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健康福祉学部医療情報学科長

「あーあ！少し増えちゃった」
「あっ！今朝はちょっ
と高いかな」ダイエットをしている人や血圧が高めで
管理している人によくある呟きです。健康ブームが到
来し、自分の健康を自分でチェックする人が増えてい
ることは超高齢化社会において歓迎すべきことと思い
ます。しかし、意識的に生活習慣を改めることにより
データ上で健康状態に改善がみられる場合もあります
が、毎日体脂肪率や血圧を測っているとその値が不規
則に変動しているとしか見えないことがよくありま
す。では、この場合本当に不規則に変動しているだけ
なのでしょうか？ 実は、長期間ほぼ毎日データを取
り続け、よく観察するとその変動の中に、生命の徴を
垣間見ることができるのです。本稿では、その一端を
ご紹介したいと思います。例えば、体脂肪率を毎朝同
じ条件で測り、数年間の記録を時系列的にグラフ化す
ると、日々の変動に重なって周期的な大きなうねりが
観測されます。さらにこれを、月ごとの平均値の推移
で見てみると、明らかに季節変動があることが判りま
す。一般に体脂肪率は、夏季は低めで、秋口から冬に
かけて上昇し、春先まで高めをキープします。この現
象は以下のように解釈されています。大昔は自然の中
で生活していたヒトを含む動物は、気温が低くなり始
める秋口から体脂肪を自発的（生理的）に蓄え、食料
が少なくなる冬季に備えます。
ところが現代のヒト
（人
間）は冬季に食料が少なくなるどころか、特に年末か
ら正月にかけては飽食の時と化します。このため蓄え
られた体脂肪は使われることなく春先までキープされ
るというわけです。さて、このように季節変動する数
年間の体脂肪率データの分布をとると奇妙な形になる
のですが、周期的季節変動の振幅でデータを補正して
分布をとり直すと、見事に正規分布に近づきます。感
動です！体脂肪率の値は、季節の移ろいに追随しなが
らも平均値の周りに正規分布しているのです。この分
布の平均値と分散には個人差がありますが、これが保
たれているときは健康なのだと思います。生活習慣が
乱れると正規分布が崩れていくことがあると考えてい
ます。
では血圧はどうでしょう。
良く知られているように、
血圧も日々の変動に重なって明らかな季節変動（夏に

低く冬に高い）が観測されます。そして、やはり周期
的季節変動の振幅でデータを補正すると奇妙な形をし
ていた分布が正規分布にぐっと近づきます。すなわち
血圧の値も季節の変化に追随しつつも平均値の周りに
正規分布しているのです。体脂肪率と同様に平均値と
分散には個人差があり、これらが大きく変わらないこ
とが健康上重要だと考えています。
最近の研究で、手首の橈骨動脈（よく脈診をすると
ころです）内の血流速度を超音波ドップラー法で夏か
ら秋にかけて毎朝同一条件で継続的に測ってみたとこ
ろ、日々の変動に重なって、気温の高い真夏に血流速
度が上がり、涼しくなる秋口には下がる傾向が一般的
に見られました。今のところ、生体に備わる深部体温
調節機能に関わる現象と解釈しています。即ち、橈骨
動脈は手の小動脈へと分岐し、さらに細動脈から皮膚
毛細血管へと繋がっていますが、外気温の高い真夏に
深部体温が上がると、細動脈を拡張して皮膚毛細血管
に流す血液量を増やし熱を掌から体外に放出しようと
します。その結果として大元の手首に位置する橈骨動
脈内の血流が速くなると考えています。時系列的に変
化する血流速度のデータをじっと眺め、そこに生命の
徴を感じ取っています。
さて、私はこのような個人の健康に関わるデータの
時系列的変動と運動、栄養、休養など日々の生活習慣
との関係を分析する研究を続けております。生活習
慣に関わるデータも日々変動しており、通常両者の
データ間には何の関係もないように見えますが、コン
ピュータを使って分析すると、その中に因果関係を見
出すことがよくあります。
このような情報を活用して、
それぞれの人に自身で健康管理をしてもらいたいとい
うのが私の願いです。最近、インターネットを核にし
て情報化が急速に進み、膨大な量のビジネスデータが
発生し、ビッグデータと呼ばれ経済活動への二次活用
が期待されていますが、生命活動は太古の昔から膨大
な量のデータを発生し続けているのです。そのデータ
を生命のストリームとして時系列的に受け止め、健康
医療分野に活用できる時代が来ることを期待しつつ、
晩年の研究を続けていきたいと思います。
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私の薦める１冊の本
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『西の魔女が死んだ（新潮文庫）
』 梨木香歩著 新潮社 2001


健康福祉学部医療情報学科助教

このような原稿にはアカデミックか哲学的な本を推薦する

中

村

賢

治

ちです。規則正しい生活から、無駄な時間を削り勉強や余暇

のでしょうが、私はファンタジー小説を推薦します。

に使えるのだと私は感じます。

「西の魔女が死んだ」は不登校になった女の子が、祖母の

もう１文、私の好きな文章があるので紹介します。学校に

もとで魔女の修行をして、強く成長する物語です。この祖母

馴染めない女の子におばあちゃんが伝えた「シロクマがハワ

が魔女というわけですが、怪しい魔法や生贄を使うわけでは

イより北極で生きるほうを選んだからといって、だれがシロ

ありません。
「食事をしっかりとり、よく運動し、規則正し

クマを責めますか」です。卒業する学生さんには、こう思い

い生活をする」というだけです。が、この修行は意外と効果

ます。仕事が辛くて限界になったとき、諦めるのではなく、

があります。最近の学生を見ていると、夜遅くまでSNSやス

自分にあった事を選択すればいい。安易に転職してほしくは

マホを持ち、昼に起床する者が多々見られます。そういう学

ないのですが、似た状況に陥ったらこの本を手に取ってほし

生に限って、時間の無駄を作りやすく、勉強の習慣が崩れが

いと思います。
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『くちづけ』 宅間孝行著 幻冬舎 2013


健康福祉学部社会福祉学科准教授

この本を読み終えたとき、真っ先に思い出したのはスタイ

根

岸

洋

人

いうグループホームの情景を、軽い文体で描写しながら、現

ンベックの「二十日鼠と人間」だった。結末が非常に似てい

代知的障害者福祉の抱える矛盾に、さりげなく触れていく。

るのだ。
手元にあるスタインベックの文庫本を開いてみると、

差別と偏見、地域生活、累犯障害者、きょうだい、親なき後

発行は昭和二十二年と書かれていた。一方「くちづけ」の初

の不安。福祉には制度や法律では決して埋めることができな

版は2013年と書かれている。両者には約60年という時間の開

い領域がある。問題の所在を知るという意味でおすすめの一

きがある。しかし、知的障害のある人が、地域社会の中で暮

冊としてあげておく。

らしていこうとするときに発生するさまざまな問題を、
誰が、

ちなみに「くちづけ」も「二十日鼠と人間」も共に映画化

どのような形で責任をとるのか。その問いに対する答えが、

されている。活字がなかなか進まない人は映像から入ってみ

時代を超えて同じであることに、私の心は震えている。

るのもいいでしょう。

「くちづけ」は軽度知的障害者が暮らす「ひまわり荘」と
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『ほしいものはなんですか？』益田ミリ著 ミシマ社 2010


健康福祉学部健康栄養学科助教

登場人物はタエちゃん、タエちゃんの義姉のミナ子さん、

内

田

薫

在があるからです。リナちゃんは「大人」という不可解な生

そしてミナ子さんの娘のリナちゃん、主にこの３人です。
困っ

き物を懸命に理解しようとします。その時々に生じる純粋な

たときはお互いさまだからと言いながらも、家庭持ちの同僚

疑問が結果的に、「何をそんなに考え込んでいるの？何を手

を助ける側になる方が圧倒的に多く、これはお互いさまなの

に入れたら納得するの？」という、タエちゃんやミナ子さん

か…？と思ってしまう独身のタエちゃん。もうすぐ家のロー

への諭しに変化します。タエちゃんがほしいものは「保証」、

ンも終わるし、夫の稼ぎもそこそこで、リナちゃんというか

ミナ子さんがほしいものは「存在感」。果たして二人はそれ

わいい娘もいて、どう見ても幸せだろうに、いつも寂しげで、

らを手にすることができるのでしょうか。全体的にゆるい作

自分の生活に納得のいっていない専業主婦のミナ子さん。こ

りなので、疲れているときでもちょうどよいですよ。

の本の中には女性が直面する虚無感が詰まっていますが、冷

さて、あなたがほしいものはなんですか？ちなみに私がほ

え冷えとした空気を感じないのは、小学生のリナちゃんの存

しいものは「余裕」です。
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『細胞が自分を食べる オートファジーの謎』水島昇著 PHP 研究所 2011


薬学部薬学科助教

坂

井

隆

浩

2016年のノーベル生理学・医学賞は、オートファジーの仕

超え、哺乳類においても重要な生理的役割を担うことが明ら

組みを解明した功績から、大隅良典博士が受賞した。オート

かにされた。さらに、それから僅か10年余りで、多くの疾患

ファジーは、真核生物の細胞内において、自己タンパク質を

にオートファジーが関与することが次々に報告され、現在、

分解する自食作用である。これは細胞内の異常タンパク質の

最も発展著しい研究領域の１つになった。
本書は、
オートファ

蓄積を抑制したり、古くなったタンパク質をリサイクルする

ジーの謎が、多彩なアイデアや仮説によって、次々に紐解か

等、生体の恒常性維持に欠かせない重要な機構である。オー

れ進展する様子を多くの図や写真を交えて丁寧に解説してい

トファジーの研究は、1993年にオートファジー不全を引き起

る。そのため、専門知識が無くてもオートファジー研究を安

こす出芽酵母の変異体から、オートファジーに必須である遺

易に理解できる内容になっている。この機会に、今年最も注

伝子が同定されたことを皮切りに、2004年には動物種の枠を

目されたサイエンスに触れてみてはいかがでしょうか。
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『女のからだ : フェミニズム以後（岩波新書）』 荻野美穂著 岩波書店 2014


保健医療学部看護学科教授

日本の女性が選挙権を持ったのは、つい70年前のことである

大

石

時

子

史的に解説している。

と知ったら、驚く人々は少なくないだろう。20世紀初頭から女

しかし、現代の不妊治療技術の発展（対外受精、代理母、

性の地位向上や人間としての権利を求めた、女性たちの社会運

卵子凍結等）は、再び女性の体は誰のものかを問うている。卵

動をフェミニズムと呼ぶ。その中には、社会的権利だけでなく、

子や子宮が商品化され、不妊治療や代理母斡旋でお金をかせ

女性の体や健康に関する運動もあった。なぜなら、女性の性と

ごうとする人々もいる。不妊治療を受けなければならないと思

生殖機能は社会にとって極めて重要な機能であり、女性が自分

う（思わされる）社会環境の裏には、女性役割（gender）とし

の体でありながら自分の意思では決定できず、利用され管理さ

て子どもを産まなければならないとのプレッシャーや不妊治療

れてきた面があるからである。

でかせぎたい人々による偏よった過剰な情報提供がある。

本書は、戦後、アメリカから日本や世界へと広がった女性の

若い女性の皆さんが、今ある権利や社会環境は100年以上に

健康運動が、どのように女性の自分の体についての自己決定権

渡る女性たちの運動の成果であることに気付き、女性たちの歴

を獲得していったのか、そして、体についての自己決定とは、

史に学び、よりよい未来を築くため、読んでいただきたい一冊

女性の人生の自己決定を意味していたことでもあったことを歴

である。
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『見えないものをさぐる—それがベイズ』 藤田一弥著 オーム社 2015


保健医療学部理学療法学科助手

皆さんが卒業研究や授業などで「統計学」について勉強す

田

中

繁

弥

選挙速報もこのベイズ統計によって行われているくらい、世

る機会があると思います。そして、苦労して取ったデータに

の中に必要な存在となっています。

「統計的な有意差が出る」かどうかで一喜一憂する…そんな

この本では、そんなベイズ統計について、簡単に噛み砕い

経験お持ちではありませんか？このように対立仮説を立てて

て解説してくれています。例えば「オオカミ少年は何回目の

その仮説検証をする統計学は「頻度論」として、これまでの

嘘で、
村人に『嘘つき』と思われたか？」
「村長は何回目で『オ

学問に大きな貢献をしてきました。

オカミ退治に行くのをやめよう』と判断すべきだったのか」

今回紹介するのは、統計のもう一つの考え方「ベイズ統計」

などの面白い問題に、実際にパソコンを使いベイズ推定を行

をわかりやすく紐解いてくれる本です。ベイズ統計は頻度論

います。この本を読み終わる頃には、少し今触れている統計

と異なり、
「Ａの結論になる確率は何％で、Ｂは何％」といっ

を新しい視点で見ることができると思います。
ぜひご一読を。

た具合に、結論が読み手側に委ねられるところが特徴です。
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私の薦める１冊の本
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『世界に１つだけの子育ての教科書 : 子育ての失敗を 100％取り戻す方法』
奥田健次著

ダイヤモンド社

2014

人間発達学部子ども教育学科助教

五十嵐

一

徳

本書は奥田健次氏による子育て本であるが、まずタイトル

傷つかないように配慮する』
、このようなことをしては『子ど

から「あやしさ」を感じた方がほとんどではなかろうか。
「某

もがダメになってしまいます』
」と言い切っている。では、ダ

有名グループが歌っているタイトルからつけたものだろう」

メにならないようにするためにはどうしたらよいのか、その

とか、
「奇を衒っただけの子育て本」等々、おそらく著者のこ

方法が描かれているわけだが、決して子育てのハウツーもの

とを知らなければ手に取ることはないであろう。しかし、思

ではないし、著者の体験談から一般化した内容でもない。そ

い切って本書を手に取り、勘のするどい読者であれば、教育

の方法は、行動分析学という科学的な根拠に裏打ちされたも

や医療現場でも応用可能な心理学書と思うにちがいない。そ

のである。

の一方で、これまでの子育て本や心理学書とはかけ離れてい

行動分析学というテクノロジーを駆使した子育てとは何ぞ

る、いわゆる「トンデモ本」と思う読者もいるにちがいない。

や？子育てや対人援助などについて論議するにはもってこい

例えば、著者は「
『弱音に対して励ましを与える』
『子どもが

のネタ本であろう。

ビブリオバトル開催
今年度の大学祭では図書館主催として「ビブリオバトル」を開催しま
した。どのくらいの方が参加してもらえるか大変心配したのですが、12
名の学生がバトラー（発表者）として参加してくれました。聴衆はそれ
ほど多くはなかったのですが、バトラーはチャンプ本（投票により一番
人気のあった本）を目指して一生懸命発表しました。こういった機会を
もつことで、多くの学生の読書に対する興味を持っていただくことに少
しでも役立つことになればと、主催する図書館としては考えております。
来年も「ビブリオバトル」を行って、多くの発表者・聴衆者に参加して
もらえればうれしく思います。
午前の部

チャンプ本

『大人も眠れないほど恐ろしい初版「グリム童話」
』
（王様文庫） 由良弥生著 三笠書房 2012年刊
健康福祉学部医療情報学科 ４年 小材歩実
ビブリオバトルについては、存在を知ったのも
参加したのも初めてだったので、まさかチャンプ
本に選ばれるとは思ってもなく、今も驚いていま
す。
私としては、一言一句決まった台本は一切作ら
ずに、その本の好きな所や思い出などを箇条書き
程度に頭の中にまとめ、それを話しながら一つに
まとめていただけなので、結果として上手く伝わっ
て良かったと思っています。今もう一度頼まれれ
ば、きっと違うことを言うと思います。自分の好
きな本をきちんとしたプレゼン形式で話すことは
滅多にないと思うので、改めて自分はこの本のこ
ういうところが好きだったのだなぁ…と、思い出
すきっかけにもなりました。
こうした経験は滅多にできないと思うので、私
にとっても貴重なものになりました。

午後の部

チャンプ本

『りんごかもしれない』
ヨシタケシンスケ 作
ブロンズ新社 2013年刊
人間発達学部子ども教育学科 ４年 新井萌安奈
私は、毎週土曜日に、読み聞かせボランティアをしている
ため、絵本を読む機会は多いのですが、他のジャンルの本を
読むことは、ほとんどありませんでした。そのため、「私が、
ビブリオバトルに参加をしてもいいの？」と思っていたので
すが、どのジャンルの本を紹介しても良い、という話を聞き、
「絵本を紹介しよう。」と参加を決めました。自分が面白いと
思う本をみなさんに紹介することができ、様々なジャンルの
本の魅力に触れることができたので、参加をして良かったと
思っています。ビブリオバトルに参加をするにあたり、発表
の仕方を井ノ口先生に教えていただきました。5分間という
限られた時間の中で、絵本との出会いや絵本の魅力を話すの
は難しかったです。相手に伝える発表の仕方は、ビブリオバ
トルだけではなく、様々な場面で役に立つと思いました。
また、ビブリオバトルに参加したことをきっかけに、新聞
でビブリオバトルの記事が目に留まるようになり、
「チャン
プ本を読んでみようかな。」と思うようになりました。本を
読む機会が増え、本の魅力を改めて感じることができました。
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図書館サポーター紹介
図書館では、図書館司書資格取得を目指す学生の中から「図書館サポーター」を募集し、活動しています。活動
内容は返却された資料を本棚へ戻す配架作業、書架（本棚）の整理、バーコードやラベルを貼付する装備などです。
資料を探していて見つからない時はサポーターに声を掛けてみてください。
現在２年生から４年生までの５名が活動していますが、１年生の時から頑張ってくれた４年生２名のサポーター
を紹介致します。
健康福祉学部医療情報学科

４年

富

山

加奈子

健康福祉学部医療情報学科

４年

柴

田

友梨香

私が図書館サポーターを始め
たきっかけは、同じくサポーター
をしていた友人に誘われたから
です。元より読書が趣味で本が
大好きでしたし、何より授業と
授業の合間にできた空き時間を
有効活用できると思いました。
いざサポーターの仕事をして
みると、思ったよりも体力を使
うことが多くて驚きました。し
かし、図書の返却や書架整理な
どの仕事を重ねていくうちに、
本の場所を覚えるだけでなく、
新しい発見や新刊の情報、授業や卒業研究で使う資料につい
てなど様々なことを知り、以前よりも学生生活が送りやすく
なりました。余談ですが、運動不足の解消にもなりました。
また、図書館司書の方たちと仲良くなれるため、私は自分が
読みたい小説のリクエストがしやすかったです。
サポーターのお仕事は90分間ですが、毎回あっという間
に終わってしまいました。私は週に一度のペースで行ってい
ましたが、急に授業や用事が入ってしまった際は、いつも笑
顔でスケジュールの調整を図ってくれたため嬉しかったで
す。そのほか、サポーターの報酬としていただいた500円
分の図書・QUOカードも、書籍の購入などに充てることが
できたため嬉しかったです。
図書館サポーターを行って嬉しかったことがたくさんあり
ました。図書館司書の方たちとのおしゃべりなど、楽しかっ
たこともたくさんありました。もちろん、お仕事も。少しで
も興味のある在学生がいたら、胸を張っておすすめします。

私が図書館サポーターを始めたきっかけは、中学、高校と
市立図書館でボランティアをしていて、大学でも図書館に関
わる仕事がしたいと考えたからです。主に、授業の空き時間
に活動していたため、時間を有効に使うことが出来たのでは
ないかと思います。
図書館サポーターの活動では、配架や書架整理、雑誌のカ
バーかけを主にさせていただきました。配架の作業を行なう
際に、初めはどこに何があるのか分からず、同じ棚を行った
り来たりしていました。しかし、慣れていくうちに、どの分
野の本がどこにあるのかを把握することができ、スムーズに
仕事をすることができました。実際に、利用者として図書館
に行った時には、自分が必要としている資料がどこにあるの
かすぐに見つけられるようになりました。他にも、司書の方
がするお仕事を体験しましたが、特に印象に残っているも
のは、本を新しく図書館に入れるための作業（バーコード
を貼るなど）を行なっ
たことです。図書館に
本が届いてから書架に
並ぶまで、どのような
流れになっているのか
を知ることができまし
た。学生生活を送る中
で他の人が出来ないよ
うな貴重な体験をする
ことができ、とても楽
しかったです。４年間
ありがとうございまし
た。

平成28年度図書館等職員著作権実務講習会報告


図書館分館

司書

清

水

圭

具体的に図書館での複写や視聴覚資料の貸出・上映について、Ｑ＆Ａ

平成28年９月13日〜 14日、東京大学・本郷キャンパスで行われた

方式でわかりやすく解説していただきました。これにより、今まで業

図書館等職員著作権実務講習会を受講しました。

務で行ってきたことがどの条文によって無許諾で出来ることだったの

１日目は著作権法の概論Ⅰ〜Ⅲを、２日目は各法Ⅰ・Ⅱと演習問題、

か、その根拠をしっかり確認することが出来ました。

２日間で５つの講義と試験を受けました。
１日目の概論では、著作権制度の沿革や概要、著作物に該当する物

今回の講習会は公共図書館、大学図書館以外に美術館や高校図書館

はどんなものか等を実際の判例を見ながら学びました。その他に、著

に所属されている方も多数参加されていたため、講義の最後に美術館

作者の権利はどういったものがあるのか、他人の著作物を利用する方

や高校図書館の実務に関わる著作権についても解説がされました。

法なども学びました。条文を取り扱った講義でしたので、難しい言い

すべての講義終了後、試験が実施されました。試験終了後に問題の

回しが多数出てきましたが、講師の方のわかりやすい解説と昨年度ま

解説を聞き、文化庁で制作された「裁定制度」の動画を視聴しました。

で参加していた著作権の分科会で勉強して得た知識がとても役に立

「裁定制度」とは著作物を利用したいけれど、どんなに探しても著作

ち、きちんと理解することができました。また、私的使用のための複

権者が見つからない時に活用できる制度です。著作権者の許諾を得る

製や、数年前から刑罰化された違法なインターネット配信からの音楽・

代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金

映像・ゲームのダウンロードについても解説があり、私的使用だから

を供託することにより、適法に利用することができます。大変興味深

と言って何でも許されるわけではないことを再認識しました。

く、とても印象に残る動画でしたので、気になった方はぜひご覧になっ
てみてください。

２日目の各論では前日の概論で学んだことを踏まえたうえで、より
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2016 電子ジャーナルの利用
この1年間（2016年１月〜 12月）に全文アクセス回数（ダウンロード）の多かったジャーナルについて紹介します。なお、本
学で購入しているタイトルは図書館ホームページにてご覧いただけますので、ご利用ください。
順位

回

数

誌

名

1

520

Journal of Biological Chemistry

2

489

Nature

3

365

Cell

4

281

Proceedings of the National Academy of Sciences（PNAS）

5

258

Science

6

240

Biochemical and Biophysical Research Communications *

7

230

Nature Medicine

8

178

Blood

9

154

Oncogene *

10

148

Cancer Research

10

148

Journal of Agricultural and Food Chemistry

12

146

Journal of Allergy and Clinical Immunology

13

145

Nature Reviews Drug Discovery *

14

141

Nature Communications *

15

138

Nature Digest(日本語版) *

16

133

The Journal of Immunology

17

106

European Journal of Pharmacology *

18

104

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics

18

104

Molecular and Cellular Biology

18

104

Molecular Cell
*印のあるジャーナルはPPVによるダウンロードです

引き続きNatureとScienceDirectについてはPPVを実施しています。ダウンロード毎に料金が発生しますので、ご利用の際に
は論文の厳選をお願いいたします。
また、
フルテキストを収録する医学総合データベース「ProQuest Health & Medical Collection」も契約しています。臨床医学、
生物医学、健康保健等の周辺分野の学術情報収集に是非お役立てください。
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年間ベストリーダー
この１年間（2016年１月〜 12月）に貸出回数の多かったものを「ベスト30」として紹介します。
なお、同一書名でかつ図書IDの異なるものは回数をまとめてあります。（※英語多読は除く）

本
回数
33
25
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8

館

書 名
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2016
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2015
火花
管理栄養士国家試験問題と解答 2014
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2013
聲の形 ６
聲の形 ７
君の膵臓をたべたい
管理栄養士国家試験受験必修キーワード集 第7版
聲の形 １
聲の形 ２
聲の形 ３
聲の形 ４
相談援助の理論と方法 ２ 第３版（新・社会福祉士養成講座 ; ８）
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2014
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試験の要点 2016年版
栢木先生のITパスポート試験教室 平成28年度
聲の形 ５
植物図鑑
中谷真弓のエプロンシアター！２
キタミ式イラストIT塾ITパスポート 平成27年度
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2012
羊と鋼の森
少女
中谷真弓のエプロンシアター！ [1]
直前のSPI3スピードレッスン 2015年度版
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試験の要点 2015年版
内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR 2017年度版
面接 自己PR 志望動機 2017
就職試験受かる小論文・作文模範文例 2017年度版
キタミ式イラストIT塾ITパスポート 平成28年度
子どもがすくすく育つ日本一の給食レシピ
地域福祉の理論と方法 第３版（新・社会福祉士養成講座 ; ９）
ITパスポート最速合格術 改訂新版
絶歌 神戸連続児童殺傷事件

分
著者名
医療情報科学研究所 編集
医療情報科学研究所 編集
又吉直樹 著
日本栄養士会栄養指導・情報センター 編
医療情報科学研究所 編集
大今良時 著
大今良時 著
住野よる
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会 編
大今良時 著
大今良時 著
大今良時 著
大今良時 著
社会福祉士養成講座編集委員会 編
医療情報科学研究所 編集
栄養セントラル学院 編著
栢木厚 著
大今良時 著
有川浩 著
中谷真弓 著
きたみりゅうじ 著
医療情報科学研究所 編集
宮下奈都 著
湊かなえ 著
中谷真弓 著
就職情報研究会 編
栄養セントラル学院 編著
坂本直文 著
才木弓加 著
新星出版社編集部 編
きたみりゅうじ 著
松丸奨 著
社会福祉士養成講座編集委員会 編
西俊明 著
元少年Ａ 著

回数
64
60
55
49
46
44
43
34
33
31
28
27
26
26
25
25
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
21
19
19

館

書 名
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程＋病態関連図 第２版
疾患別看護過程の展開 第４版
発達段階からみた小児看護過程＋病態関連図 第２版
エビデンスに基づく疾患別看護ケア関連図 改訂版
疾患別小児看護 基礎知識・関連図と実践事例
生活機能からみた老年看護過程 ＋病態・生活機能関連図 第２版
ウエルネスからみた母性看護過程＋病態関連図 第２版
病気がみえる ２ 循環器 第３版
根拠がわかる疾患別看護過程
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程＋病態関連図
高齢者と成人の周手術期看護 ２ 第２版
根拠と事故防止からみた母性看護技術
高齢者と成人の周手術期看護 ３ 第２版
根拠と事故防止からみた老年看護技術
生活機能からみた老年看護過程 ＋病態・生活機能関連図
疾患別看護過程の展開 第３版
動作分析臨床活用講座
臨床実践動きのとらえかた
病気がみえる ８ 腎・泌尿器 第２版
現場ですぐ使える標準看護計画 第１巻
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 改訂版
ウエルネスからみた母性看護過程＋病態関連図
看護師・看護学生のためのなぜ？どうして？ ７ 小児看護 第６版
経過別看護過程の展開
病気がみえる ３ 糖尿病・代謝・内分泌 第４版
看護師・看護学生のための ８ 母性看護 第６版
姿勢・動作・歩行分析 PT・OTビジュアルテキスト
看護診断と病態の関連図 下巻 第２版
疾患別病態関連マップ 第３版
ナーシング・グラフィカ 28 小児の発達と看護 第３版

著者名
井上智子
山口瑞穂子
石黒彩子
山本則子
本間昭子
山田律子
佐世正勝
医療情報科学研究所
新見明子
井上智子
竹内登美子
石村由利子
竹内登美子
亀井智子
山田律子
山口瑞穂子
石井慎一郎
山岸茂則
医療情報科学研究所
香川大学医学部附属病院看護部標準看護計画検討会
小板橋喜久代
佐世正勝
医療情報科学研究所
関口恵子
医療情報科学研究所
医療情報科学研究所
畠中泰彦
東京厚生年金看護専門学校
山口瑞穂子
中野綾美

薬学部図書・資料室
回数
28
26
22
22
21
21
19
19
19
19
19
19
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
15
15

書 名
今日の治療薬 2015 年版（第 37 版）解説と便覧
薬剤師国家試験既出問題集 第 100 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 93 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 94 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 92 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 90 回
化学系薬学 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター２
薬がみえる２
創薬科学・医薬化学 ベーシック薬学教科書シリーズ ; ６
薬剤師国家試験過去問題集 第 95 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 89 回
薬剤師国家試験既出問題集 第 98 回
薬と疾病２ 改訂第３版 コアカリ・マスター５
薬理 2014 年版 青本シリーズ５
生薬単 改訂第２版
薬がみえる１
薬理 2015 年版 青本シリーズ５
薬剤師国家試験問題解答・解説 97 回（24 年春）
薬剤師国家試験過去問題集 第 91 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 88 回
化学系薬学 改訂第３版 コアカリ重点ポイント集２
薬剤師国家試験過去問題集 第 85 回
薬剤師国家試験既出問題集 第 97 回
Study guide and student solutions manual 8th ed organic chemistry
薬と疾病１ 改訂第３版 コアカリ・マスター４
薬剤師国家試験問題解答・解説 82 回（９年春）
薬剤師国家試験過去問題集 第 87 回
薬剤師国家試験既出問題集 第 96 回
健康と環境 改訂第３版 コアカリ・マスター８
薬剤師国家試験問題解答・解説 89 回（16 年春）

著者名
浦部晶夫
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
医療情報科学研究所
橘高敦史
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
原島広至
医療情報科学研究所
薬学ゼミナール
薬学教育センター
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
John McMurry prepared by Susan McMurry
薬学ゼミナール
村上泰興
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
村上泰興

編集後記
高崎健康福祉大学図書館報「藤波」16号をお届けします。
2016年はイギリスのEU離脱・アメリカのトランプ大統領
の誕生と、欧米各国に大きな動きがありました。世界が変わ
らなければならない時期なのかもしれません。日本にとって
も対岸の火事ではありません。これから私たちの生活にも大
きな影響を与えることになると思われます。卒業生は社会で、
在学生は学業に専念しながら、しっかり見守っていただきた
いと思います。
巻頭随筆では、医療情報学科長の竹内先生がご自身の研
究でもある“健康に関わるデータ分析”という興味深いトピッ
クについてご寄稿くださいました。また、
「私の薦める一冊
の本」では、各学科の先生方よりファンタジーから専門分野
まで多彩な図書を紹介いただきました。ご寄稿くださいまし
た諸先生方ありがとうございました。
また、４年間、学生と図書館との橋渡し役として活動して
くださった図書館サポーターのお二人に感謝申し上げます。
図書館では、学生の皆さんが興味をもつような特集や就
活・学習に関するコーナーを設けております。日頃の学習・
研究や就職活動に役に立ててもらいたいと思います。
私たち図書館職員はいつも利用しやすい図書館を目指し
て検討・改善を進めてまいります。そのためにも、皆さんか
らのご要望・ご意見等お待ちしております。
今後とも、ご理解、ご協力よろしくお願いします。

（井ノ口）
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電子ブックが追加されました
≪追加タイトル≫
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