cell Science 

http://www .cityscape.co.uk/users/ag64/ 

jcsindex.htm 

襲警 TheJournal of Clinical Investigation 

http://www-comm.ucsd.edu/jci.htm 

盤整 Journalof Clinical Microbiology 

http://www.asmusa.org/jnlsrc/jcm1.htm 

襲撃 Journalof Computational Biology 

http://brnt.gdb.org/compbio/jcb/ 

騒 Journalof Computational Chemistry 

http://wiley.edoc.com/jcc/ 

関Journalof Computer-Aided Materials Design 

http://jcamatd.ethz.ch/jcamatd/jcamatd.html 

襲警 Journalof Experimeutal Algorithmics 

http://www .jea.acm.org/ 

襲撃 Journalof Experimental Biology 

http://www .ci tyscape.co. uk/users/ag64/ 

jebindex.htm 

The Journal of Experimental Botany 

http://www .oup.co. uk/jnlslIist/ exbotj/ 

麟Journalof Fluids Engeeniering 

h刷tt叩p:叫/μ'/s舵cholar.lib.v悦t

The Journal of Heredity 

http://www.oup.co.uk/jnlslIistljhered/ 

警護 Journalof Image Guided Surgery (関11)

http://www.igs.wiley.coml 

襲警 TheJournal of Immunology 

http://www.at-home.com/JII 

盤Journalof Molecular Biology 

http://www.hbuk.co.uk/jmb/ 

関 Journalof抗 olecularModeling 

http://www .organik.unトerlangen.de/info/

JMOLMOD/jmolinfo.html 

騒 Journalof the National Cancer Institute 

http://wwwicic.nci.nih.gov/jnci/jnci_issues.html 

騒 TheJournal of the Physical Society of Japan 

http://柄引開。c.nacsis.ac必/jps/jpsj/index.html

盤Journalof Statistics Education 

http://www2.ncsu.edu/ncsu/pams/stat/info/jse/ 

homepage.html 
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議研究に役立つURしデータベース

襲撃 Journalof Universal Computer Science 

http://hgiicmぷE忽raz.ac.at!CJUCS Joot 
藤 TheJournal of Urology 

http://www.wwilkins.com/ur叫ogy/

関Journalof Virology 

http://www.asmusa.org/jnlsrc/jvl.htm 

闇Journalof Zoology 

http://www.oup.co必k/jnlsllist!zoo/

関 MedicalSciences Bulletin 

http://pharminfo.com/pubs/msb/msbmnu.html 

璽 MedicineOn-Line 

http://www.priory.com/journals/med.htm 

Microbiological Reviews 

http://www .asmusa.org/jnlsrc/mr・l.htm

璽 Molecularand Cellular Biology (MCB) 

http://www.asmusa.org/jnlsrc/mcb1.htm 

鐘MolecularVision 

http://wwwl.cc.emory.edu/ 

MOLECULAR VISION/ 

璽 Molecules

http://science.springer.de/molec/molecule.htm 

属議 Morbidityand Mortality Weekly Report 

http://www .cdc.gov/epo/諮 mwr/mmwr.html

襲警 MouseGenome 

http://www.oup.co.uk/jnls/list/mousej/ 

襲撃 Mutagenesis

http://www .oup.co.uk/jnlsllist/mutage/ 
関 Nature(図12)

http://www.nature.com/ 

関NephrologyDialysis Transplantation 

http://www .oup.co.uk/jnlsllist!ndt! 

塁審 NetworkScience 

http://edisto.awod.com/netsci/ 

関 Neuron

http://www.ceIl.com/neuron/index.html 

関 Neurosurgery

http://www.wwill玉ins.com/neurosurgery/

鞠 NewAstronomy 

http://www.elsevier.com : 80/j ournals/newast/ 

Menu.html 

髄 TheNew York Journal of Mathematics 

http://nyjm.albany .edu:8000/ 
塁審 NucIeicAcids Research 

http://www.oup.co.uk/nar/ 

髄 NursingResearch 

http://www.ajn.orglnr/pagel.html 

襲撃 The OnLine J ournal of Plastic and 
Reconstructive Surgery 

http://brasiI.emb .nw .dc. us/NIB/OJPRS/ 

welcome.htm 

関ORNLReview 

http://www .ornI.gov/ORNLReview/rev2ふ2/text!

home.html 

関 PlantDisease 

http://www.scisoc.orglpubs/pdisease/ 

襲撃 Proceedingsof The London Mathematical 

Society 

http://www .oup.co.uk/jnlsllist!plms/ 

関 ProteinEngineering 

胸中://www.oup.co.uk/jnls/list/proeng/

盤ProteinScience 

http://www.prosci.uci.ed耐

震覇 Protoplasma

http://www.springer.co.at!ca talogues/ 

ScJ ournals/journal27 .spr 

襲撃 ThePublic司 AccessComputer Systems Review 

http://info必b.uh.edu/pacsrev.html

審議 RadiationResearch 

http://www.kcj.com/radres/ 

関RNA

http://www . cup .org/ J ournals/RN A/ 

RNAHomePage.html 
霊童 Science(臨13)

http://science-mag.aaas.org/science/ 

関 Science(和文要約)(図14)

http://www.ricoh.co.jp/rdc/ic/misc/ a bs 31u b/ 

Science.html 

響調 SoftwareReviews 

http://www.Iiv.ac.uk/ctichem/swrev.html 

霊童 Southwest Journal of Pure and Applied 

Mathematics 

h加ltt旬p:凶/μ/r悶.鴻at柑t“ler冗 ame位ron

露関覇 Structure 

http://www .curscI.co. uk/BioMedN et/str/ 

strinf.html 

麟 VeterinaryPathology 

http://www .cvm. uiuc.ed u/HomePages/ 

JFZachary/VetPathol 

護審 TheWorld Wide Web Journal ofBiology 

http://epress.com/w3jbio/ 



]apanese ]ournal ofComputer Science Vol.3， No.1， 1996 83 

3 )主な出版社一覧

盟アスキー

http://www.ascii.co.jp/ 

瞳アルク

http://www.alc.co.jp/ 
覇岩波審~

http://www.mki.co.jp/iwanami.html 
園インプレス

http://www.impress.co.jp/ 

盤河出番薦新社

http://www.bnn.co.jp/KAWADE/index.html 

盤技術評論社

http://www.gihyo.co.jp/indexJ.html 
盟共立出版

http://www主"i.co.jp/park/kyoritsu/

瞳講談社

http://www.toppan.co.jplkodansha/ 

盟小学館

http://www.toppan.co.jp/bookshop/index-j.html 

臨 AcademicPress (図17)

http://www.apnet.coml 

瞳 Associationof American University Presses 

h秘tt旬p:凶/μ'/aaup.pl蕊lp戸res崎s.p戸r担i

闇B到la坑ckweIlScience 

http://www.blacksci.co.uk/ 

瞳 CambridgeUniversity Press 

http://www.cup.cam.ac.uk/ 

躍 Chapman& HaIl 

http://www.chaphaIl.comlchaphall.html 

臨 ElsevierScience 

http://www.elsevier.nl/ 

議研究に役立つURLデータベース

関サイエンス社

http://www .bekkoame.or .jpr saiensu/ 

瞳ソフトパンク

http://www.softbank.co.jp/ 

醸東京大学出版会(関15)

http://cancer .mss.co.jp/むPI

豊富日外アソシエーツ

http://www.nichigai.co.jp/ 

瞳日経BP社

http://ww鴨川ikkeibp.co必lindex品 tml

臨ひつじ書房

E悩ltt句p:凶/μ/w帆y司w司市州r明鴨

髄ピ一.エヌ・エヌ(図16)

http://www.bnn-net.or伊/

園自夜書房

http://www.iijnet.or.jp/byakuya/ 
盤リクルート

http://mixj.recruit.co.jp/index-j-j.html 

騒 JohnWiley & Sons 

http://www.wiley.co狂11

豊富 MITPress 

http://www柵 mitpress.mit.edu/

調 OxfordUniversity Press (図18)

http://www .oup.co.uk/ 

豊富 PenguinUSA 

http://www.penguin.comlusa/ 
覇 Springer幽 Verlag

http://www.springer.de/ 

議議縁縫鎚議議
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重量研究に役立つURLデータベース
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1間前月号 :!-;w亥

・2ち2老是 認2号
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・怒3老妻 き窓 3喜多
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韻文認さl'投筏銀定

讃署長髪策委主

議野笠銭ぱ'-r，;;jf，t("'J，M4si'<::ktuc-=，}p> 

謡孝義援問

酪 5

図 htt旬p://ρ'/www.i泊nf，白0

(千里[限浪肱iはま， ある URLにリンクを張っているページ

のじRLを逆探知できるサーチ・エンジン)

菌 2 http://www.lycos.com!lycos-form.html 

(サーチ・エンジンの Lycosでは，詳細な検索条件

を設定河能)

図3 http://avocado.pc.helsinki.fi/impact/ifact-by-

ifact 
(主要なジャーナルのインパクトファクターや引用

半減期を掲載)

国 4 http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/ 

JJ CS/v2/n1!index.html 
<fコンピュータサイエンスjの全文を1m覧可能)

国 5 http://www.prs.med.keio.ac.jp/jscas/ 

journalj.htm 
<r日本コンヒ。ュータ支援外科学会会誌Jの日次のみ

を公開)
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盟6

BMJB珍恥恥断刷凶悶r討詑出似~l公対焔i江凶倫t託恥山iおÌsr

anJ Cluui fled相関pltolRdvel"liu・ents00句》

Conten念s

Online Journalぉ子ro忽隠線JPublications Group 

盟7

霞 6 http://www.ajn.org/ajn/page1.html 
(看護系ジャーナルIAmerican Journal ofNursingJの

本文を閲覧可能)

図 7 http://www.bmj.com!bmj/ 
(医学系ジャーナJl-IBritishMedical JournaIJの

Abstractを公開)

盟8 http://www.cell.comlcell/index.html 

(lCellJ最新号に掲載された ArticleのSummaryな

どを閲覧可能)

臨 9 http://www.ama-assn.org/journals/standing/ 

jama/jamahome.htm 

(オンラインで登録して， IJAMAJの図次などを!渇

覧可能)

図10 http://ww，，寸bc.stanford.edu/jbc/

(他のジャーナルに先駆けて， IThe J ournal of 

Biological Chemistry Jのf注文を公関したことで有名)

議研究に設立つυRしデータベース

08 

臨 9

国10
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図16

図16 http://www.bnn-net.or.jp/ 
(ビー・エヌ・エヌ発行のコンビュータ関係の雑誌

情報を公開)

aJ17 http://www.apnet.comJ 

(Academic Pr巴ssの書籍やジャーナルの出版案内)

盟18 http://www.oup.co.ukl 

(Oxford University Pressの73緩やジャーナルの出版

案内)
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第 4回自本コンピュ…タサイエンス学会学術集会の開催に捺して

柳田洋一部(第 4四日本コンビュータサイエンス学会学揃集会会頭)

1995王子 9月3日，第 4回日本コンピュータサイエンス

学会学前集会(第33国産婦人科情報処理研究会と共能)

が，神宮外苑と大宮御所との慌に位置する明治記念館(東

京都港区)において隠iftされた(図し 2)。

1.会頭の立場から

この学術集会の会頭を仰せつかった筆者は，第 3ITII学

術集会の終了時までは単なる一会員に過ぎなかった。今

回の学術集会の半年前にそのま立を与えられたので，時

間，資金，技術開題，会場選びなど，まさに極限に近い

状態で企掘され，実行した。

汁こ，本学会の他の役員および顧問，そして共能を

承諾された産婦人科'fl村民処理研究会会員のご援助で，と

もに学び得た学前集会を無事終了できたことに改めて尽

くお礼申し上げる次第である。さらに，多大の資金のご

援助をいただいた援態義塾大学毘学部産婦人科出窓会(北

井徳蔵会長)，さらにご協賛いただいた*京母性衛生学会

(古谷博理事長)，ご協力いただいた産婦人科臨床懇話会

(佐藤孝道代表倣話人)，そして，会場の設営および運営

にご協力いただいた雪印乳業株式会社の関係各位に厚く

お礼申し上げる次第である。また，高速通信ITII掠 ISDN

の敷設など，会場の設営のためにわれわれの大変難しい

要求を受け入れてくださり，会場設営のために深夜ま

で，また早朝より絶大なご協力をいただいた明治記念館

の松本選夜営業謀長をはじめとするご関係者に深甚ーな感

謝の意を捧げるものである。いろいろな技能上の問題の

解決に力になっていただいた理事，とくに学館集会前日

の設営作業に深夜まで本当に献身的なご協力をいただい

た理事，受付業務の総指揮をとってくださった東京母性

衛生学会の山内宗子理事にはお礼の中しようもない。ま

国 1 第 1会場の様子

た，技術上の大変なサポートをしていただいた銀座サク

ラヤのご関係者，および森JlI医科器械株式会社の渡辺一

夫氏に厚くお礼申し上げる c

以上，ながながとまず謝辞を述べさせていただいたの

は，学手詩集会の内容は別に論じるにしても，このような

学街集会では最も大立!な一要素であるプレゼンテーショ

ンの技摘レベルで，米国の代表的な情報学会である

SCAMC (Symposium on Computer Applications in 

担edicalCare)のそれにも負けない裂の成果を上(f得て，
大勢の専門家から高い評filIiをいただくことができたの

は‘このような多方面の人材のご協力を得ることができ

たためだと自負しているからである。

そして過去10数年h にわたり，このような方弱の具体的

な知識と技術を教示してくださった共能の産婦人科情報

処理研究会の役員，とくに加藤達夫，大犠克洋，間宮

親， f是永j忠夫の諸氏の街i援助なしには，この学術集会は

成り立たなかったと思われる。永年のご教示とご指導

に，改めて厚く感謝の慈:を捧げるものである。また，

術集会開{誌のために，本業で多忙な中を大変協力してく

れた東京マタニティー・クリニック職員，とくに医療情

報部各位に深甚なる感謝の意を表するものである。

今後， ~:I央あるいは地方あるいは会員各自の職場で，

規模の大小はあれこのような学術集会または研究会を間

出されようとするお若い会員にとって，この学楠集会の

セットアップは必ずや役立つ具体的な情報を与えたこと

i玄関連いない。また，日'詰このように個人として，また

間2 座長を務める筆者
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学会として多国的な人脈を作っておくことが，今後この

ような学簡集会の運営にあたられる方には心掛けておい

ていただきたいことである。

そして， The last but not the leastであるが，講師に最適

な方を選んでくださったプログラム委員会の委員各位，

およびそれに応えて素晴らしいご講演をしてくださった

各位に深甚な感謝の意を捧げるものである。

2. 自本コンビュータサイエンス学会の設立の主旨を

振り返って

さて，日本コンピュータサイエンス学会は，単に医学

のみでなく科学に関するあらゆる領域の問題について，

会員および参加者がその経験を分かち合うことを自的と

して発足したが，理事などの役員の大部分が医学部関係

者であることから演題の大部分は医学に関係深いものが

多かった。

しかし，現在の毘学は，検査・診断・治療および研究

のほぼ全領域が BilogicalEngineeringの技術を背景に成

り立っているので，ここで発表しまた吸収できる技術や

知識は，ほとんどそのまま科学の全領域に応用可能であ

る。そのために，この学術集会の出席者は，法学以外の

法い範関にわたっており，これがこの学会の大きな特徴

となってきた。

さらに，今司はハイエンドからローエンドに至るコン

ピュータ講習会が学術集会当日およびその前日に開催さ

れたので，看護婦(士)や助産婦など，従来はこの学会に

参加しなかったパラメデイカルの方が大勢参加されたこ

とは特筆に値しよう。

今回の学術集会の 2つのワークショップである「コン

ビュータは監療の壁の向上に益したかJおよびf携帯端末

の応用jは，学ぶところ多いセッションであった。監学の

倍常の実地応用語では，これらの方々のカに依存するこ

とが多いので，この講演は大いに歓迎されたと思われ

る。

B本で陸療情報学を扱う唯一の学会である日本医療情

報学会も，医学の実地面でのコンピュータの利用につい

て約10年前から一生懸命取り組んできているが，オーダ

リングシステムなどを除けば まだまだ米自のそれに比

してはるかに後ろを歩いているといわなければならな

p。

1995年 6月に米国のボストンで開催され，筆者も参加

した米国援療情報学会(AMIA)の SpringCongressのメイ

ンテーマはrCapturing the Clinical EncounterJで，このよ

うな基本的な事柄が実地面ではどんなに大切であるかが

容易に理解されよう。また， 1995年 9月，陪じくボスト

ンで行なわれ，筆者も参加した AMIA(米関医療情報学

会)がスポンサーでハーバード大学が主寵した Clinical

Computing in Patient Careの趣意書の中には，次のように

警かれていた。

Effective management of health care information is 

critical not only for patient care， but also the survival of our 

health institutions. Increasingly， clinicians are called upon to 

help develop，巴volv巴， and implement strategic health plans 

without understanding the implications for information 

systems. 

日本では，とくに弱いといわれるデータベースや通信

の重要性を改めて認識するためにも， r研究における

InternetJは大変得るところが多いシンポジウムであっ

た。そして，最後の藤野豊美氏の「コンピュータ支媛外

科jは，単に形成外科の領域のみでなく外科系のすべての

領域で，今後このような発想、を必要としよう。

3. プログラムの内容

(1)学会前日コンピュータ講習会

1995年 9月2日(土)(10: 30-16 : 30) 

会場:NTT MEDIA LAB (東京都港臣南麻布)

コース 1 これから始める Macintosh入門

講師:法橋尚宏(東邦大学軍学部公衆衛生学)

コース 2: Macintoshによるフレゼ、ンテーションのすべて

講師:池司俊也(慶態義塾大学医学部病院管理学)

1人 1台用意された Macintoshを操作しながら，

Macintoshの操作を学習した。

( 2 )第4陣学術集会(共催:第33出産婦人科情報処理研究

会)

第 l会場(富士の関)

(9 : 00-9 : 10) 

開会の辞 (ClinicalApplications of Computer) (会頭:柳田

洋一郎)

第4四日本コンピュータサイエンス学会学術集会は，ス

クリーンに投影された地ayoClinic Family Health Bookの

音楽を伴ったシーンとともに慌:暮した。それに続いて，

日本ではソフトウェアの路発が遅れていることを例に選

んで説明した。

(9 : 10-10 : 45) 

ワークショップ 1 コンピュータは医療の質の向上に益

したか

看護，病院管理坂部長正(鈴鹿医療科学技能大学)

患者情報管理清水稔(濁協霞科大学越谷満院錆環器内

科)
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病読管理，システム設計 中村清吾(聖路加国i捺病院外

科)

電子カルテ 亀剖信分(亀田総合病院校長)

カルテ 大橋克洋(大橋産科婦人科)

コンピュータ技術の進歩に伴い，題橡診断や遠鵠医療な

どにより医療が大きく変容してきた。患者データベース

の構築とそれを用いた臨床研究，事務作業の額格化など

が行なわれるようになった。本ワークショップでは，こ

うした霞療情報処理の実例や電子カルテが紹介されコン

ピュータが医療の発援に不可欠で、あることを印象付け

た。

ワークショップ 2:携帯端末の応用

LX200について 藤田信之(国立遺伝学研究所分子遺伝

学部門)

Newtonについて 加部一彦(愛育病院)

データ発生源での入力と現場で必要な'埼報を臨定端末の

所まで行かなくても知ることができる方法として，最近

ハードウェア的にもソフトウェア的にも大変進歩してき

た携搭端末の実態，それをすでに使用しはじめている研

究者の体験談は，これからこの方面に進もうとする方に

大きな刺激を与えた。

(13 : 00~14 : 00) 

テクニカルセミナー:携帯端末MagicLink (SONY) 

柳本吉彦 (SONYインフォコムプロダクトカンパニ-

PIC酪品部統括部長)

ビジネスの世界では実用化が始まっている携帯端末は，

いよいよ医援や研究領域でも利用可能となりつつある o

SONYの画期的な小型携帯端末(わが国では未発売，米関

にて発売中)の米国での使用の実際を紹介いただき，多大

の感銘を与えた。

(14 : 00~15 : 45) 

シンポジウム:研究におけるインターネットの利用

インターネットとは竹腰正経(東海大学歴学部分子生

命科学2講部)

医学・産療での利用 池田俊也(慶臆義塾大学毘学部病

院管理学)

分子生物学での利用 鵜JlI義弘(農林水産省農業生物資

源研究所)ほか

インターネットをパリパリ活用されている講師から，具

体的な利用法を実際にコンビュータを操作しているとこ

ろを見ることによって理解することができた。あたかも

自分がアクセスしているような気分で大画面を克てい

た。また，インターネットを研究に利用する実際的方法

もよくわかった。

(16 : 00~17 : 00) 

特別講演:コンピュータ支譲外科

藤野豊美(慶搭義塾大学底学部形成外科)

最近，コンピュータシミュレーションを外科手術に応賭

する「コンビュータ支援外科」という研究領域が確立され

注自を集めているo 本特別講演では， rコンピュータ支援

外科jの概念を世界で初めて提唱された藤野豊美氏が素晴

らしいビデオを中心にして，最新の研究状況について講

演され多大の感銘を与えた。

第2会場(紅梅の関)

コンビュータ講習会初級者コース (Macintoshの大陸樹投

影による講義)

(9 : 10~10 : 45) 

クラリスワークス入門

金子周司(京都大学薬学部薬理学)，河本能(広島大学菌

学部口!控生化学)，大竹樽(福井県立大学経済学部英語

学)

(11 : OO~ 12 : 15) 

初心者のためのインターネット入門

池田俊也(慶磨、義塾大学法学部病院管理学)

第3会場(芙蓉の陪)

コンビュータ講習会上級者コース (Macintoshの大画面投

影による講義)

(9 : 10~ 1O : 45) 

踊像処理 1(Adobe Photoshop) 

沼原利彦(香川i医大皮膚科) 小島清嗣(オリンパス)

(11 : 00~12 : 15) 

爵像処理 2(NIH Image) 

小島清嗣(オリンパス)，沼原利彦(香川医大皮蔚科)

(13 : 00~14 : 15) 

文献検索・文献管理・電子辞書

金子問問(京都大学薬学部) 藤田倍之(鴎立遺伝学研究

所分子遺伝学部門)

(14 : 30~15 : 45) 

統計

簡出昭彦(鳥取大学援学部衛生学教事)

4.一般演題

紅梅の詞(第 2会場)(13 : 00~16 : 00) 

第 1辞任3: 00~14 : 00)康長:清水稔
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1. EOSDCS 3 cデジタルスチルカメラを用いたスライ

ド化の一考察

商山毅，新谷間，大越裕幸(戸司中央総合病院抗E

科)，山口側(間麻酔科)，鈴木富夫(キヤノン販売カメ

ラ総合計画課)，大西智久(キヤノンゼロワンショップ)

2. Pigment injectionによる皮膚色再現 (SkinColor 

Management Systemへの展望〉

内田彰子，中山凱夫(筑波大学臨床医学系形成外科)

3. NIH Imag巴によるヒト毛成長速度及び毛髪i度経の計

測

拐衛軍，山中由桂子，歌田泉美，高木紀子(株式会社ア

ルソア央粧)，小林正彦(東京大学農学部)

4.パーソナルコンピュータを用いた補綴治療計画支援

システム

仲間重樹(仲田歯科医院) 荷正高(大阪密科大学補誠学

第 3講座)

第 2群(14: 00-15 : 00)座長:高瀬義昌

5.気管支鏡のシュミレーション型トレーニングスタッ

ク/パッチリ気管支鏡

大森久紀(南生協病院呼吸器内科)，高木第(協立総合病

院消化器内科)

6.マルチメディアを活用した脳神経外科の検査のイン

フオームド・コンセント

大泉太郎，大平貴之，戸谷重雄(慶磨、義塾大学医学部脳

神経外科)，堂本洋一(慶臆義塾大学伊勢慶謄痛院脳神

経外科)

7. CD-ROM人体図iANATOMISTJを用いた授業につ

いて

伊藤幸子(北里大学看護学部)，渡辺一夫(森川医科器械

株式会社)

8. 米国に於ける匿療とマルチメディアの現状-

Interactive Health Care 95報告

渡辺一夫(森川匿科器械)

第 3群 (15: 00-16 : 00)座長加者1I…彦

9.ライフサイエンス辞書2(LSD 2)の内容と利用に関

する調査および客観評価

河本提(広島大学臨学部)，鵜JlI義弘(農林省農業生物資

漉研究所)，大武博(福井県立大経済学部)，竹内浩昭

(静間大学理学部)，竹腰正隆(東海大学医学部)，藤田

信之(国立遺法学研究所) 金子関前(京都大学薬学部)

10. Microsoft Exce15.0を陥いた放射線科の集計業務

根岸邦夫，佐藤真太郎，宿谷俊民11，ift島正弘，村田光

俊(猫協医科大学越谷病院放射線部)，塩野孝博，岩崎

尚弥(濁協医科大学越谷病院放射線科)

11.エクセルマクロによる APACHEi自動計算プログラ

ム:アパッチ検太君

高木篤，斎毘武郊(協立総合病院消化器内科)

一般演題の下記 2題はシンポジュームで発表(13: 30-

15: 45) 

S-5. インターネットによる産業医学文献データベース

の利用

八幡勝也東敏昭(産業医科大学産業生態科学研究所作

業病態学研究室)，舟谷文男(産業医科大学病院管理

学)，高間和美(産業医科大学産業産実務研修センター)

S-6. WWW Serv巴rで病理診甑部門の情報発信を試み

る

真崎武(京都府立陸大病読病理部)

5. まとめ

大勢の関係者および参加者のご協力により，短い準備

期間しかなかったにもかかわらず，大変 Informativeで

Educationalな学術集会を開催できましたことを改めて厚

くお礼申し上げ，会頭としての学会記を終わらせていた

だく O

なお，この学術集会の棺当部分はビデオテープに録必jj

されており，ご希望の方には一部は割付可能(有料)で

す。ただし，短時間の一部分の記録のみの配付はいたし

ません。連絡は，東京マタニティー・クリニック (FAX:

03-3404-1596)へお願いいたします。
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第 5自詰本コンビュータサイエンス学会学構集会のお知らせ

この度，第 5悶日本コンピュータサイエンス学会学術

集会を平成8年3丹24日(日曜日)に開接することとなり

ました。本学術集会のテーマは「新しい時代の通信環境j

と題して，国立がんセンターにおける最新のコンピュー

タ通信環境のデモンストレーションを含め，密度が高く

内容の濃い講演を企闘いたしました。なお，今聞はすべ

て指定演題のため一般演題の発表はありません。

〔日時・場所]

平成8年 3丹24日(日曜日)10 : 00-16 : 30 

鴎立がんセンター研究所セミナールーム

(東京・地下鉄日比谷藤東銀底駅下率3分)

[会費]

会員:5，000円，非会員:10，000円(当日徴収)

[プログラム]

10: 00開会

10: 00-10 : 20学会総会(法橋尚宏理事長)

10 : 30-12 : 30 [セッション lHヴアーチャル・リア

リティとテレ・コミュニケーションj

座長柳剖洋一郎，t'r腰正隆

。ここまで進んだ遠臨医療-Medicine羽田tsVirtual 

Reality: 4に参加して一(柳田洋一郎)

〔演者紹介]東京マタニティー・クリニック院長。産科領

域におけるコンビュータ利用の第一人者。日本コン

ビュータサイエンス学会顧陪，産婦人科鵠報処理研究

会世話人，東京母性衛生学会副理事長等を務める。

[内容]Virtual Realityの学会 MMVR(Medicine Meets 

Virtual Reality)は毎年 SanDiegoで開擢されており，

今年で4回目を迎えた。今臨は， San Diegoにいる産科

医が，今 NewYorkにいる自分の産科の患者を Tele

Obstetrics (R巴moteObsteric Care by Telepresence)で診

察している様子を中心に，本学会の内容の一部をスラ

イドとビデオでご覧いただく予定である C

φ違臨診断司逮捕手術，そして宅遠隅シミュレーション

(小林正弘)

[演者紹介]慶謄義塾大学医学部形成外科学専任講師。コ

ンピュータ支援外科，シミュレーション外科に関する

研究に従事している。特に光造形法3次元実体モデル

の応胞に関する研究を報告している。

[内容]コンビュータを外科予備へ応躍する方法として，

手続前のコンビュータ支援診断，手術計画を行なうコ

ンピュータ支譲シミュレーション，そして実捺の手術

中の応用としてのコンビュータ支護手術の 3つがあ

るc また，ネットワーク技指の発達により，それらは

スタンドアロンからネットワーク上へ移行しつつあ

る。その中で，遠隔診断，遠縞予備の研究は比較的多

くの施設で行なわれているが，連関シミュレーション

というものはあまり行なわれていない。われわれは，

高速ネットワーク綴線上での遠縞シミュレーションに

関する実験を開始した。それぞれについて，現在の状

況を概説したい。

。国立がんセンターにおけるテレ・コミュニケーション

の利用(水島洋)

[演者紹介]限立がんセンター研究所がん情報研究部勤

務。国立がんセンターにおけるローカルエリアネット

ワークの管理者e として，インターネットにおける情報

提供を行なっている O

[内容〕国立がんセンターでは，地方がんセンターを含む

7ヵJifrを同時に結んで、， HDTV画像を用いたテレカ

ブァランスシステムを陪発し，毎週カンファランスを

開いている。その他， 45~bps ， 156~bps などの B

ISDN技術を悶いたシステムなどの紹介もする。

12: 3か-13:30昼食

13 : 30-16 : 30 [セッション 2Hインターネットの実

践的活用法j

座長高瀬義昌，鈴木康生

。インターネットで利用できるサービス(水島 洋)

[演者紹介]上記参照。

[内容]インターネットの利用形態も従来からの学縮情報

の伝送から，商問利用も可能なように変わってきてい

る。その傾向の中で，マルチメディアを用いた新しい

技術も次々に開発されている。インターネットで利照

できる様々なサービスをデモンストレーションを交え

て紹介したい。

⑤インターネットとバイオ研究(竹麗正隆)

[演者紹介〕東海大学医学部分子生命科学2講師。ウイル

スの分子生物学的研究に従事する一方で，インター

ネット経由で各種データベースを利用している。
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[内容]バイオ研究におけるインターネットの重要性は大

きなものがある。各種データベースがインターネット

から利用できるようになって，研究のスタイルが大き

く変わらざるをえない状況である。本講漬ではそのノ

ウハウを伝えたい。

③インタ…ネットと図書館情報(市古みどり)

[演者紹介]慶態義塾大学涯学メディアセンター情報メ

ディアサービス係主任。慶磨、義塾大学文学部大学院図

書館情報学科博士課程修了。昨年はピッツパーグ大学

臨書舘など米国各地の図書揺にて図書館情報学の研

修，見学を行なった。

[内容]インターネット上のほ学関連情報および，文献検

索，情報検索ツーjレを紹介。特に， MEDLINEは，昨

年末からインターネットを介して誼接米国国立医学図

書館へアクセスが可能となっており，その検索ソフト

ウエアである GratefulMedを中心に解説する。

③インターネットと医学・匪療(池田俊也)

[演者紹介]慶慮義塾大学医学部病院管理学教室助手。米

国留学中にインターネットの有用性に気づいて以来，

インターネットの医療応、用の可能性を繰索している。

[内容]医学・援療に関連した情報の探索は必ず、しも容易

ではなく，その利用は必ずしも進んで、いない。そこで

今回は，医薬品情報，感染症情報，医学教育用資料，

医療施設情報，文献データベース等の'靖報源を紹介

その有用性を検討する。し，

⑫インターネットにおける情報発信(鵜川義弘)

[演者紹介]農林水産省農業生物資源研究所遺伝資源第二部

DNA管理情報科勤務。 DNAデータベースの構築と情報

提供のためのインターフェイス作りに従事している。

[内容]日本コンピュータサイエンス学会がホームページを

持ち，その学会誌が川崎明fで見ることができるように

なったo ¥¥明司r版学会誌を紹介しながら，研究情報の発

信を研究者や学会が直接行なうことの意義を考えたい。

パネルディスカッション(インタ…ネットの研究利毘)

[内容]上手な情報検索の方法，インターネットと出版，イ

ンターネットと著作権など，インターネットの研究利用

における最近の話題について，各演者が討論を行ないま

す。フロアからも討論に参加していただく予定です。

16: 30期会

第 5冨日本コンピュータサイエンス学会学稿集会

会頭 池田俊也(慶磨、義塾大学医学部病院管理学教室)

副会頭水島洋(国立がんセンター研究所がん情報研究

部)

第 6四日本コンビュータサイエンス学会学術集会

ご参加のお薦め(第 1報)

日本コンピュータサイエンス学会は，医学，菌学，薬学，看護学，理学，工学，農学等に関連する領域の研究者の1m

で，診療や研究活動を支援するコンピュータの活用事例を交換する場を提供することを目的として， 1994年に設立されま

した。会員およびご関係の方々のご協力とご尽力により，参加者は1，500人におよぶほどになりました。

本年も，第5回学術集会を 3月24日(日)に国立がんセンターにおいて開催し，引き続き第 6回学部1集会を下記のように

開催することになりましたので，お知らせ申し上げます。

[日時]

王子成8年9月113 (日曜13，防災の日)

9:00-17:00の予定

[開館場所]

東京有明罷際展示場6階(全フロアー)

社団法人東京見本市協会

〒135 東京都江東包有明 3-21-1

[共擢(予定)] 

特定公益増進法人 日米医学医諜交流財団

メインテーマ:日本の科学・社会はパージョン

アップ可能か?

会頭

1996年 2月26日

高瀬義昌(援療法人社団常仁会

牛久愛和総合病読)
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日本コンビュータサイエンス学会第 5関役員会要旨

弁護士の遠藤直哉顧問から， 1995年8月以前の会計整理の進行状況報告について報告された。また， I日事務痛と話し

合いの場をもつことの提案があり，遠藤直哉顧問が時期をみて設定することになった。

一.パソコン通信上のオンライン役員会に加えて 東京マタニティー・クリニック(東京都渋谷区)のコンピュータサイエ

ンスホールにおいて，定例の役員会を開催し，役員の意志疎通を円滑にしていくことになった。

役員の役員会への参加旅費について，暫定的に定められたc

一.第 6回学術集会の会頭として，高瀬義昌理事が選出された。

議長

議事録署名人

向上

1995年12月15日

日本コンピュータサイエンス学会

理事長 法橋尚宏

現事 高瀬義昌

理事 池田俊也

監事 田中秀一

ヨヱドコンピュータサイエンス学会第 6思役員会要旨

春季の第 5臨学術集会の会頭を池田俊也理事にお駿いすることになった。

選挙管理委員会(委員長は西尾安裕顧関)を設置することになった。

特別セミナーを1996年 4月から毎月開躍していくことになった。

第 6回学編集会は， 1996年 9月l日に東京有明の国際展示場ビッグサイドで開擢することになった。

議長

書記

議事録署名人

向上

会費値上げのお知らせ

1996年l丹6日

日本コンピュータサイエンス学会

理事長 法橋尚宏

理事 高瀬義昌

潔 竹腰正隆

理事 沼原利彦

1996年度(会計年度 l月-12丹)より，年会費が現行の5，000円から， 7，500円になります (1996年 3月248第 4器日本コ

ンピュータコンピュタサイエンス学会総会にて決議)。なお，会費のお振込は，学会事務局までお問い合せいただきます

ようお願い申し上げます。

新規事業について

本学会の赤字射政の解法策のーっとして，会費値上げを決議いたしました(1996年 1月6日第 6回役員会にて決議)。同

時に，それに見合う事業として以下を予定いたしておりますので，ご理解のほどよろしくお頼p申し上げます。今後と

も，会員皆様のご意見を反映した学会を自指していきたいと存じます。

1)学術集会を年2回(3月頃と 9月頃)開催します。そのうち 3丹頃に開催する学争詩集会は，春季学術集会として比較

的小さな会とします。一方， 9丹t頁に開催する学捕集会は，大規模な学術集会として，盛大に開擢いたします。

2 )学会主催のコンピュータ特別セミナーを定期的(基本的に毎月)に隣接します。内容については，会員の皆様のご意

見を反映させていきたいと考えております。特別セミナーの内容といたしましては，初級編と上級編にわけで，特定の

テーマを設けて実施いたします。まず，第 l回を1996年 4月に「プレゼンテーション(初Uk:波長時 jとして， Macintoshのプレ

ゼンテーションソフト Persuasionを中心に，スライド作成のノウハウを講義する予定になっております。

1996年 2月初日

日本コンピュータサイエンス学会
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「森河賞」について

竹藤正隆(森河賞進行役)

この「森河賞Jとは， 1994年2丹に不慮、の事故によって亡くなられた故森河湾氏(前・福井法科大学臨床検査毘学講座)

を記念して作られた賞です。生前の森沌氏は，商用パソコン通信ネットワークの NIFTY司Serve(ニフティ株式会社)にあ

るバイオフォーラム (FBIO)を中心とした，ネットワーク上でも活躍されてました。特に，バイオ研究者にとって夜間な

ソフトウェアの開発に精力を注がれていました。また，公開後は使用された方々からの意見を取り入れて絶え関ざる改良

を加え，より使いやすいソフトウェアの開発に努力されていました。

その熱意に触れられた方の多くは，森河さんの死に衝撃を受け，偲とかその業績を賛えることができないかと考えてき

ました。 FBIOで各種意見が交わされた結果として， I森河賞jを設けることが決まりました。これは，年 l思バイオ研究

者に有用なソフトウェアを Iつ選んで，その作者に「森河賞jを贈るというものです。作品の選考から決定の通知，発表に

るまで，すべて NIFTY欄ServeのFBIO上で行なっています。基本的には，地球上のどこにいらっしゃる方でも，パソ

コン通信を行なえば「森河賞」の推薦や選考に関与することができます。われわれは，電脳ネットワーク社会における新し

いスタイルの賞を創りあげようとして 意欲をもって進めています。

昨年，第 l聞の受賞作として，広島大学援学部麻酔学蘇生学教室の讃岐美智義氏作の Macintosh用の文献管理ソフト

ウェアを補助するソフトウェアである RT(REFERENCE TRANSFORMER)が選ばれました。第 2回の受賞作も，この原

稿が読者の自に触れる頃には決定されていると，思います。この告知を読まれて森河賞に関心をもたれた方は，どうか

FBIOに加入して森河賞の運営に参加いただきますようお願いします。

(部い合せ先:東海大学涯学部分子生命科学 2，qga00050@niftyserve.or.jpまたは mtakekos@is.icc.u-tokai.ac伊)





〈医学@

観鰐努勢'. タ
最新書籍情報の検索・注文が出来ます!

http://www.umi.or.jp/belljbook.htm/ 

学@バイオ@サイエンス@テクノロジィ〉

世界の専門書籍・ CD-ROMを

閥解な価格設定で安く(現地販売価格×実勢レートX1.30) 

AirCargoで、平く (2--4週間)

確実にお間け致します!

t:D 

露滋鐙覇

~~ュ l .i_~

慶応義塾大学教授藤野豊美編

(株)ベルブック
東京都江戸川底北葛西 4-22-11 守134

Tel: 03-3869-9891 Free Fax: 0120-486-123 

関 21仕上紀の外科として期待されているコンピュータ・シミュレーション外科

盟 3次元画像， 3次元実体モデル，仮想現実外科などの手法を解説

鶴形成外科/整形外科/脳神経外科/外科/放射線科/歯科の第一線の執筆陣

鐘インターネットの医学コンビュータ関連wwwサーバを約150サイト収録

した“Medicaland Computer Web Collection"を付録CD“ROMで提供ー世界の情報

にアクセス

85判 309蚕 225図 CD“ROM付 定価 10，300円(税込)
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金沢医大出版局メディカ)1.-フォトセンター

小松一祐
東京慈恵医大医学情報センター

85判 328頁オール力ラー

定価5，500円(本体価格5.340円・税160円) 送料450円 ISBN4ヴ849-7157-2

ンil[C一議謹ンア撲接続審誌〆よさ){:雑緩いツフト1;競載する襲クタ:ー1I譲渡 一以

rr3次11. スライド作成の蔀に

2. DTPRソフトによるスライド作成

3. De1ta Graph Pro3によるスライド作成

4. Photoshop 3.0Jによる画像の扱い

5. フィルム出力

6. スライド作成のヒント(作例による解説)

，..'同嗣舗網棚剛幽幽・--・悶悶輔綱嶋個幽幽幽圃・m 同情鵬網"酬刷刷網棚翁働側雌幡幽幽・圏構網"・・嗣綱嶋梢剛曲目、

i スライド作成定番ソフト Persuasion3.0J. 
! フォトレタッチソフトPhotoshop3.0J. 

DTPRソフトAstound.

i 多彩怒機能を誇る DeltaGraph Pro3など

j 掻新のパージ3ン1<:対応して解説

i 充実したコラムと豊富な作例は i 
i 初心者，ベテランとも大いに参考iこなるでしょう
L時四ーー--舗網側-----ー自白嶋崎側側嶋側------ー値目恒幽却制制論側側欄欄嶋田--ーー・・ω 側_.1

詩作『マックでスライドjも好評発売中。

主総さバイブルの予感一鍵い寵れ義務フト慈悲襲Ig謹壊ない先生J~; 1:~滋訟 3 ムや

こちらはPersuasion2.1 Jに対応したスライド作成マニュアルです。

85判 232翼オールカラ一定髄4，800円送料380河

進日本 事新報社 ZL;1(? m猿替 00100-3-25171

殴 FAX(03)3292“ 1550(議室義ト 1560(販売)

看護・医療技術者のための

{保呆健学博士松木悠紀雄著 単なる机J上二の学留|にこ終始するのではなく，パソコンを活用して「什f行ラ動できるJ 構

85判 30∞O貰 定価280∞O円 報処理学器をめざしていEまます.J'iソコニンノ'1清笥報処理の墓礎から市販の3戸フブブ"リJケケ.一一幽幽山幽幽幽

ヨンソフトを組み合わせて各種のデ一タを処理する実践的手j法去までをわかりやす

く解説していEま長す.

看護・医療技術者のためのた L~ も
5史学簿土中野 正博著 「難しい」と思われている物理を，初めて学J3i人でも興味と面白さをもって学欝

85判 176頁 定髄2200円 できるよう工夫しています.睦療の話題を関連する文中で穣極的!こ取り上げるこ

とにより，物理と罷療の結びつきが理解できます.物理iこ親しみをもち，物理的

な考え方が身につくよう記述しています.

SPSS/PC+によるアー 門
保健学博士松本悠紀雄著 SASとともに広<期いられている SPSSのパソコン版ソフト SPSSjPC+の入

85判 220頁 定価2500河 内書.統計解析甫簡易嵩語とも呼ぶべきこのソフトは，研究や教育の現場では，

その使いやすさと機能性で多用されています.本書では一通りの解説から実諜の

データ処理までを記述しています.

(定価は税込み)

日本理工出版会 宇167 東 京 都杉践上井草4-1ト 12 TEL 03-3301-8760 FAX 03-3301-8761 



a 

1'02校対さ

謹鰹鰐
~F.震粍84頃誇次続完

沼原利彦小島清親/編 85変形判 160ページ定価5700円

組状標本の形態解析、電気泳動パターンの解析、グラブの読み取り、

三次元再構築、アニメーション、罷療用斑RI爾像ファイルのイン

ポートなど、画像解析ソフト NIHImageを丸ごとつめ込んだ

ハンドブック f

F02按付き:NIH Image' .55フルセット、オリジナル翼留期麗像ファイル

〈好評発売中)------一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一…-------
医学・生命科学論論文作成Macintoshリファレンス

(ライフサイエンス辞饗その他収録CD-ROM付き)
Macintoshのいろは
これから始める医師・研究者の入問ガイド

法橋尚宏池田俊也/鎮定鏑3，500持金子周司/緩定価4，700fIl

マッキントッシュとインターネット(アクセスFD付き)

一医学・バイオ・ゲノム研究へのネットワーク完会活用ガイド

鵜)11義弘水島洋/綴定価4，900円

震学・分子生物学研究のためのMacintoshハンドブック2

もっと知りたいデータ解析・論文投稿・スライド作成

法橋尚宏丸山和夫/綴定係4，400円

葬挙土数日;{22記官訂BZtt:二訳出レ @ご注文は最寄りの言動肢，または小社営業部まで

郵便苦言替・ 00130-3-38674

p 

~ 

インターネットでしあわせに

これだけで、いつでも、どこでも、すぐに、楽しく、インターネットな生活o

j t F t ιt 
! Netscape Navigatorと InternetConnect PPP ! 

(WWWブラウザ (PPPドライパ}

Macintoshか5インターネットに接続して、

すぐに、簡単にネットサーフィンができます。

(y 
@主要ネットワークプロパイダへの接続用スクリプトが数多く付いています。

@主要モデム設定ファイルが数多く付いています。

@ブロパイダへの接続は、取得したアカウントを入力し、メニューか5ブロパ

イダおよびモデムを選ぶだけで可能です。

.EudoraやNewsWatcherなどの、告種インターネットアブリケ…ションの

入手情報など、役iこ立つ情報ファイルも付いてます。

なn/FYb診、}/
~c-e~プタJ h、一 騒盤翠覇 Openγransportには対応しておりません。

Power Macintosh 7200/ア500/8500/9500でIcl:、

使用できませんのでご注意下2ざい。 (1996年5湾対応予定)

It 
株式愈社手f予イ手イ
本 社〒136東京都な葉区新砂1-6-35Nピル東綴町 ネットワ m クは、見えない大きなカです。

Tel: 03(5634)7651 Fax・03(3699)7048

大阪営繋所 干541大叛市中央区本昌J4-6-20積場コーオフィスピル コンピュ一世とコンピュ-51.人と人.人と社会.

Tel: 06(265)4811 Fax: 06(267)8292 そして、現在と未来を結びつけるネットワ-~人
E-Mail info@dit.CO.jp Homepage http://www.dit.co・jp d i t'草、そのために必望書なあらゆるツーんとノウハウの援供をめざしています.
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Macintoshで
Current Contents⑬100%活用のために

@ 

土建 裕自白(熊本県立大学生活科学部)著 85半1]/136頁/定価3，500円(〒340)

最新文献'構報のチェックと欝理を超合理化!

。フ口ツピーディスクで送られてくる CurrentContents⑫を100%活用。
+1週間に30分の時間を費やすだけで錨人用文献データベースガ構築できます。

。-PRMで，文献データベースの管理とリクエストカードの印儲ガこんなに鏑単。

φ題{騒な文献管理作業からま還に解般されだい万の定めに毒きまし定〈著者談〉。

令指録:フコフイjレメーカー@pro文献嘗理キット-PRI¥11

醸輔薗輯盟麓謹麓瞳盤調盤調盟醒盟瞳麓覇盟盟
長田 1聖護

発売以来大好評の「こんなに簡単 j……Jが StatView
のE本語佑に伴いますますわかりやすくなって新登場。

日5半5・258寅定値4，300円(苧380)

長E 理署
厳密な統計理論より，正確で簡単な統計処理法が知りたい
という要望!こJiE;えた大好評のマニュアル第!弾!

85料・ 258箆定価4，300円(〒380)

lr!??pjM55151656堅均睡抑制l
柳井久江・畏田理審

好評のfMacintosh統計マニュアJlノ」の姉妹編。Mac以
外のパソコンでも悶諜の処瑳がで、きたらという熱望にJiE;える。

自5半日・ 232翼定価4，300円(〒380)

長田理著
どうすれば見栄え良いグラフが欝単に書けるかを追求した
実践的グラフ作成マニュアル。

85判・ 360買

コ
ン
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定価4，600月(千380)

(03) 3798-3315 
(03) 3798司 3855j辰欝∞170-0-147227真興安易医書出版部=r106 東京都港区南麻布2丁目 B番18号

/ 
応期工之官Jヰ='Jト~吉ノユ

定僅2，987円(す2，93R)-85判・240頁.202図

メジディアンインスツj以ンツ 向山大学医学部
ファーイースト 放射線科

輩・阿部道生・清 哲

法政大学第一教養部
生物学研究室

木 原 著

画集処理ソフトのなかから主にAdobePhotoshopとNIHImageを取り上げ，

バイオ画集，すなわち医学・生物学領域での色々な画像の取り扱いについ

て実際的に解説した。

剖

おもな内容
デジタJレ暗室手法 デジタル画儀の基本的特性/デジタル暗室機器/イメージスキ

ャナを使った画像入力/フィルムスキャナの使い方/外部機器からのファイル入力/

Photoshopによる画像の修正・編集/酉像出力/画像データのファイリング ビデオ顕

微 鏡 ビデオシステム構成/AVマッキントッシュでのビデオ画像取り込み/デジタルピ

デオカメうからの入力/顕微鏡菌犠の修正剖 コンフォーカル顕微鏡の霞像処理

他機種からのデ…タの移動/コンフ寸ーカル菌像のファイルの開き方/マッキントッシ

ユを使った三次元麗像構築 医療用蕗像の蕗像解析環境について/NIHImageを

用いた画像解析/画犠の入力/画像の観察/画像の編集/臨像の解析/立体画像処理

付:スタックを利用した組み写真の作り方

委翠E思議塚支~~ì

1996・2

金原出版株式金杜 東京都文京区湯島 2-31-14(〒113-91)電話(03)3811-7184
FAX(03)3813-0288提替00120-4-151494(営業部直通)
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日本コンビュータサイエンス学会会期

第 1主主 総剣

第 1条 本会は， I日本コンピュータサイエンス学会jと称する。

英語表記は， Japanes巴Associationof Computer Science (略称

JACS)とする。

第 2条本会の事務局を大学，病医続，研究機関内に置く。

第 2霊童 毘的および率業

第 3条本会は，医学・看護学・歯学・薬学・疫学・理学・工学

に演速する幅広い分野において 診療や研究活動ヘコンピュータ

サイエンス関連技術を活用して得られた成果に演して，分野の枠

を越えた交流を行なうことを目的とする。また，本会は研究者が

自らの手でコンピュータサエイエンスに関するグループを形成

し，さまざまな活剤事例を交換し，議論を震ねてその成果を公表

していくことにより，自らの研究分野とコンピュータサイエンス

調逮分野双方の交流と発展をめざしている。

第 4条本会は，第3条の目的を達成するために次の事業を行な

つ。

第 5条国内の学術集会を年l割以上開催し，そのうち 1回は総

会をあわせる。

第 6条本会の論文誌として「コンピュータサイエンスJを年2

回以上刊行する。論文誌に関する規定は別に定める。

第 7条必要に応じて，会員同士あるいは外部との共同研究を行

なうための組織を霞くことができる。

第 3j童会員

第 8条本会の会員は，次のとおりとする。

1.正会員 本会の毘的に賛同し会の活動に参加

する倒人

2.賛助会員 本会の包的に賛同し会の活動に参加

する企業あるいは間体

3.協賛会員 本会の行なう事業を援助する個人お

よび事業所

4.名誉会員 本会の運営，事業について特に功績

のあった正会員

第 9条本会に入会を希望する者は，入会申込書に会費を添えて

申し込むものとする。

第10条会員が退会しようとするときは，文書をもって本会に申

し出ることとする。その際，既納の会費は払い戻ししない。

第11条 会員がこの会の名誉を傷つけ，また本会のB的に反する行

為のあったとき，役員会の議決をへて理事長がこれを除名できる。

第12条会員は次の場合その資絡を失う。

1.退会

2.禁治産および準禁治産の宣言

3.死亡および失綜宣告

4.徐名

5.会費の滞納

第 4重役員および職員

第13条本会に次の役員を置く。資格として，アクティブなコン

ピュータユーザであることを条件とする。

1.理事長 l名

2.常任理事 務干名

3.理事

4. 霊長事

名

名
mw

干
~
若

m

ヘυ

第14条理事長は役員会において理事の中から選任し，総会の承

認を受ける。

第15条役員会が，名誉理事および顧問を置くことができる。

第16条理事長は本会を代表し，会務を総括する。常任理事は理

事の中から理事長が委託する。役員会は，理事(理事長，常任理

事を含む)で構成し，監事および事務局長は出席し発言すること

ができる。

第17条役員の任期は 2if.とする。ただし，議{壬は妨げない。

策18条本会の事務を処理するために職員をおくことができる。

職員は湿事長が任免し，有給とする。事務局の代表者を事務局長

と称する。

第 5重量 会計

第19条本会の経費は会員よりの会費，事業収入，寄付金および

他の収入をもってこれにあてる。淫事長は役員会の議決をへて，

独立の特別会計を設けることができる。

第20条本会の会計責任者は，理事長と経理担当理事が連帯して

あたる。

第21条会計状況について，監事が年 1@]以上監査を行ない，役

員会および総会で報告する。

第22条会費は年額 l口それぞれ，正会員7，500円，賛助会員

30，000円とする。協賛会員の会費については，その都度理事長が

定める。名誉会員の会費は徴収しない。

第23条本会の会計年度は月 l日に始まり 12丹31日に終わ

る。

第6窓会議

第24条理事長は学術集会開催時に定例役員会を召集する。ま

た，理事長が必要と認めた場合，または役員の1/3以上が要求し

た場合は，臨時役員会を開催する。臨時役員会については，通信

ネットワーク上のオンライン会議室での務催も可能とする。

第25条役員会は役員の1/2以上の出席により成立する。役員会

は総会において議決すべき事項，および本会の業務に関して理事

長が必要と認めた事項について審議する。役員会の議長は理事i造

とする。

第26条総会は最低年 l凶以上積催し，次の事項は総会の議決に

よらなければならない。

1.理事長の承認

2.会則の変更

工事業報告および収支決算に関する事項

4.事業計画および収支予算に隠する事項

5.その他，理事長が必婆と認めた毒事項

第27条次の事項は，総会において報告しなければならない。

1.理事長選任結楽

2.役員選任結果

3.事業組織の設立および解散

4.事業組織の構成委美

5.その他，役員会において必要と認めた事項

第28条役員会の議事は，出席した理事の過半数をもって決し，

可否毘数のときは議長の決するところによる。

第29条 学術集会の主幹を会頭と称、し，役員会が会頭を選任す

る。会頭と役員は協力して，学術集会の運営を行なう。
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第 7重量 理事および監事の選挙

第30条環事および監事は選挙によって選任され，選挙は会員に

よる郵便投票とする。

第31条正会員は他の正会員 2名の推薦があれば理事および監事

に立候補できる。立候補申請の様式は事務局で定める。ただし，

理事および監事に立候檎するものは，その職務のために霞子メー

ルアドレスを持つことにする。

第32条選挙に関する細長せは別に定める。

第 8章その他

第33条本会の運営に詩毒する細目せは，別に定める規定による。

第34条本会則に定めのない事項，疑義の生じた条項について

は，その都度役員会にはかり，対処するものとする。

的殿

1.本会の事務局を1996年4月1Bより(財)日本学会事務セン

ター内(〒113 東京都文京援本溺込 5-16-9)に霞く。

日本コンビュータサイエンス学会役員 (1996年3月現在)

理事長

顧問

理事

震を事

編集委員長

編集委員

法橋出宏

遠藤藍哉

田中公威

西尾安持

櫛田洋一郎

吉田博文

池田俊也

加部一彦

金子周司

清水稔

陶山昭彦

高瀬義昌

竹腰正経

沼原利彦

水島洋

田中秀一

東邦大学医学部

第ニ東京弁護士会

(株)医療文化研究所

(株)ニッポン放送

東京マタニティー・クリニック

(株)STN
慶磨義塾大学陸学部

社会福祉法入居、賜財団母子愛育会愛育病院

京都大学薬学部

独協医科大学越谷病院

鳥取大学医学部

医療法入社団常仁会牛久愛和総合病説

東海大学医学部

香JlI医科大学

悶立がんセンター研究所がん情報研究部

第二東京弁護士会

(五十音)1霞)

コンビュータサイエンス議集委員

沼原利彦

石井留雄

鵜川義弘

小高清掃

藤自信之

法橋尚宏

香川保科大学

レスペ・ケミカル(株)

農林水産省農業生物資源研究所

オリンパス光学工業(株)

闇立遺伝学研究所

東邦大学震学部

(五十音)1震)
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{日本コンビュータサイエンス学会の入会方法}
学会入会をご希望の方は この用紙に必要事項をご記入のうえ 学会事務局までお申し込みください.

本年年会費 (96年l 月 l 日 ~12月 318/学会刊行物を含む)は7，500円となります.なお、入会金は無料です.

〈お振込先

千113 東京都文京塁本駒込5-16-9 財)日本学会事務センター にお問い合せください.

Tel 03-5814-5810 Fax 03-5814-5820 

ー解…一一…ー艇…一一一…択一…一一“解一一…ー総一…一一一択一一

日本コンピュータサイエンス学会登録用紙

ヌ玉三5ヒ 主義 1.新規登録 2.既登録(※Oをつけて明記ください)

フリガナ
氏 名

ローマ字

11主 見IJ 男 . 女 生年月日 19 年 月 日

勤 名 寺か

所 属

務
所 在地 T 

先 Tel. (内線) Fax. 

自 住 所 T 

脚二み七叫

Tel. Fax. 

学会誌送付先 勤務先 . 自宅

N I FTY -Serve 

電子メール
Internet 

通 欄
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コンビュータサイエンス
投稿論文募集のご案内

盟本学会誌fコンピュータサイエン

スJでは，会員の方からの投稿論文

を広く募集しております。サイエン

ス領域でのコンビュータの手技，ソ

フトウェアの開発等，学際的な分野

の診療や研究をとおして得られた成

果に関する寄稿を歓迎します。

JJCS 

三多符写j沼3

《委譲築後

内
閣
枝
鳩
山
四

m
m

-詳細については本誌掲載

の投稿規定をご参照くださ

い。なお不明の点につきまし

ては学会事務局にお摺い合わ

せください。

学会事務局:

苧113 東京都文京豆本鞠込5… 16-9 

(財)自本学会事務センター内

E本コンビュータサイエンス

TEL 03幽 5814岨 5810 FAX 03-5814幽 5820

E本コンビュータサイエンス学会

J apanese Association 01 Computer Science 
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， • 本誌の自的

本誌は，日本コンピュータサイエンス学会の学会誌および論文

誌として刊行する。本誌は，医学・歯学・薬学・看護学・理学・

工学 .1築学に関連する幅広い分野で診療や研究活動に，コン

ビュータサイエンスを活用して得られた成果を分野の枠を超えて

交流させることを民約とする。

2. *誌、誌が歓迎する論文

本誌は，とくに研究蔚へのコンピュータサイエンス的手技活用

の実践的異体的な論文を歓迎する。また，幅広い分野で利用が可

能なデータベースやソフトウェアの開発に関する論文も歓迎す

る。本学会は，分野の異なる研究者が参加する横型の学会である

ことを念頭に，目的・対象・内容表現の記述にあたっては，手

技・分野を超えた明瞭さをお願いしたい。

3. 投稿資格

原則として，著者は学会員であることを必要とする。ただし，

編集委員会が認めた場合にはこの限りではない。

4. 投稿規定

原稿は和文または英文とし，別記する執筆要項で指定されたス

タイルにしたがう。

5. 校正

受理原稿の著者校正は，原則として初校のみとする。

6. 著者の負担l正当分の街以下のようにする。

投稿料:無料。

別冊 : 30部を筆顕著者に無料で進呈する。 30部をを超える希

望がある場合には，別に定める料金表ように著者負視となる。こ

の場合，初校時に必ず必要部数を申し出ること。

そのほかカラー印刷を希望する場合には，原則として著者に

実費負担をお願いする。

7. 著作権

著作権はコンピュータサイエンス学会に所属する。論文内容

は，学会のWVI明T(Workd Wid巴Web)にでも公表する。ただし，

著者は開発したデータベースやソフトウェアおよびハードウェア

などに対する権利，論文内容を将来の研究のために利用する権利

等は保有する。掲載記事内容の資任は著者が負うものとする。

8. 査読

投稿原稿の採否は編集委員会が決定する。訂正を要請された原

稿は指定期間内に改定しなくてはならない。

{コンビュータサイエンス執笈婆壌}

原稿は，原則として，電子ファイルの形でお送りいただきます。

本誌は， Macintoshによる DTPにより組版を行ってL喝関係よ，以

下の形式でお送りください。本文，各図，各表，~説は，それぞれ

独立したファイルで保存してください。 また，本文・図・表の中

のフォントは，極力JISコード体系以外の外字を使用しないように

してください。文字化け等の確認のため，テキスト，劉，表をプリ

ントアウトし，言書体等を指定したものを併せてお送りください。数

式はMathType(Macintosh)で組版を行ってLミますので， MathType 

で作成された数式の場合はオリジナルのファイルをお送りくださ

い。それ以外の場合には，活字でプリントアウトしたものをお送り

ください。なお， Texには対応、できません。

CMacintoshの場合〕

Macintoshフォーマットのフロッピーディスク，あるいは， 3.5 

インチ MO(128MB) を使用してください。本文・図説はEDF

形式， MacWriteIl-J形式，標準テキスト形式のいずれかで保存

し，プリントアウトしたものも添付してください。なお， Nisus 

Writer (Solo Writer)については標準のファイル形式でお送りく

ださい。劉表は PICT形式(圧縮なし)で保存し，プリントアウト

したものも添付してください。図表のフォントはPSフォントをご

使用くださLミ。

Macintoshで作成した原稿は，本文・図・表に分けて保存した

ファイルをお送りいただきます。数字や欧文の単語は，半角に統

一してください。涼刻として，本文の和文フォントは級明朝体，

欧文フォントはTimes，記号は Symbolを使期してください。ま

た，本文関表を含めアプリケーション独留の特殊フォントの使用

は極力さけてください。 また， rカタカナ表記で Computerは

コンピュータですjのように欧文単語前後には半角スペースを掃

入せずに， rカタカナ表記で、Computerはコンピュータですjのよ

うにベタ打ちとしてください。

論文の長さは，論文の場合は，仕上がり10頁以内，短報の場合

は，仕上がり 4真以内をめやすにしています。論文の場合は，

10，000文字以内(図表は l点につき200字として換算してくださ

本文のファイルの名前は筆頭著者.“本文"+投函日としてくだ

さい。例 “法橋尚宏.本文94/08/28" 英文・和文いずれの投稿に

おいても，英文・和文両方の題名・著者・所属・キーワード・要

約が必要です。本文の執筆は以下の順序でお書きくださ L、
running head (全角20字以内)，別刑務求先。

和文題名，和文著者名，和文所腐，和文キーワード，和文要

約 (600字以内)

英文題名，英文著者名，英文所属，英文キーワード，英文要

約 (300語以内)

本文，謝辞，文献，留説

引用文献は本文での引用J!際に番号をふり，本文中では引用箇Jifr

に[1 ]のように記入してください。なお，各文献は次の形式lこし

たがってください。著者は3人まではすべて記し 4人目からは

そのほかどしてください。

雑誌のとき [番号}著者，論文題13，雑誌名，巻，開始頁働

終了頁，発行年西暦.

単行本のとき [番号}著者，書名，発行所名，発行場所，発

行年.

また， Internetよの資源、を引用文献とする場合は， URL 

(Uniform Resource Locator)で表現し，著作権者とアクセスした

日時を記載してください。

B本コンピュータサイエンス学会:http://WWW.dna.affrc.go 

jp/htdocs/JACS/， 1996年l月28日アクセス

表は l枚ずつ保存してください。ファイル名は，筆頭著者.表

番の形式にしてください。例 “法橋尚宏.表 1" 

図のファイ)[.-名は，筆頭著者.図番の形式にしてください。例

“法橋尚宏.劉 1"。なお，画面ダンプは256色グレ一階調・縮小

せずに保存。写真はスライドあるいは紙焼写真をお送りくださ

い。写真の裏面に，題名・筆頭著者・図の番号・天地を記入して

ください。

CDOS系の場合/UNIX系の場合〕

基本的には上述の Macintoshに準じますが， 640KB (8-tク

タ)もしくは720KB(9セクタ)にフォーマットされたフロッピー

ディスクを使用ください。本文，表，図説は DOSテキスト形式

で保存し，プリントアウトしたものも添付してください。なお，

一太郎については標準のファイル形式でお送りください。悶は

プリントアウトしたものをお送りください。

お送りいただくもの フロッピーディスクあるいは3.5inch 

MO(光磁気)ディスク:ラベルを貼って，論文表題，著者名をお

寒きください。必要があれば写真スライドあるいは紙焼。

原稿打ち出し:イタリックなどの文学長毒性を朱書き指定した原

稿打ち出しを必ず同封ください。図表の挿入位置やサイズに指定

がある場合には併せて記入ください。

図表打出し :図表の番号を併せてご記入ください。

カバーレター:題名，著者，同封されているフロッピーディス

ク・写真・打出しの数，フロッピーディスク内のすべてのファイ

ル名，本文や表を作成したアプリケーション・システムのパー

ジョン等について記入したカバーレターをつけてください。

送金去 フロッピ一等は適当な厚紙などで挟むか，専用のメー

ルパックをお使いください。角 3封筒に保護i厚紙を同封し，必ず

簡易書留にて下記の送り先にご送付ください。原則として，お送

りいただいた原稿・メディア・写真は返却いたしませんので，予

めご自身でパックアップコピーをお願いいたします。

送付先:〒113東京都文京区本駒込 5-16-9 

(財)日本学会事務センター内

日本コンピュータサイエンス学会
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賛助会員一覧

Bio-Net (NIFTY舗ServeFBIO) 

協賛企業一覧

協賛企業名 所設地 TEし FAX. 

金原出版(株) 113綱引東京都文京尽湯島 2-31-14 03・3811-7184 03-3813-0288 

シーティーシー・ラボラトリーシステムズ(株) 154 東京都世田谷区二軒茶屋 2-11-23 03ω3419-9171 03-3419・9179

真興交易(株)医書出販部 106 東京都港区高廓布 2-8 -18 03-3798-3315 03-3798欄3096

(株)ディアイティ 136 東京都江東区新砂 1-6 -35 

NピJt--東陽町 03剛5634-7651 03-3699-7048 

(株)南江堂 113 東京都文京区本郷 3-42-6 03-5803-2590 03欄3814-8254

(株)南山堂 113 東京都文京区湯島 4-1-11 03-5689鵬7870 03欄5689-7864

(株)日本撃事新報社 101 東京都千代田註神田駿河台 2-9 03-3292-1551 03-3292-1550 

日本ポラロイド(株) 105 東京都港誌虎ノ門 3-3-2

第30森ピJt-- 03-3438-8879 03嶋5473-1630

日本理工出版会 167 東京都杉並区上井草 4-16-12 03-3301-8760 03-3301-8761 

(株)ピー・エヌ・エヌ 102 東京千代田控麹町 2-6-5

麹符E.C.KピJt-- 03-5274-1714 03嶋5276-1815

富士ゼロックス(株) 134 東京都江戸川底酋務酉 8-4-6 03-5674-3311 03-5674-7666 

(株)ベルブック 134 東京都江戸川区;北葛西 4-22-11 03-3869・9891 0120-486-123 

森川医科器械(株) 113 東京都文京i豆本郷3-16-7 03舗3814-1611 03-3814-4504 

(株)学土社 101 東京都千代田区神田多町 2-9-2

神城ビJt-- 03-5296-1001 03-5296-1101 
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1994年 8月に創刊されました日本コンピュータサイエンス学会誌「コンピュータサイエンス」も，おかげを

もちまして通算第 4号発刊の運びとなりました。今屈の繍集主幹は，本学会の理事長でもある法橋編集委員

にお車異いしました。

学会誌は，学会の学摘活動や業績の記録として，重責を担っております。毎回編集後記で述べているとこ

ろですが，本誌は，罷学・看護学・醤学・薬学・農学・理学・工学に関連する幅広い分野において， fpカミに

コンピュータを活用するかjということを軸に，自らの研究分野とコンビュータサイエンス関連分野双方の交

流と学際的な発展をめざしているものです。コンピュータを使われる方/作られる方，双方の幅広い御参加

をお待ちしております。(沼原利彦)

本誌では，日進月歩のコンピュータに関する論文を扱いますので，原稿受付からその採択までの期間を短

縮するよう，査読体制と DTP制作体制において努力しております。すでに電子メールによる投稿もいくつか

行なわれていますが，今後も歓迎いたします。投稿受付は， jjcs@jacs.orgで、行なっております。ただし， MO 

ディスクを必要とするような大容量のデータには，電子メールでは対応できないという限界もあります。

本学会のホームページは，昨年より試験的に開設されてきました。 ζの震，独自のドメインを使って本学

会のホームページが開設されましたのでお知らせいたします (http://www.jacs.org/)。ここでは，過去の学

会誌の全文を閲覧することもできます。なお，学会一般に関することは，電子メール info@jacs.orgで受け付

けています。

今思の査読は，本誌編集委員に加えて，東邦大学公衆衛生学講座の松井研一氏のご協力を得て行ないまし

た。さらに，英文添削は，雑誌Timeなどでフリーのライターとしてご活躍中の MarkSchreiber氏にお顧pp

たしました。最後になりましたが，本号の表紙をデザインしてくださった東京芸術大学美椀学部色彩学研究

室の市原恭代氏，本誌の DTP制作を担当いただいた株式会社インターメデイカルの真木長彰氏に感謝の意を

表 します。(法 橋高 宏)

コンビュータサイエンス繍集委員
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医療統計解析ソフトの決;定版i三一

ビデオ rStatViewによる統計解析』
インストラクター:関山昭彦(鳥取大学医学部)

・医学分野で最も利用されているStatView4.5の操作をピデオによりわかりやすく解説.

・多数の統計解析手法について， StatView 4.5の操作方法，例題を脂いた解析を通して統計学の初歩から実践まで説明.

・実際に多用される統計手法は，特に時間をさいて丁寧に解説.

・臨床医学で必須の生存分析については宅第4巻として独立させ詳細に説明，• 第 1巻開基礎編- rStatView基本操作と統計解析入門j
グラフイメージ・解析メニュー， StatView解析戦絡をすっ

きりさせるための全体把握/群間比較，相関・回帰司生存

分析司データシートの作り方宅データ捻出/カテゴリーイヒ

/データ加工/データクリーニング司正規分布とノンパラ

メトリック、分布の取り扱い司結論の読み方

第 4巻町生存分析編倫「生存分析J
パラメトリック法とノンパラメトリック法によるアプロー

チ生命表法/カプランマイヤ一法による生存分析

coxハザードモデル:生存率に与える多要因の検討

わかりやすい結果の組み立て方警回~帯型生存モデル宅適切

な解析法

第 2巻幡実践編ト「群間比較J 。2若手間の比較:データシートの作り方唾対応あり/対応な

し宅コンパクト変数‘パラメトリックとノンパラメトリッ

ク宅等分散性， Welch 検定宅フローチャートによるまとめ

3群以上の比較:分散分析，パラメトリック/ノンパラメ

トリック司いくつかの実験パターンへのアブローチ哩フロ

ーチャートによるまとめ

第1巻 ~ 第3巻 各9，400円(本体価絡)

第4巻 14，000内(本体価格)

第 3巻ー 実践縞 2-r相 関と回帰j

最

新

回帰:単回帰/震回帰 相関:関連の強さ/ノンパラメ

トリックとパラメトリック司連続データとカテコリーデー

タの組み合わせ宅相関係数 因子分析 :13に見えない要

因の強さを計る • 
第1巻 ~ 第3巻セット特別価格

26，000内(本体繍絡)

主ndNotePlus5舌用マニュアJレ 多国緩勝義・讃岐美智義・伊藤勝著/85変型判・ 156貰/定価 2，800円(税込)

文献情報のデータベース化および論文作成のツールとして必携のソフトEndNotePlusについて多数の図をもとに詳細に解説.

EndNote Plusは投稿する雑誌に合わせて，引用文献や参考文獄を自動的に作成するので迅速に論文作成ができる. MEDLlNEなど

各種CD・ROMなどの文献データベースのデータを忘れdNotePlusに取り込むEndLink噌 JOISや医学中央雑誌のCD-ROMなどの日本

詩文献の取り込み周データの作成を自動化するためのRTについても丁寧に説明.

医師のためのPersuasion3.0J 和也 啓 二 著/85変型判・ 124頁/定価 3，200円(税制

学会発表の機会カf多い司臨床医や研究者を対象に雫 Persuasion3.0Jを使った効率的かつ効果的なプレゼンテーションのテクニッ

クを実擦の経験を元に解説.いかに美しく宅わかりやすく弔スマートに見せるかという点に重視し句学会発表での重要なファク

• 

• 

干8 ター“スライド"告別乍を中心にレクチャー.

BNN盟~
(株)ビー・エヌ・エヌ 千102 東京都千代田区麹町2-6-5 麹町己C.Kビル γEL.03-3238-1271 Bug News Network 
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学会・フ。レゼンテーションの発表用スライド

周辺までくっきり見えたら、ポラロイド・HR-6000。

発表用カラースライドを自分のパソコンで作成したい、とお考えの方へ。デジタル・

フィルムレコーダーHR-6000をおすすめします二高性能CRT、精密な光学装置

がもたらす高解像度に加えて、テ'スクトップ・タイフ。で初めての「タマナミック・フォー

カス回路」を採用し、すみずみまで美しい高画質を実現しました。違いは、スライド

の周辺部分までーくっきりと映し出せること。発表内容のすべてをはっきり伝えること

ができますLしかも色表現は、24ビット・カラー、 1670万色の美しさ。従来は、 出力

センターでしか得られなかったプロフェッショナルな35mmスライドが、ここまで身近

な価格で手にできるようになりました。

ポラロイドならトータルにシステム化できま宮h

①35mmフィルムの画像データをノぞソコンに取り込み

たい方に 35mmフィルムスキャナPOLASCAN35

Macintosh用/Windows用 mos/v、NEC98)

各￥189.000②ハー ドディスクの容量を気にする

ことなくデータを残したい方に リムーパ7'，いハード

ディスクポラロイド・ピクチャー・ドライブ￥99.8日0-

※HR-6000と組み合わせたお得なセットもありますL

争福田
日後②

Polarold 日本ポラロイド株式会社 電子映像事業部

干105東京都港区虎ノ門3-2-2第30森ピル TEL:03-3438-8879

コンビコーヲワイ工ンス

ポラロイドデfジ7)レノぐレッ卜HR-6ooo￥698.000(セットB)

本ポラロイドテ'ジ7)レパレット CI-5000S￥548.000(セ y卜B)もあります。

1996年 3月29日発行定価 3，000円(本体 2，913円)


