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米津保雄 1)

[要約}過去の揺らぎ研究によって， 1/f揺らぎは特定のシステム挙動(動き)の時系列ヂータlこ

対して観測される事象として知られるが，静的なシステム構造に関しての検討や議論はいまだ多

くなされていなし ¥0 DNA 配~ljll宥報は動き(出力情報)とは異なり，とくに DNA 情報が生体システ

ムの設計靖報としての情報源(入力構報媒体)であることから，生体システムにおける出力構報に

おける1/f揺らぎと対比した入力情報の1/f揺らぎの存在，および解析検討の知見は少ない。本研

究論文では，自然の揺らぎとして知られている1/f揺らぎが宅 DNA詑列で観測されるという知見

から宅どのような DNA配列(生物語略長さなど)で，どのような条件(タンパク質コード領域宅タ

ンパク質コード領域の量と分配比など)であれば1/f揺らぎが観灘されるのかを，その生体情報シ

ステム論の立場から検討した。

{キーワード] 1/f揺らぎ宅 DNA配列雫非線形性宅複雑系，相関性

1 .はじめに

ヒトゲノム解析プロジェクトが開始されて膨大な

量の DNA配列情報が蓄積されつつあるが，タンパ

ク質をコードする配列最は全体重の約10%にiiliたな

いことが推定されている[110そのため，現在では

非タンパク質コード領域から有用情報を抽出するこ

とはきわめて重要な課題となっており，そのための

情報科学的方法論の検討は急、務である。他方，

DNA艶列における塩基の周密度のパワースベクト

ルを算出すると自然界のシステムで頻繁に観測され

る自然の揺らぎであるl/f揺らぎがあることが確認

されている(図 1)[2-410

本研究は DNA配列の'1嘗報科学的解析の 1っとし

てDNA記手IJ情報のパワースペクトルの長さや生物

種をかえて算出して，その特徴を生体情報システム

の立場から理解することを目的として行なった。，1/f揺らぎJは動的システムの挙動(動作プロセス)

をパワースペクトル解析するときに-1の傾きを示

すことから命名されているがい， 6]，今回の解析

対象である DNA配列'情報は挙動(動作プロセス)で

生成されるデータではなく，構造として記JAされる

スタティックな記号列であり，従来のプロセス観測

上のl/f揺らぎとはシステム的な意味が異なる。著

者らはすでに，生物穏の異なるいくつかの DNA配

列情報をスベクトル解析し，そのパワースベクトル

がl/fに近い場合とホワイトノイズである場合が存

在することを報告[7]しており，さらに， DNA情

報が保存情報としてのみ機能するのではなく，環境

に対応した書き込み可能な媒体としてのモデルを提

案してきている[8 -1010 

以上の研究の背景に従い，生体システムの中に遺

伝子がどのように組み込まれているか，すなわち，

生体がどのようにして遺伝子をシステム化している

のかという問題解決のために DNA情報がもっ情報

特性としての揺らぎの検討を始めた。先に述べたよ

うに，ヒトゲノムプロジェクトが対象とする人間の

ゲノムを構成する DNA詑列の内，タンパク質を

1)茨城大学大学校理工学研究科システム工学・憐報システム科学専攻〔別刷り諮求先:〒316 茨城県日立市中成沢町4-12… 1 ， 

yonezawa@lifeOl.dse.ibaraki.ac，jp) .大阪大学極限科学研究センター緩限技術応用部門

(原稿受{寸日 1996年9月四日 原稿採択日 1996年 9丹29日)



116 Japanese Journ日1ofComputer Science Vol.3， No.2， 1996 

コードするのは10%に満たない程度であると予想さ

れており，システム挙動との相関を議論されている

l/f揺らぎについて DNA配列憶報で解析・検討す

ることは，ゲノム情報学分野において新たな知見が

得られることが期待されるばかりではなく，生物を

生命情報システムとして捕らえた場合の新たな知見

獲得もまた期待されるところである。

2. DNA配JIH育報のパワースペクトjレ解析法

DNA配列情報のパワースベクル分析とは，配列

成分である A，T， G， Cの密度を全配列長を時系

列として潤波数に分解して 周波数とその密度パ

ワーを両対数でプロットすることで得られる。この

パワースベクル分析は DFT(離散フーリエ変換)や

FFT(高速フーリエ変換)などの計算手法がよく知ら

れており，電気・電子工学や機械工学分野における

振動解析時の間波数解析に汎用されている。まず，

ここでは DNA配列情報を対象としたパワースペク

トル分析が何を解析し，検討できるかについて言及

する。その分析から得られる'1寄報科学的な内容は以

下のようにまとめることができる。

(1)パワースペクトルの評価

各閣波数に対応、するパワーでプロットされるプロ

フィールとして出力されるので，解析対象とされる

DNA配列の成分の周波数にしたがった相関性が評

価できる O ここで周波数は DNA配列における各分

析間関離であり，高周波数では配列上の近距離を低

a.パワースペクトルのプロフィール

(データの相関性に依存するプロフィール)

高| 相関土問一

ノ号

ワ 、 ¥ に 相 関 在!マ?!?
高周波から低周波まで相関性が存在

{民

低周波数 フーリエ潤波数 高潟波数

居波数で、は遠距離のパワーを観測している。以下に

パワースペクトルの評価の要件を要約する。

a.パワースペクトルの傾斜

各周波数に対応するパワーに，周波数の順番での

相関性にもとづいて以下の特性が理解される(図 1

-a)。

I)椙関性が存在しない場合，すなわち，ランダム

である場合にはその非相関の周波数帯で周波数軸に

対しでほぼ平行なパワーの傾きとなる。

II)各賭波数において椙関性が持続している場合に

は，その相関の周波数替で周波数軸に対してその相

関度に依存した傾きが生成される O このとき，相関

性の強さ(大きさ)に比例してマイナスの{噴きが大き

くなる。

III)相関性が全配列において持続しているとき

は，高周波から低周波に至る全域に傾きが観昔話され

る。このとき， DNA罰列は近距離および遠距離の

相関性をもっている。

IV)相関性が高周波領域では持続しているが，高

周波領域では持続せずランダム化している場合には

低閥波から高周波の傾きが伸びきらず，高周波領域

で頭打ちになり潤波数軸に対して平行なパワーを示

す。

上記のように，パワースペクトル分析は配列のも

つ情報密度の配列長全域での相関性をそのグラフの

示す傾きとして示すことができる。さらにこれらの

傾きから，以下に述べるように分類することができ

る。

r~五

ノ号

ワ

fs; 

b.パワースペクトルの分類

(高周波から低周波への広域領域に跨がる相関性

で生じるパワースペクトルの傾斜による分類)

0'::-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(a) 約イト/イ1

(b) 1/ 0 

(d) 1/1' (c) l/f 

低周波数 フ リエ周波数 高j穏波数

図1 パワースペクトル解析の評価
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b.パワースペクトルの傾きによる分類とその評価

(図 1-b) 

I)ホワイト・ノイズ:本自関がなくランダムである

場合で，周波数制iに対しでほぼ平行，すなわち傾き

がOの場合。

II)1/f2 :相関が強く傾きが急角度である O 傾きが

ードの場合。

III) l/f :才日開'性がありその{頃きが-1である O

IV) 1/打:相関が微調であり緩やかな傾斜角を

とる。傾きが ¥J庁。

以上のことから，配列記号列である DNA配列情

報にみられる自然の揺らぎ(1/f)の数理科学的な解

釈は以下のように要約できる O

言 1'~RJj対象である DNA 全配列情報のi塩基密度相関

がランダムでlまないが，強い椙関性をもって配置さ

れていない。さらに， f'項斜が高層波から低周波に向

けて伸びていることから，その塩基成分の密度分布

椙関性は配列全域で子子在する。すなわち， l/f揺ら

ぎが観瀦される DNAは短距員長(局部)から遠距離に

いたる場基密度相関性をもっているといえる。より

簡単に述べるならば， 1/fを示す DNA配列は「全長

にわたってその塩基密度周期に弱い相関性の中に意

外性をもっ塩基密度が分配されているJと解析され

るO

( 2 )パワースペクトルの計算法の実際

本研究の DNA解析は， (1)で述べたように

DNA配列情報の構成成分である塩基密度をフーリ

ヱ変換し，そのパワースベクトルを計算することで

行なう。計算の実際には全塩基長に対して計算が可

能である DFT(離散フリーエ変換)と，全塩基長の 2

のべき乗を対象として計算する FFT(高速フーリエ

変換)の 2種類のフーリエ変換を用いた。解析対象

とした DNA配列情報は 数千塩基から数十万塩基

に至るまでの長さをもつものであるので，配列長が

短い場合には DFTを用い，配列長が 5万以上の長

さに至る場合には FFTを用いた。以下に FFTと

D円の算出式を示す。一l/ngz刊訂n)kr... D灯式

n=全塩基配手JJ長，k= 1， 2， 3…2/n， 

f= k/n， h=サンプリング間踊

2h 
s(J) = ~~ 1 Ui 1

2・・…・ F町式

n=全塩基語E列長，Ui= i番Bのデータ，

f= i/nh， hコ=サンプリング間隔

これらは，まずDNA配列情報を構成している 4

塩基(A，τ，G， C)をαとして

Density= 1 [X a ] lJ= 1， 2， 3…Ni 

塩基密度を位置の関数として算出して，その結果を

DFTまたは FFTでパワースベクトルに変換した。

3 .解析 DNA

解析対象となる DNA配列は，国立遺伝学研究所

の遺訟憶報解析センターに設霞されている DDBJ

(DNA Data Bank of Japan)から検索(Karashi[l1])お

よび転送して用いた O 本研究で解析対象とした

DNA配列情報は次の分類で検索した結果，パワー

スベクトルを観測するために検索でヒットした配列

の内，なるべく長い配列長のものを選別して用いる

こととした O

DNA自己列検索の分類

① Prokaryote (E. coli， Bacillus subtilis)の酵素

(amylase， Lipase， cytochrome C) 

② Prokaryote (E. coli， Bαcillus subtilis)の膜タン

パク質

Q) Yeastの酵素(amylase，Lipase， cytochrome C) 

④ Yeastの膜タンパク質

⑤ Humanの酵素(amylase，Lipase， cytochrome C) 

⑤ Humanの膜タンパク質

⑦ Humanの免疫タンパク質

⑧長鎖 DNA

この検索は細頗系，高等微生物系，さらに多締胞

系と生命システムの按雑性が高くなっていると考え

られる DNA記列嬉報の中で検討した。単細胞系の

代表として細躍である大腸菌(E.coli)，枯草菌

(Bacillus subtilis)を，多細胞系の代表として

Humanを，さらにその中間として欝母(Yeast)を対

象とした。

これらの範囲の中でl/fの観測'性が機能をコー iご

していることに起因しているのか否かについて検討

するために，機能性タンパク質で、ある酵素と膜タン

パク質を代表として，主にタンパク質をコードして
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いる阻列とコード領域がけではなく， ~~コード領域

も含む配列とで比較できる DNA配列情報を検索・

選別した(表 1)。これらの解析対象 DNAの選別に

よって，生命システムとしての捜雑度や，そのシス

テム譲雑度に対応する機能性タンパク質コードに依

存したパワースペクトル変化の存在を意臨してい

る。すなわち，生命システムとしての複雑度の増加

に対応する DNA配列の相関性に傾向があるか，機

能性タンパク質をコー iごする DNA配列情報の相関

性に傾向があるか，さらに，システム綾雑度が異な

る機能性タンパク質をコードする DNA記列情報の

棺関性に傾向があるかを検討するものである O

(1)パワースペクトル解析結果

パワースベクトルと機能との椙関性を検討するた

めに，まず，タンパク質コード領域を主成分とする

DNA自己列情報のパワースペクトルを解析した。そ

のため，本解析は表 1に示したように縮麗類である

枯草菌，大腸菌，高等微生物としての酵母類，高等

動物としてのヒトなどの機能性タンパク質である酵

素，膜タンパク質などをコードしている DNA配列

情報を対象として行なった。

まず，細韻類にパワースペクトル解析の結果を国

2 (1およびII)に示す。解析結果としてのパワース

ベクトルは， 8種類の DNAでそのパワーのレベル

に若干の差異が認められるものの，一様にフーリエ

周波数に対して平行に推移しており，スベクトル型!

としてはホワイトノイズであった。すなわち，紺l蔚

類で機能をもっタンパク質をコードしている DNA

配列の塩基密度に棺関は認められない。

4.解析結果と議論

前章で述べた解析対象の DNA配列情報と解析法

を用いて，パワースベクトルを解析した結果を以下

に述べる。 次に，酵母:類のパワースペクトル解析の結果を図

表 1 解析対象の DNA配列情報

分類 小分類 配列名称 配列長 Accession No 

Bacillus Amylase B. circlans amylase 3，438 bp M16657 
Amylase Bacillus. sp G 6 -amylase 2，397 bp お118862
Amylase B. subtilis amylase 2，680 bp J01547 
Lipas巴 B. subtilis lipase A 1，495 bp M74010 
Cytochrome C B. sub cytochrom巴comp 2，468 bp U25535 

E. coli Membrane Pro E. coli dpp 6，464 bp L08399 
Membrane Pro E. coli fas C 2，863 bp L22659 

Yeast Glucoamylase S. cereviciae SGB 2，538 bp M17355 
Glucoamylase S. cereviciae SGA 3，006 bp M16166 
Glucoamylase S. diastaticus ST A 1 2，753 bp K02840 
Lipase S. cereviciae PLB 1 2，550bp L23089 
Cytochrom巴C S. cereviciαe quinol 2，040bp む07275
Cytochrome C S. cereviciae COR 1 2，219 bp J02636 
Cytochrome C S. cereviciae COX 9 1，200 bp J02633 

Human Amylase Human salivary amylase 1，071 bp M18671 
Amylase Human a -amylase-1 3，349 bp M17883 
Amylase Human a -y輔amylase 1，777 bp M19339 
Lipas巴 HumanCEL 11，502 bp M94679 
Lipase HumanLIPE 3，255 bp L11706 
Lipase HumanBAL 3，004 bp M54994 
Cytochrome C Human cytochrome C-1 4，622 bp J04444 
Cytochrome C HumanHCS 3，088 bp M22877 
Cytochrome C HumanPs巴udgene 1，273 bp D00268 
Ig mu-gen巴V-N-D-N-J 405 bp L14453 
Ig mu叩 geneV-N-D-N-J 378 bp L14456 

LongDNA E. coli K-1267.5… 76.0 region 372，438 bp U18997 
Dorosophia BX-C 338，234 bp じ31961
S. cerevici巴 Chromosome III 315341 bp X59720 

E. coli: Escherichia coli (大腸菌)
S. cereviciae: Saccharomyces cereviciae (酵母)
B. subtilis: Bacillus subtilis (枯草蔚)
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3に訴す。解析結果としてのパワースペクトルは21

種類の DNAで，そのパワーのレベルに若干の差異

が認められ，微小な傾き傾向が観測されるものがあ

るものの全般的には一様にフーリエ周波数に対して

平行に推移しており，スベクトル型としてはホワイ

トノイズであった。すなわち，酵母類で機能をもっ

タンパク質をコードしている DNA配列の塩基密度

にも相関は認められない。

さらに，ヒトのパワースペクトル解析の結果を額

4に示す。解析結果としてのパワースベクトルは12

種類の DNAでそのパワーのレベルに若干の若異が

認められ，細菌類および酵母類に比べ微小な傾き傾

向が観測されるものがあるものの，全般的には一様

にフーリエ周波数に対して平行に推移しており，ス

ベクトル型としてはホワイトノイズであった。すな

わち，ヒトで機能をもっタンパク質をコードしてい

るDNA配列の塩基密度にもまた，相関は認められ

ない。

最後に，タンパク質コード韻域以外の DNA配列

情報を合んでいる長鎖 DNAについて行なったパ

ワースベクトル解析の結果を図 5に示す。解析結果

のパワースペクトルには一議に高周波領域での顕著

なマイナスの鰻きが確認され，さらに，高潤波領域

から低周波領域に変る広範罰までに-1の傾きが観

測されるものが確認された。すなわち，タンパク質
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コード領域以外 DNA配列情報を含んでいる長鎖

DNAでは，一犠にその構成成分である塩基の密度

に近距離で相関性が存者し，場合によってはl/f揺

らぎと呼ばれる近距離から遠距離に至る広範囲での

相関性をもつことが判明した。すなわち機能性タン

パク質という，車接機能に関与する情報源をコード

している DNA配列単独ではなく，タンパク質コー

い!脅報をもっ DNA配列が 非コード DNA配列の

中に分離されている場合にパワースペクトルに傾き

が現れ，その分配が適切となるような配列長のとき

にl/f揺らぎが観測されるものと考えられる。

( 2 )議論

本研究の結果，単細胞生物から多縮胞生物に至る

システムとしての複雑度の増加に関係なく，タンパ

ク質コード領域の DNA配列靖報を対象としたパ

ワースペクトルの場合には，いずれもそのスペクト

ルに顕著で有為な傾きは観測されなかった。すなわ

ち，タンパク餐コードの DNA配列情報の成分密度

には，生物種および矩距離，遠距離を関わずに相関

性が認められない。それに比べて，タンパク繋非
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コードを含む DNA配列情報では，これもまた生物

種に踊たることなく，わずかではあるがパワースベ

クトルに傾きが観測される。さらに， 10万塩基以上

の長鎖の DNAでは顕著な傾きが観測され，中には

ほぼ-1の鎖きを示す配列も存在することが朗らか

となった。

これらのことから，タンパク質情報の DNA部列

コード領域では，その塩基密震に桔関性はなく，タ

ンパク質コード領域と非コード領域との適切な分配

配置によって塩基密度の桔関性が生じていることが

理解される。さらに，その椙関性の強化傾向は，タ

ンパク質コード領域以外の配列情報の配列全体に対

する比が増加することで与えられることが判断され

た。これらの結果は，生体システム一般(生物系全

般)で機能性タンパク質のコードという，直接的な

機能コード情報には特徴的な塩基密度相関はなく，

生体システムの全体としてタンパク質情報をエン

コードするときに，境基密度レベルでの相関性をも

つことを示し，このようなl/f揺らぎを示す塩基密

度相関をもっ配列形式が何らかの出力機能をもっ可

能控が示唆される O

高等動物は-1闘の受精卵(初期怪)を出発点とし

て，成体にまで至る長大な複雑過程ときわめて勝大
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な多様性を種という形で具体化しており [121，しか

も，非常に高い確率でこの種ごとの発生・分化を着

実に行なっている [13，141。われわれの工学的情報

処理システムを構築する現在の技術レベルでは，こ

の生命システムが示すような高度な竣雑化過程と多

様化過桂を実現することはきわめて困難である。よ

り高度な'陪報処理システムを検訴する上では，生命

システムに特有な個体発生という，種に独特な安定

した過程を実現するためにとっている「生体システ

ムがどのように遺{云子システム化しているかjとい

う問題解明において，生命システムの鰻雑化過程原

理を理解することは有用であろう O 現在までの分子

生物学における遺伝子情報科学は，生体内で行なわ

れている DNAにコードされている遺伝子情報の発

現(エンコード)の基本機構と，その接雑なネット

ワークを解明してきた実績をもつが，これらは基本

的に情報出力源としての DNAについてのみの検討

であり [151，生体システムに組み込まれた DNAに

関する議論は少ない。従来の分子生物学によって解

明されてきた「組み立てられた遺伝子の情報が一定

方向に出力されるj機構と，生命i寄報システム論で、

検討されるfシステムとして組み立てられている遺

伝子」によるシステム遺伝子機構では扱われる問題

が異なり，いまだ解明されていない生命的な棲雑性

の生成原理や，大域的な環境への適応と考えられて

いる進化機構の解明に近づくためには DNAを単な

る情報保存媒体と考えるだけではない，広域な生命

システムにおける DNAのシステム機能を検討する

必要がある [1610

本論文では， DNA 配列の嘩基成分密度の桔~性

という構造特性を， I自然の揺らぎjである1/f揺ら

ぎという観点、から検討したが，タンパク質コード領

域の DNA配列では1/f揺らぎは検出されず，ある

一定の長さ(タンパク質コード領域と非コード領域

が分配記述される長さ)の中で検出される事実を明

らかにした。以上の事実は生命情報をシステム的に

見た場合に以下の疑問を提示する。

f生体システムの情報保存媒体である DNAは，そ

の出力機構として機能するためにl/f揺らぎをその

艶列情報に内存する必要があるのか?J，すなわ

ち，生体システムの増殖，発生・分化というシステ

ム全体の駆動のための DNAからの情報出力に，

DNAのある単位にしたがった九/f揺らぎjが，観測

される塩基密度分布をもっ出力機構を内在している

可能性が示唆される O

5綱結 圭五
口口

本研究論文では， DNA配列情報という staticな

記号列上に1/f揺らぎが観測されるとの知見から，

タンパク翼コード DNA配列情報とこれら情報が分

配記述されている長鎖 DNAとでは，その構成成分

である堀基の密度程関性で明らかな差異があること

を明らかにした。すなわち，タンパク質コード領域

のみではそのパワースペクトルに相関性は観測され

ず，相関性観測はコードと非コード領域が分配記述

されている長鎖 DNAでなされるという事実であ

るO 本事実からは，発生・分化などのシステム全体

の駆動において， DNAから情報を出力するために

DNA配列長のある単位でl/f揺らぎを示す塩基密

度となる出力システムとしての DNAの存在が示唆

されるが，今後，これらのより多くの知克を得るた

めに，今回の解析に用いたプログラムの汎用化を行

ない，さらにより多くの解析結果にもとづく DNA

情報システムモデルの構築を行なっていく計画であ

る。
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Analysis of lIf fluctuation on DNA sequences 

Yasuo Y onezawa 1) 

1) Division of System Engineering and lnformation System Sciuence， Graduate school of Science and 

Engineering， lbaraki University and Research Center of Extrem Science， Osaka University 

Abstract 

In previous works related to l/ffluctuation， numerous investigations were been carried out， with most ofthese 

efforts focused on attaining an understanding of the relationship between function and process function. Recently， 

this research has indicated a fluctuation ofDNA sequences progress in accor・danceto power spectrums by DFT and 

FFT. However， this researcher lacked sufficient data for static structures， such as symbolic DNA sequences. As one 

test， we have proposed a DNA system as a total bio-system based on the analysis of the power spectrum at the 

density of nucleic acids. Therefore， we examined the correlation of nucleic acid density in several biological species 

from the new viewpoint of Bionic systems. In this paper， the author represents the newest concept of the DNA 

system obtained generative complexity. 

Keywords: l/f fluctuation， DNA sequences， Nonlinearity， Complexity， Corelation 
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米津保雄 1)

{要約}われわれ高等動物の脳の構造と機能活動は，知能情報処理の典型的なモデルとして扱わ

れてきた。しかしーその成果であるパーセプトロンに始まるニューラルネットワーク情報処理の

研究においてもーいまだ実在の脳に類似した怠考と呼ばれるような高次の機能性を与えるに至っ

ていない。他方，近年の研究において，脳全体の非線形挙動の計測として脳波成分である α波

に司 1/f揺らぎが観i揺されるとの知見が得られ宅脳という高次複雑ネットワークの活動初期(駆動

時)の挙動特性として理解されている。本論文ではこの α波の1/f揺らぎに藷目して， α波で1/f

揺らぎが観測されている時の縦波のほか成分がどのような挙動をとるかを検討した結果，一定の

棺関性が確認されたことを報告する。

[キーワード] 1/f揺らぎー脳波，複雑情報処理，人工踏宅非線形挙動

1 .はじめに

脳波成分であるし F波は，頭蓋表面の全領域か

らではないが，少なくともかなりの広領域からで観

測される O よって，多様性に富む脳活動の細胞レベ

ルでの挙動を説明するには総体的過ぎる晃rr見であ

り，複雑な脳活動過躍の接合化した結果として表出

される全体的な挙動に支配されているといえる

[1]。しかし，活動時の脳波成分であるし 戸，。

波の出現は，視覚，聴覚，触覚といった特殊感覚刺

激に臨有のもではなく，踏活動のほ別される精神的

状態に対応している[2 ] 0 さらに，大脳皮質レベル

で観測される総体的な電気活動の多様な所見は，そ

れを構成する神経細胞(とグリア細胞)の電気的な活

動にもとづいて説明されることができ，脳波として

測定される電気活動は，インパルスの軸索に沿った

伝搬，シナプスのレベルでの伝達，そして細胞全体

レベルとその産品を含んで、いるといえる[3 ]。他

方，近年においてさまざまなシステム挙動のパワー

スペクトラムでl/f揺らぎが普遍的に観測され自然

の揺らぎと呼ばれるに至り[4]，脳波においても α

波中に1/f揺らぎが観測されている [5L 1/f揺らぎ

法自然および人工のシステムに捕らわれず、その挙

動，構造にシステム全体の揺らぎの中で局所的では

あるが普遍的に観測される揺らぎとして注目されて

いる。筆者らも，生システムの主要な'措報媒体分子

である DNAの長鎖にてl/f揺らぎを観測してお

り，生体システムの遺{云情報媒体としての DNAの

l/f揺らぎを非線形情報処理の観点、から検討を行

なっている [6L 
このように多様な系でその検出が精力的に行なわ

れており，普遍的に観測されるにもかかわらず

[7]，その機能性と相関や役離に関する知見はいま

だ多くなp[8]。本論文では，生体システムのなか

でも高度な譲雑性をもってd情報処理している脳の電

気活動である脳波に着目し， α波中に1/f揺らぎが

観測される時に出現している{3，。波とのパターン

梧関性の結果を示し，脳活動時における G波中の1/

f揺らぎの発生機序について言及する O

1 )茨城大学大学続.I]l工学研究科システム:ζ学・情報システム科学専攻〔別刷り請求先:〒316 茨城県日立市中成沢町 4-12-1.
yonezawa@life01.dse.ibaraki.ac必J.大阪大学綴i浪科学研究センター緩線技術応服部門

(原稿受付B1996王子 9月20日 原稿採択日 1996年 9丹29日)
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2刷脳波測定とパワースペクトル計算の方法

本研究で行なった脳波測定の実際は，以下に示す

測定機器で被験者として成人男性(20-25歳)6名に

て測定した後，フーリエ変換してパワースペクトル

を求めた。

(1)脳波測定

脳波の測定は BMI(Brain Machine Interface :能力

開発研究所製)を陪いた[9 ]。本測定装置はサンプ

リングした信号を，計測持問を横軸，電庄を縦軸と

した波形として最大電圧土40μVでo-23Hz区聞

を出力する。この出力データは!;'(デルタ)波[0.1-

3 Hz]，スロー α波[7-8 Hz]，ミッド α波[9-

11Hz]，ファースト α波[12-14Hz]，s波[15-

23Hz]に分類されて保存表示する機能をもっ。さら

に，データの測定環境データとして筋電(筋弛緩度

の指標)，電極(センサーとの接触度)，圧力(圧力変

化)，温度(体温)を簡易計測することができる O そ

のほかに，優勢脳波を分間するための脳波スベクト

ルグラフの時系列データを鳥撒図として出力でき，

α波領域のみを時系列データとして出力することが

できる。

本明究の脳波測定は，被験者はソファーに横た

わった状態で市売の α波音楽CDをBGMとして流

されている環境でf'Tない， BGMの周期性などの影

響が脳波測定に出ないために，異なる BGM音下で

計測した脳波を用いた。

( 2 )脳波のパワースベクトル解析

センシングした脳波データは，以下に示すフーリ

エ変換にしたがってパワースペクトルを求めて，そ

の算出データを両対数で、表示した。

2h 
s(J) = 万~IUi 1

2・…・・フーリエ変換式

ここで，h サンプリング間隔， N:データ数，

U i: i番目のデータ

f口ホ:周波数

本計算式によって，各脳波成分(α ，/3， e， nの

周波数毎の単位でパワースペクトルを求め，縦軸を

パワーに，横軸をフーリエ周波数に，ともに対数で

とってグラフf七した。このft貫きはノtワーとフーリエ

閥波数の対数軸で与えられているパワー・プロ

フィールの最小二乗法で求めた。

3.脳波の1/f揺らぎのシステム論的な位置づけ

l/f揺らぎの検出とは，システムがとる時系列(ま

たは配列，空間)データのスペクトル(周波数)解析

を行なうとその雨対数プロットで得られる傾きが-

lを示す場合を指す。このスペクトル解析はある時

系列(または配列，空間)データを周波数に分解する

ことであり，データ配列の相関性を解析するための

標準的方法として知られる。

このスペクトル(周波数)解析の結果として得られ

る{頃き(ft裏金ヰ角)が-1をとるから l/fとn千ばれる

が，この傾きの大まかな分類は以下のように 4つに

分けられる。

①ホワイトノイズ:傾斜角がほとんどなく水平で

ある場合

②l/Jf:傾斜角が-Jfの傾斜角を示す場合

③l/f:傾斜角が-1の傾斜角を示す場合

④1/f2 :傾斜角が_f2の傾斜角を示す場合

そして，これら 4分類の示すことは次のとおりであ

る。

①ホワイトノイズ:データ配列がランダム性に富

み，椙関性がない。

②1/ Jf:ランダム性の中にわずかな梧関性を

もって配置されている。

③1/[:緩やかな椙関牲の中に以外牲をもって配

置されている。

④l/f 2 :データ配列が秩序をもって配置され，相

関牲が高い。

以上がシステム挙動の時系列データに認められる

揺らぎがもっ情報であり，さらに，高賠波から低周

波に広域に相関性が存在している場合に，そのパ

ワースペクトルは高周波から抵周波に一定の傾斜を

示すことが知られており，一般的にl/f揺らぎと呼

ばれる日uctuationは広域に渡る範盟で-1の傾き

を示すものを指す。さまざまなパワースベクトル観

測では高周波領域では相関性(傾き)をもつことが解

析されているが，高周波から低周波にまで至る範闘

で相関性(傾き)を示し，しかも， -1の傾き (l/f)と

なるものは溺定されるシステムの特定の状態である
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ことが多く，この特定の状態が伺を示すものである

かが本研究分野での中心的課題である O ここで示し

た揺らぎ分類は，最終出力である脳波の時系列デー

タに関する解釈の 1つであり，脳波の起源である

ネットワークダイナミクスにまでさかのぼった検討

は行なっていない。本来的には脳を高次ネットワー

クとしたモデル構造の中で，最終出力としての脳波

の揺らぎを「脇システムjの立場から分類することが

必要であるが，脳波を対象とした本研究の蓄積があ

まりなされていないのが現状であることから，本論

文では脳波で言打開される揺らぎもこの分類にあて詰

めて検討することとする。

本表はフーリエ周波数のO.7Hzからl.OHz隣の

成分のパワースペクトルのもつ傾きを α波

(alpha) .ファースト αi皮(Fastalpha)，ミッド α

i皮(Midalpha)，スロー αi皮(SlowAlpha)， 11 i皮

(Beta) ， 。波(τeta)ごとに算出したもので，

Alpha allと表記している部分はO.lHzからl.OHz

間の総言十を示した。

編み闘で覆っている部分で-1の{嘆きに近いも

のからソートした結巣ごとにそれに対応する各成

分波と強記した。

表の1r.!'，織に記されている Yosil，Endo5， 

Endo6， Kikul， KameO， KamiOは脳波測定各人

の識別コードである。

4.結 果

5名の被験者の脳波を各脳波成分に分類して，そ

の各成分ごとにパワースベクト jしを算出して，その

傾斜角(椙関性の強さ)を求めた。

各脳波成分において， -1の傾斜に近い順番に

ソートした結果を表 1に示す(脳波全成分全体で

は，低周波領域のランダムネスに依存したホワイト

ノイズを示すので，フーリエ周波数0.7から1.0Hzの

範屈の相関性がある程度認められる領域に設定して

その成分のパワースベクトルを解析したLこのよ

うな領域分割は，均一なシステムから出力される

表 1 脳波各成分のパワースペクトルの傾斜

O.7-1.0Hz 



126 Japanese Jourηal ofComputer Science Vo1.3， No.2， 1996 

徹』

暖

w..，・

データに対して行なうことは，その全体の部分しか

見れないこととなり問題であるが，今回の脳波は複

雑な高次ネットワークとしての脳が出力しているも

のであるとの立場から，あえてネットワーク全体が

出す脳波の部分的な特性をみるために，領域指定に

よる解析を行なうこととした。結果として，ほぽ-

l傾斜(1/t)を示すデータが 2件， -ff傾斜(1/

打)を示すデータが 2件， さらに，ホワイトノイ

ズ(ランダム:傾きが l周辺または lを超える)を示

すデータが 2件得られた。

これらの傾きの全件データのプロットを図 1に示

す。図 1から理解されるように，各脳波成分のパ

ワースペクル解析による相関性(傾き)の全体パター

ンには相似性は観察されない。すなわち，観測個体

の集団に相関性は認められず，同じ状態で脳波測定

を行なってはいるが，観測個体に固有のパターンを

示した。これは，観測個体ごとに異なる脳の活動状

態にあるためと考えられるので，次に α波のパワー

スペクトルで計算される傾きによって検討を行な

つ。

そのため， α波のパワースペクトルで計算される

傾きの近いもので比較することとし，先に述べた 3

つの相関性(傾き)分類ごとのプロットを行なった

(図2参照)。この場合，分類ごとに以下に述べる相

似性が観測された。

① lの傾斜に近い場合 :全体パターンは類似し

ており， α成分のファースト，ミッド，スローおよ

び戸成分の相関性の推移は同じであり， 。波のみが

推移が異なる。

図1 脳波各成分のパワースペク 卜
ルの傾斜区分のプロフィ ール
本図は表 1に記した各脳波成分のパ

ワースペクトルが示す傾斜を α波，
ファースト αj皮，ミッド α波，ス

ロー α波， {9 r.皮，e i皮， Alpha all 

(ノイズ領域を含む α波全領域)の順

番にプロットしたものである。右の

囲み枠内の記号は脳波測定各人の識

別コードである。

② ffの傾斜に近い場合:全体パタ ーンは類似

しており， α成分のファースト ，s成分，。成分の

推移は同じである。ただし α成分中のミッドとス

ロー成分は異なる推移を示している。

③ホワイ卜ノイズの場合:全体パターンは類似し

ており， α成分のスロー，s成分，。成分の推移は

同じである。ただし， α成分中のファ ーストと ミッ

ドは異なり，反対の推移を示している。

以上の結果から， α波にl/f揺らぎが計測される

ときには， α波成分中のすべてと戸成分が同期した

状態にあることが示唆される(ただし，このとき 0

波のみ非同期である)。また， l/f揺らぎから遠のく

場合には， α成分中のファーストがまず同期成分か

ら外れ，さらにミッド成分が次に外れていくことが

観測される。このときスロー成分だけは同期から外

れず同期状態を保っている。さらに， α波にl/f揺

らぎが計測されるときには， α波成分のスロー， /3 

成分， 。成分の傾きが正(プラス)または正に近づく

値をとるが， l/f揺らぎから外れ始めると，そのほ

かの脳波成分は一様に負(マイナス)の値(この場合

一 l以下)をとる。完全にホワイトノイズ化してい

くと，おおよそ O成分の傾き以外は再びおよそ正

(プラス)の値をとることが観測された。つまり， α 

波のパワースペクトルで計算される傾きによる分類

で相関性が観測される事実から，脳活動の結果とし

て出力されている脳波の支配因子は α波であり， α 

波の相関性に依存したかたちで他の脳波成分が出力

されることが理解される。

このような観測は，脳波自体が脳の電気的挙動の
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国2 脳波各成分のパワー・スペクトル
の傾斜産分のプロフィール
ヨ|王国;立図 1で、示した各脳波成分のパワー

スペクト)[.，が示す傾斜のブロフィー)[.，を

α淡の傾きを基準として 3つに分類した

プロフィーjレで，各々，上から α波の傾

斜が… lに近いもの，ヰ1が-1から Oの

問に佼~するもの，下が傾斜がプラス

(十)にil伝じたもので、ある。機利lにフつロッ

トしている波長を縦割!Hこ{頃きを取ってい

る。右の悶み枠内の記号は!脳波il[ll定各人

の議~5Jリコードであるむ

選G

骨u
E室

同 2

ー3

総合的なものである，すなわち，高次ネットワーク

の局所的な電気的出力の合成(重なり)の所産である

ことから考えて，ネットワークの微細構造が異なっ

ていたとしても基本構造は類型であり，また，その

処理プロセス(過程)も類似しているであろうことが

示唆される。

5. ~，義 芸 品
目隠

本研究において，描波成分の α波にl/f揺らぎが

観測される時の{まか，脳波成分にその対応変化が起

こることが観測された。大脇皮質レベルで観測され

る総体的な電気活動の多様な所見は，それを構成す

る神経綿胞(とグリア縮抱)の電気的な活動にもとづ

いて説明されることができ，脳波として測定される

篭気活動は，インパルスの軸索に沿った伝融，シナ

Wave 

Wave(3 Ave.) 0.7斗。.0Hz[3] 

!ZI2 :脳波各脳去のパワー・スペクトルの鱗踏まのプロフィール

プスのレベルでの伝達，そして細胞全体レベルとそ

の産出を含んでいるといえることはすでに述べた

が，膨大な数のニューロン・シナプスの複雑ネット

ワークである脳が出力する脳波は，そのネットワー

クの機能特性を示していると考えてよ t)o Bakらに

よる，1/f揺らぎが自己組織化現象が起こる臨界点、に

見られる特有の挙動で、あるJとp う検討結果[10]な

らびに，われわれの研究室で得られたカオスの数値

シミュレーション結果にもとづく fランダム性から

秩序，過程に向かうプロセスでνf揺らぎが観測され

るJ[11]という機能と， l/f揺らぎとの棺関'控に照ら

して検討すれば，脳活動を恕こす前(直前と考えら

れる)にl/f揺らぎが観測される可能性が示唆され

るO

今閣の実際の脇波測定の結果からは，安静時で α

波にl/f揺らぎが観測され， l/f揺らぎが観測されな
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p被験者の環境パラメータからはリラックス度が低

いことが判明しているので，脳自体の構造特性とし

て活動に向かう前には， l/f揺らぎが観灘されるよ

うな脳の高次ネットワーク全体での状態が保持され

ていることが推測される。またそのときには， α波

のl/f揺らぎ観測時点で他の脳波に相関性が認めら

れることから，脳全体の脳波出力系が他周波数の変

化を伴う機構を内存しているであろうことが理解さ

れる。すなわち，数少ない研究の成果から考えられ

るのは，脳の知的活動を行なう機構にはその高次

ネットワークとして機能を出力するときに情報処理

能力を高める必要があり，情報処理能力を向上させ

る前に基底状態としてl/f揺らぎが観測される脳の

活動状態(駆動状態)が存在するという可能性であ

る。その状態を通って，情報処理能力増大を行なう

ことはそのほかの脳波成分がそれに対応、して変化し

ていることから，協の全体システムとして変化して

pるということを開設的ではあるが今回の研究は示

している。

すなわち，高次ネットワークとしての脳は微継な

レベルでは各自固有のネットワーク構造をもってい

るとしても，その活動時の脳波という大域的なレベ

ルでの観測においては類似の出力関向を示す機構を

もっていると考えられる O これらの示唆すること

は，脳活動で生まれる脳というネットワーク内の電

気的状態が脳活動の撞類に対応して類似しており，

そのような特徴を示す高次ネットワークとして脳構

造が存在しているということであろう。そして最も

重要なことは，その構造の中で今回観灘されたよう

な相関牲を示すネットワーク内の情報処理プロセス

とは，どのような機構で成されているのかという課

題の解明である。すでに 1つのニューロンの状態

遷移系において，そのパワースペクトルがl/f揺ら

ぎを示すことをニューラル・ネットワークによるシ

ミュレーションによって山本ら [12]が解析している

が，本解析は単一のニューロンに着目した揺らぎで

あり，踏の全体から出力される脳波に直接的にあて

はめることは困難である。本研究で、取り上げた脳波

の揺らぎをコンビュータ・サイエンスの開題として

扱うためには，脳波を三次元で配置されたネット

ワークの総出力として検討する必要があり，そのた

めのモデルと観測系を構築しなければならない。

以上，脳波に自然の揺らぎと呼ばれるl/f揺らぎ

が， α波中に検出される時の脳システム全体で他の

脳波成分と相関性を示すことを観測できたが，今

後，より多くの計測データにより検証，および今回

得られた脳波成分間の相関性を特徴付けられるモデ

ルの構築ならびにその情報処理プロセスの検討を行

ない，脳の'情報処理に近づく人工的な情報処理機構

の基礎研究を進めたいと許画している。とくに本論

文では，脳波のl/f揺らぎのシステム論的な位置づ

けの検討を lつの時系列データとして扱ったが，本

研究を進めるよでは実在の踏波の特性周波数帯に1/

付蓄らぎが観測された事実から，ネットワーク情報

処理の総出力で示されるパターン中のl/f揺らぎ

を，脳システムではどのように特徴付けて定義しな

ければならなないのかは重要な課題であり，この課

題を検討する上では，脳波推移のシミュレーション

を可能とする三次元配援のネットワークモデルと出

力観測系の構築が必須である。そのため，現在，三

次元配置のネットワークモデルと出力観測系の構築

に関しての研究を進行中である。
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in generated 1/f fluctuation 
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Abstract 

In previously conducted research on intelligence processing， the brains of advanced organisms， including the 

human brain， are used typical models for information processing. However， Perceptron and Neural Network 

Information Processing， as the results of these research works， have not yet achieved the functions of actual brains. 

In the present research， a wave in the Electroencephalogram (ECG) is presented as a l/f fluctuation (i. e.， termed a 

natural fluctuation). This new characterization generating the brain's active process is understood as the resultant 

properties of nonlinear behavior of brain activity. In this paper， the author will represent the correlation of another 

brain and component waves at generated l/f fluctuation in brainwave activities. 

Keywords: l/f Fluctuation， Electroencephalogr百 n(ECG) ， Complexity Information Processing， Artificial Brain， 

Nonlinear behavior 





Japanese Journal of Computer Science Vol.3， NO.2: pp. 131-136 ISSlled Sep tember， 1996 

ニ次元 析による警麟

機討およびその

小林正人人大平素之 1) 落合真人1)小嶋篤浩 1)

塩原隆造 1) 河 瀬 斌 1)

[嬰約]われわれの施設では，脳麗j嘉や車管奇形などの頭蓋内病変の CT，MRI溜像のデータを

workstationに転送し雫三次元立体商像を作成している。それらを用いて宅手術前の診器や手術

法の検討宅実離の手術所見との比較を行ない，三次元立体画{象の有用性を検討したので司数iJ~の

症例を提示し報告した。とくに頭蓋底痕患に関しては宅頭蓋底部の病変と間屈の脳神経略総血管

の描出を試みー手術に対する有患性や宅血管や脳神経などの描出に必要な CT，MRIの条件を検

討した。対象は手術を施行した議議内腫犠68iJ~ と血管性疾患10併であり、 CT あるいは MRI か

らのべ113併のミ三次元商犠解析を行った。三次元商犠解析は頭議内馬変の立体的な伎議関係をよ

り正確に理解するのに役立った。また，手術シミュレ…ションに近い術前の議討が可能であり宅

手術計頭立案の譲助として有馬であった。頭蓋昏の三次先富{象作成には CTのデータが司脳翼賛

などの軟部組織の再構成には MRIのデータが有用であった。脳神経や脳血管などの微細な構造

は司 1.5mm以下の細かな sliceのデータが必要であると考えられたO 今後，さらに高性能のプロ

グラムの開発が期詩される O

[キーワード]三三次元盟犠略脳鰻蕩宅踏神経外科手術宅 CT宅扱RI， W orkstation 

1 .はじめに

近年の高性能コンピューターの開発やソフトの充

に伴い， Computed tomography (CT)， Magnetic 

resonance image (MRI)の画像を二次処理した三次元

立体画像の作成に関する報告が多く見られる[1 ] 0 

CT， MRI装置の性能の向上および，高性能で正礎

な三次元画像処理ソフトの開発に伴い，今後の普及

が予想される c 患者の病変を三次元立体爵擦として

現わすことにより，その立体的な把握がより容易か

っ正確となれば，病変の診断や手術に際しての強力

な援助となろう G 実際の臨床の場で症例を重ねた施

設より，こうした三次元画像の役寄りや有用性につい

て，報告がされつつある [2，3]0 

われわれの施設では，脳神経外科領域の疾患、，す

なわち，脳JJ重壌や血管奇形などの頭蓋内wg変に対

し，通常の CT，MRI画像から三次元立体画像を作

成している。そしてその掛像によって，手術前の診

断や手術法の検討，実際の手術所見との比較を行な

い，三次元立体画像の有用性を検討している c とく

に頭蓋底疾患に関しては，頭護法部の病変と周囲の

脳神経， I1品I血管の描出を試み，手術に対する有用性

や，自管や脳神経などの摘出に必要な CT，MRIの

条件を検討した。数例の症例を提示するとともに報

告する c

2.対象および方法

当段にて手術を施行した頭蓋内臨場68例と血管性

疾患、10例を対象とし，術前の CTおよび MRIの

1 ) f}11忠義塾大学医走路sJj白神経外科〔別刷り誌求先ヂ160 東京都新宿区信濃町35Z番地 燈絵、義塾大学医学部脳神経外科 小林正人)

(原稿受付日 1996年 8月8日 原稿採択日 1996年 9月21EI) 
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データから，三次元画像解析を行ない，病変の令官前

評価，宇野中の所見との比較検討を行った(表1)。さ

らに，この内 4例では術後にも画像解析を行ない，

頭蓋底骨の削除範間など，術後の変化を評価した。

ニ次元岡像解析装誼は workstation(ISG社製，

Allegro)を用いた。元となる二次元画像は CT(GE

横河メデイカル社製， Vertex 3000 formula)あるいは

MRI(GE社製， Signa)を1.0-3.0mm淳で撮影し，

そのデータを onlineにて workstationに転送した。

こうした MRI，CTはともに造影剤を注入し撮影し

た。 MRIの撮像面は水平弱または冠状面で、行った。

MR angiography (MRA)はTimeof flight法によって

撮影し，そのデータを転送した。三次元画像は，脳

実質や麓蕩等の各構造ごとに CTあるいは MRI画

像の信号強度の関値を設定し，その関値内のものを

抽出して volumerendering法にて作成した。この操

作は完全に自動的に処理されるのではなく，たとえ

ば脳の三次元画像構成では，脳実質に{信言号強度が近

p唱噌骨皆i

ので，マウスを用いてマニュアル操作(手動)で削除

する必要があった。そして，脳実質と認める部分

を，各画像のスライスから選択し，三次元画像に再

構成した。こうした解析に要したi時間は，対象や，

元画像の種類、(CTあるいは MRI)にもよるが， 10分

から 3時間程度であった。その{まか， MRI， CTの

撮影に10分，自主像データの転送にそれぞれ数分ずつ

を要した。

こうして作成された三次元画像はこの

workstation上だけでなく， Ethernet上に接続され

たMaCIntosh(Quadra 840 A V)にGIF形式で転送さ

れ， PICT形式に変換した後，印刷やスライド作成

に利用した。

表 1 Patient population 

腰湯性病変 68fjlJ 

常在日菜種 29 

神経鞘腫 31 

神経躍腫 3 

脊索II重 b 

i血管'性病変 10例

脳動脈癌 6 

脳動静脈奇形 4 

(硬膜動脈癒を含む)

3.結果

症例78例の内， CT， MRIの両方のデータからそ

れぞれ解析を行なった症併が26例，手術後に再施行

した症慨が 9f列あり，延べ113例の三次元岡後解析

を施行した。このうち頭蓋底病変に対しては，脳臨

管や脳神経などの撤織な構造の描出も試み，その有

用性を検討した。

ニ次元画像を作成することによって，骨や脳血管

と腫蕩などの位置関係の把躍がより容易かつ正確に

なり，また手術シミュレーションに近い術前の検討

も可能で，手術計画の立案に有用であった。

i)三次元酉像は，腫壌や脳実質など，各構造を分

離し，各々作成することによって，構造の一部を消

去した像も作成可能であった。たとえば骨の間|徐後

の術野を作成したり，また臆壌の裏側に存在する泊l

管や脳神経の位置を予測しておくことができる点は

有用である。またアプローチの際の正確な深さ，腫

壌の厚みや体積も計算できる(症例 1-5)。

ii)元となる二次元商像が CTかMRIであるかに

よって得られる三次元画像は多少異なった。 MRIの

データは脳実繋や血管などの軟部組織の構成に優れ

ており，一方 CTは骨の描出に優れ，骨の変形や病

変と頭蓋底の関係を明瞭に示す三次元繭{象が作成で

きた。頭蓋内病変はその占拠部位にもよるが，顕

皮，血管，脳実質といった軟部組織および頭蓋骨に

臨まれており，手術のためには，これらの二種類の

三次元画像を作成し，両者を併せて検討することで

より有用な'情報を得ることができた(症例 2)。

iii)再手術症例や骨破壊性の病変では，前回の手

術による頭蓋骨の変形あるいは腫壌による骨の破壊

や，病変と骨の位置関係をより立体的かつ正確に把

握することが可能で，手術に際し大変有用であった

(症例 3)。

iv)脳神経や脳llIl管などの微織な構造は，撮像間隔

が3.0mm以上の MRI画操から三次元構成するの拭

困難で、あったが，撮像間隔を小さくし，データ量を

多くすると描出可能となるものもあった(症例 1， 

2 )。とくに撮影間隔を1.5mm以下にすると頭蓋底

部の下役脳神経の描出は高率に可能であった。ま

た，描出される細動脈も元となる M Rデータの

slice厚が薄いほどより遠位まで描出された。

v)Time of臼ight法で損影した MRAデータでは，
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血流の速い血管は高吸収域として描出されるので，

血管の中から動静脈奇形の集緩や流入動脈を選択し

て作成することができた。また血管だけでなく，同

じデータから脳実質や皮膚の三次元画像も作成する

ことができた。流入動脈等の血管と，皮膚や脳実質

を同時に描出し，これらの位置関係を明確にするこ

とによって，動静脈奇形などの手術に際して今まで

にない重要な情報を提供しえた(症例 4)。

4. 症例呈示

i)頭蓋底腫虜

症例 1: 44歳，女性。LeftC 1 root neurinoma 

(第 1頚神経由来の神経鞘腫， 図 1) 

術前の MRI(3.0mm間隔で撮影)から作成した三

次元画像によって小脳下部，延髄から頚髄背側に到

る腫療が明らかである。この画像では腫蕩から C1 

rootに向かう突起を認め，第 l頚神経を ongmとす

る神経鞘腫が予想され また 腫蕩が右側腹側で右

椎骨動脈に接していることも明らかとなった。これ

らは術中所見とよく一致していた。しかし，本症例

のように3.0mm間隔で撮影した MRIでは，上小脳

動脈等の細動脈や脳神経は正確には再構成し得な

かった。

症例 2: 49歳，女性。Leftacoustic neurinoma (聴

神経鞘腫，図 2-A， B) 

1.5mm間隔で撮影した MRIと， CTのデータか

らそれぞれ三次元画像を作成した。この1.5mmの撮

図 1 症例 1.第 1頚神経由来の神経鞘腫

影間隔の MRIから作成した立体画像では脳神経の

描出が可能であり，細動脈もより遠位まで再構成さ

れた。この画像によって小脳動脈や第 V，VII-VIII， 

IX-XI脳神経と腫蕩との関係を容易かつ具体的に

把握でき，手術に際し非常に有用で、あった。CTか

ら作成した三次元画像では腫壌と骨の位置関係が理

解しやすかった。

症例 3: 54歳，男性。Leftacoustic neurinoma (図3) 

左の聴神経腫蕩の患者である。CTのデータから

三次元画像を作成した。腫蕩が錐体骨を破壊して進

展していた。腫蕩を削除し，骨の形態を観察すると

(図 3-B)錐体骨が破壊され，変形している様子が

把握しやすい。腫蕩が内耳道内から上方に進展し，

図2-A 症例 2.聴神経鞘腫

図2-B 症例 2.聴神経鞘腫
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錐体骨の上壁から一部顔を出しているため，錐体骨

縁は橋状に残存し，腫蕩内に埋没していた。

ii)血管性病変

症例 4: 18歳，男性。Rightdural arteriovenous 

fistula (硬膜動静脈痩， 図4) 

頭蓋外から右後頭動脈の分枝と，内頚動脈からの

テント枝が巨大な右横静脈洞に流入する硬膜動静脈

痩の症例である。図 4-A， Bは， MRAのデータ

から再構成したもので ここでは大脳半球を削除し

た像を提示した。脳内の血管のうち，流速の大きな

細動脈や動静脈痩の流入動脈を選択し，三次元画像

とすることが可能で、あった。同じデータから頭皮や

脳実質の描出も可能であるため，異常血管と脳実質

や静脈洞との関係が明瞭に示され，また皮膚を透視

することによって流入動脈の皮下の走行が容易に把

握できた。手術は 2回に分けて行なわれたが，第一

図 3-A 症例 3.聴神経鞘腫

図 3-B 症例 3.聴神経鞘腫

回目の手術後の三次元画像では後頭動脈からの流入

動脈の消失と異常血管の減少が確認され，手術の効

果も評価できた(図 4-Bは1回目の手術後に

MRAから再構成した三次元画像である)。

5.考察

三次元画像は， CTやMRIの二次元画像を再構成

して作成しており，それ以上の情報を付加するもの

ではないと考えられがちである。しかし，今回のよ

うにわれわれが三次元画像を作成し，実際に臨床の

場に応用してみると予想以上に画像の空間解像力は

高く [2-4]，その有用性は明らかであった。われ

われ自身も実際の臨床の場では， CT， MRIの平面

画像を頭の中で再構成しているわけであるが，三次

元画像はそうした作業の大きな助けとなり， 有用な

情報を提供してくれる。

このほかにも，本来実現不可能な，術野の反対側

からの視野や腫蕩切除後の状態をいわゆる仮想現実

として画像にすることも可能である。これにより，

図4-A 症例 4.硬膜動静脈撞

図4-B 症例 4.硬膜動静脈撞
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本来手術が進行して初めて確認しうる震要な構造

(脳神経や血管など)を，術前から予想しておくこと

ができた。こうした'措報は手術をより少ない侵襲で

より速く安全に行なうためには非常に重要で、あり，

手術に際し大きな援助となった[3， 4]。

このような癌像の有用性の詳細は客観的に数値と

して処現・検討することは臨難であるが，過去の報

告では，作成した三次元画擦を楼数の脳外科底に供

覧し，その評価を数値に置き換え，統計学的に処

理，検討したものも見受けられる。その中ではやは

り三次元画像の有用性が強調されている[2 ] 0 

また，今回は呈示していないが，脳表に病変をも

っ症例では，病変近傍の脳間や中心溝も三次元画像

として立体的に描出することが可能である[5 ]。こ

れによって，運動野などの解剖学的に叢要な構造を

保存するための予備法の検討や，より安全に手術を

行なうための手術中のナピゲーションにも利用でき

る[6L 
こうした画像は，竪療のための別府のほか，患者

やその家族に説明する手段としても期待される c わ

れわれの施設で、も術前の患者や家族への説明に用い

ることがあるが，やはり疾患の理解の大きな助けと

なっている G 脳ドックなどの検査結果を三次元商像

を用いて説明する施設も増えつつあるようである。

しかし，本システムにも今後の課題は多い。現在

までに三次元画後解析を行なうためのシステムがい

くつか開発されているが，多くのシステムでは三次

元画像は沼町あるいは CTの一回分の撮影データ

より作成され，同一患者の複数のデータを組み合

せ，作成することはできなLしたとえば， CTと

MRIやMRA，あるいは遺影剤注入前と後のデータ

を組み合せ，立体語録を作成することはできないc

CTのデータは頭蓋骨の再構成に優れている皮崩，

細かな描神経や脳臨管の描出に誌十分でない。一

方， MRIのデータは脳実質，脳車管，神経や脳麗境

そのものの描出には優れているが，頭蓋骨は全く描

出できない。こうした CTやMRIのデータを重ね

合わせ，同時に描出することができれば，互いに補

p合ってより肉眼に近い画像の作成が可能となる

[ 2 ]。

また，経過を追って撮影した同一症例の画橡デー

タを組み合わせ，腫壌の経時的な変化を立体的に表

示し，比較することができれば有用かつ興味深い情

報を提供してくれよう O しかし，こうした嗣像の組

み合せのためには，プログラムの開発のほか，それ

ぞれの三次元爵像を一致させるための landmark，す

なわち参照とする部位の設定など，問題点も多い。

また他の開題として繭像処理時間がある C 先述の

ように三次元語像の作成に諒しては，各構造物を分

離するために CTやMRIの設定した信号強度のも

のからマニュアル操作にて抽出しなければならな

p。現状で法この処理が，三次元画像作成の時間の

{まとんどを占め，症例にもよるが数分から 2~3 時

間を要する。さらに，脳神経や脳血管などの微細な

構造を三次元語録にするためには，先述のように

MRIの slice厚を薄くする必要があり，より多くの

操作が必要になる。とくに重要な部分は毘舗による

マニュアル操作が不可欠であろうが，人工知能など

の利用などによって煩雑な操作の一部でも軽減され

ればより短時賠での処理が可能であろう。

6 .結
圭4ト

器官奇

三次元樹像解析は頭蓋内病変の立体的な位置関係

をより正確に理解するのに役立った O 手術シミュ

レーションに近い術前の検討が可能であり，手術討

樹立案の援助として有用であった。
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Three-dimensional image analysis of intracraniallesions 
and its usefulness for neurosurgery 

Masahito Kobayashi 1)， Takayuki Ohira 1)， Masato Ochiai 1)， Atsuhiro Kojima 1) 

Ryuzo Shiobara 1)， Takeshi Kawase 1) 

1) Department of Neurosurgeη， Keio University School of Medicine 

Abstract 

We have evaluated the three-dimensional (3D) images of intracraniallesions for pμla加nnir

Some 113 3D ima棺ge出swere rec∞O部 trucκ刈ct匂edfrom c∞ompu瓜te吋dtωomog♂ra叩phi註ie邸s(Cτ甘)， and/or magnetic resonance (MR) 0町r 

MR angi白ogra叩pl副1註icimages of 78 patients with i出nt仕ra配craniallesions.These images have provided useful information 

for the pr・e-and post-operative evaluation. The 3D image reconstructed from CT provides clear information 

regarding the bone. Conversely， the 3D image from MR images demonstrates soft tissue very clear・ly，and that from 

MR angiography provides a detailed description of the vasculature. For intracraniallesions， it seems very useful to 

evaluate 3D images from the different modalities， especially CT sc如 andMR image. 

Keywords: three-dimensional image， intracraniallesion， neurosurgery， CT， MRI， Workstation 
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マルチメディア，看護竜脳神

経外科略インターネット

1 .はじめに

s 

E 

病棟看護に関するマルチメディアを

活用した患者への説明

大泉太部1)大平貴之1)岡本さと子 2)

服部千代美 2) 西平万知子 2) 河瀬斌1)

われわれわれは今まで患者や家族へ公平でわかりやすい霞壇情報

の説明を簡便に行なうために宅マルチメディアソフトを活用した

脳神経外科の検査のインフォームド・コンセントや宅脳神経外科

接患のマルチメディア・データベース宅それらのインターネット

上での提示などを1:rなってきた。

そして医療現場でのマルチメヂィアの活用をー看護分野へも広げ

るため， 1斉棟看護に関するマルチメディアソフトを活用した患者

への説明を行なった。その結果宅看護分野でもマルチメディアの

活用で，具体的でわかりやすい説明が簡単で公平に行なえた。患

者からは司わかりやすいという声が多く，今後アンケートによる

結果の分析とともに司他の零護分野のマルチメディアソフトの作

製や，インターネット上での提示を進めていきたい。

2.方 法

われわれは今まで，非医療従事者が実際の医療現

場での患者や家族の方への，公平で、わかりやすい医

療情報の説明を傭便に行なうために，マルチメディ

アソフトを活用した脳神経外科の検査のインフォー

ムド・コンセント[1 ]や，患者への説明や謹療教

育，医療サイドでの情報活用を目的とした脳神経外

科挟患のマルチメディア・データベース[2 ]，それ

らの情報のインターネット上での提示[3 ]などを行

なってきた。

以下に本研究で用いた機器を示した。

〈ノ1ードウェア〉

Macintosh LC575 (アップルコンビュータ)

Macintosh Power Book 5300ce (アップルコン

ビュータ)

Power Macintosh 7500 (アップルコンビュータ)

JX欄330M(シャープ)

Aterm35 (NEC) 

今回は，医療現場で、のマルチメディアの活用を看

護分野へも広げるため，病棟看護に関するマルチメ

ディアソフトを活用した患者への説明を行なったの

で報告する。

〈ソフトウェア〉

Action ! (Macromedia) 

Photoshop 3.OJ (アドゼシステムズジャパン)

SoundEdit 16(アドピシステムズジャパン)

At Ease 3.0(アップルコンピュータ)

Netscape 2.0 (Netscape Communications Co.) 

Fetch 3.0 (Jim Matthews) 

1)慶版、義主主大学医学部脳神綬外科， 2)燈J!I!;、義塾大学病院看護部羽目別り請求先:守160 東京都新宿区信濃町35番地 慶謄義塾大学医

学部脳神経外科， ichitaro@bekkoame.or必〕
(掠稿受付日 1996年 8月8日 原稿採択日 1996年 9月15日)
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脳神経外科病棟

手術のオリエンテーション

主主i

Start 

図1 タイトル画面

まず病棟看護に関する図や絵を書き，イメージス

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。解説の音声はマ

イクから Macintoshに入力し，SoundEdit 16で編集

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 ACTION!に取り込み，背景を設定し，画

像や文字，音声，ボタンを配置した各場面を作製

し，場面聞の構成を行ない，病棟看護に関する説明

用のマルチメディアソフトを作製した。

完成した病棟看護の説明用マルチメディアソフ ト

を病棟のロビーに設置しである MacintoshLC575で

提示し，患者や家族が自由に見られるようにした。

また必要のある場合はベッドサイドに Macintosh

Power Book 5300ceを持参し，マルチメディアソフ

トを自由に操作していただいた。次に，この作品を

医療関係者の方にも見ていただき，意見や感想をい

ただき，今後の改良に役立てるよう，インターネ ッ

トの wv.明f上での提示も行なった。

まず www上での提示用に，画像データは

PICTフォーマットから Photoshopで GIFフォー

マットに圧縮・変換し，音声データは SoundEdit16 

で圧縮を行なった。そして編集した画像・音声デー

タと，文字情報を組み合わせ，関連する情報がリン

クするような HTML(Hypertext Makeup Language) 

のソースを，エディターで作製した。

その1ースと，画像・音声データをホームページ

入院時に用意するもの

五五i

図2 入院時に必要な物

情報のあるサーバーにネットワーク上の Macintosh

から Fetchで転送し，インターネット上に公開し

た。その URL(Uniform Resource Locator)は， ht刊ttゆp:

/ /www.baliβsC.c∞o.J胆prtaro/nur凶:se令-ope.htmlとhtt叩p://

www.bekkoame.o臼r.jp/'向-ic

る。なお，この情報を見るのには Netscape1.1以上

と音戸ビューアが必要である。

3.結果

(1)作品について

病棟看護の説明用マルチメディアソフトはマウス

やトラックパッドだけで操作可能で，矢印をクリッ

クすると画面が進み，イラストや音声，文字などを

使った説明が行なわれる。

最初はタイトル画面(図 1)であり，画面右下の矢

印をクリックすると次の画面に進む。“音声"のボタ

ンを押すと，看護婦さんの声による，画面の文字情

報よりさらに詳しい説明が行なわれる。

次の画面では入院時に必要なものの説明が図と音

声で行なわれる(図 2)。左下の矢印を押すと前の画

面に戻れる。

次の画面は，自分のものには名前を書くことの注意

(図 3)で，続いて手術前日に行なわれること(図4)， 

出棟時の様子(図 5)，手術中の家族への注意(図6)， 

手術後の様子(図7)などの説明が行なわれる。

そして，上記と同様の情報をインターネット上で

も提示した(図 8)。



看護分野でのマルチメディアの活用 139 

自分の物には名前を書きましょう

国3 物には名前を書く注意

手術前日

Ga1 
8:齢{ぞl

事る事Iに養をtt.i'<.~し a う れ

図4 手術前日の様子

( 2 )アンケートについて

主!!l

主j

病棟でのマルチメディアソフトによる病棟看護の

説明は非常に好評で，多くの方に利用していただい

ている。現在， このマルチメディアを活用した病棟

看護の説明に関するアンケートを行なっており，ま

だ数は少ないが，病棟看護に関する理解が深まった

という意見が多かった。また，今後他の看護の分野

に関しでもこのような説明を望む，という意見も多

く見られた。

今後，アンケ ー トの意見や感想のまとめ，イン

ターネット上の提示に関する意見のまとめや，作品

の改良を進めていきたい。

( 3 )今後の課題

今後は脳神経外科だけでなく， 他の科の看護情報

に関するマルチメ ディアソフトの作成や，それらの

出棟時

図 5 出棟時の様子

手術中

の

手尚中伝病縛のロ ピーか町勺で漫絡のつ《と ι る守Î"~r奇ち下さい.

図 6 手術中の家族への注意

主丘l

院内イン トラネット上での提示を進めてpく予定で

ある。

( 4 )看護分野でのマルチメディアの活用

看護分野で、のマルチメディアの活用は，医療分野

の中でも比較的遅れていたが，最近コンヒ。ュー タや

ネットワ ーク環境の充実した米国を中心に，その活

用が進みつつあり，

1)インタ ーネット上での仮想看護大学の試み

[ 4 ] 

2 )マルチメ ディアソフ トによる看護学生教育[5 

-7] 

3 )マルチメディアソフトによる看護情報を含む

患者教育[8 -10] 

が行なわれている。

一方，日本でも コンビュ ータやネッ トワーク環境
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手術後 今後，医療施設のコンピュータやネ ットワーク環

境がさらに充実するとともに，データ圧縮技術の進

歩，医療情報のセキュリティー機能の充実， VR  

(Virtual Reality :仮想現実感)などヒューマンイン

ターフェイスに優れた情報の入・出力装置の開発な

どが進めば，

7)ベ ッドサイド端末や装置による患者への薬や

食事，看護 ・医療情報の提供[13]

8 )ネットワーク上での患者の看護情報活用

9 )ネットワークを活用した看護教育

のような看護分野でのマルチメディア活用はさ ら

に進んで、いくものと思われる。
図7 手術後の様子

-tr~ 1 

t
る

加
帳

吋

三回 Nelscope: Orient8tion of口peration 図書
|σ 

! 脳神経外科痛棟

|手術のオリエンテーション

を押すと音声{ζ よる詳しい説明がお筒き(ζ芯れます

脳神経外科病練

手術のオリエンテーション

ロ
入院時に用意するもの

図 8 インターネット上での提示

玄
星到皇

が充実した施設を中心に下記のようなマルチメディ

アの活用が始ま っている。

5 )テレビ会議システムによる合同看護研究発表

会[11]

6 )インターネットでの看護情報公開，メーリン

グリストの作成[12]
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Explaining nursing in the ward through multimedia 

Taro Oizumi 1)， Takayuki Ohira 1とSatokoOkamoto汽ChiyoHattori 2) 

Machiko Nishihira 2)， Takeshi Kawase 1) 

1) Department 0/ Neurosurgeη， Keio University School 0/ Medicine 

2) Nursing Division， Keio University Hospital 

Abstract 

To provide fair and comprehensible medical information to patients and their families， we have conducted the 

following: Neurosurgery examinations， based on informed consent， with the use of multimedia software; 

development of a multimedia database for neurosurgery disease; and presentation of the above on the Internet. 

In addition， we have applied multimedia software produced for・nursingcare at the hospital in order to provide 

the patients with explanations. The purpose is to expand the use of multimedia at the medical treatment site， 

including areas of nursing. 

We have seen from the survey that we have been able to present more concrete and comprehensible 

explanations to patients. These patients voiced the opinion that the explanations were very easy to understand. 

We would therefore like to continue making efforts to provide information on the Internet and to develop new 

multimedia software for other areas of nursing， in addition to analysis of the survey results. 

Keywords: Multimedia， Nursing， Neurosurgery， Internet 





Japanese Joumal ofComputer Science Vol.3， NO.2: pp. 143 -150 Issued September， 1996 

ι 
マルチメディアとインターネットを活

用した医療情報提示のアンケート分析

と今後の展望

大泉太郎1)大平貴之川河瀬斌1)

われわれは宅今まで患者や家族へ公平でわかりやすい底揮2情報の

説明を簡{更に行なうために，マルチメディアソフトをj話題した脳

神経外科の検査のインフォームドコンセント[1 ]や弓インター

ネットを使用した脳神経外科検査の情報提示[2 ]などを行なって

きた。そのようなマルチメディアやインターネットを活用した医

療構報提示や宅今後の産療分野のコンピュータ活舟などについ

て司今後の底療分野での'1官報公開やコンピュータ・ネットワーク

導入に活かすようアンケートを行なった。マルチメディアやイン

ターネットを活罵した医察情報の説明は司 8割以上の方が有馬と

考え宅他の医療分野での陪様な説明についてもヨ割近くの方カf望

ましいと考えており，一般的には難しい臣室擁情報についての説明

を‘マルチメディアやインターネットを使い簡単にわかりやす

く宅医療分野全般で進めていく必要があると思われた。

{キーワード}

マルチメテzイアー 医擦情報司

脳神経外科宅 Internet

1 .はじめに

われわれは今まで，一般の方から実際の霞療現場

での患者や家族の方への，公平でわかりやすい医療

靖報の説明を簡便に行なうために，マルチメディア

ソフトを活関した脳神経外科の検査のインフォーム

ドコンセント[1 ]や，インターネットをf吏倍した1自

神経外科検査の情報提示[2 ]などを行なってきた。

そのようなマルチメディアを活用した盟療情報公

開についてや，今後の法療分野のコンピュータ活用

などについて，作品を見て下さった患者さんや御家

族，一般の方に御感想、や御意見を頂き，今後の医療

分野での'措報公開やコンピュータ・ネットワーク導

入に活かすようアンケートを行なった。

2 .方 法

1)マルチメディアソフトを使用した説明のアン

ケート

マルチディアソフトを使用した脳神経外科の説明

は，脳神経外科病棟のロビーに説明用マルチディア

ソフト(図1)を入れた AppleMacintosh LC575を設

置し，患者さんやその家族，お見舞いの方などに白

出に操作できるようにしている。そして，そのすぐ

横に，筆記具とアンケート用紙(図 2)，アンケート

回収用の籍を設置し，アンケートを回収したc

2 )インターネットを使用した情報提示のアン

ケート

インターネットによる脳神経外科の検査に関する

情報提示法，日本語パージョンと英語パージョンを

1 )慶庭、義塾大学医学部脳神経外科〔別刷り請求先:キ160 東京都新宿医倍淡町35~寄地 機J!iP-義塾大学医学部脳神経外科，

ichitaro@bekkoamε.or必〕
(原稿受付日 1996年8月8日 原稿採択日 1996年9月15日)
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図1 マルチメディアソフトのメイン画面

<アンケート用紙>

11 このようなロピ」での待ち時間を使用した匡附奇輔のコンビュ」タでの説明"ついてどう里わ

れますかっ(退択績ははOをおつけ下ざい}

1)大変有用でめる 2)有用である 3)あまり有用でない 4)不要である

('1由

2 プログラふの内吾、悼作牲はどうでしたか。

内害は 1);大変わかりやすい 2)わかりやすい 3)昔週 のわかりに〈い

(理由 ) 

l乗{乍{ま りとても間単 2)間単 3)普通 4)懸Lい

(理由

3 このようなコンピュータを{費用した説明が他め医療青野でも行われるこ とを精望されますかワ

1)大iI'望ましい 2)!i1" cい めどちらでもよい 4)望まし〈ない

(理由

4 可能なl:l.:!.'白骨の医療画像 (CTやMR1)を迫田署問符ち帰りたいですか。

1)持ち帰りたい 2)医師の説明書つきで持ち帰りたい 3)不要

5 匡江原現場への全般的なコンピュータ導入についてどう里われますかワ(得数選択可}

1)患者にメリヲ卜があれ(1'どんどんf費用すべきだ

2)患者や家臨め意見を圧映させながb 進めて持〈べきだ

3)医療現場でコンピュータ導入が進みすぎるのもullだ

4)その他(

6 その他ゴ意見 ご思想箸ありま Lたbお書き下さい.

?歳If"年齢箸をおHいします. 年齢 繰 性別 <Il現性 ③1芝生

<Il脳外科患者 <2>その家脂 岳地科の患者 ⑥その他

図2 アンケート用紙

を2ヵ所のサイトで公開している (http://www.

balisc. co. jp;-taro/neuroexam. html， neuroexam吃 .

html & http://www.bekkoame.or.jp;-ichitaro/ 

田町oexam.ht凶， neuroexam-e. html)。

検査のメイン画面(図 3)からボタンを押すとア

ンケート画面(図 4)にリンクし，インタ ーネット

の双方向性を活用し，該当する選択枝をマウスでク

リックし送信"を押すだけで，アンケー ト結果を

E-mail (電子メール)で送れるように (図 5)，プ

ログラムし，アンケートを回収した。

脳神経外科の検査に云可|

診察

[!] 

階幽盤単簡踊園側

厄神経鼻科では各種の検査が行わねます。

皆さんlζ種査への理解毒，歪めていただ くため、代表的1;;:8つ の

稜査[ζ つ心セ、設査の目的や方注などについて簡単な説明を提示

しました。

(くわしい説明信.d':・ず樟査を受(t吾医療鍵罰{ζお図書下さL'l

御希望の画面をCLlCKι て下さい

円RI

m 
届;産

(検査の音声はサ~)\' ~ がReolAudio箸来対応で，データ圧縮のために最低限の音質です}

作品をど覧頂いた方[ζ今後の医療分野へ母インタ」牟ゥト活用(ζ ついてなど唱簡

単芯アンケートをお聴いしています.よろしくお刷いいたします。

匡三三ヨ

図3 インターネット上でのメイン画面

3 .アンケー卜結果について

1 )マルチメディアソフトを使用した説明のアン

ケート

1995年 8月から 1996年 7月までの期間にアン

ケート用紙による 26通の有効回答があった。

結果は表 1のごとくで，回答者は男性15名(58%)， 

女性11名 (42%)，年齢は30歳代の方が54%と一番

多く，平均年齢は 34.5歳であった。回答者26名中，

患者の家族が 13名 (52%)，患者が 7名 (28%)で，

そのほかに他科の患者が 2名 (8%)，見舞いの方な

どその他の方も 3名 (12%)いらっしゃった。

マルチメディアを活用した医療情報の説明につい

ては大変有用である"が44%と一番多く有用

である"の36%と合わせて80%を占めていたがあ

まり有用で、ない不要"がそれぞれ12%， 8 %で

あった。

脳神経外科の検査に関するマルチメディアソフト

の内容についてはわかりやすい"が一番多く 48
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墨田~一三ヲ~二二--""'~ Netscope: Questionn!:lire霊童三塁霊童書室

防ーシ長与 l
戸覧I買いた皆さん司御意見 御意!1!宅乙め作品司改良や、今後町一般的方や患者さ

んへの色々なメディアを使用したわか9やすい医療情糧の公開へ生かしていきたいと
患っています。

ぜひ以下のアンケ』卜にお乙たえ下さい。

名前 | 

E-mai1 odress : f 

性glJ:O ~骨1生 O女性

年白書 「
御職業:

O医師
。医療関係者
。通院 ・入院中町方

。一般の方

(匿名でも結構です)

己のようなイン夕、ーネット上で町医療情報の説明についてどう思われますか

。大変有用
。有用
。あ宮り有用(~~正い

O必要拡い

作品の説明や内容、操作性はどうでしたか
説明 。 大変わかりやすい Qわかりやすい Oわかりにくい
内容 Oも。と詳しい説明がほしい Oちょうどよい O説明が争すぎ吾

i章作性・ O良い O昔通 O悪い

乙の様なインタ」ネゥトよでの説明が他の医療分野でも行われる事を希望ぎれますか :

0大変望ましい

O望ましい
Oどちらでもよい

O望ましくない

病院で受けたど自分の検査の結果や画像 (XPやCT，~I Rほど)を持ち帰りたいですか

回E
-0. 

Oモのまま持ち帰りたい |骨

三rl窃 IDocum.nt: Dont. 回判巴

図 4 アンケー卜画面-1

言日 一一一一 Nelscdpe日uestionndire~一一一一一→干害出回E

ロロ ー 、 市 。
説明 O大変わかりやすい Oわかりやすい 。わかりにくい
内容 Oもっと詳しい説明がほしい Oちょうどよい 。説明がちすぎる

操作性 :0良い 。音速 m堅い

乙の様なイン夕、ネゥト上での説明が他的医療分野でも行われる事を希望されますか

。大変望ましい
0望苦しい
。 どちらでもよい

O望ましくない

病院で受けたど自分の検査の結果や画像 (XPやCT，門RIなど)事持ち帰りたいですか

Qそのまま持ち帰りたい
。医師舟説明書つきで持ち帰りたい

。必要ない a 、 " 

インタ』ネヲト上でι自分の検査結果や画像の提示を希望しますか ・

O希望する
。医師の説明付ぎで希望する
。ハゥカ』の危険生由主あり不安だ
O，i'.，嬰怠い

インタ』ネット宅捜ったテレビ回詫などの在宅医療についてどう~.;bれますか .
。積極的(ζ進めてほしい
0慣重(ζ1'Tうべきだ
O医療のコンビュ」タ化が進みすぎるのも不安だ

'" ， ‘ 御意見御怒恕

。

o 
(> 中

哩回 aZ:D 

~ I 5]円enuへ Eヨ 随案内へ

-(> 

| τr/~ 1 Do制~nt : [)刷、. ， '由

図 5 アンケー 卜画面-2

表 1 マルチメディアソフト を使用 した説明のアンケー 卜結果

項目 回答者の性別 回答者の年齢 回答者の属性 7ルチメヂィ7を活用 した説明 ソフトの内容について

選択枝 男性15(58%) 10歳代 1(4 %) 脳外患者 7(28%) 大変有用 11(44%) 大変わかりやすい 4 (16%) 

女性11(42%) 20歳代 6(23%) 家族 13(52%) 有用 9 (36%) わかりやすい 12(48%) 

30歳代 14(54%) 他科患者 2(8 %) あまり有用でない 3(12%) 普通 5 (20%) 

40歳代 3(12%) その他 3 (12%) 不要 2 (8 %) わかりにく い 4 (16%) 

50歳代 2(8 %) 

不明 不明 不明

ソフト の操作性 他の医療分野での同様な説明 医療画像の持ち帰り 医療現場でのコンヒ。1ータ導入

とても簡単 5 (20%) 大変望ましい 15(60%) 持ち帰り希望 3 (13%) 積極的に 21(84%) 

簡単 9 (36%) 望ましい 7 (28%) 医師の説明付きで 14(61%) 慎重に 3 (12%) 

普通 5 (20%) どちらでもよい 2 (8 %) 不要 6 (26%) 不安 1 (4 %) 

難しい 6 (24%) 不要 1 (4 %) その他 0(0 %) 

不明 不明 不明 3 不明
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%，“普通"が20%，“大変わかりやすい"と“わかり

にくい"がともに16%であった。わかりにくい理由

としては，難しい漢字が多い，専門的な知識が必

要，などの御意見があった。

マルチメディアソフトの操作性については，“簡

単"が36%と一番多く，“とても簡単"と“普通"がと

もに20%であったが，“難しい"は24%であった。難

しい理由としては，ソフトの起動法が難しい，など

の理由が多かった。

他の医療分野での同様な説明については，“大変

望ましい"が60%と一番多く，“望ましい"の28%と

合わせると， 9割近い数字であり，“不要"の方は 4

%(1名)であった。

医療商像の持ち帰りについては，“医師の説明付

きで希望"が61%，“そのまま持ち帰り希望"の13%

と合わせ 7割以上の方が希望されていた。

医療現場へのコンビュータ導入については，“患

者にメリットがあれば積極的に"が84%，“患者や家

族の意見を反映させながら進めるべき"が12%，“コ

ンピュータ化が進みすぎるのも不安"は 4%(1名)

であった。

2 )インターネットを使用した靖報提示のアン

ケ…卜

1996年 2月から1996年 7月までの期開に36通の E-

mailによる有効匝答があった。

結果は表 2のごとくで，回答者は男性30名 (83

%)，女性 6名 (17%)，年齢は20歳代と30歳代の方

がともに43%と一番多く，平均年齢は31.4歳であっ

た。回答者の国籍は英国の 1名を除いて，すべて註

本であった。職種は，一般の方が27名 (77%)と一番

多く，罷師が 5名 (14%)，その他の医療関係者が 2

名 (6%)，医療施設に通院中の方が 1名 (3%)で

あった。

インターネット上での塁療情報の提示について

は，“大変有用でLある"が69%と一番多く，“有用で、

ある"の31%と合わせて100%を占め，“あまり有用

でない“不要"という意見はなかった。

酪神経外科の検査の説明に関するホームページの

内容については，“わかりやすい"が一番多く 63%，

“大変わかりやすい"の28%と合わせて 9部を趨えて

いたが，“わかりにくい"という意見も 9%あった。

わかりにくい理由としては，用語が難しい，などの

表2 インターネットを使用した情報提示のアンケート結果

項 g 阪答者の性別 回答者の年齢 題答者の圏籍 自答者の職穏

選択枝 努性 30(83%) 20歳代 15(43%) 日本 35(97%) 医師 5 (14%) 

女性 6 (17%) 30歳代 15(43%) 英国 1 (3 %) 医療 2 (6%) 

40歳代 2 (6%) 患者 1 (3 %) 

50歳代 3 (9%) 一般 27(77%) 

不明 不明

Internetでの医療情報提示 作品の説明 作品の内容笠 作品の操作性

大変有用 24(69%) 火変わかりやすい 9 (28%) もっと詳しく 22(67%) 良い 12(38%) 

手草原 11(31%) わかりやすい 20(63%) ちょうど良い 11(33%) 普通 19(59%) 

有用でない 0(0%) わかりにくい 3 (9 %) 多すぎる 。(0%) 惑い 1 (3 %) 

不要 0(0%) 

不明 不明 4 不明 3 不明 4 

他の医療分野での悶様な説明 Zま療画像の持ち帰り Internetでの検査結果提示 今後の医療の Internet活用

大変主主ましい 21(62%) 持ち帰り希望 14(40%) 提示希望 15(43%) 機極的に 26(76%) 

皇室ましい 9 (26%) 医師の説明付き 18(51%) 医師の説明付きで 10(29%) i察霊堂に 7 (21%) 

どちらでもよい 4 (12%) 不要 3 (9 %) 安全性に不安 6 (17%) 不安 1 (3 %) 

不要 。(0%) 不要 4 (11%) 

不明 2 不明 不明 不明 2 
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ご意見があつた。

説明の内容量については

しい"が一番多く 6訂7%，“ちょうどよい"の33%と合

わせて100%を占め， “多すぎる"という意見はな

かった。

操作性については，“普通"が59%と一番多く，

“よい"が38%で，“悪い"が 3% (1名)であった。

他の医療分野についてのインタ ーネ ット上での同

様な説明については，“大変望ましい"が62%と一番

多く，“望ま しい"の26%と合わせると， 9割近い数

字であった。“どちらでも よい"の方は12%，“不要"

との意見はなかった。

医療画像の持ち帰りについては，“医師の説明付

きで希望"が51%，“そのまま持ち帰り希望"の40%

と合わせ， 9割以上の方が希望されていた。

自分の医療画像や検査データのインタ ーネ ット上

での提示についても，“提示希望"が43%，“医師の

説明付きで提示希望"の29%と合わせ 7割以上の

方が希望されていた。“安全性に不安"の方が17%，

“不要"の方も11%であ った。

在宅医療など，医療分野でのさらなるインター

ネット活用については，“積極的に"が76%，“慎重

に"が21%，“コンビュータ化が進みすぎるのも不

安"は 3%(1名)であった。

インターネットでの医療情報提示に関するアン

ケートの結果については インターネット上でも提

示を行なっている(図 6) (http://www.balisc.co.jp/ 

-taro/quest.html & http://www.bekkoame.or.jp/ 

ーichitaro/quest.html)。

4.考察

マルチメディアソフトに関するアンケート と，イ

ンターネ ットに関するアンケートの回答者について

見てみると，年齢はどちらも30歳代が一番多いが，

後者は20歳代も多く ，平均年齢は前者が34.5歳，後

者が31.4歳で，後者がやや若い。また，回答者の性

別で男性は，前者が58%，後者が83%と，後者の男

性の割合が多かった。これは，インターネットがま

だ普及過程にあり，よく使用している年齢層が20，

30歳代の男性に集中しているためと思われる。

また，インターネットに関するアンケー卜の回答

豊口 士=-=-士一二 → Net5cope口ue5t = =回E
-0-

/，，! 11'"芳三下語It 

皆さんの医療知議向上、疾愚予防と健康I曽進を目的Ii:一つの読みとして‘己のホ』ム
ベ』ジ上で脳神恒外科検査の案内の提示と‘アンケ』卜害行ってきました。

f 皆さんからの御協力{ζ より ‘貴重お7ンケートの範果k淘意見が争数寄せられまし
た司てヘ モの範果の分析と今後の展望を発表事せていただき宮す.

{なお、 今後も7:Jケート位継車産ι.分析事事果も更新されます}

有効回答数:3 6 (9 6 _ 7 .20現在}

ケ 1118一円「円了寸
「百吾石-13下 「寸一
「一支一 円1"Tτ-1

ーttg'l 一斑 ー「主吾ー
「百 荘一「 百-'，一百一 IU

「ーす一~Iっす一!

， IInter附での融情報提示につれてi

~.】 I D剖倒神 nt:Dont 
ゆ
一問

。
図6 アンケー卜結果画面

者の中に，日本人以外の方は l名しかいなかった。

国によって医療環境の違いは多少あるものの，医療

の基本的な理念は変わりがないはずであり，イン

ターネットという国境をも超える情報網の医療分野

での有効活用について， 今後 も日本の方だけでな

く，広く世界の方々に意見をお聞きして，研究を進

めていきたい。

脳神経外科検査の説明用のマルチメディアソフト

の内容については 6割以上の方が“大変わかりやす

い"あるいは“わかりやすい"であ ったが， 16%の方

は難しい漢字が多いなどの理由で“わかりにくい"を

選んだ。

ほぼ同じ内容のインターネ ット上での説明につい

ては 9割以上の方が“大変わかりやすい"あるいは

“わかりやすい"であり，用語が難しいなどの理由で

“わかりにくい"を選んだ方は 9%であった。

インターネット上での説明の方がわかりやすかっ

た理由としては，マルチメディアソフトでは音声で
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解説しているところを，インターネット上では音声

の転送に時間がかかるため，文字による解説も加え

たことや，マルチメディアソフトに比ベインター

ネット上では 1つのシーンに多くの憤報を提示でき

た(ディスプレイに表示しきれない部分もスクロー

ルする事で見ることができる)こと，インターネッ

ト上での説明のアンケート回答者には，壁師や霞療

従事者などの医療関係者が 2割ほどいたこと，など

が考えられる。

マルチメディアソフトの操作性に関しては 5割

以上の方が“とても簡単"あるいは“簡単"であった

が， 24%の方が“難しい"と答えた。

インターネット上での説明の操作性に関しては 4

割近くの方が“よい"で， 6割近くの方が“普通"で，

“悪い"と答えた方は 3%であった。

マルチメディアソフトの方が操作が難しいと答え

た方が多かった理由としては，インターネット上の

説明を見た方は，ある程度インターネットとコン

ビュータに知識があり， HTMLで作られたホーム

ページを見慣れているのに比べ，マルチメディアソ

フトの方はコンピュータをあまりさわったことがな

く，“マウス"や“クリック"など基本的な舟語や操作

も説明書を見ないとわからない方が多く見られたこ

と，ソフトの容量が大きく，初期のデータ読み込み

と展開にやや時間がかかる事などがあげられる。

インターネット上での説明の内容量に関しては 7

割近くの方が“もっと詳しい説明がほしい"を選んで、

おり，医療情報に関する関心の高さと，充分な量と

質の高い情報の提示の必要性が感じられた。

以上より病棟での11寄報提示に関して，当競では今

秋より高速な説内ネットワークが稼働することもあ

り，今までマルチメディアソフトを提示していた病

棟、のロビーのコンピュータを含むイントラネット上

で，インターネット上で提示していたのと同様の脳

神経外科の検査の説明を提示する予定である。そし

て，初めての方でも簡単に操作できるよう，わかり

やすいコンビュータやブラウザの操作法の提示も行

ないたt¥0 また，提示する情報についても，脳神経外

科の疾患，診断，治療，予防法のほかに，他科の先生

と協力した上で，イ也科の医療情報の提訴も行なってい

きたい。そして，イントラネットの特徴を生かして，

当競独自の憶報も今後，盛り込んでいきたい。

そして，現在インターネット上で行なっている情

報提示に関しでも，向様に今後情報の充実を行なっ

ていきたい。

また，マルチメディアを活用した医療情報の説明

は， 8裂の方が“大変有用"あるいは“有国"と考え，

他の医療分野での同様な説明についても 9割近くの

方が“大変望ましい"あるいは“望ましい"と考えてい

た。

インターネット上で医療情報の説明は，すべての

方が“大変有用"あるいは“有用"であり，佑の医療分

野での同様な説明についても 9割近くの方が“大変

ましい"あるいは“望ましい"と考えていた。

一般的には難しい医療情報についての説明を，イ

ンターネット上で簡単にわかりやすく，医療分野全

般で進めていく必要があると思われた。

自分の医療臨鎮の持ち帰りについては，病棟での

アンケートでは 7割以上の方が“持ち帰り希望"ある

いは“医師の説明付きで持ち帰り希望"であった。イ

ンターネット上でのアンケートでは 9割以上の方が

同様の意克であった。患者へ情報を渡す際のメディ

アの問題，コストの問題などいろいろと問題はある

が，実際に CD-ROMで検査画像を含む情報を患者

に渡している病院もあり，患者への健康や翠療に関

しての関心を高め，伺じ患者について異なった病院

で重捜した検査を防ぐ意味でも，今後検話を進めて

ゆくべき問題だと思われる。

自分の医療検査の結果のインターネット上での提

示については，インターネット上でのアンケート

で 7割以上の方が，“提示希望"あるいは“医師の

説明付きで提示希望"であった。機密保存や安全

性，その管理，法律的な問題などさまざまな問題が

あるが，願{象の持ち帰りと同様に，患者の陸康や医

療に関しての関心を高め，同じ患者について重接し

た検査を拐ぎ，世界中どこで霞療機関にかかって

も，今までの検査データや既往症を簡単に検索でき

治療に役立つと思われ，今後検討を進めてゆくべき

問題だと思われる。

医療現場へのコンピュータ導入について，病棟で

のアンケートでは“患者にメリットがあれば積極的

に"が84%，“患者や家族の意克を反映させながら進
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めるべき"カ{12%，“コンピュータ化が進みすぎるの

も不安"は 4%(1名)であった。

在宅陸療など，匪療分野でのさらなるインター

ネット活用について，インターネット上でのアン

ケートで誌，“積極的に"が76%，“慎重に"が21%，

“コンピュータ化が進みすぎるのも不安"は 1名(3 

%)であった。

法療現場へのコンピュータ導入や法療分野でのさ

らなるインターネット活用にって穣極的な御意見も

多く，今後も患者さんや家族の意克や感想、をふまえ

た上で，医療を受ける方にも充分メリットがあるコ

ンビュータ導入やインターネット活用を進めていく

必要があると思われた。

また，法学分野でのマルチメディアやインター

ネットの使用に関して，アンケートを活用した研究

はとしては，

1)マルチメディアソフトによる高血圧患者への縫

康教育[3 ] 

2 )マルチメディアソフトによる儲科医学生教育

[ 4， 5] 

3 )マルチメディアソフトによる医学生教育[6 ， 

7， 8] 

4 )インターネットによる医療靖報収集[9 ] 

などが行なわれており，今盟の結果と同様にマル

チメディアやインターネットの使用で，効果は上げ

ているものの，コンピュータやインターネットにつ

いてあまりふれたことのない方にはわかりにく p点

も多い事や，多くの際学情報がまだデジタル化され

ていない事などの時題点があった。

5 .今後の課題

インターネットによるアンケートでは，意見の欄

に5通の医療相談(脳内出血，てんかん，めまい，肺

線維症， Diffuse axonaly injuryについて)があった。

受診されている医療機関に迷惑がかからぬ範囲での

返事をさせていただいたが，その他の方からも，イ

ンターネット上での塁療相談や緊急病院案内，最新

医療情報についての情報希望などの御意見を頃い

た。医療は専門性が強いものの，忙しい医師には

色々と質問しにくいことも多く，患者の医療相談に

可能な範闘でわかりやすく答え，患者の病状にあっ

た科や病院を紹介するなど，患者と病院を構渡しす

るような部門が今後，金銭的な問題もあるが，病院

内や専門施設にできてもよいのではないだろうか。

また，“本当に医療の情報を必要としている人

で，インターネットを扱えない人もたくさんいると

思います"という御意見も項いた。今後，テレピに

インターネットが組み込まれるなど，インターネッ

トのさらなる普及が毘込まれるが，インターネット

に限らず，本やテレピなどさまざまなメディアを還

して，一般の方にもわかりやすく，有用な罷療情報

を広めていく必要があると思われたc
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Analysis of the questionnaire about medical presentation with 
multimedia and Internet 

Taro Oizumi 1)， Takayuki Ohira 1)， Takeshi Kawase 1) 

1) Department of Neurosurgery， Keio University School of Medicine 

Abstract 

Multimedia software is being utilized to supply fair and comprehensible methods for providing information to 

patients and their families， as well as for informed consent for neurosurgery examinations. The Internet was also 

utilized when presenting information on neurosurgery examinations. A fol1ow-up survey of the patients was then 

conducted to determine their response regarding use of multimedia and the internet， both for pu中osesof medical 

information as well as for the possibility of future computer utilization in other medical areas. The purpose is to 

expand use of computers in medical areas and promote future disclosure of information. 

More than 80 percent of those polled replied they felt that explanations utilizing multimedia and the Internet is 

useful， and nearly 90 percent said they considered it desirable to utilize such methods for similar explanations in 

other medical areas. 

These results suggest that the use of multimedia and the Internet ought to be promoted in all areas of medicine 

when providing medical information (which in general tends to be di出cultto understand)， thereby enabling simple 

and comprehensible explanations. 

五eywords:Multimedia， Medical Information， Neurosurger・y，Internet
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需子調査法哩アンケート調

査雫 Internet，電子メール，

ネットニュース， www 

1 .調査票調査の分類

Internetを用いた電子調査法

についての考察

法橋尚宏 1) 山本泰弘 2)

鈴木隆2) 豊JlI格之 1)

最近では，郵便や電話などのように， Internetは日常生活の必需

品とさえなりつつある。このような背景の中ー調査票調査の実施

方法として Internetを適正に活舟できれば，新しい調査票調査が

開拓できると期待される。しかし司 Internetを介した需子謂査

は，わが、国ではほとんど行なわれていないのが、現状である O ここ

では，郵送調査や電話調査などに代わる新たな調査票謡査の実施

方法として司 Internetを介した需子調査の長所と短所について考

察した。今後は， wwwを中心としてー調査項臣に動商や音声を

付加した電子調査が宅双方向で実施できる環境が形成されていく

ことであろう。

現在の調査票調査の実施方法にはさまざまな形態

があるが，調査票の用い方によって，cr:個人而接調

査，②菌5脊回収調査(留置調査，配崇謂至宝)，③郵送

調査，@)霞話調査に大きく分類される[1 ]。表?に

は，これらの遣いをまとめた。

も漉した実施方法を選択することになる[2 ] 0 次

に，それぞれの特徴を述べていくじ-5]0 

1)錨人面接調査

昭人面接調査では，あらかじめ説練した調査員が

調査対象に韮接面接し 調査票にしたがって質需を

しながら回答を開いて調査員が調査栗に記入する。

長所として註，①費関内容を紹子に理解させやす

く，多少複雑な質問もできる，②調査相手本人に調

査できる，③比較的高い関収率が期待できる，とい

う点、があげられる O 短所としては，①調査員の人件

費など，調査の経費がかかる，②調査員の介在が情

報を歪めたり，取りにくくすることがある，③調査

これらの調査にはそれぞれ短所も長所もあり，調

査のテーマや調査対象の性格，サンプル規模，予

算，調査チームの規模，調査期間などに応じて，最

表 1 調査票調査の分類

議査祭の使用，調査察の配布と回収，問答の記入の仕方

について一覧にした。議査対象が回答を自ら記入するの

が阪記式，調査員が毘答を開き取って記入するのが他記

式である。

調査祭 配布・間収 記入の仕方

綿入面接調査 O 調変員 調査員・他記式

配布回収調査 O 認査員 調査棺手・自記式

郵送諮査 O [!f¥ 1受 調査相手・自記式

電話調まま 調査員・{也記式

が:JrUすることによって発生するプライパシーの

侵害の恐れ，という点があげられる。

2 )配布回収調査

配布回収調査では，調査員もしくは現地の適当な

人をとおして調査票を調査対象に配布し，その閤に

調査相手自身が回答を記入する。一定期間の後に，

調査員その他の人を分して記入済みの調査票を回収

1 )東邦大学医学部公衆衛生学識'*. 2)東邦大学医学部 4年生〔別刷り翁求先:苧143 東京都大田区大森在日 5-21-16，

naohiro@hohashi.org) 
(原稿受付日 1996年 8月23日 原稿採択日 1996年 9月9日)
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する O 長所としては， cr個人面接調査よりも調査員

の労力が少ない，②記憶に頼るだけでなく，手もと

にある資料(たとえば母子健康手帳)などを参照して

記入できる，という点があげられる。短所として

は，①諦査票の記入が調査相手自身でなされたか，

それとも他の者によって，あるいは他の者の協力に

よってなされたかがわからない，②質問内容の誤解

や記入の誤り，記入溺れなどの問題が生じやすい，

という点があげられる。

3 )郵送調査

郵送調査では，調査対象に調査票を郵送し，一定

期間の間に調査相手自身が調査票に回答を記入し，

記入済みの調査票を返信用封簡に入れて返送しても

らう。長所としては，①調査経費が比較的安い，②

調査対象が不荘がちの場合でも回答を期待できる，

③回答者の匿名性が保証される，という点があげら

れる。短所としては，①内容が少し込み入っていた

り，量が多かったりすると回答が拒苔されることが

多くなる，②発送した調査票の数に比べて，回答率

が母い，③回答率の器い結果として， fHt回答の誤差

(偏り)が大きい可能性がある，④あらかじめ郵送の

宛先を明白にした名簿などがない限り，この方法は

利用できない，⑤謂査相手本人が記入したかどうか

わからなp(配高回収調査と同様)，⑤回収に時間が

かかる，という点があげられる。

4 )電話調査

電話謂査では，調査員が調査対象に電話をかけ，

電話をとおして質問を読み上げ，それに対する回答

を聞いて調査員がそのまま調査票に記入する。長所

としては，①サンプリングが容易である，②迅速に

諦査の結果を得ることができる，という点があげら

れる。短所としては，①対象者が電話保有者(電話帳

に記載された者)に編る，②耳で開いて回答するの

で，複雑で長引く調査は困難である，③調査対象に

断わられやすい，という点があげられる。

2. Internetを用いた電子調査の分類

最近では，ファックスを介した調査察調査，テレ

ゴング(大規模電話投票システム)などの新しい調査

法が実施されてきているのは周知のとおりである。

われわれは， r電子調査法とは，電子メールなどを

用いた通信ネットワーク上での調査票調査を含み，

コンピュータ上のマルチメディアによる調査票謂査

であるjと定義したい。

電子調査には，たとえば，①電子掲示板に調査栗

をアップロードしておき，それに回答してもらう

(配布部収調査の霞子版)，②対象者リストからサン

プリングし，電子メールで調査票を送信し，その回

答を電子メールで返送してもらう(郵送調査の電子

版)，③ホストコンピュータのプログラムを用い

て，コンビュータと対話しながら調査票に匝答して

もらう(儲別面接調査の電子販)，とpう方法があげ

られる [3，6-8L 

ここでは， Internetを用いた電子調査に絞って

察を進める。 Internetには多様な情報伝達手段があ

るが[9 ]，主要なものとして，①電子メール，

ネットニュース，③羽明司r(WorldWide Web)があ

げられる。以下に，それぞれの機能をまとめた。

1)電子メール

メールは，郵便に相当する Internet上での

サービスであり，個人が参加する組織の露子メール

を保存するコンピュータに届けられ，それを各人が

好きなときに到着の確認を行なうものである。

各人は，郵便の住所に相当する間有の電子メール

アドレスをもち，電子メールを送る側はその電子

メールアドレスを用いて送付先となる倒人を指定す

る。

2 )ネットニュース

ネットニュースは， Internet上での掲示板や会議

といえる。話題ごとに階層的に区分されたニュー

スグループがあり，その中で発言したり，発吉に対

するコメントを行なう O

ニュースの転送は，各組織にあるニュースを保存

するコンゼュータが，到の組織のコンピュータと通

倍することにより新しいニュースの交換を行なう O

そのため 1つのニュースが遠くまで伝わるには，

多少時聞がかかる。

3 )京市川f

雨明TWは， Internetの普及の原動力となったもの

で，テキスト・静lt画壊をはじめ，動画・音声まで

を利用したマルチメディアによる表現が可能であ

る。また，その利用にあたっては， GUI (Graphical 
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User・Interface)によって非常に簡素化されるのが特

徴である。

wwwの内容は， f国人の情報発信の場であり，企

業や団体の看板的存在であったりと多様である O そ

の分だけ，世界中に数多くの wwwサーバとよば

れる情報を発信するためのコンピュータが存在す

る。情報の所在は， wwwサーバの名前とそのコン

ピュータ上での設置を示す URL(Uniform Resource 

Locators)で、表現される [10]。しかし，非常に多くの

情報があるので，できる限り多くの URLを集めて

分野別に分類したサーチエンジンやインデックスと

よばれるシステムが存在し，毘的となる犠報の検索

に利用されている [11]0 

3. Internetを用いた電子調査の長所と短研

ここでは， Internetを用いた電子調査の長所と短

所について，①電子メール，②ネットニュース，Q)

wwwの場合に分けて考察していく O

1)電子メール

電子メールは，多くの謂査対象に対して同じ調査

を迅速に送信できる。また，返送されてくる毘答

を自動的に集計-することもできるなど，郵便とは異

なり電子化によるメリットが大きい。

一方，莫の意味で「個人に直接配送jされるわけで

はなく，一時的に個人に届けられた電子メールが保存

されるコンピュータに蓄えられ，それを各人が好きな

ときに確認するシステムが{まとんどである。したがっ

て，霞子メールが利用可能であってもこの操作が煩わ

しいために， I電子メールを利関しなpJあるいは「数

日に一度程度確認するjという場合も多くある。

また，謂査対象を抽出するi捺の電子メールアドレ

スは，その個人が所罵する組識の電子メールシステ

ムの管理者のみが管理しているため，電話調査にお

ける電話帳のようなリストが存悲しない。したがっ

て，調査の実施に際しては，ある組織の管理者に対

してf調査票の転送jを依頼することになる。依頼し

た場合は，その調査票がどれだけの人数に転送され

たかが不明であることが多く，対象者数を正確に把

握できないという問題点もある。

さらに，調査の置名性の読点からみた場合，

Internet上での電子メールには差出人のメールアド

レスの{まかにも実名などがシステムによって自動的

に書き加えられることも開題点としてあげられるだ

ろう(図1)。しかし，実名回答でも開題のない調査

であれば，電子メールによる調査も高い支持を得る

ことが可能で、あろう [3L 
2 )ネットニュース

ネットニュースを利用して調査票調査を実施する

場合，回答には電子メールを利用することになる

(盟 2)。ネットニュースを購読するソフトウェアに

は，回答を電子メールで行なう機能が装備されてい

るので，ネットニュースを購読・投稿している人で

あれば容易に利用できる。

ネットニュースの特性上掲載から一定期詞経過

した発言はシステム慨によって自動的に削除され

るO また，ニュースの配信は，ニュースを保存・配

Vasuhiro Vamamoto， 18:32 1996.8.12...，Answer for u引 η百multimediain medicine 

口Subj出 Answer for附時 f古川

Aec♀ ived: from 祐容st垂r.h叫ay.nを t(master.hway.net (207.100晶8.10])by shO守po.i ijnet.or.jp (8.6. 12+2. 5Wb7/3 AW2-nomx) 
瑚 ithSt1TP id S向角 '22吉4 for <nhむhashi@po.i ijnをt.or.jp>; Mon， 12 Aug 1996 1号 33:51+0900 
円也C呈 ;V色d: by rna主 ter.hwoy‘net (951211.801.8.6. 12.PATCH1042/951211.SGI) for nhohashiをpo.i ijn告Lor.jp id FAA01168; 
f1on， 12向uき 199505:33:49 -0400 
Rec邑 iυ邑d‘ fromki窃 i.co.jp by mast.岳r.hway.netυ10ESMTP (951211.801.8.6. 12.P向TCH'0421雪51211.801)for < 
naohiro@hohashi.org> id FAA01162; Mon， 12 Aug 199605:33:43世 0400
Rec号 ived: from delphi .mohnet (ppp013.ki榔 i.co.jp [202.238.26.33]) by ki回 i.co.jp (8，7‘5+2.6誌betロ巴IKIU!-き60602)場 ith 

SMTP i d SAA 1802令 for<naohiroをhohashi . org>; Mon， 12 Auョ'9ヨ5 18:33:41 +0900 <Jsn 
Aec唱 iυed: from ! i苦p.mohnet(Ii主P語。hn邑t [192. 158. 10. 10)) by delphi 掲ohnet(8.5.11/3.4U3血ohyama9山 v2)割 jth SMτp 
id S詞向。7798for <naoh i ro@hohashi .or雪>; Mon， 12 Aug 1995 18:33: 19 +0900 
民自C告 ;0邑d: by 1 isp思ohn色t山 Ith Microsoft Mai! id <018B887C.AEAFCE20@lisp.mohnet>; Mon， 12 Aug 1996 18:32:57 + 
0900 
11色宰S白ge-IO晶 <0 tBB887C. AEAFCE20脅Iisp.mohn告t>
From: '1osuh i 1"0 '1a罰amoto<moh目。m容をk;碍 i.co.jp> 
To: “'Noohiro Hohashi'" <naohirむをh色h岱shi.org> 
Subject: Answer for using multim呈dia in medicin色
oロte 付申n，12 Aug 1996 18:32:55 +♀ヨ00
符IME明り母rsion: 1.0 

Content四 Type: text/plain; chロrs邑t="I SO-2022-JP" 
Cont色nt世 Tronsf色「由主t1coding: 7bi t 
χ明暗UIDL: o1ad5cc9宮?告0539a5508ec4ce窃 f322b8

国 1 電子メールのヘッダ部分に記載された差出人の情報の例
電子メールのヘッダはシステムにより自動的に付加され，多くの場合には実名が表示され

ている。
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......Surveu on ConUnuin 臼 uc白tionfor民詰twot民主omputingP悶 f田 SlOno!s

From: feedbac主争deci吉ive.com(Network Educetion C開 t曹r)
Orgenization: Eleclrotechnical L司borotory，Tsukuba Science City 
Oet宮門on，5 Aug 1996 18:29:51 -0700 
Newsgroups: f j.el 

To respond， create邑replye-mal1m告5sogelMt cont事insthe surv申¥:1， 50me母-mai1systems 
reQuire you lo monual1y copy and paste the survey into日ourreply. Make sure the repJy 
contains th吉祥entir号骨 eulhenticationmarker， including what looks like garboge 

To dn宰W畢re Question， t当peen x belween the breckets， like lhis: I x J. For fl1トin-the-bl聞記5，
type出 tweenthe brackets 1ike this: I your response t PI剖 S官 makeno olherch白ng田 tothi言

survey 

1. !f for any reeson you do NOT want to be contacted ln t拍 fulurevia e-moil， plea開

indicete efter the first question by pl白cingen ~x" wlthin th宕むracket百 Youwill be omitted 
from future e-meil宕urveys

[[ a) Ple自seomitm曹 fromfuture告-meilsurveys 

2. What is your compan詩sPR!MA裂Yindustry or business? 

Choose one 

e) Aerospac君

b) Communicetions cerrier (telco， br号制band，internet) 
む) Financiel service君

d) He器1thcare
e) Menufecturing: computer/softwer告
f)門邑nufecturing:non桝 computer
g) Government/militer百
h) Pu剖ishing/r問 di邑/右dvertising/publicreletions 
j) Tran主幹ortotion/utilities
j) Wholesole/retoi1: non-computer 
民) Educet!on 
1) Enterteinment 
m) Computer res芭ller/retal1er/VAR
n) Systems integretlonl∞nsulting 
。)Other，手leasespecify... { J 

3. Whet is your job functlon? 

d 

図2 ネットニュースを毘いた誤査票謡査の例
ニュースグループfj.aiにおける発言の阿部。テキストに

回答を入力し，電子メールで返送する。

倍・伝達するコンビュータ同士の通信によって行な

われるため，ある組織で、の発言が別の組織のニュース

に登場するまでに時間がかかる場合がある。最悪の場

合は，発言が途中で消失してしまうこともある。

また，組織によっては，ネットニュースを利用で

きなかったり，ごく限られたニュースグループのみ

を利用できるように設定しである場合があり，電子

メールに比べて利用されている割合が抵い。しか

し，ニュースグループによって内容が亙切られてい

るので，調査対象の特性をある桂度は揃えることが

できる。

電子メールに比べて，迅速性，対象者数の把握の

彊で、劣っているが，調査対象を無差別からある租度

絞った対象にすることができるという点での利用は

期待できる。

3 )W川市f

wv..明T;を調査票調査に用いる場合，電子メールや

ネットニュースと大きく異なるのは，ブオームを吊

いた対話型の回答しやすい調査票を提示できること

である(閤 3)[12， 13]。回答フォームを利用するこ

とで，電子メールを利用した場合以上に集計を自動

化できるメリットがある。また，回答ブオームをど

れだけの人がf見た」かをカウントすることもでき

る。また，送られてくるデータには回答者の個人情

報はほとんど含まれていないので，調査の度名性は

メールやネットニュースに比べて高いといえる

[14]。

しかし，川崎TWを利用した調査票調査の問題は，

調査の存在を知らしめる手段が存在しないことと，

調査票に由答する際には対象者自らが指定された

URLにアクセスする必要がある点、である。調査の

存在を知らしめるには，ネットニュースの併用が有

効であろうが，回答の手段が電子メールから

WWW上での入力に変わるだけで，ネットニュー

スの問題点はそのまま残ってしまう。アクセス回数

が非常に多いサイトに謂査への協力を促す文章を掲

示してもらうことも考えられるが，協力が得られる

かは疑開である。

調査票に回答する際に，対象者が URLにアクセ

スするという能動的に行動することは，電話や郵便を

利用した調査票調査のように調査する舗が働きかける

ものとは異なる。調査の存在を知っても，商倒で、あれ

ばアクセスすらしないで、いることができる。

4. まとめ

Internetを分した新たな電子調査は，成存の調査

票調査に比べて，多くの対象者に短時間で調査がで

き，同時にデータの集計も行なえる O さらに，調査

にかかる経費はきわめて安価である。また，偶人面

接調査とは輿なり，多様化したライフスタイルにあ

る調査対象の都合に対応でき，調査員の個人的資賢

による舗りも生じない。

しかし， Internetを介した電子調賓が実施可能な

場合は，調査対象が Internetに参加している必要が

ある。現時点では， Internetは発展途上にあり，ま

だInternetが一般社会に浸透しきっているわけでは

ない。今後は，鴨川明fを中心として，調査項目に動

画や音声を付加した霞子調査が，双方向で実施でき

る環境が形成されていくことだろう。その際には，

調査対象を調査側が設定しにくいなどの開題も解決

され， Internetによる電子調査がスムースに実施で

きるものと期待される。
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Considerations for electronic survey methods via the Internet 
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Abstract 

For many， the Internet is becoming as much an indispensable part of daily life as is mail service and the 

telephone. Against this background， the Internet， provided an effective means for poll taking can be developed， is 

expected to offer a new venue for conducting surveys. At present， however， very little electronic polling is being 

conducted in J apan. 

Here， some pros and cons are considered for use of the Internet for surveys， instead of surveys by mail， 

telephoneラ etc.In the future， we expect that survey topics， supplemented with moving images and/or audio in an 

interactive envir・onment，will be disseminated via the World Wide Web. 

哀eywords:Electronic survey method， Questionnaire survey， the Internet， E-mail， News， World Wide Web 
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MachTenによる UNIX-Macintosh

統合環境の活用

石田つばさ1)

{キーワード]

Macintosh， UNIX， MachTen， 

TCP/IP， X Window， Mule， 

Canna 

今日ではマルチプうットフォーム環境の導入も一般的になってき

ている O アプリケーションの対応などの制限によりー複数のプ

ラットフォームにまたがって作業を行なわなくてはならない状j兄

も存在する。このような状況においては宅援数の必要なプラット

フォーム環境をうまく統合し，効率的な作業環境を作ることが重

要である。ここでは， Macintosh上で稼働し UNIX互換環境を実

現するソフトウェア MachTenを科用して， UNIXとMacintosh

両プラットフォームを統合した環境を構築しー利用する方法を紹

介する。

1 .はじめに

日々のあらゆる業務，研究においてコンピュータ

の利用はまさに不可欠な存在となっている O そし

て，多蚊にわたる利用形態に対応するため，コン

ピュータ環境もまた複雑化してきている。必要なア

プリケーションが特定のプラットフォームにしか対

応していないなどの理由から，複数のマシン，複数

のプラットフォームにまたがっての作業を強いられ

る場合も多い。ここで，必要なプラットフォームそ

れぞれに専用のマシン，端末を用意する方法では，

作業が償雑化してしまったり，また設置場所が頭の

痛い碍題となることもある O

一つの解決方法は，ネットワーク経屈で複数のマ

シンにリモートアクセスし，使い分けることであ

る。最近ではコンビュータをネットワークに接続し

て利用することが一般的にになっているので，よく

利用される方法といえるだろう。

もう一つの方法としては 1台のマシン， OS上

にもう lつ別のプラットフォーム環境を実現し，そ

れぞれの環境を 1台のマシン上で切り替えながら相

関するというものがある。具体的な例としては，

Solaris上に Windows環境を実現する Wabi，Mac 

OS上に Windows環境を実現する SoftWindows，

SolarisおよびHP-UX上に Macintosh環境を実現す

るMAE，Mac OS上に BSDUNIX環境を実現する

MachTenなどがある。

ここでは後者の例として MachTenを寂り上げ，

I台の Macintosh上に UNIXとMacOSを統合した

環境を構築し，その統合された環境の活用する方法

を紹介する。

2. MachTenの概要

MachTenは， Mac OS上で UNIX互換の環境を

実現するソフトウェアである。 UNIXのフル機能を

サポートしており， TCP/IPネットワーク機能， X

Window，プログラム開発環境などが含まれている

(ただし， MacOS上で稼働することによる寄せ約が一

部に存在する)。ベースとなっている UNIXは

4.4BSDである。対応機種は， Macintoshシリーズ

のほぼ全機種となっており， PowerBookシリーズに

インストールすればMacOSとUNIXを一緒に持ち

歩くことも可能で、ある。

1)株式会社森どル コンビュータ事業部(MbCD) (別納り議求先:〒150 東京都渋谷区渋谷 1-14-15 森ピル 6F. 
genesis@mbcd.co伊〕

(原稿受付日 1996if.8月3日 原稿採択B1996年 9月6日)
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刊行芝 C民営管有色

(ker同! !dle) 
O悶/sbin/inは
。回 lusrlsbin/ru:medゐ…一回t。00lusrlsbin/syslogd 
。回 send:!.ai!:acc時 u珂 CCnt"T:1Ctl向。∞ lusr-hbin/ineld。由 lusrlsbin岡山

0:00 1¥.1$1'/1 Iwx盆c/httpd
0:02 lusr{bin/wind 
o 田佐C時〈目的

。回開制

S12-bl民，. 蜘明cill句作品，.，朗
1050710 964223 る

"銘09 15毎日3 捌 6 掛 川

インストールは， MacOSのデスクトップ環境で

CD-ROMから必要なファイルをドラッグする。

)¥ードディスクは MacOSで利用しているディスク

をそのままで舘用でき，特別なフォーマットをする

必要はない。最母限のコンフィグレーションは Mac

OSのコントロールノfネルで行なうことができるよ

うになっている。

話 acintoshのファイルと MachTenのファイル

は，詞じハードディスク上に混在できる。 MacOS

のデスクトップから MachTenのファイルとディレ

クトリを見ると，それぞれMacOSの通常のアイコ

ンとフォルダとして見える。逆に担achTenの環境

から MacOSのファイルアイコンとフォルダを見る

と，それぞれUNIXのファイルとディレクトりとし

て見える O

MachTenは， MacOS上の lアプリケーションと

して動作する。 Macintoshアプリケーションと共存

して実行することができ， MultiPinderの通常の操

作により槌時切り替えて利用することができる(図

1 )。

Macintosh上のアプリケーションとして動作する

といっても，あくまで MachTenの環境に入ってし

まえばそこは UNIXでしかない。 UNIXを矢口らない

ユーザが Macintoshのアプリケーションと同様に簡

単に UNIXを利用できる，というわけではない。以

下の説明は， Macintosh， UNIXそれぞれのプラット

ブオームを利用するための知識をユーザが持ってい

関 Macintoshアプリケーションと共存
する MachTen

ることを前提としていることをあらかじめお断りし

ておく。

MachTenの仕様，機能の詳細については参考文

献じ}に譲ることにし，ここでは具体的な利用方法

をいくつか紹介することにする。また， MachTen 

についての仕様，機能の概要は開発元の Webペー

ジ[2 ]および日本層内総発売元の Webページ[3 ] 

で，オンラインで参照することができる。

3 .シェル環境の利用

3. 1. ワイルドカードとヒストリ機能

MacOSのGUIは鏡いやすさで定評があるが，万

能というわけで、はない。

アイコンで表されたファイルをマウスで操作する

のは，直感的でわかりやすいインターフェイスであ

る。しかし，操作の対象となるファイルが多数存在

し，ウインドウをスクロールしなければ自的のファ

イルのアイコンが見えなくなると，とたんにf巣作は

面倒になる O 自の前に見えていないものも含めて操

作対象の集合を指定する，ということは不得意で、あ

る。

UNIXでも Motifのような GUI環境が一般的に

なってきたが，やはり UNIXのユーザインター

フェイスといえばシェル環境を抜かして考えること

はできない。ある程度シェル環境の持つ機能につい

て習熟する必要はあるが，いったん習熟して使いこ

なすことができるようになれば，非常に強力なツー



図 2 巽なるフォーマットの
ファイルが混在している

回3 ワイルドカードでフォー
マットごとのフォル夕、に

分類する

MachTenによる UNIX

ルとして和用することができる O

たとえば，このような処理を行なう必要があった

としよう o Macintoshには MS-DOSや Windowsの

ような拡張子という概念はないが，ファイル名の末

患にそのファイルフォーマットを表す文字列を付加

することはよく行なわれる。本誌の投稿規定にある

ように，ファイル名の一部に作成日付など特定の文

字列を付加することもある O ここで，“.gif"のよう

にファイル名の一部の特定の文字列をもとに該当す

るファイルの集合を処理の対象として，別のフォル

ダにファイルを移動することを考えてみよう O

MacOSのFinderには，ファイル名}I震にソートし

て表示する機能があるだけであり，このような場合

にはユーザがファイル名を lつ 1つ確認しながら，

該当するアイコンをShift十クリックして選択する

ことになる。
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MachTenを利用すると， MachTenがサポートし

ている UNIXのシェル環境から Macintoshのファイ

ルを直接操作することができる c ワイルドカードを

利用した柔軟なファイル名の指定， cshのコマンド

ヒストリ機能を利用したコマンドの繰り返し実行，

シェルスクリプトを科関した定型処理子jI闘の自動実

行，複数ジョブのマルチタスクでの実行などが，

Macintosh上で実現することができるのである。

盟2では，フォルダ AAとフォルダ BBにそれぞ

れhtmlのテキストファイルと GIFのグラフィック

ファイルが混在しておかれている。これを

MachTenのシェル環境から mvコマンドを実行

し， htmlファイルは Documentationフォルダに，

GIFファイルは Imagesフォルダに，それぞれ移動

したところが臨 3である O

ただし現在のパージョンの MachTenは，一応は
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国4 MachTenのコマンドによるクリエータの変更

8 bitスルーにはなっているが，完全に日本語対応

しているわけではない。シェルのコマンドラインか

ら日本語を含むファイル名を処理することができな

いので， MachTenで処理したいファイルとフォル

ダの名前には漢字を合めないようにする必要があ

る。

3. 2. タイプとクリエータの変換

Macintoshのファイルには，リソースフォークと

データフォークという 2つの部分があり， リソース

ブオークにはそのファイルを作成したアプリケー

ションの情報である{クリエータ」や，ファイルの種

類を表すfタイプjと呼ばれる情報が記録されてい

るO たとえば， SimpleTextで作成したテキストファ

イルであれば， タイフプ。lはま

“可tt以xt"で、ある。 MachTenが MacOS上に作成する

ファイルは，タイプは“BINA"，クリエータは

“MUMM"で、ある。

このタイプとクリエータによって，アイコンをダ

ブルクリックすると作成したアプリケーションが自

動的に起動される。しかし，ファイルの作成時に使

用されたアプリケーションが手もとにない場合や，

MS-DOSや UNIXなどイ告のプラットブオームから

転送したデータのようにタイプとクリヱータの憶報

を持っていない場合は，単にアイコンをダブルク

リックしでも期待した結果にはならない。

このような場合は，クリエータを同じファイル

フォーマットをサポートしている他のアプリケー

ションのものに書き換える。数が少なければ，ファ

イルごとに代替アプリケーションを指定したり，

ResEditや Fi1eBuddyなどを利用してタイプとリ

ソースを書き換えてもたいした作業ではないが，こ

れが数が多くなるとかなり面倒な作業となってしま

つ。

MachTenには， このタイプとクリエータを目富言悲

し，変更するためのコマンドが用意されている o 1s 

コマンドには-Mオプションが独自に追加されてい

る。このオプションを指定すると，通常の UNIXの

ファイルの所有者とグループの表示に代わって，

Macintoshのファイルとしてのタイプとクリエータ

が表示される。

タイプを変更するには chtypeコマンドを，クリ

ヱータを変更するには chcreatコマンドを使用す

る。ここでも変更したいファイルをワイルドカード

を用いて指定することができる(図的。

以上，シェル環境の利用方法として非常に簡単な

例をあげたが，このほかにもさまざまな局面でシェ

ル環境でファイル操作を行なうメリットを活かすこ

とができるだろう O

4. ヂ…タの交換

4. 1. tar形式フロッピーを利用する

MachTenの環境からは， Macintoshのフロッピー

ドライブを利用して， UNIXでフォーマットされた

tar形式のフロッピーディスクを読み書きすること

が可.台Eである。

MachTenからは Macintoshの内蔵フロッピ…ド

ライブ?は/dev/rfdlとして扱一うことができる O

宅七arcvf /dev/:ピfdl./hoge 

のように tarコマンドでデバイスファイルとして/

dev/rfdlを指定する O

なお， UNIXのファイルシステムを直接マウント

して利用する場合については後述する O

4. 2. 麗面のスナップショット

複雑なデータの処理は UNIXワークステーション

を和用し，その結果を MacIntoshの DTPアプリ

ケーションを利用してレポートにまとめるという場

合を考えてみよう。

テキストベースでの画面表示であれば， NCSA 
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Mule十Cannaでの日本語入力図5

5.エディタとかな漢字変換(1M)

コンビュータの平日用において， もっとも多くの持

鴎を占めているのが文書の作成であろう O それだけ

に，エディタと 1Mの選択については個人の好みが

かなり強く現れ，また好みに合ったものでないと

しく文書の作成効率が低下したりする O しかし，

UN1XとMacintoshの両方のプラットフォームでサ

ポートされているエディタと 1Mはそれ{まど多く誌

な~'0 MachTenを利用すると，それぞれのプラッ

トブオームで動作するエディタや 1Mを組み合わせ

て別用することも可能となる。

MachTenの仮想端末ウインドウで日本語対応の

アプリケーションを科用すると， 1MはMacintosh

のものを利用することができる。 jelvis，jstevieと

いった vi互換エディタを利用すると， Macintoshの

1Mとviという組み合せで文書を作成することがで

きる。逆に， MachTen上で Muleや Cannaを実行

し， Macintosh上でそれらを利用した文書作成を行

なうことも可能である(図 5)。

残念ながら MachTenの現在のパージョンでは，

Muleや Cannaなどは標準ではサポートされていな

い。移植ず、みのバイナリを含むフリーウェア CD-

ROMが別途販売されており，

のフリーウェアが崎支委主さオ工ている。

から日本語対応したフリーウェアをインストールす

ることにより， B本語環境を構築する必要がある O

Telnetのような端末ソフトでMacintoshから UN1X

にアクセスし，端末ウインドウからカット&ペース

トすればよい。しかし， XWindowアプリケーショ

ンがグラブイカルに表示した画面のスナップショッ

トをレポートに取り込みたい場合はそれほど簡単で

XWindow上で繭面のスナップショットをブァイ

そのファイルを Macintosh上に転送

XWDフォーマットをサポートしているグラ

ブイックアプリケーションを不せ用して， P1CTや

TIFFなど Macintosh上で一般的なグラフィック

ファイルフォーマットに変換する，という手}I闘がー

はない。

jレにダンプし，

し，

これに主要な UN1X

この CD-ROM

般的だろう O

MachTenは XWindowもサポートしており，

MacOSのアプリケーションメニューから Finderや

Macintoshアプリケーションと切り替えて利用する

ことができる。また MacOS上で画面のスナップ

ショットをとる Command十Shif叶 3の操作は，

MachTenのXWindowを表示しているときも脊効

である。 UN1X上でXクライアントを実行し，それ

をMachTenのXサーバ上に表示させるようにすれ

ば，関ーの画謡上で処理の結果の表示を確認し，

らにその画面表示のスナップショットをそのまま

Macintoshのファイルシステム上に P1CT形式で保

存することができる。図 5もこの方法でスナップ

ショットをとったものである。

さ
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関 6 TCP/IP<ー>AppleTalkゲートウェイとしての
MachTenの起動メッセージ

6. TCP/IPネットワ…ク環境との統合

6. 1. TCP/IPくー>AppleTalkゲ…卜ウェイ

インターネット，およびサイト内部での LANで

も主流となっているネットワークプロトコルは

TCP/距である。 MacOSでも AppleTalkプロトコ

ルに加えて，今では標準でTCP/IPプロトコルもサ

ポートされている。また，ネットワーク媒体も

Ethemetが標準でサポートされている機種が増えて

きている。

しかし，現実には Ethernetが装備されていない

Macintoshもまだ数多く利用されている。このよう

な Macintoshを Ethernetに接続するためには，

LocalTalkとEthemetとのゲートウェイが必要とな

る。

MachTenは， TCP/IPくー>AppleTalkゲ、ートウェイ

の機能をサポートしている。 Ethemetポートも装備

した Macintoshを用意しでもよいが， I日型の

MacintoshにEther・netカードを増設し， MachTen 

をインストーlしすればゲートウェイマシンとして再

利用することが可能である O

設定方法は， Ethemetポート， LocalTalkポート

それそ子れを UNIXのTCP/IPネットワーク用のポー

トとして設定するだけである(図 6)。このとき

MachTenは， TCP/IPネットワーク側から見れ

ば，あくまで UNIXの 1ホストにしか見えないO

TCP/IPネットワークの管理者が UNIXの管理の知

識しか持っていない場合でも， TCP/IPネットワー

クの 1サブネットだと思って MachTenから先の

LocalTalkネットワークを管理することが可能で、あ

り，管理，運用上の負担も少ないといえるだろう。

6. 2. ファイルシステムの共有

UNIXであれば NFS，Macintoshであれば

AppleShareと，ネットワークを介してリモートの

ファイルシステムをあたかもローカルのファイルシ

ステムのようにマウントして，ネットワークj霊)品的

にファイルシステムを利用することができるように

なっている。

UNIXのファイルサーノTのディスクを Macintosh

からも共有して透過的に利用することができれば，

ファイルサーバを介して UNIXのユーザとの障で

データの共有，データの交換のI揺が広がる。

UNIXをAppleShareサーバとして利用するため

には， (1 )UNIX に CAPをインストールする，

( 2 ) GatorBoxのようなゲートウェイシステムをf吏

用する， (3) Macintosh (こ NFSクライアントとして

の機能を実現するソフトウェアをインストールす

る，などの方法がある。

MachTenは，もちろん NFSをサポートしてお

り，しかも MachTenが NFSでマウントした

UNIXのファイルシステムを， Mac OSのデスク

トップ上に AppleShareのアイコンとして見せる

DTNFS (DeskTop NFS)機能がある。これにより，

前述の(3 )の機能を持つソフトウェアとして

MachTenを平日用することもできる。

DTNFSを利用するために UNIXのファイルサー

バ側で特別な設定は必要ない。あくまで， NFSの

ファイルサーバとしての設定を行なうだけである o

MachTenの側で必要な設定も， NFSのクライアン

トとしてサーバのファイルシステムをマウントする

通常の設定に dtnfsオプションを付加するだけであ

る。ファイルサーバの管理者に新たな運用上の負担

を強いることもない，というメリットもある。

もちろん， MachTenが NFSサーノtとなり，

Macintoshのファイ jレシステムをf由の UNIXマシン

から共有することも可能で、あるし，それと同時に

Macintosh関士で AppleShareによるファイル共有

を行なうことも可能である。
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6. 3.プリンタの共有

ネットワーク上品に MachTenがインストーjしされ

たMacintoshがあると，マルチプロトコルをサポー

トしていないプリンタでも，ネットワーク上の

UNIXホストと Macintosh双方から共有することが

できる。

MachTenの環境からは， Loca1Talkプリンタを

UNIXのプリンタデーモン lpdがサポートするプリ

ンタとして設定することができる MachTenのイ

ンストールされている Macintosh上では， Mac OS 

からは通常の LocalTalkプリンタとして， MachTen 

の環境からは lprコマンドで、出力で、きる UNIXのプ

リンタとして，それぞれ利用することができる O

さらに，他の UNIXマシンは MachTenの lpdを

Jrして LocalTalkプリンタをリモートプリンタとし

て利用することができる。

7 .さいごに

以上，紹介したいくつかの利用方法は，

MachTenの特徴を活かした利用例のごく一部にす

ぎなp。このほかにもシェjレスクリプト， awk， Perl 

などのスクリプト言語の利用， cronの利用など，さ

まざまな利用方法が考えられる。

Macintosh上で UNIXの機能を利用したいという

ニーズはかなりあるようで，実i捺に UNIXのコマン

ドやユーティリティの一部を移植したソフトウェア

もいくつもある。これらの中から必要なものだけを

組み合わせて科用するのも 1つの方法である O しか

し， UNIXのフル機能を MacOSと統合して利用で

きる MachTenの環境は，また別の魅力があるとい

えるだろう O

開発環境まで含めたフル機能は必要で、はない，と

いうことであれば， MachTenのサブセット的な

パッケージもある。 MacintoshをX端末のようにし

て平日用したいのであれば， MachTenから X

Window環境のみを取り出したiXTenJを， UNIXの

ネットワーク機能のみを利用したいのであれば，

MachTenからネットワーク機能のみを取り出した

iNetTenJ (未発売)を選択するとよいだろう O

ただし， MachTenの導入によるデメリットも全

くないわけで、はない。他のアプリケーションやユー

ティリティなどとのコンフリクトの問題や，サード

パーティー製の周辺機器の瓦換性の開題などもあ

るc 導入時にはこれらのデメリットがあることをよ

く認識しておくことが必要で、はあるが，それを上国

るメリットを引き出すことにより強力なツールとし

て利用することができるだろう。
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Abstract 

Multi-platform environments have been enjoying increased popularization. Some applications， however， 

function only on particular platforms， which necessitates having to work in several environments. Such situations 

underscore the importance of being able to integrヨteall required platforms， and build an efficient environment. 

Using MachTen， which creates a UNIX compatible environment on Macintosh platforms， it becomes possible to 
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盤はじめに

私は1993年 6月より， Macintosh Quadra 800 (アップルコンピュータ)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(臨 1) 0 Photoshopは，写真のレタッチ，画像編

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膨大な

機能を儲えている。連載第 2聞となる今剖拭， r画像サイズJ，r演算j機能(罷 2)を平Ij用した組写真作成につ

いて紹介する。

実例として， 2 枚の臨f末写真 (~3 -4)， 1枚の MR耐像(罰 5)， 1枚の病理組識写真(図 6)，の 4牧を

l枚の写真に組み一上げてみよう(図7)。紹写真作成の方法として，この方法がベストであるかどうかはわか

らないが， Photoshopの「画像サイズ」ゃf演算Jコマンドは，知っておくと色々な場面で便利な機能である。

なお，今回の原稿を作成するにあたり，私が{吏用したシステムは，前acintoshQuadra 800 with Power 

Macintosh card (88MB RAM/CD/ 1 GB HDX 2 & 2GB HDX 1 /MO)，システムソフトウェアJl酬7.5.1，

Adobe Photoshop 3.0.3 Jである。

臨 AdobePhotoshop 3.0.3 Jデスクトップ

波書2
図像操作

i室主主

図2 Photoshopイメージメ

ニューにある「顎像サイズム
f5寅算jコマンド

1)香川医科大学皮腐科学教室〔別刷り請求先:子761司07 割 11県木悶1115三*IH]泌戸1750-1 ， numahara@kms.ac.jp) 
Apply Photoshop to your Work [Theme: group photograph] 

(原稿受付日 1996年 7月28B 原稿採択日 1996if.9月23日)
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図 3 “臨床正面"画像 (700X

480ピクセル)

頭頂部書長f~線痕痛のi臨床写主主。 35mm

リバーサルフィルムで111綴3し， 35mm 

ブイ J!..-ムスキャナ NikonCOOLSCAN 

(ニコン)でスキャニング。

図4 “臨床側直"菌像 (700X

480ピクセル)

頭頂部熱{袋綴痕絡の|統派写真。 35mm

リバーサルフィルムで綴影し， 35mm 

フィ J!..-ムスキャナ NikonCOOLSCAN 

(ニコン)でスキャニング。

図5 “頭部MR"画像作，200X850ピクセル)

MRフィルムを， 35mmリバーサルフィルムで透過光綴影し，

35mmフィルムスキャナ NikonCOOLSCAN (ニコン)でスキャニ

ンク二

欝基礎編 「画像サイズJコマンド

図6 “病理組織"麗像(720X480
ピクセル)

35mmリバーサルフィルムを使った顕

微鏡写真フィルムを， 35mmフィルム

スキャナ NikonCOOLSCAN (ニコン)

でスキャニング。

国7 “作成した 4枚組写真"画像 (1，200X800ピクセル)

サイズの異なる図 3-6の4枚の画像を， Photoshopの「断像サ

イズH演算jコマンドにより 1枚の画像に組み上げた。

「画像サイズjコマンドは，元の画像より小さなサイズを指定して，画像の|中央，上，下，ti，右，右上，

右下，左上，左下|の 9つのフィールドから，目的とする部分をトリミングできる機能である(図 8-17)。

論文や学会のプレゼンテーション荊に，サイズの異なった複数の爵像をトリミングして，サイズをそろえる

時に便利な機能である。

逆に，元の語録より大きなサイズを指定して「画像サイズ」コマンドを使用すると，元の醤像の周りに余白

を作ることができる(図18-19)。



臨 8 Photoshopで“頭部 MR"酪像 (1，200X850ピクセ

jレ)を開く

関 9 “頭部MR"画像の複裂を作成

Photoshopのf:f菱製jコマンドを利用して，デスクトッブ上に作業

用の複製溺像を作成する。

語10 作成された“頭部MRコピー"画像
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思11 “頭部MRコゼ一"画像に対して「画像サイズJコマン

ドを選択

臨12 画像サイズ設定 1-1 

“日iN&>MRコピー"は，総1，2∞ピクセ}L- 高さ850ピクセ}L-のi滋像で

ある。

国13 覇像サイズ設定 1-2

トリミングのため， I隠1，2ω→8∞ピクセル高さ850→4∞ピクセ}L-

にサイズ設定を変更。配置は，中央，上，下，ti.， お，お上，お

下，ti.上，ti.下の9つのフィー}L-ドを選択できるが，現在l立中央を

選択している。設定後， OKボタンを押す。
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国14 画像サイズ設定 1-3 図17 画像サイズ設定によるトリミング結果2

臨像サイズの設定が，5t画像より小さい場合には，閣のような警

告がでる。 トリミングがg的であるので， OKボタンを抑す。

図15 酪像サイズ設定によるトリミング結果 1

図14-15の作業の結果，元の図像の中央， I協600ピクセル 高さ

400ピクセルのi図像が得られる。

図16 酉像サイズ設定 2
図13とj司様にトリミングのため， I協1，200→600ピクセル 潟さ

850→400ピクセ)l.-にサイズ設定を変更。さらに，配誼は 9つの

フィールドのうち上方をクリック選択。

図16の結果，元の爾像の上方， I揺600ピクセ)l.- 高さ400ピクセ

ルの磁像が得られる。

回18 画像サイズ設定 3

元の画像サイズよりやや大きな， I隠1，200→1，300ピクセ)l.- 高さ

850→950ピクセルにサイズ設定を変更し，配讃{立中央を選択。

図19 画像サイズ設定によるトリミング結果2

図18の結果，元磁像にフチどりをつけることができる O
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霊童応用編 「酒像サイズJ，r演算jコマンドを利用した組写真作成

それでは，画像サイズの異なる 4枚のグレースケール繭操，“臨床正証言"睡像 (700X480ピクセル)，“臨球

側面"磁橡 (700X480ピクセル)，“頭部 MR"両像 (1，200X850ピクセル)，“病理組織"画集 (720X480ピクセ

ノレ)をもとに，でき上がりサイズが1，200X800ピクセルとなる 4枚組写真を作成してみよう O この方法の利点

は， 1間々の写真のサイズや位置を 1ピクセルのずれもなく組み上げることができることにある O なお，認!の

中で泣組み上げる画像をすべて同時に開いて作業を進めているが，メモリが少ない場合には 1枚ずつ作業を

した方が処理時間は矩くてすむ。

第 l段階は， r画{象サイズjコマンドによるトリミングで，サイズの異なった 4枚の画像を揺600ピクセル

題20 縮写真のもととなる 4枚の画像を潤く
“臨床百Ei1ii"j綴f*(700X480ピクセ)1.<，関 3)，“臨床側面"鰍像
(700X480ピクセル， O4)，“頭部MR"溺徐行，200X850ピクセ
)1.<，思 5)，“病組組織"画像 (720X480ピクセル，殴 6)。

関21 r複製jコマンドで 4枚の写真の複裂を作成
O9の予jJ頃で4枚のi顔if象のコピーをデスクトップi二作成。以後
の作業はこのコピーで行なうむ

関22 4枚の蕗像を開じサイズにトリミングしていく
“i臨床正面コピー関係に対し， r銅像サイズ」コマンド。

盟23 “臨床正富コピー"廼像に対する酒像サイズ設定
“儲床正面コピー"j図像は，総700高さ480ピクセ)1.<0 
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盟24 “臨床正面コピー"画像に対する麗像サイズ設定

トリミングのため， I隔700→600ピクセル高さ480→400ピクセル

にサイズ設定し，配援は9つのフィールドのうち中央をクリック

選択。

図25 元の商像サイズより小さい設定のため警告がでる

が続行

図26 “頭部込銀画像コゼ一"濫像(1，200X850ピクセル)

函27 “頭部決偲画像コピー"画像に対する画像サイズ設定

“頭部 MR路像コピー"商{象は，幅1，200高さ850ピクセル。

閤28 “頭部部位画像コピー"画像に対する間像サイズ設定

トリミングのため，帳1，200→600ピクセル 高さ850→400ピクセ

)1..-にサイズ設定を変更。さらに，配震は9つのフィールドのうち

上方をクリック選択。

図29 トリミングを終えた 4枚の画像

「磁像サイズjコマンドにより， 4枚すべて，幅600ピクセル 高

さ400ピクセルにトリミングさオlている。
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高さ400ピクセルの画換に統一することである(霞20-29)0 

次の段階の前に， Photoshopの背景色の設定が自になっていることを確認しておく(留30-31)0 

第 2段階は， I画鎮サイズjコマンドを利用して， トリミングされた600X400ピクセルの 4枚の画像を，

1，200X800ピクセルの白色の背景画像の四隅に正確に配置することである(図32-45)。

第 3段階は，第 2段階で準備した1，200X800ピクセルの 4枚の画像を， I演算Jコマンドで重ねあわせて組

を完成させるのである(図45-54)。組み上げたデジタル画像を，フィルムレコーダーでフィルムに出力

すれば，プレゼンテーション沼のスライドや，プリント写真も得ることができる。

今閲紹分した方法で，横 3枚組， 6枚組(横 3列縦2列)， 8枚組(横 4列縦2列)， 9枚組(横3兜

縦 3 列)なども簡単に組みあげることができるのでお試しいただきた~) 0 

r 嘩ファイ}"

図30 努禁色の縫認

以後の作業のため，背景色(矢部)の設定を縫認

する。

図31 宵景色の確認、(背景色を白色にする)

函30でクリックして，背景色のためのカラーピッカーを開く c

閣のような設定になっていれば背笈ー色は白色で、ある c

思32 デスクトップ上の 4枚の菌像
画像全体を表示するために，ウインドウを 4分の lに縮小表示し

である。

図33 “額床正面コピー"蔀像にf酉像サイズjコマンド
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図34 “臨床正面コピー"酷像に「臨像サイズJコマンド

“臨床正面コピー"闘像は， 111，高600潟さ400ピクセル。

国35 “臨床正菌コピ一"函像にf画f像象サイスズず.'Jコマンド

l悩隠ωO→ 1，2∞ピクセjルL 潟さ4∞…吋φ8ω00ピクセjルLにサイス

2υ{音に変E受さし，配置は左上を選択する。

国36 “臨床正商コピー"国像に「商像サイズjコマンド結果

綴1，2∞ピクセ)~ 高さ 8∞ピクセ)~の白色背祭画像の，ちょうど左

上4分の lに，元の“臨床A隠コピー"画像が配置された画像を得

る。

図37 “臨床側面コピー"画像にf蕗像サイズjコマンド

lt，高600→ 1，200ピクセル 高さ 400→800ピクセ)~にサイズ設定を縦

横 2f音に変更し，配簡はお上を選択する。

間38 “臨床仮IJ笛コピー"画像に「画像サイズJコマンド結果

lt血，200ピクセル 高さ800ピクセルの白色背景雨像の，ちょうど

右上 4 分の 11こ，元の“臨床正面コピー種目~が配iîfl された画像を

得る。

図39 “顕部 MRコピー"画像にf画像サイズjコマンド

1縞600→1，200ピクセル 高さ400→800ピクセルにサイズ設定を縦

横 2依に変更し，配霞lまti.下を選択する O



国40 “頭部主偲コピー"翻象に「画像サイズJコマンド結果

1溺1，200ピクセル i認さ800ピクセ)!.-の白色背景画像の，ちょうど

左下4分の 1，二，Ji:の“臨床正樹コピー"画像が固と;貸された爾後を

fE2る。

関41 “病理組織コゼー"踊像に「臨像サイズJコマンド

紙600→1，200ピクセ)!.- おさ400→800ピクセ)!.-にサイズ設定を縦

横 2倍に変更し，配訟は右下を選択する。

菌42 “病理系邸哉コピー"画像にf酒像サイス1コマンド結果

i隠1却0ピクセ)!.- i認さ約Oピクセ)!.-の白色背景回if笠の，ちょうどお

下 4分の liこ，元の“臨床正面コピー凶i像が配置されたj関像を得

る。これで， 1嬬1，200ピクセ)!.- 高さ800ピクセjしの白色背景i樹祭

に，元のl爾後 (1招ぽ治ピクセ)!.- 高さ4∞ピクセル)が，左上，右上，

左下，右下にきっちり配置された 4枚の爾像を得たことになる。
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図43 r演算Jコマンドによる麗像の重ねあわせ

fii賀築jコマンドにより，図42で数日立した 4枚のi国if象を重ねあわ

せてLミく。

図44 “臨床正商コピー"麗像に対する「演算j設定

設定の意味は，第l[関if象:“臨床正iliiコピー"と第 2[樹祭“臨床官11]

阪コピー"を，合成:比絞 (11約(2つの画像の各ピクセルを比較

してfl郎、ガを選択する口背景色を白色にしているので写真の方が

選択されることになる)して，その結果を“臨床lE街コピー"の閉

じチャンネ)!.-に出力する。

国45 “臨床正麗コピー"に“臨床側菌コピー"を合成した

結果
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国46 再びf演算」コマンドを選択

国47 “臨床正面コピー"に“頭部MRコピー"を合成する

「演算j設定

盟48 “臨床正面コピー"に“頭部MRコピー"を合成した

結果

回49 再びf5寅算jコマンドを選択

毘50 “臨床正面コピー"に“病理組織コピー"を合成する

「演算j設定

図51 “臨床正語コピー"冨像に 4枚の覇像が合成された



国52 4枚の麗像が合成された“臨床正面コピー"画像に

f複製jコマンド

菌53 複製される酒像':，“4枚組写真"の名称、をつける

文献

図54 デスクトップ上に完成した“ 4枚組写真"

[ 1 ] Adobe Photoshop 3.01ユーザガイド，アドビシステムズジャパン， 1994. 
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研究に役立つURLデータベース(第 2報)

一医学系 wwwブラウザおよび基礎医学(国内)の巻-

昨今のインターネットブームにより，インター

ネットはわが毘でもー鍛社会にすっかり定着した感

がある O とくに，学術研究を支援するための情報提

供は感んであり，インターネット上には，研究に直

接役立つデータベースが多数存在している [1L民

・医療の分野においても，情報化の流れが進む中

でコンピュータネットワークも整備されつつあり

[ 2 ]，大学医学部や病院等でもインターネットによ

る靖報発信が蟻んになりつつある [3Lインター

ネットをはじめとした電子メディアによる医学・医

療の情報交換が試みられることは存意義であり，基

本的には推進されることが望ましいと考えられる

が，同時にいくつかの留意すべき問題も存在する。

まず，目的の情報に到達することが回難である場合

も多く，目的の情報がインターネット上に存在する

か否かを朝断することも容易ではない。また，提{共

瞳保鍵・震療関f系インターネットサイトリンク(関

1 ) 

http://www.age.or.jp/x/akagi/indexj.htm 

轍 W WWVirtual Library in JAPAN:医学

http://www-student.ulis.ac.jp/h tml/virtual-

library/Naturatβcience/medical_science.html 

池田俊也 1)

されている倍報の内容や質は管理されておらず，施

設紹介のみに終わっているもの，広告・宣伝とも解

されるもの，構築が未完成のものなども多く含まれ

ているのが現状である。とくに医学系の情報発信に

ついては，医療関係者のみならず一般人に医学情報

が無条件に提供されることとなるため，情報の質の

管理はきわめて重姿な課題といえよう O

そこで本稿では，自内外の主な医学系 www
サーパリストを紹介するとともに，基礎際学系の

ホームページのうち有期な情報発信が行なわれてい

ると筆者がJ刊誌rrした匝内の基礎医学系の URLを紹

介することとする。なお，当然のことながら，居内

のすべてのサイトを網羅的に評価することは不可能

であり，本稿で取り上げなかった中にも有用なもの

が含まれている場合があることをお踊りしておく O

語審 Quadrophenia霞療関係のサーバ

http://www .nih.go.jpr jun/htdocs/servers/ 

medical-j.html 

調日本語版Yahoo!:健康:I蓋学(関 2) 

http://www.yahoo.co.jp/Health/Medicine/ 

1)耳霊感義塾大学医学部俊療政策・管理学教室明日制り請求先:千160 東京都新宿区信濃町35番地， shunya@st.rim.or.jp) 

[キーワード1Internet， WWW， URL，データベース司涯学 (原稿受付日 1996年9月29El) 
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長率研究に役立つURLデータベース

騒グ口一パjレ・ヘルス・ネットワーク

http://www.pitt.edur aksst/GHNet/fly.html 
欝ま'lろ(;;r Medical WWW  Compass 

http://www .mahoroba.or・.jp/compass/cover.html

霊遺産薬t情報ネット 世界の専門分野男Ijサーバー

http://www.piIトjapan.com/page40j.html

関宮崎医科大学 医学関係W WWサ…パリスト

http://www.miyazaki-med.ac.jp/Med-www .html 

盤札i焼匿科大学 日本の医学系サーバー

http://163.130.200.1 : 8000/satui/std/mkonishi/ 

medical/japanmedsitej.html 

関札i罷罷科大学 Medical Databeses 

http://www.sapmed.ac.jp/satui/std/tkusakab/ 

database.html 

盤札幌医科大学 SIGMED 

http://www.sapmed.ac.jp/sigmed/indexj.html 

関メデイカルリンク100

http://www.ecc.u-tokyo.ac.jpr m41 092/medical/ 

index.html 

関東京大学産学部 大学医療嬉報ネットワーク

(UMIN) 

http://www.umin.u-tokyo.ac.jp/ 

璽日本大学医学部 Medical Internet Resource in 

JAPAN(~ 3) 

ht悦tp://μ/www

露関覇名古麗大学E罷宣療技術短期大学部 日本の医学関係

明W羽W羽W サ一/パt…覧

http://health.met.nagoya-u.ac.jp/IT AN/ 
medicine-j .html 

襲警インターネット医学実習

http://kipcwww.ipc.kanazawa-u.ac.jp: 8080/ 

-med2/jss.html 

関 Yahoo! :Health: Medicine 

http://www.yahoo.comlHealth/Medicine/ 

盟Yahoo!:Health: Medicine(和英対訳付)

http://www.ecc.u-tokyo.ac.jpr m41 092/medical/ 

frame/yahoohm.html 

盤 TheWWW  Virtual Library: Biosciences: 

Medicine(国4) 

http://www .ohsu.edu/cliniweb/wwwvl/ 

関 TheWWW  Virtual Library: Biosciences (~ 5 ) 

http://golgi.harvard.edu/biopages.html 

関 JonathanTward 's Multimedia Medical 

Reference Library (図 6) 

http://www.med-library.coml 

…一一一一一一一……ー…ん一一、…一一

〔生化学・分子生物学]

髄大阪医科大学 医化学教室主(臨7)

http://www .osaka欄 med.ac.jprmedO 12/ 

index.html 

襲撃理化学研究所(図 8) 

http://www.riken.go.jp/ 

翻分子生物学の世界へょうこそ(英臨 Imperial

Caucer Research Fund， Medical Oncology Unit，海

老原充氏)

http://dspace.dial.pipex.com/town/plaza/gk57 / 

jindex.htm 

関 GenomeNet(圏 9) 

http://www.genome.ad.jp/ 
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関かずさ DNA研究所

http://www.kazusa.or.jp/ 

醸 GENETYX(総合遺伝情報処理ソフトウェア)

ht“tp://μ'/www 
露覇覇千葉大学薬学部 生化学研究室

http://pharmacy.p.chiba-u.ac.jp/lab/seika/ 

index.html 

盤石J115享の研究舟ツール

http://www .nih.go.jpr jun/htdocs/research/ 

index-j.html 

盤東京大学医学部 第二生化学教室

http://bio.m.u-tokyo.ac.jpパ再明TW/index.J.html 

〔解剖学・紐織学・発生学]

醸東北大学医学部解剖学第一講鹿

http://anat1.med.tohoku.ac.jp/index.html 

髄札幌産科大学踏実習指針

http://king.cc.sa pmed.ac.j p/unc/msasaki/ 

BRAIN.html 

盤金沢大学医学部 クリッカブルヒューマン

http://kipcwww.ipc.kanazawa-u.ac.jp: 8080/ 

-med2/human!human.html 

調 PlastinationImage Database 

http://pluto.nikon-sys.co.jp/home.html 

醸自本先天輿常学会誌

http://www .med.hiroshim仕 u.ac.jp/med/med/

kiso/kaibo 1 /CongAnomIW elcome.html 

麟広島大学医学部 解説学第一講座

http://www.med.hiroshima-u.ac.jp/med/med/ 

kiso/kaibo 11W elcome.html 

関宮崎産科大学組織学アトラス

http://www.miyazaki-med.ac.jp/anatomy/ 

anatomy.html 

盤盟立遺{云学研究所

http://www.nig.ac.jp/home-j.html 

豊富札輯産科大学 OnlineExercise of Histology 

http://www.sapmed.ac.jp/histology /index.html 

醸臼本解剖学会(図10)

http://www.sapmed.ac.jp/jaa.html 

豊富札幌霞科大学 Clickable Visual Index for 

Histology Lab-W ork 

http://www.sapmed.ac.jp/satui/anat1 /tatsumi/ 

body-hist.html 

盤札幌医科大学への献体に関する糞疑liD答集

http://www.sapmed.ac.jp/sa tui/std/mkonishi/ 

medical/shitugi.html 

重量昭和大学医学部 第二解剖学教室

http://www.showa-u.ac.jp/Lab/anat2/anat2-

j.html 

庫署山梨医科大学 問属標本館

http://www.yamanashi-med.ac.jpr cmr/ 

museum/home.html 

重量研究に役立つURしデータベース

[議?生学・公衆衛生学・予防医学]

鐘岡山大学産学部 公衆衛生学教室

http://dph5.med.okayama-u.ac.j p/ 

dph_home.html 

璽群馬大学医学部 公衆衛生学教窓

http://ph1.sb.gunma-u.ac.jp/ 

関鳥取大学医学部省生学教室

http://tarou.med.tottori-u.ac.jp/hdd/eisei.htm 

盟国立衛生試験所

http://www.nihs.go.jp/index-j.html 

盤東京都立寄生研究所

http://www.tokyo・eiken.go.jp/index-j.html 

閤産業医科大学農業衛生関連情報

http://www.uoeh-u.ac.jp/OccuMed.html 

髄オンライン予防医学講座(大学医擁構報ネット

ワーク，木内貴弘正)

http://www2.umin.u-tokyo.ac.jp/prevention/? 

関東京産科歯科大学産学部諾生学教室

http://zephyrus .m ed. tm d. ac.j p/ 

www.J.index.html 

醸東邦大学室学部公衆毎生学実習 快適な作業環境

を求めて

http://www.st.rim.or.jpr nhohashi/ 

[微生物学・ウイルス学]

関山梨産科大学微生物学教室

http://www.yamanashi-med.ac.jpr microbio/ 

microbiologyj.html 

警護自立予防舘生研究所

http://www.nih.go.jp/yoken!index-j.html 

関金沢大学医学部 微生物学教室

http://kipcwww勾cぷanazawa-u.ac.jp:8080/ 

-med2/11 /japan_home.html 

盤京都大学医学部 ウイルス研究所(図11) 

http://virus1.virus.kyoto-u.ac.jp/ 

関 ElectronMicrograph Homepage (高毘信一氏)

http://www.urban.or.jp/home/takao/index.html 
騒滋賀産科大学 実験マニュアル

http://microbio.shiga-med. ac.jp/nagano/ 

methods.html 

髄秋田大学医学部 微生物学講産

http://jazz.akita-u. ac.j p/micro/ 
襲警大販医科大学 微生物学画像ライブラリ

http://www.osaka-med.ac.jp/omc-lib/mic.html 
関寄京大学 医薬菌研究センター(関12)

http://www.rim.or.jpr timm/TIMM.jpn.html 

[寄生虫学・熱帯涯学]

璽秋田大学医学部 寄生虫学講座

http://jazz.akita-u.ac.jp/para/ 
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謬研究に役立つURLデータベース

関マラリア情報ネットワーク 海外渡航者の為の罷

療惜報サーヴィス

http://malaria.himeji-du.ac.jp/IPublic/malaria-

net-j/home.html 

関検査のための寄生虫留鑑(国立予防醤生研究所寄

生動物部遠藤卓郎氏ら唱臨13)

http://www.nih.go.jpr tendo/atlas/japanese/ 

index.html 

麟北海道のエキノコックス症について(奥祐三郎氏)

http://www.asahi-net.or.jpr nq7 y-ok/ 

[薬学]

盤千葉大学薬学部 製剤工学研究室

http://pharmacy.p.chiba -u.ac.j p/ la b/seizai/ 

index.html 

藤新潟大学医学部薬理学教室

http://www.med.niigata-u.ac.jp/pha/pharm -

jp.html 

塁審東京大学医学部 薬理学第一講座

http://calcium.cmp.m.u圃 tokyo.ac.jp/

属議 JapaneseJournal of Pharmacology(母本薬理学

会英文誌)

http://dbs.pharm勾'oto-u.ac.jp/

[栄養学]

璽ヘルスコント口一ル通常(清水丘診療所所長 菊

地氏)

http://www.fureai.or.jpr hcc/ 

騒 WELLNESSHome Page (鎌田英広氏)

http://www.michinoku.or.jpr ktp/public_html/ 

index.html 

議題国立健康・栄養研究所

http://www.nih.go.jp/eiken/index-j.html 

関インターネット栄養診器プログラム(大学医療情

報ネットワーク 木内貴弘氏ほか宅図14)

http://www2.umin.u剛 tokyo.ac.jp/eiyo/

関スポーツ栄養のぺージ(筑波大学運動・栄養生化

学研究震関根豊子氏)

http://www.taiiku.tsukuba.ac.jpr tosekine/ 

盤東京大学窓学部栄養学講座

http://www.eiyo.m.u-tokyo.ac.jp/home-j.html 

[法医学]

関金沢大学法学部 法律(医師法，医擦法など)

http:/パ60.24.251.1/Law/

関東北大学医学部 法医学教室

http://forensic.med.tohoku.ac.jp/index.html 

関滋賀医科大学法医学教室

http://www.shiga-med.ac.jp/l e g a 1/ 

NL_ welcomePage.html 

[生理学]

盤弘前大学医学部 第ニ生理学教室

http:/パ33.60.242.201rphysio2/ 

層調北里大学医療衛生学部 生理学電子教科書(図15)

http://bme.ahs.kitasato-u.ac.jp/ q rs/phy / 

index.html 

属議自本大学産学部 第一生理学教室

http://glia.med.nihon-u.ac.jp/index-j.html 

麟筑波大学生物科学系 中谷研究室

http://www.biol.tsukuba.ac.jpr nakatani/home-

j.html 

鐘徳島大学総合科学部 運動生理学研究室

http://www.ias.tokushima-u.ac.jp/sports/index柵

jp.html 

璽陪崎国立共同研究機構生理学研究所

http://www.nips.ac.jp/indexj.html 

盤整臼本神経回賂学会

http://jnns明 'ww.okabe.rcast.u-tokyo.ac.jp/jnns/ 
home-j.html 

関筑波大学医学専門学群 つくばブレインサイエン

ス協会

http://lemon.mdおukuba.ac.jp/igakuO/itomo/

[獣医学]

襲撃大阪大学医学部附属動物実験施設

http://hayato.med.osaka-u.ac.jp/index-j.html 

麟徳島大学産学部付属動物実験施設

http://www.anex.med.tokushima-u.ac.jp/index -

j.制限l

関日本獣医畜産大学 獣震解説学教室

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

鶴自本獣医畜産大学 獣医臨床病理学教室

http://www2d.meshnet.or.jpr nakatsu/cp.html 

[病理学]

関京都府立医科大学病院病理部，真描先生

http://202.253.249.15/ 

警警京都府立医科大学 病理細胞診断カンファレンス

http://hodu.fdp.kpu-m.ac伊/clinpath/cyto1.htm

関京都府立医科大学病理組織診断カンファレンス

http://hodu.fdp.kpu制限.ac.jp/clinpath/hist1.htm

襲撃京都府立医科大学 超高解像度顕微鏡写真

http://hod u.fdp.kp 仕 m.ac.jp/hamada/

shdimages.html 

関京都蔚立医科大学 第一病理学教室

http://hodu.fdp.kpu-m.ac.jp/pathoI1 .htm 

関京都府立産科大学病院病理部

http://www.clinpath.kpu欄 m.ac.jp/

暴露名吉屋大学震学部 Miscellaneous 

http://pathy.fujita -hu.ac.jp/pathy小html
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関独協甚科大学病理学I

http://www.dokkyomed.ac.jp/j-sj/path1j.html 

瞳東京大学医科学研究所病理学研究部

http://www .ims ・u-tokyo. ac.j p/pa tho/ 
homepageJ .html 

躍広島大学原爆放射能震学研究所 骨髄腫研究グ

ルーフ

http://www.ipc.hiroshima-u.ac.j pr澗 kawano/

ms副.html

国自治~科大学病院病理部・病理学教家

http://www.jichi.ac.jp/u討中ath!index.html

瞳子葉大学産学部 肺癌研究施設病理研究部門

http://www.m.chiba-u.ac.jp/cIass/haibyo/ 

HaiByoHPJ.HTML 
麗名古農大学産学部病態制御研究施設がん細胞研

究部門

http://www .med.nagoya勺 .ac.jprtakemura/ 

ganken-j.html 

閣E本大学医学部臨床構理学教室

http://www.med.nihon-u.ac.jpr cpth/ 

腫大扱医科大学 第二病理学教室

http://www.osaka-med.ac.jpr tamaki/Path2/ 

histology.html 

図 1

喜多研究に役立つURしデータベース

盤調大抜産科大学 肺癌症例提示

http://www .osak公 med.ac.jp/omc-Iib/LC/

lcm.html 

関大阪医科大学 中央検査部・病理

http://www.osaka-med.ac.jp/omc-Iib/pathj.html 

髄群馬大学医学部 第二満理学教室(図16)

http://www.sb.gunma・u.ac.jprfukuda/byori2/ 

index.html 

璽群馬大学室学部 第一病理学教室

http://www.sb.gunm仕 u.ac.jprpathol・1/dp.htn吐

露山梨医科大学病理学講産第 1教室

http://www.yamanashi-med.ac.jpr patholO 1/ 

home.html 

盤PathologyInternational (呂本病理学会英文誌)

http://www.ims.u附 tokyo.ac.jp/patho/pilpi剥 ml

〔病院管理学]

臨臨立医療・病暁管理研究所

http://www.nih.go.jp/byoken/index-j.html 

思 2

図 http://www.age.or.jp/xlakagi/indexj.htm
(保健・医療関係のサーパリスト築，とくに海外のサ

イトが皇室笥)

図2 http://www.yahoo.co.jp/I王ealthlMedicinel
(綴域別にサ -J~ リストが示され，検索エンジンも

備える)
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議研究に役立つURLデータベース

The WWW Virtual Library: Biosciences: 
Medicine 
In!om羽田nca:毎月itori:edfiI3¥byproωder，then bysubject Ple~ !!ee泊溜 1悦 luW.iNUbtbvuy勺U踏ま'"

o!in!onm駒 R閑 .in泊ililist

L錨 .upd時 dWedSepl倉mもer4th12:00 PST 1996 

/盟¥ Ify勺"'曲m1.匂da::i包"曾益予刊ハ!lVL!1edおireIMtX il'l me hst刀)()nth(Au之"".I瞳¥
(;¥  1996)，plei!$ere-s凶剛 In

函3

Hng益!Jhvecwn i:J here 

幹
:てフ

"条河%

新藩 ;;知らせ スタゥフ

図6

密4Lム 隊プケア了戸、川 I'~"官邸 7

図5

関 3 http://www.med.nihon-u.ac.jp/JMwww-

J.html 

(国内医療機関のサーパリストとして光災)

閤 4 http://www.ohsu.eduJcliniweb/wwwvl/ 

(国外の網緩的な医学系サーパリスト築)

関 5 http://golgi.harvard.eduJbiopages.html 

(国外の網疑的な生物科学系サーパリスト集)

毘 6 http://www.med-library.com/ 
(国外の医学部や学会誌など、のサーパリスト集)

o 7 http://www.osaka-med.ac.jpr med012/ 

index.html 

(タンパク質構造討論会の案内など)
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重量 Jえらout偽胸部eNeし .[What's Ne曹 IDB Upda蜘]

重詰 0"銭。臨eJ)a路島a綿雲 i窓.Jal'atl

重量 K翠00:lCyo幼若脚yelol"'diaof Oe殺蹴組dOcoo銀総容

惨 DBOETInwgr創 刊 D誠aba客傘 Eとetrlev混ISys陪蹴

喜善$叫腕sceIn'和宣誓関誌tio殺 T開お

蓄量 J主回ny脚酪 FTPof伽 Oe問題..Net

aJ 8 http://www.riken.go.jp/ 

(研究情報や人材募集情報など)

罰 9 http://www.genome.ad.jp/ 

図8

罰 9

(遺伝子データベースや分子生物学関係サーパリス

トなど)

間10 http://www.sapmed.ac.jp/jaa.html 

(1日本解剖学会jの憐報や解剖学関係サーパリスト

など)

図11 http://virus1.virus.kyoto糊u.ac.jp/
(ウイルス学関係データベースやサーパリストなど)

図12 http://www.rim.or.jpr timmtrIMM.jpn.html 
(径真菌顕微鏡i謬if象築を提供)

議研究に投立つURしデータベース

盟10

臨11

国12
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欝研究に役立つURLデータベース

図13

図14

函13 http://www.nih.go.jp/戸 tendo/atlas/japanese/

index.html 

(代表的な寄生虫や検資法に泌する情報提供)

盟14 http://www2.umin.な tokyo.ac.jp/eiyo/

(質問に順次答えることにより，摂取している栄養

素や栄養所婆還が計算される)

~15 http://bme.ahs.kitasato-u・ac.jp/qrs/phy/

index.html 

(竹内昭博編「新生理学<Qシリーズ>Jの電子版)

図16 http://www.sb.gunma-u.ac.jpr fukuda/ 

byori2/index.html 

(癌の病理診断や病理解剖に関する一般向けの解説

がある)

間15

間16
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医学@ 護学分野のマルチメディア

CD幽 ROM

説経経緯省福畿省議経縫緩議 批判村留を 緩総説議畿総省造

1 .看護教膏マルチメディアソフトウェア

の構築

1 )マルチメディアによる看護教脊

看護界では，看護を専門職として確立するため

に，現場での看護実践はもちろんのこと，教育や

明究などあらゆる分野において努力がなされてい

るO また，陸学の進歩iこ伴p看護iこ必要な新しい

知識も増加しており，看護の質的向上とそのレベ

ルの維持を図ることが要求されている。その基盤

となる看護教育においては，担当教員が本来的な

職務を再認識し，講義で使用する教材や教具の最

適化を実現するように努力しなければならない。

とくに看護技術においては，知識の習得ととも

に経験することも欠かせないため，ビデオを活用

した講義が広く展開されている。看護教育におい

ては，伝統的な紙の教科書だけで誌なく，教育の

現場から生まれた視聴覚を駆使した体験学留支援

システムの開発が重要である O しかし，現在のビ

デオやスライドを中心とした視聴覚機器による教

育では，学生の自発牲という重要な要素が奪わ

れ，教育の機械先にすぎないのではないかと感じ

られる。

一方，コンビュータのもつ能力には，看護教育

に適した面が多くみられる O とくにマルチメディ

アには，動画・静止画・テキスト・音声など印刷

物では得られないメディアの広がりがある。マル

チメディアはインタラクティブを特長としてお

り，ピデオのようにあらかじめ決められた順序で

再生される画面や音を受動的に観察するのではな

議議議

法橋尚宏 1)

一一… ι糊

く，情報の提示に能動的にかかわることができ

る。今後，このようなマルチメディアを活かした

看護学習システムの構築が望まれる O

2 )看護教膏マルチメヂィアソフトウェアの構築

事備

わが国の看護教育においては，コンピュータの

マルチメディアを活用した看護学習ソフトウェア

は今まで寄在しなかった。このようなソフトウェ

アの開発には時間がかかる上，開発しでも研究業

績として認められないことが大きな原留であると

忠われる。

ここでは，わが国で最初の看護教育マルチメ

ディアソフトウェアfパイタルサインのみかた(血

任・脈拍・呼吸・体温・看護婦国家試験対策)を

紹分する [1-5]0このソフトウェア (Macintosh

版と Windows販)は，筆者が著作・監修をしてお

り，日本電子出版より販売されている。

構築にあたっては，筆者が学習指導書を絵コン

テで作成した後，①プロデューサー，②ディレク

ター，③プログラマー，告デザイナー，@イラス

トレーター，@マルチメディアクリエイター，⑦

カメラマン，⑧ピデオカメラマン(音声や照明など

を含む)，⑨ナレーター，Ci])モデルなどの専門家達

と共同で行なった。オーサリングには， Macintosh 

上の Director(マクロメディア)を使吊した。途中

で，筆者が担当している講義においてこのソフト

ウェアを実際に試隠し，評価研究により学習内容

の再構築を行なった。

1)策委~大学医学部公衆衛生学講座訪日刷り請求先:〒 143 東京都大田区大森西 5-21-16. naohiro@hohashi.org) 

[キーワード]医学唾看護学，マルチメディア宅 CD-ROM (原稿受付日 1996年9月26日)
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長器産学・看護学分野のマルチメディJ7CD-ROM

図 1 熱型を説明するイラスト

熱裂を説明するイラスト。説明ボタンをクリックする

とナレーションで解説が開ける。

盟2 家庭血圧計の写真

家庭血圧計の写真岡面。説明ボタンをクリックすると

ナレーションで解説が開ける。

臨 3 脈拍の測定方法のムービー
脈拍の友右差を確認する手)1僚をムービーにて解説。!f.送

りをしても，音声が間ζえるように配慮されている。

図 1に熱型を説明するイラスト，国 2に家耀血

圧計を紹介する写真，函 3に脈拍の測定方法を実

演するムーピー，図 4に心臓の動きを説明するア

ニメーション，図 5に異常呼吸音の再生画面を示

した。

図4 心践のアニメーション

心臓の構造と働きの図面。説明ボタンをクリックする

とナレーションで!鮮llllが聞ける。スタートボタンをク

リックすると心磁の動きをアニメーションで見ること

ができる。

国5 異常呼騒音

異常呼吸音の種類と特徴が図解になっており，説明ボ

タンをクリックするとナレーションで解説が路ける。

耳アイコンをクリックすると，対応する呼吸音が再生

される O
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教室での講義では，血庄測定法は看護技能，

血圧の治療は循環器疾患，高車庄制F良金は栄養学

のように教育科目が分割されていて，知識の統一

化がやや困難である。しかし，これらの全情報を

網羅して取り込んだ 1枚の CD-ROMでは，全体を

みわたしながらの学習を容易にする。さらに，マ

ルチメディアのもつインタラクティブにより， r血
圧の正常{誌は理解できたが，次は高血圧の随伴症

状にはどんなものがあるだろう」といった学生の自

発性に対応した選択を可能にし，学習意欲の向上

や学習の能率化が期持できる O

2 .医学・看護学分野のマルチメディア

CD開 ROMの動向

昨今，マルチメディア CD舗.ROMのコンテンツの

質が高まり，カバーされるジャンルは書籍のよう

に多様化してきた。このような背景の中，涯学・

看護学分野の CD-ROMタイトルも充実しつつある

[ 6 1。しかし，そのほとんどが海外で制作された

タイトルであり，日本国内のタイトルはきわめて

少ない。海外のタイトルが詰本の医療現場にその

まま適用できるとは誤らないことから，国産タイ

トルの制作が急務である。

ここでは，国内で入手できる医学・巷護学欝連

領域の CD-ROM タイトル(Ma c i n t 0 s h版と

Windows版)を紹分しよう。噂Macintosh版か

Windows版かの区別，母内審紹介， 8販売底名，

母販売価格をまとめた。この一覧を作成するにあた

りご協力いただいた販売自は文末に示したので，

興味のある場合は各販売屈にカタログを議求する

とよいだろう。なお，紙面の都合により全情報を

紹介できなかったので，ご了承いただきたい。

圏アイコンア…ト解体新書

毒事Macintosh，Windows，傘メデイカルクリップ

アート集。人体の骨格や臓器など200点，医療器具

など100点，合計300点のイラストをカテゴリー別

に収載。 EPS，PICT， BMP形式。母森}刊誌科器

械，窃6，800丹

議医学・看護学分野のマルチメディJ7CD-ROM

盟薬の事典ピルブッケ96(毘 6) 

轡Macintosh，Windows，窃薬や処方薬について製

品名，会社名はもとより，成分名，剤形，コード

名，会社マークから検索。作用，説作用，用法を

はじめ， 後発品や薬師も収載。電量森)11法科器械，

重量4，175円(Macintosh版)， 3，689円(Windows版)

量豊ザ・漢方(図7)

母Macintosh，窃専門家から一般まで役に立つ漢

方データベース。生薬一覧(133種)では，原料・

加工・効能・薬効・用途・成分といった項自にイ

ラストや写真を豊富に収載。製剤一覧(129撞)で

は，効能・証・組成・用法・使用上の注意などが

記述。母森)11医科器械，電器28，000内

調ザ・経穴(図 8) 

命Macintosh，母錨灸指!王解説でlま，経絡やツボの

，陰揚五行説，用具と術式，施術上の注意な

どを収載。ツボの選び方入門では，症状に対して

効くツボの名殺、とその位置を知ることが可能。視

覚捧害者の人も学費しやすいように解説に

付。入門編は索引と検索機能が省略。 愈森)11医科器

械， 827，185円(フルパージョン)， 8，800丹(入門

編)

盤腕力ずんを読む(図 9) 

母Macintosh，e腕がん診断トレーニングキット 2

枚組。 Vo1.1で、は，副{象診断の基礎および判断の実

際をわかりやすく解説。 Vo1.2では，症例データ

ベースとして X線写真， CT，内視鏡像(動画)，病

理標本などを盛り込み，診断をレクチャ一方式に

より解説。母日本電子出版，重量98，000河

盤パイタルサインのみかた(図 1~ 5) 

命Macintosh，Windows，窃パイタルサイン(血

圧・脈拍・呼吸・体温)のみかたを学習できる看護

教育マルチメディアソフトウェア。看護婦国家試

験対策問題付 O メモ書き，しおり，検索メ

ニュー，試験採点など，ユーザに役立つ機能が満

載。命日本電子出版，重量47，500円
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議医学・看護学分野のマルチメディ 7CひROM

襲警ヒューマンボディ(図10)

犠Macintosh，Windows，窃身体の各システム，器

官，臓器などについて， 3D爵像，顕微鏡写真，イ

ラスト，アニメーションなどを使って，一般向け

にわかりやすく解説。蓄量森川Is主科器械，軍事11，800円

震調 A.D.A.M.Comprehensive (閤11)

窃Macintosh，Windows，電器約 2万枚のカラー人

体解剖障が収載された電子教科書。解剖のシミュ

レーションとして，前面から306J音，後面から 186

，慨面から283層，側面正中層から 124層の人体

解剖留を表示。単純 X線写真， CTおよび MRI

画像，ムーピーなどが舟意されている O 電器松下イ

ンターテクノ，窃210，000円(日本語版)， 160，000 

円(英語版)

襲撃 A.D.A.M.Essentials 

母Macintosh，Windows，傘マルチメディアによる

解剖学書。人体の構造と仕組みを体表から深部に

わたる幾層ものリアルな解制限で表現。 A.D.A.M.

の学生版。窃松下インターテクノ，傘29，000円

関 A.D.A.M.The Inside Story 1997 Edition 

傘Macintosh，Windows，窃人体の構造と仕組みを

体表から深部にわたる幾層ものリアルな解離図とイ

ンタラクティブな構成でやさしく解説。 A.D.A.M.

の入門編。母松下インターテクノ，轡9，800円

霊童 Anatomist

母 Macintosh，窃解剖学テキスト ~Anatomical

Coloring Bookjを収載。商頭上で指示した部位の

名称を英語で表示，正確な発者で答えてくれる O

医学英語の復習に最適。電器森川医科器械，蓄量47，000

円

霊童 Anesthesiaand Critical Care Drugs Database 

母Windows，窃蘇酔および救急・救命壁学領域で

用いられる140種以上の薬剤に関するデータベース。

薬剤の使用法，希釈法，投与量，薬物動態論，薬剤

学などに関する情報を提供。薬剤の相互作用，

ガイドライン，アレルギー情報なども収載。傘

アトムス，軍事30，620円

属議 BrainStormlAn Interactive Neuroanatomy 

(図12)

母Macintosh，Windows，容インタラクティブな脳神

経解剖アトラス。脳の矢状断，前額i抗水王子断につ

いて図示。ダイアグラムによるわかりやすい構成。

必要に応じて組織図も提示。母アトムス，重量11，550

円

障壁 C.L.A.S.S.Clinical Anatomy Interactive Lab 

Practical 

織Macintosh，Windows，窃人体の各部位に表示さ

れているフラグの名称、に答えることにより学費す

る構成。設問は300問あり 成績も記録されるので

解剖実習に役立つ。必要に応じて解説のテキスト

を表示可能。蓄量アトムス，費量7，700円

関 C.L.A.S.S.Clinical Anatomy Interactive Lesson 

(図13)

蓄量Macintosh，Windows，窃スタンフォード大学が

総力をあげて開発したインタラクティブな人体解

剖学アトラス。テキストはもちろん，アニメー

ション，線画，写真，クイズなどを駆使して

可能。電器アトムス，軽量11，550円

閤 ClinicalDermatology 

構Macintosh，Windows，嘩皮農疾患の診断と治

療。 3，000点の写真により，皮膚疾患の診新と治療の

すべてを提供。体の部位をクリックすることにより

疾患の候補が指示， )1援を追って各疾患の解説

ことが可能。参考文献も豊富。窃アトムス，壁画34，470

円

塁審Diabetesand the Eye 

重量Windows，電器糖尿病とIlR疾患について，その病

因，糖尿病性網膿症，網膜症以外のi眼疾患，レー

ザ一治療，蛍光眼底血管遺影法を解説。多数の眼

底写真，病理学・組織学的写真やイラスト，簡潔

なテキストによりこの領域のすべての情報を捷

供。参考文献も豊富。傘アトムス，費量27，720円
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関 Echocardiographyof Left Ventricular Ejection 

Fraction([豆]14)

命Macintosh，f}心臓の機能を120点以上のリアル

タイムピデオにより図解。左心窓の駆出率を10-

80%でユーザが自由に設定でき，それに応じた心

篭図を表示。 TeachingmodeとSelf縛Testingmode 

が用意されている。命アトムス，窃24，150円

庫署 G-Netix(臨15)

重量Macintosh，Windows， f}現実にはできない遺伝子

操作をゲームで体験。地球生命絶滅後，残された遺

伝子と染色体マップを頼りにウイルスの侵入を妨ぎ

つつ人類の再生を試みる壮大なドラマ。やさしい遺

伝子工学の解説書も付属。命森JlI医科器械，聖書12，800

円

閤 Griffith's5 Minute Clinical Consult， 1996 

嘩Macintosh，Windows，命さまざまな疾患や諦筈

について基礎，診断，治療，投薬，フォローアッ

プ，その他の事項について簡潔に表示。 1C D -9 

コードも記載されており，非常に便利な診療ツー

ル。容アトムス， O10，490円

麗 HomeMedical Advisor Pro 

命Windows，命自己診断支援ソフトウェア O 人体

図の I令から部設と症状をクリックしていくと，疑

われる疾患が絞り込まれてpく。実際の検査や X

線瞬像および治療方法がムービーを交えて解説さ

れるなど内容豊富。命森川医科器械，重量15，800円

盤 HowYour Body Works (留16)

犠Macintosh，Windows， f}扉を聞けるとそこは医

学実験室。人体掛け図や骨格模型，顕微鏡，器械

戸棚や薬品棚，ピデオレコーダーなどが並んでい

る。それぞれをクリックすると解剖関や身体の仕

組みを解説したムービー，顕微鏡画像，薬の解説

などを表示。重量森、JlI医科器械，命7，900丹

盤 HumanAnatomy (~17) 

轡Macintosh，Windows，窃人体解説のシミュレー

ション。解説学教室での人体解部実習をホルマリ

ン固定の写真にもとづき 手順を追って忠実にシュ

欝医学・看護学分野のマルチメディアCD-ROM

ミレート。解剖手I1僚の詳細な説明と14，000以上のリ

ファレンス， 6，000枚にのぼる写真とイラストが盛り

込まれている。愈森川医科器械，窃19，800円

語審 ImmunologyInteractive 

轡Macintosh，Windows，容免疫学のtlt界的権威であ

るDavidMale， Jonathan Brostoff， Alexander Gray， 

Ivan Roittにより，この領域のすべてを網羅した電子

テキスト。最初に14点の 3Dアニメーションで免疫

学の基礎をわかりやすく解説。 400点以上のイラスト

で最新の免疫学を図説。母アトムス，遺書15，480円

髄 InteractiveSkeleton 

毒事Macintosh，Windows，舎人体の骨格をインタラ

クティブに学習できるように構成された電子テキ

スト。骨'格を頭蓋，脊椎，上肢，下A肢，肋骨に分け

立体的に表示，上下左右に匝転可能。 肉眼解剖区i

や CT図なども表示。母アトムス，窃15，480円

盟 InternalMedicine (図18)

曜'Macintosh，Windows，窃著名な内科学書~Stein

改訂第 4版jの CDωROM版。本文および図表はす

べて収載。最新トピックスの診断と治療について

の情報を得ることが可能。ブックマークの設定な

どが自由自在。母アトムス，愈20，120円

霊童 LifeARTSuper Anatomy/1~5(~19) 

母Macintosh，命カラーイラスト集。 EPS，TIFF， 

PICTで各巻500点以上のイラストを収載。検索ソ

フトウェアにより欲しいイラストを簡単に検紫可

能。命サンメディア，窃各28，000円

豊富 LungWhisper (罰20)

重'Macintosh，容胸部 X線正面写真の読影の基本

をトレーニング。日常診察コースでは，異常陰影

を特定，正常例との対比や CT1象により判断し，

影のポイントを学習。母サンメディア，曾14，500円

庫署 MayoClinic Family Health Book 

電量Macintosh，Windows，窃アメリカのメイヨー慰

問が総力をあげて収集したデータや酉像をもとに

制作された医療啓蒙陪 CD-ROM。身体の仕組みゃ
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鏡監学・看護学分野のマルチメディアCD-ROM

疾踊のメカニズム，さまざまな検査，治療の方法を

写真やムーピーで収載。母森J11医科器械，電量9，800

円

盟 MedicalIllustration Library/General Collection 

1 & 2(開21)

重量Macintosh，Windows，電器Abeloffによる繰酉の

解剖学クリップアート集。簡潔にして詳細なイラ

ストは高く評価されているが，電子メディアに

なったことで一層利用しやすくなった。高品位な

280点、以上を収載。轡アトムス，窃35，640円

襲撃 MediClip/ColorVersion 

窃Macintosh，Windows， fj全身の各部位を200点

もの霞れた解剖罰をカラー画像により示したク

リップアート集。 Macintoshでは EPS，TIFF， 

PICT形式， Windowsでは EPS，TIFF， CGM形

式。母アトムス，重量31，320円

震題担icroscopicAnatomy (臨22)

重量Macintosh，Windows，窃頴微鏡解剖学サブテキ

スト。顕微鏡の扱い方からはじまり， 1，200点以上

のデジタル化した組織標本を収載。自分で顕微鏡

を覗くようにコンピュータ画面上で組織標本を観

察。母森}11僅科器械，命21，200丹

関 Mosby'sAnesthesia (思23)

母 Macintosh，Windows，窃麻酔学テキスト。

rPrinciples and Practice of Anesthesiology 1 

r Anesthesia and Perioperative Complications1 

rPractical Management of Pain 2 nd edition1 

rAnesthesia Equipmend， rThe Year Book of 

Anesthesia and Pain Management 1990欄 1994jの5タ

イトル(9冊)を収載。命アトムス，窃59，670円

盟 Nine羽onthMiracle 

電器Macintosh，Windows，母出産揺教材。受胎から

出産まで9ヵ月間の劇的なドラマをイラスト，アニ

メーションと胎内写真で再現。妊婦舟の教材にとど

まらず，一般の人が見ても改めて妊娠，発生，出産

の驚異を発見することが可能。母松下インターテク

ノ，噂7，800丹

関 OperativeOrthopaedics CD-ROM Library/ 

Campbell's Operative Orthopaedics， YB of 

Orthopedics， Orthopedic Board Review (図24)

電TMacintosh，Windows，窃整形外科手術書として

最も定評ある rCampbellの整形外科手術書1 r虫

学年報整形外科学1991・19951r整形外科ボードレ

ビューJの 3タイトル(8冊)を収載。母アトムス，

欝67，370円

圏 Pathology

轡Macintosh，Windows，電器病理学について， Alan 

S tevens， J ames Loweがインタラクティブに題

説。 3Dによる多数のイラストを駆使し，捜雑な機

序とプロセスについて楽しく学べるよう工夫。 650

点以上の組織学的な写実によりバーチャルマイク

ロスコピーの世界を提供。母アトムス，傘15，480円

圏 Pathologyof the Eye 

蓄量Macintosh，Windows，電量先天性奇形および腫場

に由来する損傷から一般的な事項まで，眼科病理

学を1，200点以上の写真とイラストを織り込み，わ

かりやすく図説。窃アトムス，遺書53，740円

盤 QuickTimeで見る産科超音波診噺(図25)

窃Macintosh，窃産科領域の趨音波臨床画集を解説

とともに再現。読影，計測の方法がシェーマとと

もに示される。正常編と異常編からなる 2枚組。

母サンメディア，噂40，000丹

関 RadiologicAnatomy (国26)

運島羽acintosh，Windows，母放射緩解剖学アトラス。

単純 X線写真から CT，MRI，血管造影，透視診指

などを網羅。クイズからなる自己学習モードもあ

り，学習者の助けとなる。重量森川虫干~I器械，重量19，800

円

鶴 SobottaAtlas of Human Anatomy/Medical 

Illustration Collection 

電器Macintosh，Windows， 電器rSobottaAtlas of 

Human Anatomy jの電子版。心臓・呼吸器，産婦人

科，背部・脊椎の 3部からなり，手書きのカラー

解剖闘を各40-50点収載。母アトムス，窃17，320丹
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覇軍 Stedman'sElectronic Medical Dictionary (国27)

噂Macintosh，Windows， 8rStedman's Medical 

Dictionary改訂26版jの電子辞書。 10万語の法学用

とその解説をすべて収載。単語，発者，語源，

ハイフンなどを正確にしかも迅速に調べることが

可能。母アトムス，母23，220円

腫 SuperQD医者からもらった薬がすぐわかる

命Macintosh，窃薬品名，剤一形，製薬会社のマーク

などから，その薬が鰐であるかを検索でき，薬価，

効能，副作用などのデータが得られる。薬品データ

は11，500種にのぼる0 8森JII医科器械，曜)7，000円

語調 TheBaby File (醤28)

母Macintosh，命受胎から出産までの賠児の成長，

母体の変北を写真とイラストで紹介。出産の準

備，産後のケアなど，母親学級 Macintosh版。母

森川器科器械，窃11，400円

関 TheEcho(図29)

命Macintosh，8画面上のプローブをマウスで動か

すだけで，超音波映像の再生を白夜にシミュレート

するシミュレーション編，読影のポイントなどをナ

レーションを毘きながら正常像と異常像を操作して

比較検討していくスクリーニング編，主要な77疾患

について踊像をクリックしながら診断上の質問に答

えていく疾患編から構成。窃チーム医療，窃18，540

円

躍 ThePhysiological Origins of Heart Sounds and 

Murmurs(庖30)

窃Macintosh，Windows，窃心音と心雑音を学習す

るためのインタラクティブな構成。心音，心臓の

動き，心篭鴎を有機的に統合し，わかりやすく提

示。よくみられる症例については， 135の臨床的・

診断的指針，またグラフィックイメージとともに

200の心音を収載。母アトムス，電器22，500丹

瞳 TheSurgeon (~31) 

母Macintosh，8腹部外科の臨球上興味深い30症例

を収載し，画像診断を中心とした診療プロセスを

重量医学・看護学分野のマルチメディアCD酬 ROM

再現。モニタ上で画課を読影し，異常陰影をク

リックしたり，臨床上の質問に答えたりしながら

所毘について検討。命チーム医療，窃18，540円

瞳 VisibleHuman CD (図32)

窃Macintosh，Windows， 8Visible Human Project 

では，人体を MRIで 4mm毎， CTおよび特殊な

ミクロトームによる切断で lmm毎にスキャンして

データを作成。人体を任意の点で axial，coronal， 

sagittalにカットし， MRI像， CT1象，実断麗像を見

ることが可能。母森川底科器械，命75，000円

取扱百一覧

醸株式会社アトムス

:;=113東京都文京区本郷 3-19-6ワイユウピル2F

TEL: 03-3813鍋6431，FAX: 03-3813-6432 

調株式会社サンメディア

ごF164東京都中野区本町 3-10-3 PORT91ピル

TEL: 03-3299輔 1575，FAX: 03-3374-1410 

闇株式会社チーム医療

手170東京都豊島区南大塚 2-37-12和田ピル3F

TEL : 03-3945-0771， FAX: 03-3945・0355

調株式会社日本電子出版

千162東京都新宿区市谷左内町21W上ピル

TEL: 03-5261欄9171，FAX: 03-5261-9170 

調松下インターテクノ株式会社

千141東京都品JlI[豆西五反田 8-9-5

TEL : 03-3779-8679， FAX: 03-3779-8690 

瞳森川医科器械株式会社

〒113東京都文京区本郷 3-16-7

TEL: 03・3814-1611，FAX: 03-3814-4504 
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議医学・看護学分野のマルチメディアCひROM

関 6 薬の事典ピルブック'96

関7 ザ・漢方

臨8 ザ・経穴

図9 肺がんを読む

腎麟のしくみ

ート占右の腎E基俗、老車関を除去し

LI二液体で抑制産生するため

に常に車j夜寄る過しています。毎

の鴇い菅のようえ三筏遣をしたネフロ

ンて'iTわ幻京す。ネフロンは令官畿の

♂け 11外車と向車すなわち毘賓と髄質〈ず

いしつ〉にあり:ます。

臨10 ヒューマンボラニ=イ

図11 A.D.Aぷ1.Comprehensive 
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亡豆日
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盟12 Brain Storm/An Interactive Neuroanatomy 

留13 C.L.A.S.S. Clinical Anatomy Interactive Lesson 

臨14 Echocardiography of Left Ventricular Ejection 

Fraction 

議産学・看護学分野のマルチメディアCD・.ROM

関15 G但Netix

密16 How Your Body Works 

図17 Human Anatomy 
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重量産学・看護学分野のマルチメディアCD-ROM
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図19 LifeART Super Anatomy 1 

ffi{J20 Lung Whisper 

盟21 Medical Illustration Library/General Collection 

1 & 2 

thatshares悶 mecharacterlsti出 withthe
basophilic erythr出Iast布、iscellhas
agranular cytoplasm， nudeoli， and a fair鞍
~yen pat悼rnof staining withln the nucleus 
11冶 patts_rno~ n':ldear staining should be 
compared with that seen in the ba悶 philic
erythroblast shown below 

函22 Microscopic Anatomy 

図23 Mosby's Anesthesia 
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τhls chap担rdescnbes時 vera!剖 rglCS!techmques esp目 laHylm問rtantm
orthopaedics: use of tourniquets， use of roentgenograms and Image 
intenslf!ers 10 the operatmg room， posltloning of the patlent. loc<l1 preparation 
of the patient， 3M drap加9of the appropnate part or parts.τo avoid 
repetition 10 other Chapters. two operatlve teChntques common to many 
proCedures， fixatlon of tendons or fascia to bone and bone gratting， are alsc 
descnbed here 

TOURNIQ.UETS 

Operations on the extremlties a四 madeeasier oy the use of a tourniquet 
τhe surgeon ana 311 operatlng room personnel mu三treahze that tれe
tournlquet IS a dangerous instrument that must be used v.-ith proper 
knσvfledge and care. 10 50me C3ses a tournトquetiSa!u拙庁.Yli'lereas!n others 
it is a necesslty. In dellcate operat悶nson the hand， lt is imperative同 The
pneumatlc tournlquet 1$ safer than the Esmarch tourmquet or the Martm 
sheet r羽bberbandage 

ぼ124 Operative Orthopaedics CD側双OMLibraryl 

Campbell's Operative Orthopaedics. YB of 

Orthopedics， Orthopedic Board Review 

図25 QuickTimeで見る産科超音波診断

図26 Radiologic Anatomy 

錫医学・看護学分野のマルチメディアCD-ROM
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図28 The Baby File 
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議医学・看護学分野のマルチメディアCD-ROM

図30 The Physiological Origins of Heart Sounds and 

Murmurs 

臨31 The Surgeon 

由32 Visible Human CD 
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畿日本コンビュータサイエンス学会

「非線形護雑悟報処理研究会J設立趣意書

発起人代表 米運保雄(8本コンピュータサイエンス学会理事)

r~ド線形複雑情報処理研究会(以下研究会と略す)Jは，日本コンピュータサイエンス学会(JACS，以下本会と略す)の分

科会として設立し，本会の主旨に沿って医学，工学，農学，さらに社会学などの異なる分野をf複雑な情報処理システムj

の研究によって縦甑的な複合牲をもっ発表および議論の場とするための活動を行なう。研究会の英語名称は， JACS 

Research Society of Nonliner Complex Information Processingとする。

本研究会の扱う研究対象領域は 上記の趣旨に沿って以下の内容を縄羅する。

1.研究会が対象とする研究領域

a)自然界に認められる非線形性，複雑d牲をもっ物理システムの情報科学的および、その応用にかかわる研究。熱，空気，

化学反応などの乱流，気候変化，自然の幾何学等のための電気電子工学，統計物理，システム

b)交通システム，配電システム，記送システム，社会組織システムなどの人工の複雑システムに関するシステムの情報

科学的およびその応用にかかわる研究。交通システム，通信ネットワークシステム，企業システム，広域社会システ

ムなど。

c)生命システムに認められる非総形性，複雑'性の情報科学的およびその応用にかかわる研究。脳神経系，発生分化，成

長，免疫系，遺伝系，内分泌系などの非総形挙動や複雑構造にかかわる情報処理およびこれらを解析するためのソフ

トウエア，また，それらの知見から得られた情報処理システム。進化計算論，制発システム，人工生命(ライフゲー

ムから人工脳まで)。

d)非線形・接雑計算を行なうに必要なソフトウエアシステムに関する研究およびその利用に関する研究。非線形計算ソ

フトウェア，創発計算ツー)!.-，進化計算ツールなど。

e)非線形・複雑計算を行なうに必要なコンピュータシステムに関する研究およびその利用に関する研究。デュアル CPU

&マルチ CPUマシーン，ネットワーク主主列など。

。生体高分子における複雑性の情報処理ならびにシステム的研究。 DNA蛋白質の接雑さとその情報処理モデルや計算

アルゴリズム。

2.入会の要件

本研究会の趣旨が複合分野'を対象とするために，入会の要件は上記の研究分野に興味を持ち，研究を行なう者であり，

情報科学(コンビュータサイエンス)的な方法論を取る研究を行なう者であること以外特加な要件は課さない。

入会希望者は，研究会の申込書に必要事項を記入して，本研究会事務局に提出し，研究会費を払わなければならない。

また，本研究会に入会を希望する場合，原別として本会に入会しなければならないが，矩期的活動に探り研究会のみの入

会を許可する。ただし，研究会のみの会員には本会の学会誌fコンピュータサイエンス」の配付・投稿の権利はない。ま

た，本会の主催する学簡集会参加に際しては，非会員扱いとなる。

学生会員については，本会にての学生会員規定が整備されるまでの間，研究会の学生会員として登録できることとす

る。

3.研究会事務局は，以下に置く。

苧316茨城県目立市中成沢町 4-12-1

茨城大学工学部システム工学科

米津研究室内f非線形複雑』情報処理研究会」事務時

FAX: 0294-37-1569 

E-mail: complex@lifeOl.dse.ibaraki.ac.jp 

1996年9月25日
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選議第 6酉日本コンビュータサイエンス学会学網集会を終えて
高瀬義昌(第 6回日本コンゼュータサイエンス学会学術集会会顕)

法橋尚宏理事長の先見性，ネットワーク指向性にわが

意をえたりと馳せ参じてはや 4年目になりました。不器

陪ながらお手伝いしていくつもりが，今悶，学術集会会

頭の大役をいただきました。

そして，なんとか無事に集会をつとめさせていただけ

たのも，ひとえに会員の皆様，役員の皆総(とくに顧問の

皆様にはお力添えいただきました)のご支援の賜物だと思

います。また，コーディネーターを引き受けてくださっ

た，日本医科大学・山本保博教授，座長を引き受けてく

ださった筑波大学・堀原一名誉教授，東邦大学・村山良

介名誉教授他，素晴しいご講演をくださった演者の皆様

に対しての感謝は言葉では言い尽くせません(お名前をあ

げれば数かぎりがありませんので，お許しくださp)。

そして，展示，セッティングその他に心身ともに打ち

込んで、くださった各企業の方々に対し，心より御礼申し

あげます。

この集会をふりかえってみると， r電目白ネットワーク時

代においては 1つの専門職だけで解決できる問題のほう

が少なくなり，むしろ異なる分野を横断するヒューマン

ネットワークと靖報のマネージメント力，意志決定力が

とくに危機管理，倫理の問題に対する有力な武器になるj

ということを一番実感したのは，もしかしたら私自身で

はなかったかと思います。皆さんはいかがだったでしょ

うか?(お叱りなどとあわせて ぜひご意見をお寄せくだ

さLミ)。

私たちは電脳社会の索晴しさと脆さのハザマを，今ま

でとは違ったバランス感覚でたどって行かざるをえない

と思います。 rこのバランス感覚を隣きながら，もうじき

来たるべき21世紀に対し堂々と向かいあっていく jことに

ついてfこの学会が必ず役立つときがくるjとひとりでも多

くの皆様が考えてくださったとすれば，今泊の集会の意

義はあったのではなL功ミと患います。

次回は鵜川義弘理事が，つくば市においてデータべ

スを中心とした学術集会を企画しています。こちらも科

学全般のアーキテクチャにかかわるたいへん興味深いも

のになりそうです。皆様方のご協力を重ねてお願LミEIIし

ます。また最後になりますが，日頃，学会本部を守って

くださっている東京マタニティー・クリニックの柳田洋

一郎顧問，門倉さんにはこの場をお情りして厚く御礼申

し上ます。スタッフとして大活躍してくれた上野百合香

氏，大販会場との接続は上平豊久氏のご助言，ご尽力が

なければ不可能だったでしょう(東京，大阪の NTTのみ

なさん，ほんまおおきにい)。多忙にもかかわらず¥事務

局長をお引き受けくださり 多くの啓示・助言をくだ

さった鈴木康生理事にも深く感謝申しあげます。

感謝をこめて!

選議第6臣日本コンビュータサイエンス学会学徳集会
Precongressrインターネット活用による病原性大腸顔。幽157緊急セミナーJについて

開催概要

[昌時]

1996年 8月31B(土)14:00-17: 00 

〔参加費]

l名5，000円(資料代を含む)

[定員]

200名(定員になりしだい締め切らせていただきます)

[会場]

NTTマルチメディアビジネス開発部プレゼンテーショ

ンJt..-ーム

千100東京都千代田区大手町 2-2-2

アーバンネット大手町ピJt..-16F

TEL 03-5200-4502 

[講師]

山上征二(大阪市立大学助教授)

[座長]

伊藤和彦(自立療j室内i.}¥f宇都宮病院小児科医長・日本コ

ンビュータサイエンス学会理事)

能]

第 61長!日本コンビュータサイエンス学会学術集会

{協力]

NTT， 日経BP社内“Doctor's Net¥(株)チーム医療

[内容とねらい]

全国で猛威をふるっている病原性大腸随 0-157が指定

i云染病となりました。政府は医療の確保や二次感染の防

止についての緊急行動計画を次々と立てています。この
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状況を食い止めるには当局や援療関係者の素早い対応・

徹底した衛生管理と病原体の研究が必要で、す。おりし

も，インターネット上では，医師を始め多くの関係者が

いち早く情報を公開し，活発な討論が操り広げられてい

ます。

そこで， 0聡 157についての緊急セミナーとして?イン

ターネットで得られる稽報を供覧しながら対応や治療にあ

たられた山上先生にご講演をお願いすることにしました。

関係各位の御参加をお待ちしております。

[プログラム](14:00-17 : 00) 

.0-157惑染の現状と予防対策

@病原性大腸菌 0-157とは

.0-157外来診療と治療

@大量患者発生の中での 0-157の治療

議第8回日本コンゼュータサイエンス学会学術集会プログラム

額僕概要

頭 高i頼義昌(医療法人社団常仁会牛久愛和総合

病院小児科箆長)

事務局長 鈴木康生(医療法入社団常仁会牛久愛和総合

八一氏

病説緑酔科医長)

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?

科学を取り巻く心象風景の変化 今，科学者に求められ

ているもの~危機管理を中心にして~

[日 u寺]

平成 8年 9月l日(EI) 10: 00-17: 00 

[会場]

東京会場(メイン会場)

東京ピックサイト 会議棟 61智会議場(601-610)

千135東京都江東区有明 3… 21-1

TEL: 03-5530-1111 ( f~) 

大阪会場(テレビ会議中継会場)

INSプラザ(NTT情報文化センター)3踏セミナルーム

〒530大阪府大阪市北匿堂島 3-1 -21 

TEL: 06-347-7011 

[後援]

科学技術庁，厚生省，通産議，郵政翁 AMDA，財開法

人医療靖報システム開発センター

[協賛]

NTT，アップルコンビュータ(税c)

[参加料]

学会員 5，000円，非学会員 10，000円

(ご参加の方には古川英一著fマルチメディアと危機管理シ

ステムムその他を進呈します。)

[会場アクセス]

東京ピックサイト(東京国際展示場)

臨海副都心線新木場駅から 5分間諜!民示場駅(下車

徒歩 5分)，ゆりかもめ JR !lfr橋駅から20分 国際展

示場正門駅(下車すぐ)，路線、パス 東京駅八重出口から

35分東京ピックサイト

INSプラザ(NTT情報文化センター)

JR大阪駅から西南へ1.3km，地下鉄西梅田!駅から西南

へ0.8km，JR環状線福島駅から東南へ0.6km

{プログラム}

午前の部 A&B会場

[総会]

9 : 30-10 : 00 

[シンポジウム]

10: 00-12 : 30 

[コーディネータ]

日本i歪科大学教授山本保博

〔座長]

日本コンピュータサイエンス学会学編集会会頭

高瀬

[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?

科学を取り巻く心象風景の変化一危機管理を中心とし

てー

l.情報化は科学的行政の武器となりうるか(基調講演)

厚生後健康政策局医療技術情報推進室長上田博三

2.科学者に必要なネットワークづくり

信州大学繊維学部助教授湯田彰夫

3.科学者に求められる法律的知識

東京第二弁護会会副会長遠藤産哉



202 Japanese Journ日1ofComputer Science Vol.3， No.2， 1996 

4.科学者に求められる危機管理

日本医科大学常務理事救急医学教授 山本保博

午後の部 A会場

[特別講演]

13 : 45-16 : 15 

座長

特定患療法人財団良心会理事長村山良介

東京第二弁護士会副会長遠藤直哉

@サイエンスと PL法

東京リスクコンサルタンツ代表取締役 浦嶋繁樹

eTELE羽 EDICINEOF LIBERTY-NET計画書

米自財団法人野口監学研究所専務理事浅野嘉久

@米国における TELE-MEDlCINEの実例

東京マタニティー・クリニック続長柳田洋一郎

座長

国立がんセンター研究所水島洋

@関連 NGO田AMDAによる災害緊急救援のための準備対

策演習とインターネットの利用

AMDA山本秀樹(副代表)，高橋央，鎌EEI持十朗，

菅波茂(代表)

@医学インターネットへょうこそ 沸き立つ僅学系

wwwサーバーの現状報告

三重大学涯学部助教授村瀬澄夫

[一般講槙]

16 : 15-17 : 00 

康長

自立がんセンター研究所水島洋

@インターネットを活用した涯療情報提示

大泉太郎，大平貴之，河瀬斌(慶臆義塾大学医学部

脳神経外科)

@非常時アトピー・アレルギー医療支援ネットワークを

始めて

三谷博明(ENAA事務局代表)

@マルチアンサーリングシステムによるインターネット

医療相談の試み

河本知秀(倉吉市)

石津吉彦(鳥取県立厚生病院II鼻咽喉科)

山口 毅(コンピューターサービス)

午後の部 8会場

[特別講演]

13 : 45-15 : 15 

座長

筑波大学名誉教授堀原一

@情報の可視化 一流れのシミュレーションー

文部省宇宙科学研究所助教授 桑原邦郎

@医療におけるとューマンエラーの考え方/安全対策の

ためのリスク管理

名城大学都市情報学部人i笥'靖報処理研究室酒井隈哉

座長

東邦大学医学部 法橋指宏(日本コンピュータサイエ

ンス学会理事長)

@涯療情報のインターネットによる情報発信とその検証

0-157集団食中毒に関する活動記録

大阪市立大学医学部人工腎部助教授 出土征ニ

医療情報部助教授朴勤拓

大阪涯師会保健医療センタ一部所長 中村

〔一般講演] 15:45-17:00 

座長

東京マタニティー・クリニック院長柳田洋一郎

慶応大学霞学部購読管理学 池田俊也

e4Dによる電子カルテシステムの潤題点

高木宏一，板間俊成(弐番簡メデイカルクリニック)

@動画 DB(喉頭疾患)

牧野克己(医療法入社団島田牧野耳鼻咽喉科医院)

@スライド写真の色調補正と高速速デジタル化

寺田伸一(東京女子器科大学形成外科)

@端患管理ソフト PeakTimeManagerの開発

島崎博，野沢勉(日本産薬品工業株式会社研究開

発部)

小林淳，北村論(自治医科大学呼吸器内科学教室)

@胸部 CT嗣像による縦隠解剖学習スタック/パッチリ胸

吉15CT

大森久紀，字削智也(南生協病院11予l吸器内科)
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重量第7罰日本コンビュータサイエンス学会春季学術集会のご案内

開催概要

会 頭鵜JlI義弘(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)

テーマ:研究を支えるデータベース

[期日]

平成 9年 3丹21日(金)

[時間]

10: 00-17 : 00 

[場所]

農林水産技術会議事務局筑波事務所農林ホール

〒305つくば市緯青台 2-1-2

[交通]

東京駅八重洲南口から高速パスで 1時間

[参加費〕

無料

[インターネット放送〕

CU-SeeMeリフレクタアドレス150.26.230.104

[金剖]

欲しい，これは有益だと思う情報でも，データベース

としてまとめるには，それなりの計顧と努力，予算，

算機資調，他の人の協力，データが集まる環境等が必要

だが，そのノウハウは，当事者以外には知られていな

い。この学術集会は， rこんなデータベースがあるから，

それを利用したら慢科だよjという利陪者向け案内だけで

なく，あるデータベースがどのように維持されている

か，これからデータベースを作ろうとする人がどのよう

にしたら始めることができるのか，お互いにどのような

ところに苦労しているのかを話す，データベース提供

者，提供予定者のための集会としたい。

[内容〕

ゲノム， DNA，タンパク質，脂質，糖などのファクト

データベースをはじめ，文献，書誌，学会情報など分野

ごとの話題。予算獲得の方法，立ち上げからメンテナン

スの問題点，大規模のデータベースから個人ホームペー

ジまで，研究を支えるデータベースの構築，提供，利用

に関する様々な話題を集め提供する。

{プログラム〕

基盤データベース構築の苦労話，グループ作成データ

ベースアラカルト，パソコンデータベースサーバの立ち

上げ，ホームページの作成方法，データベース展示，

ホームページ作者大集合等。

[陪い合わせ先]

メール:me己ting7@jacs.org

できれば，電子メールでの連絡が望ましい。

(FAX: 029~ト38-7456 農業生物資源研究所鵜川宛)

(郵便:千305つくば市観音台 2-1-2農業生物資源研

究所鵜111宛)

最新情報は， http://www.jacs.org/JACS/Meetings/ 

index.htmlでお知らせする。
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畿日本コンビュータサイエンス学会編集
『研究室でのパソコン活用術j発刊のお知らせ

日本コンピュータサイエンス学会の編集による，別

調}・匪学のあゆみf研究室でのパソコン活用術jが箆歯薬出

版株式会社より 1996年10月25日に販売されます(B5判，

310頁，本体価格 5，000円)。ここでは，その日次を掲載

し，お知らせいたします。

序文…・ー(法橋尚宏)

はじめに……(金子間百J)

第 l章研究の方向性一一文献検索

@文獄検索法の変革…・・・(金子照市)2 

1.一次情報と二次情報

2.二次情報の選択

3.速報誌

4. CD-ROMデータベース

5.オンライン検索

6. Pap巴rChase

7. Entr巴Z

8.検索結果の比較

9.文献検索のコツ

9.1.自分で検索を行い，結果を~\n!Ilする

9.2. 2つ以上のメディアとファイルを使い分ける

@文献情報の自己管理……(金子照司)14

1.私の文献検索およびデータベース化

2. EndNot巴Plusの特徴

3. EndNote Plusを使った業績管理

4. EndNote PlusとEndLinkを使ったデータベース検

索結果の整理

5. Reference Managerを使った文献管理

6.文献データベースとの整合性を意識した文献コ

ピーの保管方法

7. フリーウェアの平日間

8.文献情報の自己管理のコツ

8.1.データベースは複数あってよい

8.2.不必要なデータを入れない

8ふキーワードを揃える

@電子調書館・・・・・・(金子周司)24

1.インターネット図書館の実際

2.図書目録d靖報の検索

3.鴎書館にない文献の取寄せ方

4.膨大な英語の文献情報への対処

5.電子図書館の開題点と展望

第 2挙研究の進め方一一研究計画

@遺伝子データベース検索……(竹腰正経)34

1.京市明fの利用

2. ゲノムネットサーノT

2.1.遺伝子やアミノ酸などの配列情報

2.2.ホモロジーサーチ

3. DISCサーノT

3.1.遺諒子やアミノ酸などの配列情報

3.2.ホモロジーサーチ

4. Pedro'sサーパ

5.電子メールの利用

@細抱パンクやジーンパンクの検索，試薬・物品業者の

ネットワークサービス……(竹腰正隆)46

1.実験材料パンク

1.1.微生物

1.2.モノクローナル抗体

1.3.培養細胞 &DNAパンク

1.4.他のパンク

2.試薬・機器・業者のデータベース

@パソコン通信やメーリングリストの利用による研究情

報交換…・・・(竹腰正降)64

1.パソコン通信

1.1.ハードウエアのセットアップ

1.2.ソフトウェアの設定

1.3.ノfイオフォーラム (FBIO)をのぞいてみよう

2. ネットワークニュース ニュースグJレープ

3. メーリングリスト

3.1.メーリングリストの注意点

3.2.濃度計算

@実験にちょっと便利なフリーウェアー-Buffer引 ack

..(菊若{憂信・金子}市司)74

1.実験に有用なフリーウェア

2. BufferStackとは

2.1.チュートリアル

2.2.計算方法

3.化学計算に{更手Ijなその他のソフトウェア

3.1. 

第 3挙実験とデータ解析

A.画像解析

@デジタル題像……(沼原利彦)80

@フォトレタッチ……(沼原利彦)86

@画倭解析の方法・・・・・・(沼原利彦)91

1.画像解析とは

2.顕微鏡写真の画理解析

3.電気泳動パターンの蕗像解析

4.画像解析を応用してグラフを読み取る
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B.時系列データとシミュレーション

@時系列データのサンプリンク"'(MacLab)

…・・(楼井英之助・金子周司)105

1. Scope 

1.1.起動・設定

1.2.記録

1ふ印樹

1.4解析

1ふマクロ機能

1.6.データの転送

2. Chart 

2.1.起動・設定

2.2.記録

2.3.印刷

2.4.データの転送

.理論式への回J局(IgorPro)…・・・(水上 潔・金子鹿沼)115

l.データの取込み

1.1. IgorProで取り込めるファイ Jt.-

2.回帰

2.1.国婦の原理

2.2.回帰の方法

2ふその他オプションの設定

3.関数の作成

3.1.マクロとファンクション

3.2.マクロの基本

3.3.ファンクションの基本

4.実!祭例

4.1.デフォルトの関数とユーザー関数

4.2.開帰結果

5.その他の機能

C.統計

@表計算ソフトによるデータ分析のi立界

l.表計算ソフトの多面性

1.1.表作成ツール

1.2.表計算ツール

1.3.グラブ作成ツール

1.4.プレゼンテーションツール

1.5.簡易 DTPツール

1.6データベースツール

1.7.データインターフェースツール

・・(胸山ng彦)123

2. 2データ分析ツールとしての表計算ソフト

2.1.集計ツールの活用法

2.2.数値計算ツールの活用法

2ふ統計処理ツールの活用法

2.4.シミュレータツールの活用法

2.5.図形学活用法

3.机の上の表計算ソフトの今後

@研究仮説に対する統計ソフトによる検定アプローチ

…(駒山昭彦・井上明彦)135

l.データインターフェースと視覚化

2. データ分布特性の検定

2.1.ヒストグラム・正規路率プロット・正規性の検定

2.2.分布の等分散性の検定

3. 1野間比較

3.1.群比較

3.2.分散分析・多重比較

4.相関と司帰

4.1.単悶帰分析と重回帰分析

4.2.回帰診断

5.カテゴリカJt.-データの分析

5.1.属性相関係数

5.2.離散多変量データの解析一多重ロジスティック問

帰分析

6.生存分析

6.1. 5年生存率と標準誤差

7.生存分析における単変量解析と重閤帰分析

7.1. KapJan-Meier法とノンパラメトリック検定

7.2.比例ハザード分析

@ソフトウェア時代の統計解析のチェックポイント

・…・・(陥山n百彦・汐出剛史)148

l.正規分布とノンパラメトリック分析

2.欠損値と偏りの調整， )，留別化，調整イヒ

3.検定の多重性

4.経fI特m定データ

5.多項目問の強L噺関…一多震共綾性

6.生仔分析における打ち切り要因の検討

D. フ。ロクゃラミング

・簡単なプログラミング(HyperCard)……(清水稔)156

l.自分の stackにXCMDをコピーする

2.行列演算のための XCMD(MatXCMDs) 

3.統計i践を求める XCMD(PDist) 

4.まとめ

@白動運転マクロ (AppleScript)……(清水稔)165

l.フィルムレコーダデータの自動パックアップ

2.ファインダのコントローJt.-

3.ファイルメーカ-Pro上から指定されたファイルを

表示する

第 4主主 研究のアウトプット

A.グラフや模式図の作成

@克やすいグラフのための準備…・・・(清水 稔)176

.表計算ソフトや統計ソフトからのデータ受け取り

・・(清水稔)180

l.要素別の急設定

2.プリファレンスの設定
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⑧プレゼンテーションでの再利用……(清水稔)189

1. DeltaGraphから PageMakerにグラブを割り付ける

1.1. Page羽akerで読み込めるファイルへ変換

1.2.クリップボード経由で割り付ける

@特殊な作図一一数式・化学構造式・プラスミドマッ

プ・フローチャート……(金子間話)193

1.数式の作成

2.化学構造式の作成

3. プラスミドマップの作成

4. フローチャート

B.論文の完成

@研究者のパソコン利用の現状一一ライフサイエンス辞

議利用者のアンケートから

…・・・(河本 健・金子潤部)199

1.アンケート副答者の内訳

2.使用しているコンピュータの内訳

3. 日本語入力ソフトウェアの選択

4. ワープロソフトウェアの選択

4.1.日本語ワープロ

4.2.英文ワープロ

4.3.エディタ

5.電子辞書の利用

6.スペルチェッカ-

7. ライフサイエンス

@論文執筆の道具一一アウトラインプロセッサとエディ

タの効用…・・・(金子周可)208

1.論文を作成するまでのプロセス

2. データの整理と|翠の作成

3. アウトラインプロセッサでアイテ。アをまとめる

4.機能より速度を重課したい原稿執筆の過穏

5. ワープロで仕上げて引用文献をつける

6.自分にとって最良の環境づくり

@論文執筆を支譲する電子辞書…...(金子閤詩)214

1.ライフサイエンス辞書

2.かな漢字変換辞書

3.ハードディスクで使う英和・和英辞書

3.1. MacJDic 

3.2. PDIC. PDICW 

3.3. Shasta 

4.電子ブックの電子辞書

5. CD-ROM英英辞典

6.スペルチェッカー

@引用文献リストの作成方法…・・・(金子周詩)221

1. EndNote PlusとReferenceManager 

2. EndNote PlusとNisusWriterを用いた日本語論文

の仕上げ

3. Reference ManagerとMicrosoftWord (英語版)を用

いた英語論文の仕上げ

4. Bibliography作成ソフトウェアを使ううえでの注意点

5. Bibliograhy寄せ作ソフトウェアのホームページと

メーリングリスト

@論文の電子投稿での注意点……(金子周詰)226

1.電子メールへ論文を添付する方法

2. ネットワークを利用した共同作業環境

3.異なるマシンでファイルを開く場合の注意点

3.1.間じソフトウェアの開じパージョンを使う

3.2.改行コードの遣い

3.3.システムやプラットフォームによって異なるフォ

ント

4.医学や人名の外字

@定型書式文書の作り方……(金子関前)232

1.定型文書の作成で時間が節約できる

2.複雑な作表には日本語ワープロを用いる

3.定型書式の文書にはカード型データベースを使う

4.既成関紙の枠へ当てはめるにはイメージスキャナ

とドローソフトを使う

5.既成の枠データを上手に利用する

5.1.科研費申請用紙をイメージスキャンした枠PICT

5.2.科研費交付申請・研究実緩報告書・収支決算報告

蓄用紙

C. 学会発表

@学会発表，スライド作成とデジタルプレゼ、ンテーショ

ン……(池田俊也)237

1.パワーポイントの概要

2.操作手順

3.テンプレートの選択

3.1.アウトライン表示モードの利郎

3.2.スライド表示モードの利用

3ふグラブイックやムービーを貼り込む

3.4.スライド一覧表示モードの表示

3ふノート表示モードの表示

3.6.プレゼンテーション資料の作成

4.デジタjレプレゼンテーション

5.見栄えのよいスライド作成のコツ

@モパイルコンピューティング(携帯端末)

…・・・(加部一彦)248

1.携帯端末とは

2.携帯端オミを使ったモパイルコンピューテイング

3.モパイルコンピューティングの今後

第 5章研究者としてのひとり立ち

A.研究の実り

@秘書としてのパソコン……(法橋尚宏)256

1.研究者の業績の評価

1.1.研究と教育は開立するのか

1.2.サイテーションインテゃックスとインノfクトファク

ター
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2.パソコンの管理

2.1.電子秘書としてのパソコン

2.2.パソコンソフトウェアの違法コピー

2ふパソコン環境の整備

@新人のパソコン教育……(法綴尚宏)272

1.教育へのパソコンの応、用

1.1.コンビュータ・リテラシ-

1.2.コースウェアと CAI

2.教育へのパソコンの応用事例

2.1.医学教育における Internetの活用事関

2.2マルチメディアによる看護学習システムの構築事例

B.新しい研究環境

@ネットワーク研究環境……(鵜J!I義弘)283

1.研究室以外からの接続

1.1. PPPの設定

1.2. TCP/IP(MacTCP)の設定

1.3.ネットワークサービスプロパイダーの選択

1.4.柱1で、インターネット

2.自宅と研究室をつなぐ

2.1. ARAサーバの導入

2.2. Apple IP GatewayとARAで自宅からインター

ネット

2.3. PPPサーバの導入

2.4.研究室のデータを公開してしまおう

2.5.サーバ管理者としての自覚

2.6. Firewallや外部との接続に関する注意

@インターネットの受信者から発信者へ…一(鵜J11義弘)296

1.身近なサーバの利用

2. HTML文書の編集方法

2.1.直接“エディタ"で書く方法

2.2.“HTMLエディタ"といわれるソフトを使蹄する

方法

2.3. HTMLへの書き出し機能を備えたワープロや，

専用ソフトを使用する方法

3. HTML文書(ソース)の取得とエディタ(Jedit)によ

る編集

4. 街単な HT抗Lの書き方の紹介

5. WWWで使う画像

6.編集中のHTML文書をwwwブラウザで確認する

7. できあがった HTML文書をサーバに転送する

8.パソコンをサーパにする

9. サーバとなる Macの設定方法

10. サーバに機能を追加する

11. サーバにおく内容に関する、注意

@サイドメモ目次@

それで、も冊子体には価値がある……11

電子学会プログラム…...22

マルチメディア図書舘……25

遺伝子データベース……45

データベース検索……61

パソコン通信とインターネット……72

フリーウェア…...78

色彩学の基本・・・・・・81

Import ACCESS'・・・・・85

画像データファイルの整理方法……95

ADコンノfートとサンプリング・・・・・・114

データファイルの韓類……117

グラフイックの互換性…".198

パージョンアップの代償……206

原稿用紙と縦書き…・・213

スペルチェッカーの落とし穴……219

EndNoteのスタイルファイルを探す……221

フロッピーディスクのフォーマット・一…227

ひな型の活用・.....235

海外から NIFTY-Serveへアクセスする方法……251

PIM......256 

グjレーフ。ウェア…...258

Director.... ..281 

ネームサーバ(Nameserver)……285 

ユ一アールエル(URL)……289

クライアントとサーバによる情報提供の構造……297

文字コード……298

Gopher， FTPの利m......304
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議学会誌「コンビュータサイエンスjのHTML化

鵜J11義弘(毘本コンピュータサイエンス学会電子出販担当理事)

学会電子メール:info@jacs.org 

日本コンビュータサイエンス学会では，学会誌(JJCS)をインターネットで毘ることができるよう，学会誌の HTML化

を進めてきました。

このたび， VoL3 ，No.lまでの，すべての論文・講演の HTML化が完了し学会のホームページ http://www伊cs.org/

で公潤しました。ここでは 論文・講演のタイトルとその URLをご案内いたします。著者(代表者)には，書面でもお知

らせするする予定です。

ご注意:この URLは，サーバの移動とともに変更される可能性がありますが，その場合にも，学会のホームページから，

たどることができるようにする予定です。

日本コンビュータサイエンス学会誌 論文・講演のタイトルと URL一覧

. sま師が求めるプレゼ、ンテーションソフトウェアとは伺か? 尾崎 虞

h均://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/叫んouen/55.html

・米国における Macintoshの現状と将来 池田俊也

htや://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v1/nl/kou巴n/56.html

-医療機器と Macintoshの lnterface清水捻，他

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/kouen/57.html

-ライフサイエンスのための英和逐次変換ツール 藤田信之，他

h社p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/n1/kouen/59.htm1 

.マクロ臨換のデジタル化沼原利彦

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v1/n1/kou巴n/61.html

・時間生物学研究における HyperCardの応用清水稔，他

htゆ://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/kouen/62.html 

. AppleScriptよる統計解析の自動化 開山昭彦

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/kouen/64.html 

-日本産アリ類画f象データベースの構築とネットワークでの公開 月弁雄二，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/n1/kouen/66.html 

・マルチメディアによる看護教育システムの構築磯野裕見子，他

h社p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/kouen/67.html 

. NIHlmageを用いた電気泳動パターンの解析小島清嗣

h仕p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v1/nl/p17 _23/index.html 

・フリーウェアのライフサイエンス学稿用語辞書を作った理由 金子周司，他

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/n1/p25_32/index.html

. UNIXを知らなくても使える Macintoshによる Intern伎の利用法竹腰正隆，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/p33_42/index.html 

. Macintoshと統計解析陶山昭彦

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/p43_47 /index.html 

-画像処理・画像解析・形の科学への誘い 沼原利彦，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/vl/nl/p5_16/index.html 

-私とネットワーク 中村日月

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kiji/ 47 _ 48.html 

・米閣における Macintoshの法療応、用 池田俊也

ht土p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kiji/ 49_50.html 
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-遺伝子情報処環への挑戦星回

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/57.html 

.研究文化と World Wide Web 住藤進也

h杭p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/58.html 

-サーバーによるインターネット生物医学国際会議開催 村瀬澄夫，他

http://www.dna.affrc.go必/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/59.html

・生物現象とシミュレーション 剖中 博

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/主ouen/60_61.html

. NIH Imageを用いた c-fosmRNAの RT-PCR解析下村登規夫，他

h投p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/62_63.html 

. NIH Imageを能いた形態計測名倉徹， ~也

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/64.html 

-海綿骨梁パターンの定議約言hWJ 升二上 仁，他

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/65_66.html

-ストロボスコープのファジー診断牧野克巳，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/67 _68.html 

. Comput巴rAided Education ，こ対する}¥ーソナルコンピュータの応用 加納滋

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/69_70.html 

. QuickTimeを悶いた歯科矯正治療説明システム (CAPIS) 八巻正樹， 11h 

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/71.html

. Ka叩plan品l泌M匂ak記巴fυ{にこよる Ka却pla肌n

ht佼tp:ゴ//www.dna.affrc.go必/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/72_73.html

. HyperKaplanの作成と応用 浅野道雄

http://www.dna.affrc.go伊/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/74_75.html

. StatViewの SurvivalToolsを用いた COX比例/、ザード解析の応用事例 浅野道雄，他

h抗p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/76.htm1 

. HyperCardの糖尿病患者教育への応用 和田克哉

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/77 _78.html 

-エクセルマクロによる T検定解析システム 高木篤

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/79_80.html 

-病理診断業務 LANシステムにおける副像ファイリング真PI奇武

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/kouen/81_82.html 

・ファイリングシステムを利用した超音波倒操スライド作製システム 中尾 満，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kouen/83.html 

. OCMSにおける病歴情報の活用支援システム 朴勤植，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/kou巴n/84_85.html

-デスクトップ。パブリッシングによる医学者の制作の実擦 問中越良~，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n1/p15_20/index.html 

・NIHlmag巴を用いた形態計測名倉徹，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/p21_25/indeX.html 

・米国ハーバード大学における学術情報ネットワーク環境 池田俊也

h投p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/nl/p35_39/index.html 

-ライフサ千エンスのための英和変換ツール藤田信之，他

h役p://www.dr

209 
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-アイコットが解散して，コンプバイオも引っ越しました 田中秀俊

http://www.dna.affrc.go必/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/198.html

-タンパク質立体構造のベクトル化による二次構造抽出アルゴリズム 米津保雄

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS /v2/ n2/ p117 _123/index.html 

・タンパク質 'DNA構造椙関にもとづく機能タンパク質データベースシステムの構築 米津保雄

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p125_134/index.html

・ライフサイエンス辞書2の制作と公開 金子間南，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p135_142/indeX.html 

-生存分析陪ソフトウェア HyperKaplanの作成と仕様 浅野道雄

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p143_147/index.html

-日常診療の病理画像を電子化する試み真崎武，他

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p149_153/index.html

. HyperCardの糖尿病教育システムへの路用 和田克哉

h仕p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p155_162/index.html 

-脳神経外科検査のマルチメディア・インフォームドコンセント 大泉太郎，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p163_168/index.html 

. NIHlmage画像解析ソフトウェアを利用した定量分析 豊締俊幸

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p169_173/index.html 

. Macintoshによる記憶テスト 神属雅志

htゆ:// www.dna.affrc.go.jp/htdocs/J ACS /JJ CS / v2/ n2/ p 175 _178/index.html 

-皮膚科における Intemetの活用 谷口芳記，他

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p179_182/index.html 

-製臨道異からデザイン・アシスタントへ潔村明

http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v2/n2/p183_187 /index.html 

. Microsoft Excel 5.0を用いた放射線科の集計業務 根岸邦夫，他

htゆ://www.dna.affl・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p17 _23/index.html 

・操作性と視覚性に優れた医療陪マルチメディア・データベースの一例 大泉太郎，他

htや://www.dna.affI・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p25_33/index.html

-医用料青による皮膚色再現とパソコンの応用 内田彰子， ~也

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p35_39/index.html

-大学産局におけるコンピュータネットワークの整備・活揺状況に関する検討 池田俊也

http://www.dna.affr・c.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p4L45/index.html

. Bio-Net :学術ネットの試み細川啓

h社p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p47 _53/index.html 

-医学教育における Internetの活躍 法橋尚宏，他

htゆ://www.dna.昌ffrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p55_60/index.html

. Internetを使用した脳神経外科の'靖報提示 大泉太郎，他

h社p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p6L66/index.html 

・研究・教育の場における Photoshopの様々な活用法 沼原平IJj去

htゆ://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p67 _72/index.html 

・米障の医療情報調係の学会に出席して 柳田洋一郎

h仕p://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/JACS/JJCS/v3/n1/p67…72/index.htm 
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畿日本コンビュータサイエンス学会学術集会の開催記録

第 1臨コンビュータサイエンス研究会

法橋尚宏組織委員長

1994年 2丹20B(日曜日)

東京都立食品技術センター(東京都千代国区)

第 2回日本コンピュータサイエンス学会学稿集会(第 I回総会河時開催)

法橋尚宏会頭

1994年 8丹28日(日暇日)

フィルム(株)東京本社(東京都港区)

第 3国日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 2臨総会開時開擢)

摘出昭彦会頭

1995年 2月25日(土i曜日)-26日(BU翌日)

科学投稿揺サイエンスホー)[.，(東京都千代田毘)

第 4回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 3回総会同時湖催)

相PB3洋一郎会頭

1995年 9月2日(土曜日)-3 B (日曜告)

明治記念会館(東京都港区)

第 5回日本コンピュータサイエンス学会春季学術集会(第 4国総会開時開能)

池出俊也会頭

1996年3月24日(日曜日)

国立がんセンター(東京都中央区)

第 6回日本コンピュータサイエンス学会学稿集会(第 5回総会開時開催)

高瀬義昌会頭

1996年 8月31日(土曜日)-9丹1B (日i壊日)

国際展示場東京ピックサイト(東京都江策区)

第 7罰自本コンビュータサイエンス学会春季学簡集会

鵜JII義弘会頭

1997if. 3月21日(金程B)に開催予定

第 8屈日本コンピュータサイエンス学会学簡集会

水島洋会頭

1997年 9丹頃に開i産予定

信義日本コンビュータサイエンス学会学術セミナー開催記録

お11

第 4回日本コンピュータサイエンス学会総会において，毎年数割，チュートリアル型の学術セミナーを開催することが

承認されました。これにもとづき下記の学術セミナーを開催いたしましたので，ここにご報告いたします。

なお，第 1悶および第 2回の学術セミナーに関しては，記錦ビデオテープと講義に使ったテキストを販売いたしており

ます。お問い合わせは，東京マタニティー・クリニック (FAX.03-3404-1596)へお顕いいたします。

第 l四日本コンピュータサイエンス学会学術セミナー

テーマ:抗acintoshによるプレゼンテーション入門

日時:1996年 4月28日(自曜日)9 : 00-17 : 00 

場 所: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jレ(東京都渋谷限)

講師:法橋詣宏(東邦大学医学部)
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第 2四日本コンピュータサイエンス学会学縮セミナー

テーマ:Macintoshによるデータベース構築(初級編)とインターネットのwww構築

日時:1996年 5月26日(日曜日)10:00-17 : 00 

場 所: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(東京都渋谷区)

講師:法橋尚宏(東邦大学医学部)

第 3回日本コンピュータサイエンス学会学術セミナー

テーマ:必ずできるインターネットへの接続，ネットサーフィンの実際

日時:1996年 6月23日(日曜8)13:00-16: 00 

場所:農業生物資源研究所ジーンパンク 2階(茨城県つくば市)

講師:鵜JII義弘(農業生物資源研究所)，竹腰正隆(東海大学医学部)

畿日本コンビュータサイエンス学金役員会の開催記録

第 l回役員会

1994年 8丹28日(日曜日)9 : 00-9 : 30 

第 2田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回役員会

1995年 2月25日(土i曜日)18:30-19: 30 

第3回毘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聞役員会

1995年 3月4日(土曜日)14:00-20: 00 

慶応義塾大学援学部中央棟 5階セミナールーム 1にて

第 4屈役員会

1995年 9月28(土曜8)18:00-19 : 00 

慶応義塾大学病院新棟11階中会議室にて

第 5聞役員会

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階コンピュータサイエンスホールにて

第6顕役員会

1996年 1丹6日(土曜臼)19:00-23: 30 

東京マタニティー・クリニック 5措コンピュータサイエンスホールにて

第 7回役員会

1996年 4月17日(水l曜日)19 : 00-22 : 00 

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

第 8毘役員会

1996年7月初日(土j曜日)18:00-22 : 00 

遠藤・南場総合法律事務所2階会議室にて

第 9回役員会

1996年 9丹1臼(在日露8)9 : 00-9 : 25 

東京ピックサイト会議棟6階会議場604室にて
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畿学会誌fコンゼニエータサイエンスjの発行記録

Vol. 1 ， No. 1 (創刊号)

1994年 8月28日発行，定価3，000円

ISSN1340-7732， ISBN 4-89369-335-2 

Vol. 2 ， No. 1 (第 2号)

1995年 2月25日発行，定価3，000円

ISSN1340-7732， ISBN 4-89369-350-6 

Vol. 2， No. 2 (第 3号)

1995年 8月31B発行，定舗3，000円

ISSN1340-7732， ISBN 4-89369-372-7 

Vol. 3 ，No. 1 (第 4

1996年 3月29日発行，定価3，000円

ISSN1340-7732， ISBN 4-89369-413-8 

Vol. 3 ，No. 2 (第 5号)

1996年 9月30B発行，定価3，000円

ISSN134ひ7732，ISBNふ900935-97-2
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パックナンパーの!詩人は， (財)日本学会事務センターにお問い合わせくださ L、また， (株)アトムス (FAX.03鮒3813-6432)

からも一般向けに販売されています。
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自本コンビュータサイエンス学会会期

第 1章総則

第 l条 本会は， r日本コンヒ。ュータサイエンス学会」と称する。

英語表記は， Japanese Association of Computer Science (略称

JACS) とする。

第 2条本会の本部を大学，病医院，研究機関内に霞く。

第2章 目的および事業

第 3条本会は，医学・看護学・歯学・薬学・ J>>!学・理学・工学

に関連する幅広い分野において，診療や研究活動へコンピュータ

サイエンス関連技術を活用して得られた成楽に関して，分野の枠

を越えた交流を行なうことを段的とする。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，さまざまな活用事例を交換し，議論を重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ヒ。ュータサイエンス

関連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1回以上開催し，そのうち l留は総

会をあわせる o

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{ま別に定める。

第 7条 必要に応じて，会員i河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 3章会員

第8条本会の会員は，次のとおりとする。

1.正会員

本会のg的に賛同し会の、活動に参加する個人

2.賛助会員

本会のa的に賛同し会の活動に参加する企業

あるいは窃体

3.協賛会員

本会の行なう事業を援助する{閑人および事業

所

4.名誉会員および功労会員

本会の運営，事業について特に功綴のあった

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，文書をもって事務局に

申し出ることとする。その際，既納の会授は払い戻ししない。特

別な理由なく会費未納2年を経た場合は，脱会とみなす。

第11条 会員がこの会の名誉を傷つけ，また本会の滋的に反する行

為のあったとき，役員会の議決をへて壊家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.死亡および失跨、宣告

4.除名

5.会授の滞納

第 4重量 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

ビュータユーザであることを条件とする。

1.理事長

2.常任鹿本

3.理事

4.監事

名

名

名

名

l

干

ω
千

若

~

務
え
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，名誉耳君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。常任理事は耳君

事の中から理事長が委託する。役員会は，理事(壊事長，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，重任は妨げない。

第四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。

職員は理事長が任免し，有給とする。事務局の代表者を事務局長

と称する。

第5童会計

第19条本会の経費は会員よりの会費，卒業収入，待'付金および

他の収入をもってこれにあてる。理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 本会の会計費任者は，理事長と経理J江主í~思考J~が迷殺して

あたる。

第21条会計状況について，隊司王が年 l回以上監査を行ない，役

員会および総会で報告する。

~22条会授は年額 l 口それぞれ，正会員7 ， 500円， l1DJritn 
30，000円とする。協賛会員の会費については，その都度f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 1日に始まり 12月31E1に終わ

る。

第 6章会議

第24条理事長は学術集会開捜H寺に定例役員会を召集する。ま

た，理事長が必婆と認めた場合，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t )函館

ネットワーク上のオンライン会議室での開催も可能とする合

第25条役員会は役員の1/2以上の出席により成立する(委任状

をもって出席に代えることができる)。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婆と g認めた

事項について審議する。役員会の議長は理事長とする。

第26条総会は絞低年 l回以上開催し，次の事項は総会のi議決に

よらなければならない。

1. .nH事長の承認、

2.会f1iJの変更

3.事業報告および収支決算lこ関する事項

4.事業計i国および収支予算に関する事項

5.その他，理事長が必要と認めた事項

第27条次の若手墳は，総会において報告しなければならない。

1.理事長選任結果

2.役員選任結果

3.事業組織の設立および解散

4.事業組織の構成委員

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，

可否両数のときは議長の決するところによる。
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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。

第32条選挙に関する納期は別に定める。

第8主主 その他
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第 7章淫事および監察の選挙

第30条理事およびE在家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。ただし，当面は必姿に応じて若千名の理事

長推薦壊事を;泣くことができる。

第33条本会の運営に滅する細則は，別にまをめる規定による。

第34条本会員IJに定めのない事演，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 C

~it票日第31条 iE会員は他の正会員 2名の披務があれば王票率および監事

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，

理事および獄事に立候補するものは，その綴務のために電子メー

ルアドレスを持つことにする c

1 .本会の本部を東京マタニティー・クリニック内(〒151 東

京都渋谷区千駄ヶ谷 1-20… 8) ，事務局を(財)日本学会事務

センター内(〒113 東京都文京区本駒込5…16-9) (こ設く。

理事長

常任理事

理事

1996・1997年度日本コンゼュ…タサイエンス学会役員

法橋尚宏

池田陵也(国際情報担当)

鵜JII義弘(電子出版担当)

鈴木藤生(庶務担当)

高瀬義昌(財務担当)

竹1I嬰正|議(学街担当)

水島洋(広報および国際情報担当)

石井留雄(編集担当)

伊藤雅彦

大泉太部

加部一彦

児玉光

開山昭彦

星田昌紀

米津保雄

監事 田中秀一

顧問 遠藤直哉(コンビュータ著作権担当)

編集委員長

副編集委員長

編集委員

田中公威

田中新吾(会計担当)

西尾安諮(広報担当)

細J11 啓

柳田洋一郎(学会本部およびセミナー担当)

日本コンビュータサイエンス学会編集委員

沼原利彦(香川|医科大学)

石井富雄(理事)

鵜川i義弘(常任理事)

小島清嗣(オリンパス光学工業(株)) 

藤田信之(国立遺伝学研究所)

法橋尚宏(理事長)

(五十音顕)

(五十音頗)
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法橋尚宏(1964年生)。理事長。 1989年東京大学医学部卒業， 1993年東京大学大学続医学系研究科博士課程中退。現在，東邦大学医学部

公衆衛生学講座助手。所属学会:日本分子生物学会，日本公衆衛生学会，日本家族看護学会(幹事)ほか。主な研究 :MRSAによる続内

感染の防止対策。編著書など:医学インターネット(南江堂)， Macintoshのいろは(羊土役)，テキストハンドリング(金原出版)，

Macintoshことはじめ(医学評論社)，医師・医療従事者のためのソフトウェアガイド(中山番街)など多数。 naohiro@hohashi.org

池田俊也(1963年生)。常任王理事。 1987年慶懸義塾大学医学部卒業， 1994年 Harvard大学公衆衛生大学院修了。現在， I;i霊感義塾大学医学

部専任畿自前(医療政策・管理学入所属学会:日本コンピュータサイエンス学会，日本病院管埋学会，日本復療情報学会ほか。主な研究:

医療情報学，医療管理学，臨床経済学。綴箸設など:医学系のための MaCIntosh(講談役)， MEDICALMacMOOKNo.1-5(ネットワー

ク)ほか。 shunya@st.rim.or.j

鵜)11義弘(1955年生)。常任理事。 1984年東北大学大学院修了。現在，農業生物資源研究所遺伝資源、第二部 DNA管理情報科長。戸斤総長学

会:Iヨ本動物学会ほか。主な研究:生物情報学・生物分野データベース作成と提供。編著書など:マッキントッシュとインターネット

(羊土社)，ザ・インターネット WithMacintosh & Windows (羊土社)ほか。 ugawa@disc.dna.affrc伊 .JP

鈴木康生(1959年生)。常任理事。 1983年東邦大学医学部卒業。現在，牛久愛和総合病践麻酔科。所属学会:日本麻酔学会，慢性終術学

会，医照衛生紫外線研究会。編著書など:ザ・漢方，ザ・経穴(CD-ROMデータ・ベース，カイム -)L-)など。

PDF02110@niftyserve.or.jp 

高瀬義畠(1956生)。常任理事。 1983年信州大学医学部卒業。現在，牛久愛和総合病院小児科医長，日米医学医療交流財団理事。所級学

会:日本小児科学会，日本小児心身医学会ほか。主な研究:端息、児をもっ家庭に対する心理的アプローチ。編著書など:端怠なんでふ

きとばせ他(佼成出版社)，小児科医からみたネットワーキング:現代のエスプリ (270号，金子郁容編)(至文堂)0 dk7y-tks@asahi-net.or.jp 

竹腰正隆(1952年生)。常任理事。 1977新潟大学大学院農学研究平;H~了。現在，東海大学医学部分子生命科学 2 議例。所属学会 :B本ウ
イルス学会，日本分子生物学会。主な研究:ヒトサイトメガロウイルスの分子生物学，ブアージディスプレイ法によるヒトモノクロー

ナル抗体の作製。編著議など:ザ・インターネット WithMacintosh & Windows (羊ニ肘土)，医師・医療関係者会のためのソフトウェア・ガ

イド(中山番街)，医学・生命科伊 論文作成 Macintoshリファレンス(羊士会社)0 mtakekos@is.icc.u-tokai.ac.jp 

水島 洋(1960年生)。常任理事。東京火学大学院奨学系研究科生命奨学専攻博士課程修了。現夜，国立がんセンター研究所がん情報研

究部室長。所属学会:分子生物学会，医療情報学会ほか。主な研究:医療情報ネットワーク，転写留子データベース。編著書など:マッ

キントッシュとインターネット(学土社)，ザ・インターネット WithMacintosh & Windows (羊土社)0 hmizushi@ncc.go.jp 

石井留雄(1954年生)。理事。 1972年駿台甲府高等学校卒業。現夜，レスペケミカル株式会社化学部。所属学会:Iヨ本分析化学会，化学

ソフトウェア学会。編著者など:I芸学インターネット(南江蛍)ほか。 toishii@po.iijnet.or.jp

伊藤雅彦(1954年生)。理事。 1980"'1'-防衛i葱科大学校卒業。現在，国療東宇都宮病院小児科医長。所属学会:Iヨ本小児科学会(認定侵入

日本アレルギー学会(認定医)，日本小児心身医学会(評議員)，日本小児アレルギ一学会(前評議員)(まか。主な研究:気管支日成段、，アト

ピー性皮騎炎患児における来十i'ilULリンパ球の IL-2反応性，小児心身疲の行動療法 コンビュータの医療 教育への応、用など。編著m
など:看護心理学;共著(ナカニシヤ出}船，新看護心理学;共著(ナカニシヤ出版)，性格心礎学新講座第 5巻;共著(金子書房)，あし

たのジョ一心理学概論，共著(中公文庫)，ヤブ病院の見分け方;共著(データハウス)など多数。 itohm@gem.bekkoame.or.jp

大泉太郎(1966年生)。理事。慶熔、義塾大学医学部卒業。重量感、義塾大学医学部脳神経外科助手(専修医)。所属学会:日本コンピュ…タサ

イエンス学会，日本脳神経外科学会脳神経外科コンピュータ研究会 日本コンピュータ支援外科学会 悶際インターネット生物法学

学会。主な研究:脳神経外科領域の医療情報学。編著書など:医師・医療従事者のためのソフトウェアガイド(中山書庖)。

ichitaro@b巴kkoam巴.or.jp

加部一彦(1959年生)。理事。 1984年日本大学医学部卒。現在，東京ー女子!表火母子総合医療センタ一新生兇部門より恩賜財団母子愛育会

愛育病院新生児科に出張中，同E室長。所属学会 :B本新生児学会，新生児米熟児学会， B本小児科学会，臨床モニター学会(評議員)，

日本生命倫理学会ほか。主な研究:新生児感染症の早期診断方法に関する研究，皮!荷予防潟簡潔モニタリングの研究とモニターの開発な

ど。 sdi00167@niftysereve.or.jp，kkaber@mix.or.jp 

児玉 充(1957年生)。理事。 1985年早稲田大学大学院理工学研究科修了，工学博士。現在， NTTマルチメディアビジネス開発部担当課

長。マルチメディア関迷の事業推進に関する業務に従事。所属学会:日本応用物理学会。主な研究:半導体電子工学，表面電子工学，

電子材料等。編著書など:ディジタルマイクロ回線設計(電気通信協会)0 kodama@mbd.ntt.jp 

陶山紹彦(1954年生)。理事。 1980年鳥取大学医学部医学科卒業。現在，鳥取大学医学部衛生学講師。所属学会:Iヨ本疫学会，日本医療

情報学会，百本言rz立生物学会，日本計算機統計学会ほか。主な研究:がん登録システムを中心にした疾病羅患に関する疫学研究，小児

感染症の理論疫会主的研究，生体現象の非線、型モデルによるシミュレーション研究。編著書など:臨床生存分析;共著(溺江堂，近刊)，

正常値ハンドブック，改訂第 4版;共著(南江堂，近干1])，医学統計解析テクニック;共著(BNN)，StatViewによる統計解析(ビデオ全4

巻，アトムス)， StatVi巴wオフィシャルガイドブック;共著(南江堂)，別附医学のあゆみf研究室で、のパソコン活用手fJJ;共著(医歯薬品

!後)ほか。 suyama@grape.med.tottori-u.ac.jp
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星回晶紀(1963年生)。辺事。 1988年愛応義塾大学大学院(玉虫工学研究科電気工学専攻)修士課程修了。現在， (株)松下電器産業マルチメ

ディアシステム研究所 研究員。所属学会:情報処理学会，人工知能学会。主な研究:人工知能プログラムのま左手IJ化，大規模並列マシ

ンを用いたタンパク質および核酸の配列解析，インターネット上のネットワークロボット。綴著書など:遺伝子情報処暖への挑戦(共立

出版)0 hoshida@trl.mei.co・.JP

米j軍保雄(1954年生)。理事。上智大学大学院理工学研究科博士課程修了。現在，茨城大学大学院塚工学研究科システム工学・ d情報シス

テム科学専攻助教授， fJt-佼 大阪大学極限科学研究センタ一極限技術応、用部門。所属学会:システム制御情報学会，情報処獲学会，計

測制御情報学会，日本 ME学会，日本コンピュータサイエンス学会，日本医学物寝学会。主な研究:生命システムをゆ心とする複雑適

応、システムの研究。群知能生体高分子情報システム 人工脳免疫システム 染色体情報システム。編著設など:遺伝的アルゴリズ

ム(森北出版)，研究開発支援システム構築活用便覧(アーバンプロテoユース社)，人工生命(コロナ社，近子1])。

yonezawa@lif，己01.ds巴.ibaraki.ac.jp

田中秀一(1963年生)。猿事。 1987年東京大学卒業。現在，迷緩.~書士号総合法律事務所，弁護士(第二東京弁護士会)。所属学会:法とコ

ンビュータ学会。 shuuichi@pis.bekkoame.or.jp 

遠藤直哉(1945年生)。顧問。 1968王子東京大学卒業。現在，遠藤 -E寄場総合法律事務所，弁護士(第二東京弁護士会副会長)。所属学会:

私法学会。主な研究:現代法の機能c 編著書など:規制緩和時代の行為競総運用者としての弁護士。

田中公威(1933年生)。顧問。現在， (株)医療文化研究所。

毘中新吾(1961年生)。顧問。 1979年長関商業高等学校卒業。現在，問中来rr.;g.税潔士事務所所長。資格・会員:税理士(登録主寄与予62982)， 

日本税務会計学会研究員，日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員 CFP資総(J001214)。編著設など:宅建合格 4週間(彩国社)。

西尾安裕(1942年生)0 願向。 1965年青山学院大学法学部卒業。 現在，ニッポン放送事業開発潟企i遜関発吉!iマネージャー。所綴団体:ラ

ブリバー多摩川を愛する会事務局長，財関法人日本動物愛護協会常任委~，建設省河川愛護モニター。編ミ著書など:大衆政治家西尾米

成，昭和日人伝;共著(文芸春秋社)，デジタル社会(BNN)ほか ynishio@kw.netlaputa.or.jp

細川 啓(1958年生)。顧問。 1983年茨城大学大学院後学研究科修了。 1991年まで、月一刊誌「綿胞工学jの編集に携わり，現夜，株式会社ア

タラシ情報告Ii.総合金i関部(兼務)主任。所属学会:日本生化学会，日本後芸化学会，日本分子生物学会。主な研究:コンピュータネッ

トワーク社会における以下の諸問題;学術支援活動のあり方，出版活動の変化，知的財政権・人格権の扱い，主主志決定と合意の形成シ

ステム，エンドユーザの心理と行動など (NIFfY舗Serveでバイオフォーラム (FBIO)のマネージャを務めている)。

SDI00733@niftyserve.or.jp 

柳田洋一郎(1928年生)。顧問。 1955年慶熔義主主大学医学部卒業。現在，医療法入社団凌友会東京マタニティー・クリニック理事長兼続

長。所属学会:日本産婦人科学会，米国医療情報学会(AMIA)，日本医療情報学会，日本母性衛生学会ほか。主な研究 :x線*盤計iRl]，

コンピュータを賂いた分娩進行経過のシミュレーション，コンピュータを熊いた周遊期答;滋!，米協の産婦人科および看護領域における

コンピュータの利用。綴ミ著者など :x線符盤計測の総て;共著(溺江笈)0 yanayy@po.iijnet.or.jp 
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震診「第3回医学生物学インターネット菌際会議Jと
「軍学生物学インターネット研究会jのご案内

過去2回のインターネット学会への多数のご参加，あ

りがとうございました。世界初の佼想国際会議には償界

中から，第 l聞は 5万件，第 2回は12万件を超えるアク

セスがあり，大きな成功を納めることができました。今

年も引き続き，第3協の会議を開館いたします。

会議開催期間 1996年12月9B -12月20日

間際会議会場 http://www.3iwc.riken.go.jp 

第 l間および2田の会議は三重大学医学部の主催によ

り開催されましたが，本年より，国内外の研究者が集ま

り，医学生物学インターネット研究会(In t巴rnet

Association for Biomedical Sc諸国巴s，1NAB1S)を設立し，

この研究会の活動の lっとして，さらに充実した器際会

議の開催を毘指すことになりました。

国際会議については， http://www訓wc.riken.go.jp

1NAB1Sに関しましては http://www.inabis.org

を御覧ください。

これらの活動を通し，インターネットが研究者のため

の重要な'靖報交流の場になるよう，努力したいと考えて

おります。どうぞ，国障会議とともに研究会への皆様の

ご参加をお願い致します。

「産学生物学インターネット研究会J活動

インターネットを活用して医学生物学研究に関する情

報交換を図り，知識の共有を促進することすべてがすべ

て対象となる。具体的には，次の事業が中心となる。

l.インターネットを利問した「国際会議Jを年に l悶継

続して開く。

2. Online Journal(News)を発行する。

3.本会のホームページをインターネットに拐さ運営

する。

会員は，本会の主催する国|窓会議に出席する資格を持

ち，また本会の運営するメーリングリストへ加入するこ

とがで、きる。

f医学生物学インターネット研究会J入会方法

http://www.osaka-med.ac.jp/1N AB 1S / register-j .htmlに

てオンラインで手続きの上，正会員の方は会費を郵便局

にてお振り込みください。

払込先名称 医学生物学インターネット研究会

郵便振替 00880-1-65118 

揺り込み確認には 1-2週間かかります。確認しだい

電子メールにてお知らせ致しますので，振り込み用紙に

メールアドレスを正しく記入してください。連絡の

ない場合，またはご質問がある場合には，事務局

( office@inabis.org)までお尋ねください。

正会員は年会費2，000円で， 1NAB1S役員の選挙権・被

選挙権があります。

準会員は一時的な会員です。会費無料で， 1NABIS役員

の選挙権・被選挙権がありません。

なお正会員には，入会後に開催されたインターネット

生物・医学国際会議(InternetWorld Congress 011 Bio叩

medical Science)のCD-ROMProceedingsが無料で、送付さ

れる予定です。
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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，この罵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 (1996年l月 1 日 ~12月 31 日/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.

連絡先

~ 

氏

性

勤

手主

先

自
ニ脚品ー叫

東京都文京医本駒込 5 16 9 (財)自本学会事務センター にお問い合わせください.

TEL. 03-5814づ810 FAX. 03-5814-5820 

ー択一一一…ω 総一一一一ー総一 一 一 …m 総一一一一候

F 日本コンピュータサイエンス学会登録用紙

録 1新規登録 2嶋既登録(※Oをつけて明記ください)

フリガナ
名

日ーマ字

]jIJ 男 . 女 生年丹日 19 年 月

名 初E

所 属

所在地
γ 

γ正し. (内線) FAX. 

住 所
γ 

T正L.

学会誌送付先 勤務先 . 自宅

NIFTY胤 Serve

電子 メ ール
Internet 

通 模

自
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コンビュータサイエンス
投稿論文募集のご

臨本学会誌「コンビュータサイエン

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合の手技，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 
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-詳細については本誌掲載の

投稿規定をご参照くださ~¥ 0 

なお不明の点につきましては

学会事務賭にお問い合わせく

ださい。

〒113 東京都文京区本郷2… 29-3 U.K.'sピル

(株)インタ…メデイカル JJCS編集制作家

TEL. 03-5802-5801 FAX. 03-5802-5806 

E-mail jjcs@jacs.org 

日本コンピュータサイエンス学会

J apanese Association Of Computer Science 
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1. 7.ド誌の呂的

本誌は， EI本コンピュータサイエンス学会の学会誌および論文

誌として刊行するむ本誌は，医学・歯学・薬学・看護学・理学-

工学 .J.箆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汚周して得られた成果を分野の枠を超えて

交流させることを箆的とする c

2. /.$::誌誌が歓迎する論文

本誌は，とくに研究部へのコンビュータサイエンス的手投活路

の笑践的具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，問的・対象・内容表現の記述にあたっては，手

投・分野を超えた明瞭さをお綴いしたL、

3 投稿資格

原則として，ミ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ε

4 投稿規定

原稿は和文または英文とし，別記する執筆姿項で指定されたス

タイ jしにしたがう。

5. 校正

受理原稿の著者校正は，隊員IJとして初校のみとする。

6. 護者の負担は当分の間以下のようにする。

投稿料:無料c

男IHlft : 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{二定める料金表ように著者負担となる。こ

の場合，初校11#/こ必ず必要部数をゆし出ること。

そのほか:カラー印制を希望する場合には，原則として著者に

き経費負担をお綴いする c

7. 著作権

著作権はコンビュータサイエンス学会{こ所属するつ論文内容

は，学会の帆NW(World Wide 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

などに対する機事1]，論文内容を将来の研究のために利用する権利

等は保有するの掲絞記事内容の資任は若者が負うものとする。

8. jを読

投稿原稿の採否は編集委員会が決定する。言TiEを主主請された原

稿は指定期間内に改定しなくてはならない。

[:コンピュータサイエンス執議要項}

原稿は，原則として，電子ファイ Jl-の形でお送りいただきます。

持率は， Macintoshによる DTPにより制限を行ってL喝関係上，以

下の形式でお送りください。本文，各関，各表，関説{ま，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，磁力ns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。文字化け等の政官互のため，テキスト，図，表をプリ

ントアウトし，議体等を指定したものを併せてお送りください。数

式lは立Ma瓜thTyp伊e(Maお.ci治ntωosぬh)で

でで、作成された数式の場合;は立オリジナjルLのフアイ lルしをおi送義りくださ

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 L、。なお， Tex /こは対応、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・関税はEDF

形式， MacWrit巴II.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i添付してください。なお， Nisus 

Writ巴r(Solo Writer)については襟準のファイル形式でお送りく

ださい。図表は 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、。

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

してくださ Lミ。原則として，本文の手日文フォントは綴明朝体，

歌文フォントは Times，記号は Symbolを使用してください。ま

た，本文図表を含めアプリケーション独8の特殊フォントの使熊

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持

入せずに， rカタカナ表記で、Computerはコンビュータです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， f士よがり 10亥以内，短幸誌の場合

は，仕上がり 4頁以内をめやすにしています。論文の場合は，

10，000文字以内(凶表は 1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ミ若者.“本文"+投i!151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・和文調方の題名・著者・所属・キーワード・

婆約が必要ですむ本文の執筆は以下の順序でお議きください。

running head (全角20字以内)，耳目刷諮求先。

和文題名，和文著者名，和文所属，平日文キーワード，和文婆

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，英文婆

約 (300語以内)

本文，議I辞，文献，限税

引用文献は本文での引用"僚に番号をふり，本文中では引用街所

に[1 1のように記入してくださいc なお，各文献は次の形式にし

たがってくださ L、著者は3人まではすべて認し1¥人闘からは

そのほかとしてください。

雑誌のとき {番号1著者，論文題13，雑誌名，雲寺，開始]"t・

終了頁，発行年illiJ段
単行本のとき {主番号]務者，芸名，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渇合は， URL 

(Un凶l札ifoωrm

日H寺を目記己巴2絞;絞投してくださ L、G

日本コンビュータサイエンス学会:http://www.dna.affrc.gojp/ 

htdocs/JACS/， 1996年 1月28E1アクセス

表は l枚ずつ保存してください。ファイ Jl-名は，さ巨頭数:者.表

漆の形式にしてくださ¥'0例 “法橋尚宏.表 1.. 

国のファイル名は，筆頭著者.図悉の形式にしてくださ L、。 fJ!J
"~橋尚宏関 1 ..。なお，断面ダンプは256色グレー階調・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・筆頭議-者・図の番号・天地を記入して

ください。

〔ひOS系の場合/UNIX系の場合〕

基本的にはよ述の Macintoshに準じますが，1.44MB(18セク

タ)1こフォーマットされたフロッピーディスクを使用くださ lミ。

本文，表，国税は 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 L、。なお，一太郎， MS司、lordについ

ては標準のファイル形式でお送りくださ L、。図はプリントアウ

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

書きください。必要があれば写真:スライドあるいは紙焼。

原稿打出し:イタリックなどの文字属性を米議き指定した原稿

打出しを必ず同封ください。図表の搬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 :凶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。

送笠韮 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!亭紙を同封し，必ず

簡易童書留にて下記の送りうもにご送付ください。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騒いいたします。

送付先:宇113~文京都文京区本郷 2 -29-3 U.K.'sビル

(株)インターメディカJl- JJCS編集制作室
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賛助会員一覧

賛助会員名 所夜t也 TEし FAX. 

(株)ニコン 140 東京都品川旺西大井 1-4 -25 03鴫3773-8125 03-3773-8118 

Bio-N巴t NIFTY-Serve FBIO (http://www.niftyserve.or.jp/forumlfbio/) 

協賛企業一覧

協賛企業名 所在地 τEL. FAX. 

アップルコンピュータ(株) 151 東京都渋各区千駄ヶ谷 1-14… 1 03-5411-8550 03-5411-8469 

(株)アトムス 113 東京都文京区本書!日3-19-6 

ワイユービ}L..-2 F 03-3813-6431 03輔3813-6432

医学書院(株) 113-91東京都文京IR木郷 5-24-3 03-3817-5692 03-3815司7850

底歯薬，':1:'，版(株) 113 東京都文京区本駒込 1-7 -10 03-5395四7623 03時5395-7624

エーザイ(株) 305 茨城県つくば市竹関 1-6-1

つくばコ井ビルディング13F 0298-56-5118 0298-56“5160 

エイエムエス・インターナショナJH株) 101 東京都千代田区神田神保町 2-13 

事例采~IH素手Ilビ}L..- 8 F 03-5276-3061 03-5276-3063 

日本電気(株) 108同01東京都港区芝 5-7-1

NEC本社ピル 03-3798-9610 03-3798-9612 

NTT 100 東京都千代田区大手町 2-2-2

マルチメディアビジネス開発部 アーバンネット大手町ビル16F 03崎5200-4874 03-5200-9165 

エルゼビアサイエンスジャノfン 106 東京都港区東麻布 1-9 -15 

東麻布 1 1~1tゴル 4 F 03-5561-5033 03-5561“5047 

太田製薬(株) 103 東京都中央区日本橋富沢IIIJ9 -19 03“3663-3881 03-3663-3887 

大塚製薬(株) 300 茨城県土浦市在11IIIT1-1-1

関鉄つくばビ}L..-4 F 0298-41-5141 0298-41勝5234

金原出版(株) 113-91東京都文京区湯島 2-31-14 03ω3811-7184 03同3813-0288

キヤノン販売(株) 261 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-7-2 043-211-9423 043-211-9424 

杏林製薬(株) 310 茨城県水戸市東原 1-3 -12 029-221-7988 029-221憐7987

協和発群工業(株) 300 茨城県土浦市卸PlT1-1-1

関鉄つくばビ}L..-5 F 0298-41-9511 0298-41-9512 

(株)クリークアンド・')パ一社 102 東京都千代田区一番町15

一番町 NNビル 03“5275-1171 03-5275-1177 

(株)ケーアンドティー 331 埼玉県大宮市桜木町 4-147-1 048-648心196 048-648-0197 

サイテックジャパン(株) 101 東京都千代田区岩本町 1-8 -15 

岩本町喜多ビル 8F 03司3865-6444 03-3865-6462 

三共(株) 300 茨城県土浦市卸阿 1-1-1

関鉄つくばピ}L..- 0298-43-4771 0298-43-4775 

サンド薬品(株) 106 東京都港区西麻布 4-17-30 03鴫3797-8655 03-3797-4382 

(株)サンメディア 164 東京都中野笹本阿 3-10-3 

PORT91ビル 03-3299-1575 03-3374時 1410

(株)サンリツ 276 千葉県八千代市上高野1353-25 0474-87-2871 0474-87-2861 

シーアールシーシステム(株) 103 東京都中央毘日本橋大伝馬町 7-6

イトーピア第 2大伝馬阿ビル 03-3665-9893 03-3669-2861 

シーティーシー・ラボラトワーシステムズ(株) 154 東京都世田谷底三軒茶屋 2-11-23 03ω3419-9171 03咽3419-9179
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塩野義製薬(株) 125 東京都潟飾区青戸 5-11-3 03-3690-5056 03-3602-3167 

真興交易(株)毘書出版部 106 東京都港区南麻布 2-8 -18 03-3798-3315 03-3798-3096 

(株)数理システム 160 東京都新寵臣新宿 2-4-3

フォーシースゃンビ)I.-10F 03-335ふ6681 03-3358-1727 

(株)スリースカンノfニー 150 東京都渋谷区桜丘町 2-9

第一カスヤビ)1.-8 F 03-3770-7600 03-3770-7784 

関彰商事(株) 305 茨城県つくば市二の宮 1-23-6 0298-55輔2560 0298-55句2562

セコム(株) 181 東京都コ際市下連雀 8-10-16 

セコム SCセンター 0422蜘76-2151 0422司76-2155

泉工医科工業(株) 305 茨城県つくば市春日 3-5 -20 0298-52-7310 0298-5ふ7175

センシンメデイカル(株) 113 東京都活区本郷 3-42-5 03-5802-0560 03伽5802噂0562

第一薬品産業(株) 103 東京都中央毘日本構 2-14-4 03-3271-6773 

大正製薬(株) 171 東京都豊島区高関 3-24-1 03-3985-1133 03-3980四2428

(株)チーム医療 170 東京都豊島区高大塚 2-37-12 

和田ピ)1.-3 F 03-3945-0771 03ψ3945-0355 

~Ilタト製薬(株) 305 茨城県つくば市竹閤 1-6 

つくば三井ビル 0298るら2361 029Eト5Eト2362

(株)ツムラ 310 茨城県水戸市泉町 1-1-4

水戸フコク生命ピ)1.-3 F 029胆225-9011 029-227-6750 

(株)ディアイティ 136 東京都江東区新砂 1-6 -35 

Nピ)1.-J'ln;易阿 03-5634-7651 03-3699ω7048 

東京田辺製薬(株) 310 茨城県水戸市石Jl11-4002-2 

五百津ビ)1.-2 F 0292-55咽3181 0292-55嶋3182

(株)~þl LlI書信 113 東京都文京区白山 1-25-14 03-3813-1108 03-3816-1015 

(株)南江堂 113 東京都文京区本郷 3-42-6 03る803-2590 03持3814-8254

(株)南LlI安 113 東京都文京区湯島 4-1-11 03梯5689-7870 03-5689-7864 

日本アップジョン(株) 310 茨城県水戸市西原 2-15-34 

コーポ大同 1F 0292-51-5981 0292-51-5976 

日本アピオニクス(株) 105 東京都港区凶新橋 3-20-1 03-5401-7378 03-5401-7344 

(株)日本題司王新卒自社 101 東京都千代田監神田駿河台 2-9 03-3292舗1551 03-3292匂1550

日本たばこ産業(株) 140 東京都品川IIR東品川 4-12-1 03-3474心891 03櫛5479-4194

日本ポラロイド(株) 105 東京都港区虎ノ門 3-2-2

第30森ビ)1.-3 F 03-3438-8879 03-5473鵬1630

日本理工出版会 167 東京都杉並匿上井草4… 16-12 03-3301司8760 03-3301“8761 

ノボノルディスクファーマ(株) 305 茨城県つくば市二の宮 2-14-18 

カーサなかっ101 0298る1-5761 029Eト51-5764

(株)ヒューリンクス 171 東京都豊島区南池袋 2-30-8 

日下ビ)1.- 03-3590-2311 03司3590-6499

(株)ピー・エヌ・エヌ 102 東京千代田jま麹PIJ2-6-5

麹IIIJE.C.Kど)1.- 03-5274-1714 03-5276-1815 

(有)フオレスト 983 青森県flu台市寄城野j亙栄 4-9 -27 022司387-1250 022伊387-1251

富士ゼ、ロックス(株) 134 東京都江戸川区西葛西 8-4 6 03・5674-3311 03-5674-7666 
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ロックス(株) 310 茨城県水戸市南町 3-4 -57 

水戸セントラルピ)L.-4 F 0292-21-7575 0292-22-1211 

(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 

(株)保健開入社 102 東京都千代田区富士見 2-12-2 03-3234-6111 03-3234-611 0 

松下インターテクノ(株) 141 東京都品川区西五反田 8-9-5 03駒3779-8679 03畑3779・8690

マルホ(株) 300 茨城県土浦市田中 3-8 -32 

土浦学園ビル 5F 0298-2ら9125 0298-22司5061

三井東庄化学(株)システム部 100 東京都千代田区霞ヶ関 3-2-5

霞ヶ関ビ)L.-9 F 03-3592-4190 03-3592駒4254

明治製菓(株) 300 茨城県土浦市桜町 4-3 -20 

コ井生命土浦ピル 3F 0298-24-2731 0298-23-7355 

明治乳業(株) 310 茨城県水戸市上水戸 2-9-6 029-254-8221 029“254-8223 

(株)メディア・ラボ 160 東京都新宿区左門町10-19

MMビル 03-3225-5371 03-3225-5320 

メリックスコンサルタンツ(株) 113 東京都文京区本郷 3-42-5 03田3812-1133 03拘5802-0562

森JlI陸科器械(株) 113 東京都文京豆本郷 3-16-7 03-3814-1611 03-3814倫4504

森永乳業(株) 310 茨城県水戸市千波町1821-1 0292-43-5551 0292-43‘5553 

(有)ラインストーンインターナショナ'" 124 東京都葛飾IK東新小岩 2-8-2

NIKOハイム新小岩第 6-201 03-5670心301 03司5670-0311

ラジオメータートレーデイング(株)153 東京都目黒区三部 1-12-23 

MT2ビ)L.- 03-5704“6556 03-5704-8080 

(株)薬業時報社 101 東京都千代田区神由神保IIIJ2 -36 

北村Iビル 03-3265-7751 03-3265-7769 

山之内製薬(株) 305 茨城県つくば市檎図 2… 1-11

山之内梅園ビ)L.- 0298-56-5911 0298-56-5840 

(株)羊土社 101 東京都千代田区神罰多町 2-9-2

神城ビ)L.- 03-5296-1001 03嶋5296-1101
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漢字Talk7.5
MacOS 

像管理のイライラは、もういらない。
サムネイル画像一覧ですぐに確認できる。

CD・ROMやMOのデータもまとめて管理できる。

DTP/レタッチソフトに画像を読み込むことができる。

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
期間限定キャンベーン
177イ)1--50データまで.ライトパージョン限定発売!

.デ-S'1i50件、岡崎|こ聞くzとので音るファイル数はEつ。
それ以9¥肱キ2ームラスデスヲトッフと岡轄の橿障をB..
.LivePlctureJ-2.1， QuarkXPress 3.3-J 

耐 aw3山市Jtン治倫、

Cu而 |usW
糊価格・・… ft!tUJt 

マウスだけで簡単登録S超高速検索

C/S型ネットワーク環境にも最適化

各種プリプレスOPIもサポートする

本格派画像データベース!

.マウス録作であらゆるファイル形式を登録可能

・カタログできる画像ファイル数は無制限

・階層型キーワード他14種類の検察条件をカンタン設定

.10万件を超えても1秒以内で検察

.CD-ROM，MOなどのオフラインメディアの管理もできる

E各主要アプリケーション専用プラグイン
(QuarkXPress， PageMaker， Photoshop， lIIustator， MiniCad) 
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時ULI関夜$

Windows飯

際事童謡 IBM-PC(その主役滋)、N正CPC-9821 

Windows95 

E霊CPU:386以上、 486法奨

童書RAM笠き容愛4MBr.，上、 8MB;苦手ミ

WindowsNT 

童書CPU:486以上

童書RAM"i'告容怒 12MB以上

Macintosh飯
E襲撃支援 Macintosh全機種、 PowerMac対応

怒08渓字Talk7.1.2以上、 7.5.3'tj応

際RAM"i'告塁 2M8tJ上
E書 HD~き護 7MB以上

ゐ AppleGuide(5建滋長室j在使濁す忍訂正渓字

T副主75;;)ょが必
塁こはPPC、 68KH設tJ~司怨されてします。

瞳一盛 現力。

Windows版

皇軍機種:IBM宇 P己{互;墨絵)、 NECPC-982i 

童書CPU: 386以上

塁審08: Windows 95J、3.1J、NT 3.5J、

Windows for Workgroups 3.11 J 

豊富RAM"i'き霊 6MB以上 (95uは8MB以上)

滋HD空主!eij愛 2.5-5MB 

童書Windows対応マウス

Macintosh版

重量殺1塁 Maむintosh全経議、 PowerMa己intosh

語審08:字Talk6.0.7以上、 7.5.3nffi

童書RAM"i'き妥笈 1.2MB以上

言語HD，主音密議 2MBtI上

重量発行とヲIF号、 Ap担leEvenr，ApロleScript'
対応

受忍にはPPC、68Ki授が笥F宣されています。

ヒューリンクスの研究審翼鰭ツー'JII

惨高度な解析を簡単な操作で実現。

惨QC(品質管理)ツールとしての活用。

》底療分野で実擦のある生容分析の活用。

記述統計
@遠鏡変;;<(平均、4警察設E室、分数、E室主主、長室小領、長室大

穫、鐙週、合計、平方和、欠綴5童数、幾pl学平均、2需給
平均、歪度、尖度、中怒{豆、1m分伎潟、室若宮室、長室綴媛、

言語E霊平均
曜署名義変数 度主主、(翠数、欠損領、賞受鏡箔、分散と不健、

分数(穣本分散)の遂!R

回帰
@単@滞、多l異式錫熔(由次まで)、璽@潟、ステッブワ

イズモテj油、60::データを取り絵くことb可能

@愛ill(l4菱illlと夜祭定03窃)のモデル選択

⑧決定係絞r，r2、回線係娘、信主主iZ穏設定、ANOVA

テーブル、Ourbin-Watsoη残差、あては到底、予iilJ慢
の計算分散分析

⑧Post也ho口テスト選択 FisherのPLSD、Scheffe

のF、巴口nierroni/Dunn、グラフィッフオプシヨンとし
て全効集。交互作Iilの選択、捧グラフとラインチャー

トの遂沢、擦準優蓑/誤主主、信該区間エラ 1(.表示

t検定
EÞ-~検定、ニ~対応検定、二髭対桑工芝、{震後平均
の設定(片問、湾総}

分散
電器一擦本!こ対するx三対応の忍いデータ言語{こするf
@片鎖、湾総検定の選択

因子分析
⑧密子の;由出〉去、Harrisイメージ分析、主81serイメ

ジ分析、反祭主E聖子送

ノンパラメトリック検定
ET Mann-Whitneyのりの検定、 Kolmogorov-

8mirnovの検定、 Wilcoxonの検定、 Wald

Woliowitzの検定、対符号、8pearmanの縁位詔

lii1、Kendallの綴伝相思号、iくruskal-Wallisの検定、

Friedmanの検定

八 B八〈よ¥A二三
直陸揚謹摺趨彊盤鰭語能擁護運篇瀦麺損趨溜接種E品種

Windows(続発売). Macintosh版

とも!こ(定錨)￥98，000c税民)

砂研究機関レベルの要求を十分に溝たす高機能。

険簡単な操作で、回帰菌隷やエラーパーを含む複雑な
グラフを作成。

惨 Excel~也テキストファイルの直接現り込みO

データ・グラフの入出力
ETMaci則的、Windowsト授のデーヲの交換

曜語以icrosofrさ王xcelファイんとテキストファイル(ヲブ、
カンマ、"i'臼を含む忌込み

@ユーザー指定のデーヲ檎或(不変/oJ変デ-57箔‘談
込/議議デー?を会む)(主主語み込み

@壬PSファイILの主主み込み

.PICT(Mac)、MetaFile(Win)での出力

回帰曲線
.9i霊頚の@潟際線( 議匂潟、線形、多I員式、指数、

対銭、緊5章、スムース、初E塁、3次元スプライン、補務)

にえ、ユザ定義b可能

プロットタイプ
掠れ号室グラフ、数字五図、デブ!l>Y、
Yi室率、緊綴ヒストグラムヒ

水平捧グラフ、緊F義務クラフ、コラム、
ラフ、円グラフ、テキスト、テンプレート

データ処獲
@ソ ト、密告換え、総設化マス?縫告さ主主どによりデー

う?の鱗か可能

⑧2霊怒統計の還を更の表示(霊登小、長室大、合計、平均、
ポイント、中央優、 RMS、祭準優差、分数、祭主事設官室、

~度、尖度)

髄別問50叩 'ARE

Windows版 定価茎碍媒虹
新発売記念キャンペーン錨椅 ￥38，000 
Macintosh版 定髄￥46，000

ABACUS社総代淫125 SYN王RGYSOFTWAf司王社E皇内正規代理!苫

株式会社とユーリンクス
〒171 東京都量豊島区南池袋2-30-8日下どル

{~受 τEL:03-3590-231 1 FAX:03-3590-6499 

テクニカル明代…卜 τEL:03-3590-2361 FAX:03-3590-2366 

J\~ージョンアップ TEL:03-3590-6499 FAX:03-3590-260 1 

最新の情報をインターネットで!

mームページアドレス http://www.hulinks.co.jp/ 



医療器 bかる!

S宮部3浮かる(医療統計鮪ソフトの決定版 StatView4.5の操作解説どヂオ

tat I~ 
インストラクター:関山昭彦(鳥取大学藍学部)

医学分野で最も利用されているStatView4.5の操作をピヂ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宅「ξxerciseJ を設け宅さらに時間をさいて丁寧に解説.

臨床震学で必須の生存分析については句第4巻として独立させ詳細に説明.

第1巻「基本操作と統計解析入門J vHs40分 本体価格 9，800円

第2巻「群関比較J vHs60分 本体価格 9，800円

第3巻「相関と囲帰J vHs60分 本体鑓格 9，800円

第4巻「生存分析J(Pa吋1& Part 2) VHS 60分X2本 本体倍格16，000円

基礎編「基本操作と統針解析入門J

. ~基本操作

-グラフィックイメージと解析パターン整理

・データシート設計宅データマネージメント

・ノンパラメトリック分析とパラメトリック分析の

使い分け

-結果の見方

実践編1r群関比較j

-君草間比較哩データシート設計

・多郡比較 ー分散分析冊

争実践編2r相関と回帰j

-視覚的に調べる

・連続変数の関係を誤べる
.回帰

・叢相関と愛国帰

-名義変数の関の関係 自分割表分析勾

.因子分析

生存分析編

Pa吋1 r生存分析ィJ
-生存分析のアブローチ

.ノンパラメトリックj去
・ノンパラメトリックな生存分布関数の検定

. Wilcoxon検定

Part 2 r生存分耕輔2J
-生存分析:回帰モデル

・セミパラメトリック法 比例ハザードモデル

.共変遷の儀の扱い方

-モデルの適合度の検討 m残差分析ー

.多重共線性の検討

・ステッブワイズ分析

Tips1せき=データベース利用の留意点

生存分析のためのデータ処瑳など

StatView 4.5 Windows版新発売.ATMSオリジナルキャンベーン!! (1997年間末まで)

+ 

@いまー StatView4.5 (Macintosh' Windows ，本体価格各98，000円)をお求めになると司

ビデオStatViewによる統計解析第1巻「基本操作と統計解析入門Jが付いてくる!

@さらにご希望のビデオが半額になります

たとえば司 StatView4.5 (町第1即日デ槻おり近00日 102，900円
StatView 4.5 (ビデオ第1巻付き)+ビデオ第2巻十第3巻 =11ち駒内二今 107，800円
StatVi山(ビデオ動的)+ビデオ第臨時+第4~=13決0円キ 115，800円

(j滋品のf出l絡はすべて本体術総です。 ~IJ途消言者税がかか fJ ます。)

A明$株式会社戸トムス
〒113 東京都文京区本郷3-19-6 ワイユウピjレ2F
T正し03幡3813幽 6431 ドAX.03・3813-6432



11時間;T;: U持IXとWindows上の
オブジヱクト指詞データ解析システム

S-PLUSは、高度なデータ解析模様と、

手軽で豊富なグラフィックス機能の爾方を備えた、

最先端かつ本格的なデータ解析システムです。

オブジェクト指向に基づいた設計により、

すばやく明快な処理で耗用者の創造性を大騒に支援します。

柔軟な操作環境は、定型・非定型を関わず、

データ解析上の数々の問題解決に対処します。

蓄積データの活用のための、

データウエアハウスの解析エンジンとしてもご利用になれます。

.8-Pしυ81まAT&Tベル研究所で開発されたデータ解析言諮 r8Jの最新パ

ージョンの完全上位セットです。

最新版のSの機能を全て含んだよ{こ、大幅に機能拡張されています。

@一千以上の高度なデータ解析機能。

(基本演算、データハンドリング、探索的データ解析、行列演算、数値線形代数、

シミュレーション、多変震解析、分散分析、各穣図9議分析、頑緩j宏、線形モデ

ル、加法モデル、生存時題解析、時系列解析、検定、品質管理留、その他)

.30プロットを含む手軽で豊富(数十種類)のグラフィックス機能。

カスタマイズも自在。

@オブジヱクト指向のS言語によるプログラミング機能。

解析結果の再手IJ剤も容易に実現。

⑧Windows綴のversion3.3Jより、OOE、OOBC対応。

⑧日本語対応GUI繕築ユーティリティ標準装備。 (version3.3J以降)

⑧インターネット等を用いた強力なサポート。トレーニングコース常設。

{数理科学とシステム構築を専門とする 数種システムの鱗者によるデータ解析 システム
構築のための各種コンサルティングにも応じます。まずはお気軽に御相談ください。

髄特定分野向けのアドオンモジュールも次々とリリース TS+WAVEL訂 S

鰹盤欝韓関
UNIX版 Sun、HP9000，IBM RS/6000、OECalpha(UNIX)、SGI、SonyNEWS

Windows版 OOS/Vマシン、 PC98(Windows3.1、Windows95、WindowsNT)

※S-PLUSはMathSoft，lnc.が際努しライセンスしています。
主，AVSはAdvancedVisual Systems Inc.が関発しライセンスしています。
摂会社名および商品名は各社の趨穣または登録商事事です。

s-pしus無料紹介セミナー実施中!
当社セミナールームにおいて、一人一台のパソコンを照いて
S-PWSをご説明さしあげます。お気軽にお申し込み下さい。

蝿輯輔覇輯輯蝿融、唱副圃脂曹理事通語~~取引軍司馬軍事箇~磁諸積宿泊四輔掴園瞳盟理踊

株式会社数理シスヂム S孔 υsグループ

宇160東京都新宿区新宿2-4-3フォーシーズンどル10F

TEL.03幽 3358・6681(恵遜 FAX.03・3358-1727

e-mail:splus-info@msi.coお (URL)h枕p://www.msi.co.jp/splus/

お問い合わせ:月~金10:00ぺ7:OO(FAX、←mailは24a寺罪悪随時)



⑥三井東旺仕学

盟副ioJ地t]理軍事品加:i反fii:(E11困問自 :f!'Hj官官;i4';.ぷヨ~iIIBI

@カーブフィッティング

綴澱データや文献などのデータから近似式を求めるのに滋'J、2乗法計算をし、デ

ータと近似式をグラフにプロットして許制iできます。

2次式、3次式へのあてはめ/非線形方程式へのあてはめなど

@数式モデ}レによる設計・解析
線形非線形i袋五芝方程式を使えば、いわゆるバランス計算を解くことができます。

待問依存のない電気密路の計算/化学卒綴計算/気液平衡計算/管路線の計

算/プロセスの物質収支計算など

@ダイナミツクシミュレーション

述絞系のダイナミツクシミュレーションは、常微分方程式でモデル化できます。

振動系のシミュレーション/電気図路の過度環室長の解析/制御系の解析や言宣

言十/反応速度の検討/反応器のようなプラント緩認の設計/血液循環系のシ

ミュレーション/社会システムのシミュレーション など

@広い応用分野
化学、機械、電気、制御、土木などのぞきこE学分野はもちろんのこと、綬済学、医学、

築学など数式モデルをmしも様々な分野でご利問いただけます。

まだ、数値討算に
FORτRANやCをお鰭いですか。

EQUATRAN(イコ…トラン)は数額計算をプログラミンクせずに簡単に行うソフトで、

いわば技術計算の簡易言語です。

EQUATRANを用いればFORTRANやCを使った場合にくらべ、

計算結果が得られるまでの時間を1/10に矩縮できます。

ALL園 PU斡POS監 藍QUATION
由自由回畑山畑山叩-叩四回叩-町四-四1IIIIIIIIII1~1;[.1:1由E型車D[.l~_但四回目四四四--甲田町四----

インターネットで詳総尉織を援供しています。

Webサーバ!こアクセスくだ~い。試用でそ去るコーナーもあります。
http://www.mtchem.co.jp 

三持潔E主化学株式会社 システム部システム署葬祭拐さ当

臨輯轍輯輔醐購F謹道暗号!t~~鴻童畦華麗購蹟融担盟輔翻輯

@方程式を変形せずiこ入力

方絞式をそのまま入力するだけで、mu童数値燃を得ることができます二万様式をま¥:1移した

り、計算のsOCiFi;にslftぴ後える必要はありません。

@充実した解法機能

ゑ車、形非線形i選立方千主主¥，'iii-n設分方主主式を終くことができ、滋j磁化|勾定基や滋小2乗法問

題が扱えます。また、これらの複合問題を解くことも可能です。

⑧大規模な題麹も可能

3'¥の数が1000を超えるような

大波絞な問題にも浴用可能

です。

@簡単にグラフ化

言'-J李総然{ま簡単な録作でグ

ラフ表示できるので、計算結

果の5判加を後党的に行えまTo

予告EQUATRAお-Mは平成3年度

「化学工学会投降祭jを受室をして

います。

⑪ 

療器露

SOLV匪R

for 
明Tj盟dows

擦準備格:400，000河 (税別) 同学向け薮引鏑格があります。

くEQUATRANシリーズ> .パソコン(MS-DOS)周 /正OUATRAN-M 298，000内

IEOUATRAt法-MPersonal 58，000円
@ワーウステ…ション(UNIX)用IEOUAT円AN-Gfor Motif 700，000Pl-

〒100蒸京都千代沼区霊童ヶ関3-2-5TEl.03 (3592) 4190 



除草

換裁機能がパワーアップ!!
霊童見出し誇数!ま英・和それぞれ約6万。複合議・熟語もカバー。

震筆画面よの検索文(語)を取り込んで、…発検索。作業時間をセーフL
塁審検索結集を、ク1)ッフ。ボードにコピー&ぺースト。

塁審辞審をめくる感覚で、入力語句の前後を次々に表示。

堅一度検索した語句と意味を一覧表示。再検索も超カンタン。

圏分野別に用意された専門辞書(オフ。ション)ネも充実。実用的ですユ

*)インタープレス絞専門用言語主義一一一「機械・設計Jr~霊気・ 2喜子/情報処王室J
「建築/土木JrプラントJrビジネス/時務Jr医学/震需要/バイオテクノロジーj

麹通信中でも原文をドラック冶コピーするだけで、自動的に検索。

挙態を指定すれば、自動的に検索結果を表示。特に、ダイヤルアップ接綴での

利F再審寺l立、縫雲還を節約し効率的です@

霊童ホームページのアドレス(URL)そ自動的に取り込み、 rURL辞醤j

を作成。タイトルからのホームページ検索も可能 (Netscape
Navigator対応)。

動作語審軽重

阪認忍忍認A
本体 680XOを搭載したMacintosh、またはPowerMacintoshシリーズ メモリ 4Mバ
イト以上{霊童辞窓は512Kバイト以内で稼儀) ハードディス世容盤'約7Mバイト以上の笠宮

容畿が必護 対応05:漢字Talk7.1以縫

受詳

総員長宛先・韓宝宅金経メディア・ラボ
凝京都新宿区友門1BT10空整地19MMビル苧160

TELO与3225-5371(-代後) FAX03い322ら5320

。4M/'イ
以上の空き容援が必護 対応05:日本総出S.Wind同時 3.1、またI;J:Wind凶 ι95

盟ホームベージヘアクセスする場合l立、別途W#Nブラウザが必箆です.

この広告に縄盟主されている会社名および製翁名は.各校の総事審または霊聖書翠草著書襲です.



マルチメディアによる医療錆識の革新 人体の謎を解明

塁塁

医学教膏用 解音IJツフトウヱアのスタンダード

A.D.A.M. Co開臨時hensive
φ約2万枚の人体制jイラストと制千諮に及ぶ名称、およ Macintosh版 /Windows版
ぴ組事撃の顕微鏡主主菜、 X綴写3案、民Iil箆窓像、 E量気共機主主薬等

で1高成a 人体の総溺306媛、外使Hiii2831l塁、後蕊186s塁、内

部ilii124爆の録音iJj81を務aなカラー窃像で表示a

争教科議や人体模型では理解しにくい人体の構途、各綴成

物の位蚤関係や走行の，!l，合、各部伎の名称等をマウスをク

リックするだけでインタラクティブに学習可能@

φ約30ヶ所の断緩Ii'illまCTやMRIの学習に貫主銭。

φ強力な襲55塁機能によりA.D.A.M.のイラストを利用して独自

の教材や資料、スライドの作成が可能.

令き目撃警の額微鏡2手家等のE重像データも多数収録、獲にリン

ク機能をつかいユーザ独自の濁像デーデや文字f毒殺を

A.D.A.M.Iこつけ加えて暴言主義する率も可能@

まな用途
V大学E霊学部、務護学校等での露宇都学務務局

T6主学生の自習、卒後ドクターの臨床教育用

V臨床医の後習、インフォームドコンセント用

V保縫所毒事における健康裕談・妊産綴事長爾尽

T!2i薬品、医療器材等の製品説明、宇土庭教事著照

V損害係長案、霊室率訴訟害事における症状説明朗

sse.謂tials霞学教青沼 A.D.A.M. 
Macintosh英語版/Windows英語版各￥29，000

完全対訳のテキスト付

φA.D.A.M. Compreh邑nSlv告の解lSiJIi'ilとA.D.A.M.Interactive 

Physiologyのアニメーションを各々綴略化し1枚のCD-ROMIこ収録

した主に学生を対象とした教材。

@主主王皇学的な機能説明をした各器官系ごとのテキストや381重類のア

ニメーションが付j察しており、学生の自賛尽に重宝i頭。

4争各苦sの名称の発音を音声で照くことが出来、楽しいご褒美付きの

パズルもあるなど箆街"研究者!こも好評です@

+Macintosh販は英語版のみで完全対応のテキストが付属しており

英語/毘本語の潟方の学裂が可能です。

松下インターテクノ株式会社
情報返信事業部 マルチメディア部

〒141東京器品川区西五E田8-9-5 ポ四ラ第3五直田ピル

Tel.03但3779-8679Fax.03-3779-8690 

Macintosh/Win 

英語版各￥9，800

キャンペーン災鐙中

ヲk8.'2転塁審の操作総綱審付
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life's Greatest 

尚問ste討es

主主もが疑問に悪う人体の
謎をBobWinkle氏が探

偵となり次々に解瞬

震学教育用 生理学学習用@D来OMシリーズ i 患者説明思ト

interactive 関空割問lOG.y_1品会払ぷ12t
手がけているTheBemjamin/Cummings社との共需跨発

シリーズとして13タイトル発売予定(現在3タイトル発売中)

Mac/Winハイブリッド英語版各￥18，000

日本語の操作説明書付 AX情報番号 3002 

①Cardiouascular System 

②Muscular System③Respiratory System 
@アニメーション、サウンド、ナレーション，ピデオ害事を駆使し量霊祭な生理学

の後念やプロセスを容易に王室擦できるように考議されたマルチメディア教材.

現在3:9イトル発湾中.(13:9イトル発発予定)

インフオームドコンセントに最適

。産婦人科用

出産や手術について

解説

@整形外科用

下綾部の骨折治療等

について鋭瞬



日本コンビュータサイエンス学会 編集
層調85半日・ 320買 定価5.150円

(税込)〒380円

畿研究者，研究者をめ{!'rうタある日(J研究をしてみた打ど考えて日る万々に最適

のパソコン活用法.

鱗研究者が遭遇するであδう研究上のZま2まな場面乙コンピュータがどのよう

に役立つかタ役立たぜることが可能かをタ研究の模式的な流れに沿って示した.

留盛 時i嗣1)1扇面I~議題窟~!41'~肱旨連盟趨顕麗麟麗態語漉臨調

国文献検索法の変革

園文献惜報の自己管理

圏需子園書籍
溜盤 r~j陸軍縦軍縮苗富欝露出観輔E盟醸嬢灘麟灘灘態畿纏鑓鑓溜

匝遺伝子データベース検索

匡細蹄パンクやジーンパンクの検索，試薬・物昂

業者のネットワークサービス

置パソコン通信やメーリングリスト、の利用!こよる

研究情報受換

回実験にちょっと便利なフリーウェア一一ω

Buffer Stack 
臨狸 医議長'1'_躍襲爵認定遺言鶴鱗蕗難題難題麗鞠欝糧難難漉鞠

A.酒録解析

冨デジタル詣像

直フォトレタッチ

圃酒犠解析の方法

B.時系列データとシミュレーション

臨時系列データのサンプリング CMacしab)
窃理論式への由帰 ClgorPro)
C.統計

E表計算ソフトによるデータ分析の世界

題研究仮説に対する統計ソフトによる検定アプ

ローチ

匝ソフトウェア時代の統計解析のチェックポイ

ント

口.プログラミング

調簡単なプログラミング CHyperCard)
E自動運転マクロ CAppleScript)

臨漉 Z鋭部rJ.臨磁器蹴鞠謹麟趨癒醤態態欝麟癒額獲鑓麹欝欝欝翻

A.グラフや模式図の作成

圃表計算ソフトや統計ソフトからのデータ受け

寂り

[J]]見やすいグラフの準備

匪プレゼンテーションでの再利用

匹特殊な作図…一数式，化学構造式，プラスミド

マッブ，フ口ーチャート

B.論文の兜成

盟研究者のパソコン利用の現状一…ライフサイエ

ンス辞書利用者のアンケートから

悶論文執筆の道巽一…アウトラインプロセッサと

エディタの効用

固論文執筆を支援する電子辞書

園引用文献リストの作成方法

圏論文の電子投稿での注意点

悶定型書式文書の作り方

C.学会発表

圏学会発表，スライド作成・デジタルプレゼンテ

ーション

陸モービルコンビューテイング(携帯端末)
臨 時i恒曹ぎず轟磁波轍」臨認識題語鶴鑓欝麟灘態態灘纏鱗灘議欝議器

A.研究の実り

国秘書としてのパソコン

阻新人のパソコン教膏

B.新しい研究環境

園ネットワーク研究環境

国インターネットの受信者から発信者へ

擬暴行j東京都文京産楠込山10告別



i ¥ CD開院O臨

Vol..6 Macintosh民反
Windows瓶

輔しAN対応
Macintosh、WindowsともLAN仕様阪もあります。3李総はお惣い合わせください。

園学生・レジデント特定IJ定価53，560円(税込)
学生レジデン卜の方が新規懸読する擦の喜専用特別定備を設けました。注文綴売の

みですので、取し込み尽紙をご翁求ください。

戸ア ベース

「今日の治療指針jをはじめ、「治療薬マニュ

アルJや新規収録の「今Bの整形外科治療指針J
など、診療に欠かせない8冊を 1枚のco-
ROMIこ収めました。書籍データに動題や音

声を加えたマルチメディア時代の診療データ

ベースです。

多彩な検索と充実の機能
Macintosh瓶、 Windows版とも、 lまぼ向ー

の充実した機能を実現しました。どんな記述

ももれなく、すばやく検索できる全文検索を

はじめ、目次検索、文中語検索、治療薬の検

索など検索方法は多彩。さSIこ、震歴や項目

i有国表のリスト表示、マーク・メモ書き磯能、

文字サイズの変重さなどの来月機能が加わりました。

最新手法でうくうく操作
縦模無尽にスピーテ‘イー!こ換索でき、しかも

操作は検索語の入力以外、すべてマウス1つ
で01く!動作速度も抜群です。多彩な機能がメ

ニューパーとコントロール}'¥ネんで簡単に実

現しますので、初めての方も安心してと使用

いただけます。

機能完結のWindows版が誕生
Windows95とWindows3.1の荷方に対応。

Vol.5では実現できなかったダウン口一ド、

文中語検索などが可能となりました。また、

画調リサイズや画像スクロールはWindows

版ならではの機能です。

{符自}告書籍閣の捜索が自由自在ン/多彩広捜索磯22/ぺ的1，600校の静止w.動鹿・苦声を収録/盟主要・写実・

動車産声自沈fすき/見出しジャンプで瞬時に務動/印'fffijとダウンロードも可能ン/マーク・〆ぞ書昔、屡歴機能

i 収録持容製品の構成j
@今日の治療指針:1996年版の付録の一部を除く全資

@今日の治療指針:1995年版の付録を徐く全資

@今日の小完治療指針:第10版の付録を含む全資

@今日の整形外科治療指針:第3版の付録を含む全頁

@今巴の診断指針.第3版の付録を含むさ主資

@今巴の検査指針.第2版の第4章(検査項目の詳総)の全実

@治療薬マニュアル:1996年版の付録を除く金頁

@救急、中毒マニュアル:第 1販のE部の全員

@書籍カタ巴グ:I歪学書院発行甚学書籍カタログ

@情報岨動画像を含む薬剤の広告

盟各本の該当部分の全ての写真・陸表が収裁きれています。

Macintosh版、 Windows叛告々

定{面66，950円(税込)千
[ISBN4-260-19717 -7(Macintosh)/4勾260-19721闇5(Windows)]

e12cmCひROM1枚/ユーザーズガイド1冊/罷銭葉霧l枚

i継続犠読システム i
@本CO“ROMI引年に1@)発行され、収録された本の改訂に

あわせて透宜データの入替えを行います。@ユーザー景録す

るとお得な継続購読システムがご利用になれます。

@継続価格はVol.5→Vol.6が28，840丹(税込)、 Vol.4→
Vol.Eうが57，680円(税込)です。 2年続けて更新を行わない

と、本システムは適用できなくなります。また、本システム

は1ユーザー登録につき1葱品にのみ適用されます。

@制acintosh版からWindows絞へ、 Windows版から

Macintosh版への継続購読も可能です。

連続購読定漉28，840F弓(税込)IVoI.5よo
鶴年購読定髄57，680円(税込)1Vol.4よむ

医学書院 ご注文・お間合わせは 113引東京都文京区本郷5-24-3 TEL 03-38内 657(盟)



統詳解析JJi&グラブ作成ソフト スタディステイカ/マック

Macintosh B本語版 ￥126，000 ( fJifJlj) 

スタティスティカ/マックは多彩な統計手法とグラフ作
成機能が用意された統合的な統計解析ソフトです。
優れた操作性と処理スピードの速さを誇り、初心者
から専門家まで、櫨広いニーズに対応します。

データはスプレッドシート形式のウインドウ上に展
開され、ツールバーにより簡単に統計解析処理、グ
ラブの作成、計算結果の保存、印郁などを効率的に
行えます。
…一一「

統計の種類

⑧基本統計

唱多分散分析/多変量分散分析

令ノンパラメト 1)ックス

@重泊帰分析③非線形推定

@クラスター分析③国子分析

@生存分析@対数線形

③正準棺関場参判見IJ分析

@信頼性及び項目分析

③時系列

サイエンス用ソフト各種取扱

箇シミュレーションソフト

[エクスティディ]

データの保存・読み込みには、

Excelファイル/ASCIIテキスト

ファイルをサポートしておりま

すので、{哉のアプリケ…ション

との連携もスムーズです。
干1印東京都渋谷区桜丘町会9繁一カスヤビJレ8F 関アイデアプロセッサー

[インスピレーション}<SHOP>怨03・3770-8671<OFFICE> tt03・3770-76∞(代)FAX.03-3770・7784

Biology /Medicine/Statistics/ Chemistry 
Y our Scientific 

And Technical 

Software 

Resource 

欧米の科学・技術分野の関係者から圧倒的支持を得ているソフトウェア情報誌の日本語版

Macintosh/Windows/UNIX用の2，000以上のソフトウェアプロダクトを収録

各分野の主要ソフトの詳細なガイド記事も満載して新しくなりました

Mathematics/Visualization/ etc. 

サイテッククラブ

メンバー募集中

大SoftwareFor Science司本語版(年2@]発行)無償配布

大ソフトウェア購入の捺、会員割引価格を適用

女各種テクニカルサービスの実施等、多数の特典あり

女詳細はお問い合わせ下さい。

VoL6 

Novembむれ1996
良ε闘ewal
Editio鼠

事態iτ騒ch
サイテックジャパン株式会社

〒101 東京都千代田区岩本町ト8-15 岩本町喜多ビル8FTEし03-3865-6444FAX.03-3865-6462 
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|申山書庖l苧113東京都文京産自山 1釦 4 百問問)1100/FAX:附 816)101

外科手術のための

患33統闘画像
処理入門

付き

高畠公開

土肥健締

B5 136翼

監修

定価4500丹税込

Macで室用筒像を3次元的に処E援するため

の解説獲です.CD“ROMlこ2フリーソフト

fNIH ImageJと，同ソフトで処獲できるCTやMRIの画像データ，

さらに東大工学部が路発したソフト李IJ潟を助けるマクロ祭を収

録しました.このマク口集は?女子医大脳神経センターなどで実

際の手術に使うために作成した実用約なもので，このほかに，実

際の患者の3次元溺像データをパソコンに取り込む方法につい

ても取り上げ，パソコンで手術前シミュレーションを試みたい

外科医に役立ちます.

科 学を計る

箆師・罷療関係者のための

ド

法橋尚宏鱒集

B5 224頁

定鏑3200丹税込

医療現場で役立つソフト約1∞本を，その操

作性やコストパフォーマンスなどから， SIl 
解に評価したガイドブック.パソコンショッブやオンラインで，

欲しいソフトを探す前にまず手にとって下さい‘付録CD-ROM
には，デモソフト342ドとフ 1)ーソフト352ドが入っています，

o小社出続物は全爵醤躍で取り損い中 ; 

10お急ぎの方td:.フリーダイアル 0120・377幽883 1 

ガーブイーjレドとイン/てクト・ファクター

窪田輝蔵著 B6半日弓 224頁宅定値2，000円(本体1，942丹)

混迷すQ科学の時代に

Lミまタ新しい物差しと地図を差しょBす

Int世間edical

くか負けるかj症候群という言葉に示されるように宅科学者にと

って論文執筆は研究の成果を示す重要な仕事である.書くに当たって

の問題は宅日々生産され続ける膨大な論文をいかに効率よく探し利用

するかである.情報科学者ユージン・ガーフィールドは弓時代の要請

にJiI5ぇ fカレント・コンテンツj司「サイテーション・インデックスム

fインパク卜・ファクターJなどを生み出し，新しい科学コミュニケ

ーションを提唱した.さらに科学を針霊化することによって科学の構

造が地毘の形でとらえられることを示した.ノーベル賞ゲームをはじ

め，現代科学の裏側を映し出す気鋭の主主

株式会社インターメデイカル 苧 113東京都文京区本郷会29-3UIぐsビル

TEし03(5802)-5801 FAX 03(5802)-5806 http://www.bekkoame.or.jp/~intermed/ 
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[編集後記]

Japanese Journal 01 Computer Science 

Vol.3， No.2， 1996 

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」は， 1994年 8月の創刊から丸 2年が過ぎ，

通算第 5号となりました。今回の編集主幹は，石井留雄副鋪集委員長にお願いしています。

この 2年間で，コンビュータの世界も呂まぐるしく変化しているように感じます。近くをみまわしても，

2年前には，インターネットやパソコンといっても， Iまだまだ限られた人のもの」という雰囲気がありました。

今では，大学の研究室には，あたりまえのようにネットワークに繋がったパソコンが伺台も並んで、います。

学会としても，新たに専門的な分科会が設立される機運にあり，禁明期から発展期へ向かおうとしている

状態です。コンピュータをLゆミに研究に利用するか，コンピュータ利用を通してさまざまな人々の学際的な

交流と発展に，本誌が一助となればと願っております。(沼原利彦)

ユーザにとっての理想であった，ネットワークコンピューテイングが現実のものとなりました。日々の現

場では，ネットワークからワークグループに参加したり情報を共有することにより生産性は加速されようと

しています。本誌のパックナンバーに掲載された論文も，本学会のホームページ(http://www伊cs.org/)から

キーワード検索をすることができるようになりました。ウェブブラウザを使ったインターネットに於ける文

書情報としての出版物の形態も大きく変貌しようとしています。最近では， W 3 C(The World Wide Web 

Consortium， http://www.w3.org/)が策定している HTML3.2 (Hyper Text Markup Language)の仕様の拡張に

伴いインターネットにおける電子出版技術も大きく変化することになるでしょう。本誌もインターネットで

の電子出版時代に対応した体制をさらに構築する持期を向かえています。「コンピュータサイエンスj誌を支

えて下さる会員各位のご支援をお願いいたします。

本号では，編集委員に加えて査読を:tmきしていただいた東京工業大学生命理工学部生命理学科の森山英明

氏のご協力を得ました。最後に，本誌の DTP編集業務を支えてくださっ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。(石井留雄)
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NTTのマルチメディア会議システム
フェニックス

お医者さんも患者さんを しようf

自宅療養も安心。お医者さまの遠隔アドパイスで在宅療養を支援。

自宅で寝たきりの患者さんや遠階地等で
なかなか通院が因難な患者さんの不安を解消。

医療相談や健康講座をいつでもどこでも提供できます。

Phoeni>くは、 ISDN(サーピ、ス総合テ、ィジタル網)で実現するパソコン用テレゼ会議システムです。ファイル

転送やアプリケーション共有機能!こより、相手側のパソコン画箇にデータを表示、お互いに同じ臨画を見な

がら打合わせをすることができます。

ホームヘル}'¥-

ナース

さき病室や療養者宅にPhoenixを設聾すれば、入読
者も通践者もその場で同時にお医者さまの健康講
麗やカウンセリングなどを受けることができるよ
うになります。

ホームへルJ'¥ーさん等が患者宅を訪問し、どデオ
カメラでその様子を録画して介護者支援センタや
担当痛院に伝送します。
言葉では伝えにくいことも映像で伝え5れるか5
お医者さま等かう的確なアドバイスができます。

面志5苦語3I毒事沼孟=-

Phoenix = PCI ボード十カメラ十ヘッドセット+ソフトウェア

販売価楢 198，000円

⑦HTT 直話0120圃 642294
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圃 豪華亨勿説家諺傷。句会まfl4危溺採算蟹芝穿 l 

コンビコーヲヲイ工ンス 1996年9月30日発行定価 3，000円(本体 2，913円)

豪委第完天\~ダア~ク泥Z叛-

羽 川イタルサインのゐかた
看護学生・看護婦・看護教育者をはじめとする医療関係者を対象とし，パイタルサイン(血圧・脈拍・呼吸・体

温)の対話型学習を支援します.解剖生理学および基礎看護学のみなうす，生化学・栄養学・薬理学・成人看護

学・老人看護学・小児看護学などの関連分野，家庭看護芯ども網羅し，体系的な知識および技術の習得が可能で

4盟
州 acintosh.QuickTime，日uick.TImeロゴおよび貯Talkl立米国アップルコンピュータ社の臨時です・ 発売元 : 株式会社日本電子出版
::: Microso柑Windowsl草木国M氾roso町Coroorationの米国、およびその他の園の畳録商揮です. 一 ーー

泌 Madewith Macrom凶 laはマフロメディア社の畳録商慢です・ ;=162東京都新宿区市谷左内田J21山上ピル
:::その他賓配されている商品名社名は一世に吉社の簡僚及び畳録商揮です TEL.03-5261-9171 FAX. 03-5261-9170 

製品の仕揖は予告草〈変更する唱合があります.




