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丸善，1999～2000

内分泌撹乱化学物質（環境ホルモン）に対する注目が高

まっている。また最近サリン事件、ヒ素カレー事件、アジ

化ナトリウム事件など化学物質に関連する事件が数多く発

生し、社会的な関心も高い。しかし、これまで我が国にお

いて化学物質の毒性情報を網羅した書籍は数少なかった。

本書は“Patty's Industrial Hygiene and Toxicology”第4

版、全1 0冊の「毒性・中毒」部の翻訳で全6巻から構成さ

れている。

本書の特色としては、翻訳時に原文献に当たると共に、

著者や専門家に確認を行って、原書よりも正確な記述を行

っていることである。また翻訳に先だって専門用語集が作

成され、訳語についても専門用語の統一性と正確さが期さ

れている。さらに索引についても工夫されており、事項名

のほか、物質名は別名を含め、日本語、英語、ＣＡＳ登録

番号のいずれからでも検索可能となっている。

毒性学、中毒学において質、量ともに空前の本書は、2月

現在第4巻まで出版されているが、全6巻が刊行された場合、

数千ページの大著となる。「薬」という化学物質面から医療

に貢献する薬学にとって、本書は幅広く活用できる貴重な

ハンドブックとなるものである。

岩川　精吾　記

ブックガイド
（ 新 着 資 料 か ら ）

化学物質毒性ハンドブック
33巻　別巻3巻

南西ドイツ放送制作

ポリグラム，1998

「世界遺産」といえば、ＴＢＳのＴＶ番組をよく見てい

ますので、緒方直人の味わい深い語り口を思い浮かべます

が、これは、南西ドイツ放送の製作になるビデオです。ユ

ネスコの世界遺産に登録された文化遺産・自然遺産・複合

遺産は、現在5 0 0箇所を遙かに超えています。その中から、

5 1カ国1 0 0箇所を精選したのがこのビデオで、ナレーショ

ンは日本語で吹き込まれています。

映像は美しく、歴史と現在に関する説明も簡にして要を

得ています。ナレーションは、観光案内的なものではなく、

そこが歴史的に重要な遺産であると同時に、その保存が未

来に対する責任でもあることが良くわかるように、工夫さ

れています。町並み保存や自然環境保護の姿勢を学ぶこと

もできます。収録された場所の約半分はヨーロッパです。

その他の大陸からも興味深い場所が選ばれていますが、ア

ジアが少ないのが残念です。

行ったことのある国、行きたい都市、そして気になる場

所を、じっくり見ることをお勧めします。知っていたはず

の古びた町並みが新たな顔つきで蘇る、そんな体験もまた

楽しいものです。そして、今まで知らなかった町だったら

……きっとすぐにもパスポートが欲しくなるでしょう。

春山　清純　記

〈ビデオ〉
ユネスコ世界遺産
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「こころ」の本といっても、薬剤師の精神衛生あるいは心

の病と薬剤との関係について語ろうというのではない。それ

には他に適任者がおられるであろう。私はここで、人の心の

領域と現代医療の混迷との関係という問題を考える上で参考

となると思われる本を紹介したい。現代医療が抱える難問の

すべては、つまるところ物理や化学をモデルとする生物学や

生理学に基づく。従ってその限りでいわゆる「科学的」たろ

うとする医療ないしは医療技術が、医療の現場から故意に

「心の領域」を排除すると同時に身体の病から「心の領分」

を捨象もしくは身体的機能へと還元するところにあると私は

見ているからである。どうしてその様に考えるようになった

のか。

バイオエシックスの成立の歴史的要因を明らかにした名著

にD.J.Rothman, Strangers at the Bedside, 1991（デイヴ

ィッド・ロスマン『医療倫理の夜明け』（晶文社）として刊

行予定）がある。それによれば今世紀の医療倫理の変化は、

従来の伝統的な Bedside Ethics、すなわち医師・患者関係

において医師が個人の責任においてベッドサイドで医療行為

を決定する倫理から、Hospital Ethics、すなわち医師ではな

く第三者の集まりである病院の倫理委員会（ E t h i c s

C o m m i t t e e）が医療行為の最終的な是非を決定する倫理への

変化と要約できる。その要因としては、1 9世紀に病院での

治療が一般化しはじめたこと（これによって患者にとって医

師は共同体の一員ではなく、stranger となった）、2 0世紀

（特に第二次世界大戦前後）になって医療研究が臨床の医師

ではなく medical researcher（専門の医療研究者）の手に

移り、大規模な人体実験が為されるようになったこと、その

後患者の人権を無視した医療スキャンダルが次々に暴露され

ると同時に脳死状態や植物状態といった医療問題が出現した

ことが挙げられる。

確かにロスマンの説明は間違っていないと思うが、これだ

けでは現代医療に対する人々の不満は説明できないように思

われる。例えば、免疫学者 E.S.Golub はその著 The Limits

of Medicine , 1994（p.214-5）で、アメリカでは1990年に

鍼灸やハーブ治療といったいわゆる alternative medicine へ

のアクセスの件数、治療費ともに standard medicine、すな

わち西洋近代の科学的医療のそれを上回ったことを指摘して

いる。日本でも同じ様な傾向が近年見られる。医療革新が毎

日のように報道され、かつてない医療水準にある今日、これ

は一体どういうことなのであろうか。

平均寿命の延びによる疾病構造の変化に現代医療が十分に

対応できていないとはよく言われる。衛生環境や栄養状態が

良くなった上に、医療システムは完備し、抗生物質が行き渡

るようになって人々は大概の病気では容易に死ななくなっ

た。残されたものは、皮肉にも「治癒困難な」難病や慢性病

による長い闘病生活と老いに伴う多臓器不全、さらにその先

に待つ不可避的な「死」である。患者は山のように溢れ、

人々の不満は止まるところがない。他方で現代生活のストレ

スから何らかの点で心の不調を訴える患者は増え続けてい

る。現代医療への期待と失望の中で、患者も医療者も揺れ動

き、振り回されているように見える。どうしてこういう状態

になったのか。私はその答えらしきものを次のような本の中

に見出せるように思う。ノーマン・カズンズの『笑いと治癒

力』（岩波同時代ライブラリー）、池見酉次郎
ゆ う じ ろ う

の『心療内科』

『続・心療内科』（ともに中公新書）、バーナード・ラウンの

『治せる医師・治せない医師』『医師はなぜ治せないのか』

（築地書館）、そして最後にパッチ・アダムスの『パッチ・ア

ダムスと夢の病院』（主婦の友社）である。ラウンの書の原

題「失われた癒
いや

しの術（the lost art of healing)」がまさに

物語るように、これらの書物はすべて、現代医療が切り捨て

た（それが現代医療の混迷の元となっている）「心」への配

慮、すなわち人に対する全人的な視点と患者への愛と思いや

りの欠如こそが現代医療の「病巣」であり、したがってそれ

らの復権こそが現代医療の「救い」であることをはっきりと

示している。

ブックガイド part 2（専門分野別）

“薬剤師とこころの本”

人文科学研究室　助教授　松家　次朗
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【和　　　　書】

分類番号 図書記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　社
（総記）
００７.５８ ＫＡＮ 全文検索 神　門　典　子他 丸善
００７.５８ ＮＡＧ 大学生と「情報の活用」 川　崎　良　孝編 京都大学図書館情報学研究会
００７.６３ ＯＨＡ レポートを書くための表計算活用 大　畠　永　生 岩波書店
０１０ ＨＡＲ 電子図書館 原　田　勝　他編 勁草書房
０２１.２ ＴＹＯ 著作権関係法令集　平成１０年度版 著作権法令研究会編 著作権情報センター
０２６ ＢＲＩ 新・大英図書館への招待 The British Library Board. ミュージアム図書（発売）

（哲学，心理学など）
１０４ ＨＵＯ 言葉がひらく哲学の扉 フォーラム哲学編 青木書店
１３０ ＷＩＬ クマのプーさんの魔法の知恵 Williams, J. 河出書房新社
１４６.８２ ＨＡＮ はばたけ子どもたち　震災を乗りこえて 毎日新聞大阪社会事業団
１５８ ＢＲＵ 正義 Brunner, E. 聖学院大学出版会
１５９ ＮＡＫ 週末に生まれ変わる５０の方法 中　谷　彰　宏 ＰＨＰ研究所
１９３.５ ＫＡＴ 新約聖書はなぜギリシア語で書かれたか 加　藤　　　隆 大修館書店

（歴史，伝記，紀行など）
２８９.１ ＫＡＴ わが妻恋し 加　藤　　　重 晩声社
２９０.３８ ＢＥＲ ベルテルスマン世界地図帳　日本版 昭文社
２９３.７ ＵＴＩ イタリアン・カップチーノをどうぞ 内　田　洋　子 ＰＨＰ研究所

（政治，経済，社会，教育など）
３０２.１ ＷＯＬ なぜ日本人は日本を愛せないのか Wolferen, K. 毎日新聞社
３０４ ＮＡＫ 「対話」のない社会 中　島　義　道 ＰＨＰ研究所
３０７.８ ＳＡＫ 面接の大原則　'９９年版 酒　井　正　敬 高橋書店
３１１.１９ ＦＡＩ 政策の統計学 Fairley, W. B. 翔人社
３１１.２１ ＭＡＲ 丸山眞男講義録　第１冊～第４冊 丸　山　眞　男 東京大学出版会
３１１.２３ ＨＵＺ 西洋政治理論史 新装版 藤　原　保　信 早稲田大学出版部
３１７.４ ＫＯＫ 国家試験資格試験全書　２０００年版 自由国民社
３１７.４ ＳＩＮ 最新資格試験ガイドブック　２０００年度版 新星出版社編集部編 新星出版社
３１８.２６４ＨＩＳ 被災者復興支援会議の活動記録 被災者復興支援会議編 被災者復興支援会議
３１９.２２ ＯＭＯ 中国の学生は主張する 大　森　和　夫編 スリーエーネットワーク
３３６.０４ ＹＡＭ 山崎武也の「超」仕事法 山　崎　武　也 三笠書房
３３８.１８ ＭＡＫ ファイナンシャル・プランナーの基礎知識 牧　野　　　昇他 ダイヤモンド社
３３８.７４ ＳＩＭ 倒壊 島　本　慈　子 筑摩書房
３６１.３ ＳＡＮ 本が死ぬところ暴力が生まれる Sanders, B. 新曜社
３６１.４５３ＮＥＵ 情報革命という神話 Neuman, J. 柏書房
３６１.５ ＳＨＯ トレンド英語日本図解辞典 Screech, T.他 小学館
３６１.５ ＡＢＥ 日本社会で生きるということ 阿　部　謹　也 朝日新聞社
３６７.６ ＦＯＲ 毒になる親 Forward, S. 毎日新聞社
３６９.２７ ＩＳＩ 障害学への招待 石　川　　　准他編著 明石書店
３６９.３１ ＴＥＲ 兵庫県地震災害史 寺　脇　弘　光 神戸新聞総合出版センター
３６９.３１ ＮＨＫ 神戸・心の復興 ＮＨＫ神戸放送局編著 日本放送出版協会
３７１.４２ ＫＡＷ 学校崩壊 河　上　亮　一 草思社
３７１.４５ ＨＡＳ 子どもたちの「かすれた声」 長谷川　博　一 日本評論社
３７４.３ ＵＫＡ 子供を喰う教師たち 鵜　川　　　昇 プレジデント社
３７５.０３３ＫＡＮ 環境教育事典 環境教育事典編集委員会編 旬報社
３７７.２１ ＫＡＲ 変わるニッポンの大学 苅　谷　剛　彦 玉川大学出版部
３７７.２１ ＡＢＥ 大学改革とは何か 藤原書店編集部編 藤原書店
３７７.２１ ＡＭＡ 大学ー挑戦の時代 天　野　郁　夫 東京大学出版会
３７９.５ ＯＮＯ 広がる学び開かれる大学 小　野　元　之他編著 ミネルヴァ書房
３８９ ＮＯＭ 技術としての身体 野　村　雅　一他編 大修館書店

（化学，医学，薬学など）
４０２ ＮＩＳ 物質の探究と生命のいとなみ 西　島　安　則他 丸善
４０２ ＹＡＺ 大科学論争 矢沢サイエンスオフィス編 学習研究社
４０２.３ ＳＣＨ 科学史から消された女性たち Schiebinger, L. 工作舍
４０７ ＫＡＭ なっとくする基礎科学英語 亀井エリザベス 講談社
４０８ ＫＡＧ 科学のとびら３３ 日本化学会編 東京化学同人
４１１.３５ ＯＮＡ 行列と行列式 大成節夫 翔人社
４１７ ＹＡＫ 単回帰分析とＯＣ曲線 薬事日報社編 薬事日報社
４２５.７ ＮＩＰ 新編色彩科学ハンドブック　第２版 日本色彩学会編 東京大学出版会
４３０.３３ ＴＡＭ エッセンシャル化学辞典 玉虫伶太他編 東京化学同人
４３１ ＡＴＫ アトキンス物理化学小辞典 Atkins, P. W. 東京化学同人
４３３ ＡＩＳ ケモメトリックス 相　島　鐵　郎 丸善

1999年（平成11年）4月～9月

受　入　図　書　か　ら
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４３３.２ ＷＵＴ タンパク質と核酸のＮＭＲ Wuthrich, K. 東京化学同人
４３３.５７ ＯＢＡ 化学者のための基礎講座　１２ 大　場　　　茂他編著 朝倉書店
４３７.０７８ＩＫＥ ポイント有機化学演習 池　田　正　澄編著 廣川書店
４５１.８５ ＮＩＰ 地球温暖化にどのように対処すべきか 日本学術協力財団編 日本学術協力財団
４６０.４ ＩＷＡ 生命系 岩　槻　邦　男 岩波書店
４６０.７５ ＫＹＯ 構造生物学とその解析法 日本生物物理学会/シリーズ・ニューバイオフィジックス刊行委員会編 共立出版
４６３ ＫＵＲ 分子生物学研究のための新培養細胞実験法　改訂第２版 黒　木　登志夫他編 羊土社
４６７ ＳＴＥ ＤＮＡはどこまで人の運命を決めるか Steen, R. G. 三田出版会
４６７.２ ＢＲＯ ブラウン分子遺伝学　第３版 Brown, T. A. 東京化学同人
４６７.２５ ＭＡＴ 動きだした遺伝子医療 松　田　一　郎 裳華房
４６７.２５ ＭＵＲ 新訂新遺伝子工学ハンドブック　改訂第３版 村　松　正　実他編 羊土社
４６７.３ ＳＡＫ ゲノム医学の新しい展開 榊　　　佳　之他編 講談社
４９０.１５４ＯＴＡ 臓器移植の現場から 太　田　和　夫 羊土社
４９０.１５４ＳＵＤ なぜ日本では臓器移植がむずかしいのか 須　藤　正　親他 東海大学出版会
４９０.４ ＴＡＭ ホスピス・緩和ケア白書 ターミナルケア編集委員会編 三輪書店
４９０.４ ＫＥＲ 医神アスクレピオス Kerenyi, K. 白水社
４９０.４ ＭＩＹ 患者さんの気持ち　看護婦さんの気持ち　お医者さんの気持ち 宮崎医科大学学生「心の声配達人」編 鉱脈社
４９０.７ ＳＡＣ 根拠に基づく医療 Sackett, D. L.他 オーシーシー・ジャパン
４９０.９ ＫＡＮ 漢方と漢薬　１～２８ 日本漢方医学会 春陽堂書店
４９１.１ ＮＨＫ 驚異の小宇宙・人体III １～４ ＮＨＫ「人体」プロジェクト 日本放送出版協会
４９１.３ ＫＯＤ からだの地図帳 講談社編 講談社
４９１.３１ ＴＵＺ 新アポトーシス実験法　改訂第２版 辻　本　賀　英他編 羊土社
４９１.３７１ＡＲＡ 脳の性差 新　井　康　允 共立出版
４９１.３７６ＭＯＴ においの科学 元木澤　文　昭 理工学社
４９１.４ ＳＥＩ 生化学辞典　第３版 井　上　圭　三他編 東京化学同人
４９１.４ ＴＯＭ ＮＥＷ生化学 富　田　基　郎他編 広川書店
４９１.４ ＴＡＫ 活性酸素 高　柳　輝　夫他編 丸善
４９１.５ ＹＡＮ 新薬理学入門 柳　沢　輝　行編著 南山堂
４９１.６５ ＨＩＲ 日本冬虫夏草 広　瀬　　　薫他 メタモル出版
４９１.６５ ＫＯＮ 抗がん剤の副作用がわかる本 近　藤　　　誠 三省堂
４９１.９ ＨＵＺ 寄生虫学はおもしろい 藤　田　紘一郎 羊土社
４９２ ＫＩＴ ２１世紀の医学 北　島　政　樹他編 慶應義塾大学出版会
４９２.１ ＩＫＥ 薬剤との関連で必要な薬剤師のための臨床検査ミニ知識 池　田　千惠子 慶生企画
４９２.３ ＫＩＴ 病態生理からみた服薬指導の実際 北　澤　式　文他編 薬業時報社
４９２.３ ＨＥＲ クリニカル・ファーマシーのための疾病解析　第６版 Herfindal, E. T.編 医薬ジャーナル社
４９３ ＩＭＵ わかりやすい内科学 井　村　裕　夫編 文光堂
４９３.１５ ＮＩＰ 急性中毒処置の手引　第３版 日本中毒情報センター編 薬業時報社
４９３.７６４ＳＩＢ 日本人という鬱病 芝　伸　太　郎 人文書院
４９３.８ ＳＡＫ 疫病の時代 酒　井　シ　ヅ編著 大修館書店
４９４.９３ ＩＮＵ 腎機能別薬剤使用マニュアル 乾　　　賢　一他編著 薬業時報社
４９５.４８ ＫＯＢ ピル避妊のすべて 小　林　拓　郎編 医薬ジャーナル社
４９５.４８ ＫＩＴ ピルの分かる本 北　村　邦　夫監修 日本短波放送
４９５.５ ＳＡＴ 出生前診断 佐　藤　孝　道 有斐閣
４９８.０５９ＫＯＳ 食中毒統計　平成９年 厚生省生活衛生局食品保健課編 厚生統計協会
４９８.１２ ＫＯＳ 麻薬・向精神薬・覚せい剤管理ハンドブック　第４版 厚生省医薬安全局オピオイド研究会監修 薬業時報社
４９８.１３ ＨＩＧ 薬剤師よ医者を恐れるな 東　　　栄　一 エール出版社
４９８.１６ ＡＳＴ 医療と福祉の資格ガイドブック ＡＳＴＲＡ医療福祉研究グループ オーエス出版
４９８.１６ ＮＩＫ 保健・医療・福祉複合体 二　木　　　立 医学書院
４９８.５４ ＫＡＺ 海外食品医薬品規制法規集 風間良英事務所編 化学工業日報社
４９８.５５ ＹＯＳ よくわかる最新版ビタミンブック 吉　川　敏　一 主婦の友社
４９８.６ ＮＩＰ 入門「薬剤疫学」 日本ＲＡＤ－ＡＲ協議会編 医科学出版社
４９９.０１ ＨＩＲ 新・薬学概論 廣　部　雅　昭他編 廣川書店
４９９.０２１ＹＡＭ 薬と日本人 山　崎　幹　夫 吉川弘文館
４９９.０４ ＫＵＲ くすり好き、医者好き クレアタ・薬と文化の会編 ブレーン出版
４９９.０６ ＮＩＰ 薬大協２０年のあゆみ 日本私立薬科大学協会設立２０周年記念誌編集委員会編 日本私立薬科大学協会
４９９.０９ ＨＯＲ 薬学人のあゆみ 堀　岡　正　義編 薬業時報社出版局
４９９.１ ＳＹＡ 処方医薬品情報事典 社会薬学研究会監修 産業調査会
４９９.１ ＮＩＫ 日経ＤＩクイズ 日経ドラッグインフォメーション編 日経ＢＰ社
４９９.１ ＩＹＡ 投薬禁忌リスト　'９９ 医薬品情報研究会編 医薬情報研究所
４９９.１ ＫＯＳ 医薬品情報学 小清水敏昌編著 朝倉書店
４９９.２ ＳＵＺ メディクイックブック 鈴　木　康　夫他編 金原出版
４９９.３ ＴＵＺ ２１世紀の創薬科学 辻　本　豪　三他編 共立出版
４９９.４ ＦＵＲ 臨床試験とは何か Furberg, B. 南江堂
４９９.６ ＨＩＧ ウィンドウズを用いた情報調剤 樋　口　　　駿他編著 薬業時報社
４９９.７ ＮＩＳ 薬局で買う薬がわかる本　９９年版 西　崎　　　統 成美堂出版
４９９.８ ＭＡＴ 今日の医療用漢方製剤 松　本　克　彦編著 メディカルユーコン

（工学など）
５１９ ＡＭＡ 環境ホルモンの避け方 天　笠　啓　祐 コモンズ
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５１９ ＫＡＮ Ｑ＆Ａもっと知りたい環境ホルモンとダイオキシン 環境総合研究所編 ぎょうせい
５１９ ＮＡＧ どうしたらへらせるかこの有毒なダイオキシン 長　崎　武　昭他 大日本図書
５１９ ＮＵＭ みんなではじめる環境イエローページ 沼　澤　将　夫 ＮＥＣクリエイティブ
５１９.０３３ＮＩＴ 環境問題情報事典 日外アソシエーツ編 日外アソシエーツ
５１９.８１ ＫＡＷ だれが山を守るのか 河　津　千　代 リブリオ出版
５４７.４８ ＩＮＰ Internetホームページ用素材集special ２ インプレス編集部編 インプレス
５８８.２ ＫＡＷ デンブンの形態 川　上　いつゑ 医歯薬出版

（芸術）
７２３.３５９ＫＯＢ ゴッホの遺言 小　林　英　樹 情報センター出版局
７６０.４ ＴＡＴ 星にとどく樹 舘　野　　　泉 求龍堂
７７８.４ ＵＲＡ 映画編集とは何か 浦　岡　敬　一 平凡社
７７８.８ ＥＲＵ ビバリーヒルズ青春白書　解体白書 L. A. 青春研究会 本の森出版センター
７８３.７ ＧＯＴ スカウト 後　藤　正　治 講談社

（語学）
８０４ ＣＨＩ こどばの樹海 千　野　榮　一 青土社
８１１.２ ＮＩＰ ２級漢検分野別問題集 日本漢字教育振興会編 日本漢字能力検定協会
８１６ ＫＵＴ うまい！と言われる文章の技術 轡　田　隆　史 三笠書房
８１６.８ ＭＡＲ Japan's best "short letters to my home town" 丸岡町文化振興事業団
８１８.６３ ＯＮＯ 大阪ことば学 尾　上　圭　介 創元社
８３３ ＲＩＤ リーダーズ英和辞典　第２版 松　田　徳一郎編集代表 研究社
８３６ ＹＡＳ 英作文要覧 安　井　　　稔他 開拓社
８６０.７ ＴＥＲ スペイン語の世界 寺　崎　秀　樹他編 世界思想社

（文学）
９０９.３ ＧＡＲ 政治的にもっと正しいおとぎ話 Garner, J. F. ディーエイチシー
９１１.１６２ＫＩＴ 青年茂吉、壮年茂吉、茂吉彷徨、茂吉晩年 北　　　杜　夫 岩波書店
９１１.１６８ＹＡＮ 冬樹々のいのち 柳　沢　桂　子他 草思社
９１１.５６ ＳＡＫ たんぽぽの詩 坂　本　　　遼 姫路文学館
９１３.６ ＨＯＴ 聖者の行進 堀　田　善　衛 筑摩書房
９１３.８ ＫＩＴ りっぱな犬になる方法 きたやまようこ作 理論社
９１４.６ ＫＡＲ アートの祭り カールスモーキー石井 幻冬舍
９１６ ＴＡＫ 老いが老いを介護するということ 高　橋　和　夫 あけび書房
９１６ ＳＡＩ Good bye そして、ありがとう 斉　藤　　　梢 銀河
９３３ ＣＯＲ イエスの遺伝子 Cordy, M. 徳間書店
９３３ ＲＡＶ インフォームド・コンセント Ravin, N. 学会出版センター
９３３ ＢＵＳ 葉っぱのフレディ Buscaglia, L. 童話屋
９９４ ＫＵＳ ベッシー・ヘッド拒絶と受容の文学 楠　瀬　佳　子 第三書館

（小説）
S０１ ＺＩ 鉄道員 浅　田　次　郎 集英社
S１１ ＴＥ 偽薬 江波戸　哲　夫 講談社
S１１ ＫＡ 落下する夕方 江　國　香　織 角川書店
S５９ ＫＡ 西の魔女が死んだ 梨　木　香　歩 小学館
S５９ ＫＡ 裏庭 梨　木　香　歩 理論社
S６１ ＳＹ クラッシュ 楡　　　周　平 宝島社
S６４ ＡＳ ボクの町 乃　南　ア　サ 毎日新聞社
S９０ ＥＩ マグネット 山　田　詠　美 幻冬舍

シ リ ー ズ 名 出　版　社

岩波講座　科学／技術と人間 岩波書店

【洋　　　　書】
分類番号 図書記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　社

２８９.３ ＬＥＡ Rachel Carson Linda L. H. Holt 
４０４ ＬＥＡ Lost woods Linda L. Beacon Pr.
４０４ ＣＡＲ Sense of wonder １st ed. Rachel C. HarperCollins Pub.
４３７.０６ ＧＲＥ Protective groups in organic synthesis Theodora W. G. et al. John Weily & Sons
４３９.４ ＬＵＢ Mittelniederdeutsches handworterbuch August L. et al. Wissenschaftliche Buchgesellschaft
４９１.３ ＭＡＤ Human biology ５th ed. Sylvia S. M. WCB/McGraw-Hill 
４９１.４ ＢＵＲ Tietz textbook of clinical chemistry ３rd ed. Carl A. B. et al. W.B. Saunders 
４９８.４ ＫＥＩ Environmental endocrine disruptors Lawrence H. K. John Wiley & Sons 
４９９.１ ＰＨＹ Physicians' desk reference(１９９９)５３rd ed. Medical Economics 
４９９.１２３ ＥＸＴ The extra pharmacopoeia ３２th ed. Kathleen P. The Royal Pharmaceutical Society
４９９.２ ＤＯＭ Drug delivery in cancer treatment II Domellö f L. Springer-Verlag 
８０１.１９２ ＪＥＮ Die schrift Hans J. J.J.Augstin 
８０７ ＦＩＮ How to study linguistics Geoffrey F. Macmillan 
８３２ ＰＡＬ Speaking of animals Robert A. P. Greenwood Pr.
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この4月から2年間、図書館長の職を務めることになりました。本学図書館は、これまで、歴代館長の指導のもとで、薬学

専門図書館としての充実に意を注いで来ました。その後を私のような門外漢が襲うことには、未だに戸惑いも残りますが、こ

れも「時の流れ」と考えて仕事に取り組みたいと思います。

図書館の運営方針と不即不離の関係にある、本学の進むべき方向は、「大学の理念」（『ききょう通信』第1 1 5号参照）に具

体化されています。図書館では、この「大学の理念」に基づき、また大学の、特に「カリキュラムの改革」を視野に入れつつ、

資料収集の基本方針を既に策定しました。その趣旨は、図書館が収集すべき資料を、「専門資料」、「教養資料」、「専門と教養

を繋ぐ資料」等に分類し、バランス良く収集して行こうというものです。

これは、言いかえれば、薬学専門図書館としての充実という従来の方針を堅持しつつ、大学審議会等の答申で謳われている

「教養教育の充実」、「専門教育と教養教育の体系化」という大学改革の視点を加味したものと言えましょう。この方針を堅持

することが私に課せられた重要な任務と考えております。地域住民への開放の準備も進んでいます。

次年度から本格的に稼働する「新図書館システム」の試運転が本年秋から始まります。電子図書館ヘの流れも加速度的に進

んで行くでしょう。図書館も、大学や社会と共に変わって行かねばなりません。細目についてはその時々にお知らせすること

になりますが、教職員を始め、学生院生等、利用者の皆さんの要望をできるだけ反映し、開かれた利用しやすい図書館を目指

すことに変わりはありません。ご協力をお願いいたします。

図書館長に就任して

図書館長　春山　清純（ドイツ語第一研究室　教授）

本年度より、足立課長（現就職課長）の後任として、図書館課長に就任いたしました。今、図書館は館員が心をこめて計画

した新図書館システムの導入を直前に控えており、大変な時期に大役を仰せつかったと痛感しています。幸い、有能で明るい

館員5名に励まされ、不安の大部分は新しい希望に置き換わりつつあります。

私は大学卒業以来、長年の間、薬品化学研究室に所属し、二宮名誉教授、内藤教授のご指導のもとで、多くのことを学び、

厳しさの中にも自由奔放に楽しい研究生活を送らせていただきました。かなり、硬くなった頭を新しい職場に対応させるべく

柔らかくしようと努力中です。図書館を利用する立場から一転してサービスを提供する立場になりますが、これまでの経験を

生かして微力ながら利用者の皆様のお役に立ちたいと考えております。

今日、図書館は情報の発進基地として捉えられており、学術情報の電子化、ネットワーク化とともに、大学情報の発進・情

報提供など、私にとっては未知の勉強すべき課題が山積みされていますが、一歩ずつ前進する覚悟でおります。

本学の学生にとって図書館が居心地のよい学習場所であることは入館者が1 , 0 0 0名を越える日が多いことで証明され、館員

の日頃の努力が実っていることを実感しております。私は教授会の諸先生方のご理解をいただき、引き続き教員としてコンピ

ュータ演習等を担当することになっており、教育とのかかわりの中で、本学図書館のモットーである“利用しやすい薬学図書

館”の一翼を担えればと思っております。

新図書館長・春山教授、図書館運営委員の諸先生方、どうぞよろしくご指導、ご鞭撻いただきますようお願いいたします。

図書館課長に就任して

図書館課長　木口　敏子
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気楽な図書館利用（8）

土井晩翠直筆の額が、校歌（女子薬専、女子薬大時代）の額と左右対になって旧講堂の正面に掲げてあった。講堂では多人数に対す

る授業のほか、入学式、卒業式、謝恩会などの行事が催されており、まさに本学にとって宝物の一つにあげられる所蔵品である。

本品は、1 9 5 0年に卒業した岩里芙美子（専門1 6回、大分県別府市出身、故人）の卒業を記念して、父親の由雄氏（薬剤師で製薬会

社を経営）から当時の瀬戸文雄校長に寄贈されたものである。1 9 7 0年頃に講堂が取り壊されたので、「荒城の月」は寮（如修塾）1号

館2階の和室に掲げられ、その下で寮生の自治活動（各種委員会、新入寮生に対する寮則説明会）のほか茶道、華道などの稽古が行わ

れていた。新5号館建設（1996年）に伴い、さらに多くの人たちにも観てもらおうと、ききょう記念ホールの6階ホワイエに移された。

「荒城の月」は中学唱歌として親しまれているが、1 9 0 1年に土井晩翠が作詩、滝廉太郎が作曲した。晩翠は仙台市の出身で、二高

（仙台）卒業後、東京帝大英文科に進み、のち二高教授となった。作曲者は故郷（大分県竹田市）の岡城から曲想を得たといわれてい

る。歌詞は仙台の青葉城をうたったものとされていたが、会津若松市の鶴ガ城跡がこの歌の発想の地として名乗りをあげ、仙台市との

間で本家争いを起こした。その後、晩翠は会津若松市を訪れた際に「青葉城などの古

い城も思い浮かべないわけではなかったが、鶴ガ城の荒城のさまに感銘深いものを覚

えた」と述べている。古城でなく荒城である。三つの城跡にはそれぞれ記念碑が建て

られている。

本稿は本学同窓会・鋳方元子会長（専1 6回）から取材した。本学蔵書の『大日本

百科辞典』小学館、『荒城の月　土井晩翠と滝廉太郎』山田野理夫、恒文社（1 9 8 7）、

また、『鶴ガ城荒城の月建碑の由来』白虎隊記念館創立者　早川喜代次（1 9 9 5）を参

考にした。

「荒城の月」土井晩翠
名誉教授　堀　坂　和　敬

“解説”本学所蔵品（3）

昨秋から本学図書館に導入された“inside web”について簡単に紹介いたします。inside webとは世界最大の文献複写機

関BLDSC (British Library Document Supply Centre) の有する文献のうち、約2万タイトルについてインターネットで論文

単位の検索、複写依頼ができるシステムのことです。検索画面上で複写依頼すればF A Xによる入手（要2時間）も可能ですが

詳細は図書館でお訊ねいただくとして、ここでは入門的な検索法について述べます。検索は無料ですから活用してください。

（以下、太字はそのボタンをclick、下線は選択項目を表す。）

【接続】h t t p : / / i n s i d e . b l . u k : 4 4 3にアクセスにするか本学の図書館ホームページからのリンクを利用する。最初の画面の C l i c k

Here to Continue を click し、各研究室に配布された名前、パスワードを入力（図書館で利用する学生の人はカウンターで

訊ねてください）。Search Selection を click するとメニュー画面に進み検索はここからスタート。

【検索】キーワードでの検索は Quicksearch で Search Term の空欄に単語を入力。複数ある時は空白で区切って単語間の接

続関係を演算子 and、or、not の中から選択して Run。前方一致検索（＄）、検索式の使用も可能（後述）。条件をつけた検索

を行いたい時には Advanced Search に進む。Field Qualifiers から条件付けをしたい項目を選び（Serials は雑誌の、Conf.

は会議の資料）、検索条件を Search Terms の欄に入力。代表的な項目の記入法を次に示す（大文字、小文字の区別なし）。

ISSN (ISBN): 雑誌（図書）の cover 等に記載されている。DSC Shelfmark: BLDSC 独自の code number、図書館に保管さ

れている“List of titles”参照。Serial Title: 雑誌名を full name で記入。略号は使用不可。L a n g u a g e: e(英語)、f (仏語)、

d (独語)、o (その他)。A u t h o r s: 名字-名前の initial-middle name の i n i t i a lの順に入力。神戸花子は k o b e - h、D.R.Smith は

smith-d-r または smith-d$。

なお、1、2行目共に検索語の時はその結合関係を左側の演算子により指定。例えば、air pollution とdisease$を and で結ん

で検索する時は、(air pollution) and disease$ という検索式を使えば1行ですむ。入力完了後 Run Search 続いて Search

Results を click すると結果の一覧が表示され、左端アイコンの click で詳細と複写情報が、また Abstract とある時はそこ

を click すれば抄録まで閲覧できる。

以上で大抵の検索はできると思いますが、さらに高度の検索法については利用者マニュアルを参照してください。データ

ベースに収録されている雑誌のリストは“List of titles”でご覧になれます。

“inside web”について
助教授　山上　知佐子
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－編集後期－

● 新入生の皆様ご入学おめでとうございます。

● 新館長、新課長をお迎えして、“利用しやすい図書館”を目指して、図書館サービスに努めたいと思います。

● 今号も多くのご寄稿をいただいた皆様に感謝いたします。どうもありがとうございました。

お知らせ 1999年11月にBritish Libraryがサービスしています“inside web”を導入しました。文献情報の検索や複

写依頼にご利用ください。

4階展示コーナーに「臓器移植」の展示をしています。関連図書だけでなく新聞記事も配架していますの

で、ご利用ください。

ビデオテープは従来、禁帯出になっていましたが、医学映像教育センター制作「館外貸出著作権処理済」

のものについては、貸出可能になりました。

昼夜間大学院開講日は、金曜日　21：30、土曜日　19：30まで開館になります。

入館の際は、携帯電話・ポケットベル

の電源を切っていただきますよう、皆様

のご協力をよろしくお願いいたします。

お　　願　　い

薬剤師のためのＤＩ資料（6）

『薬の顔～構造活性相関の話～』

本書の原典は、もともと日本薬剤師会雑誌に学術解説の記事として、1 9 9 4年1 1月号から1 9 9 9年3月号まで4 5回にわたり

薬剤ごとの構造活性を解説したもので、非常に好評を博していた。その後新たな研究成果等を加筆修正されて、単行本とし

て出版されたものです。

内容は、薬効別に記載されていて、原則的に構造活性、作用機序、薬物動態、臨床適用、相互作用、副作用、参考文献の

順に編集されている。開発の経過や構造活性相関について、また作用機序や主な副作用の発生メカニズムについてもわかり

やすく解説されており、薬によっては副作用軽減を目的にした剤形やその特徴についても解説されている。その他臨床使用

での注意点や新しく開発されている薬について、また大規模臨床試験での結果などにも触れられており、薬を総合的に知る

ことができる。

本書は臨床現場の薬剤師が薬を薬学的に評価する際の基礎知識として役立つだけでなく、薬学生が薬のことを総合的に学

び、知識を整理するのにも最適な参考書になると思われる。

長嶺　幸子　記

日 本 薬 剤 師 会 編
薬事日報社、1999


