
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森県立保健大学附属図書館だより 

NOVEMBER  2015    NUMBER 

『ラポール』は、人間同士（学生＆教職員＆地域住民＆県民）の 

つながりを意味します 

Rapport：フランス語で、関係・関連・類似点 
 

「まだ知らないこと」に気持ちをむけること 
社会福祉学科講師 岡田 敦史 

私の図書館活用術「実習の学びは図書館で深まる！」 

BOOK 

 新企画 自著紹介  

 
栄養学科准教授 浅田 豊  社会福祉学科講師 西村 愛 

特別企画 リポジトリ 5周年 スペシャルインタビュー  

 

特集 BOOK HUNTING 2015 
 

看護学科学生 1名  社会福祉学科学生 3名   
理学療法学科学生 5名  栄養学科学生 2名 

 第３回 図書館活用術 看護学科講師 長内 志津子 

シリーズ 図書館を使いこなそう 
第 25回「原著論文の探し方－日本語の文献－」 

看護学科准教授 木村 恵美子 元理学療法学科准教授 山下 弘二 
社会福祉学科教授 大山 博史 栄養学科講師 乗鞍 敏夫 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カウンセリング心理学の実践と研究が私の主な領域であ

る。カウンセリングは、来談する人（クライアント）とカウ

ンセラーとの心理的接触（psychological contact)から始

まる。具体的に言うと良好な信頼関係のことである。この関

係をラポール（rapport)とも呼んでいる。特に子どもの心理

療法では、子どもが不安や緊張を感じないように温かく親

密な関係（ラポール）の中で、自分自身を表現し始めること

が重要になる。 

 さて、「ラポール」の原稿を書くために図書館について少

し調べてみた。すると、図書館について今まで知らなかった

ことを幾つか発見できた。すでに既知の人々には敢えて取

り上げるような発見ではないが、「まだ知らない者」にとっ

ては些細な発見が愉しい。日常の忙しさに巻き込まれてい

ると、小さなことや、些細だが大切なことを知らぬ間に見過

ごしてしまう。高速走行の自動車の車窓からは気づかない

が、同じ道を自転車や歩いて通ってみると、見過ごしていた

風景や道端の町並みの中に新たな発見があり嬉しくなるこ

とに似ている。 

 ラポールの重要性とともにカウンセリングでは、カウン

セラーとクライアント双方の「こころ」に浮かぶ「イメージ」

や「連想」を重要視している。自然に浮かぶイメージや連想

を大切にし、「からだ」全体で感じていると、新たな体験が

進展していく。この過程がカウンセリングであるとも言え

る。 

 そこで、図書館について調べる途中で発見したことから

湧いてきたイメージや連想を二つ辿ってみたい。 

 

成長する有機体のイメージ 

 図書館は「成長する有機体である」と言われる。成長する

有機体とは何だろうと自身に問い掛けてみる。そのイメー

ジは湧きやすい。私のイメージはこんな感じである。広く枝

を伸ばし、葉が生い茂る大木である。木陰は絶好の読書スペ

ースである。風にわずかに揺れる葉の間から木洩れ陽がさ

し、その暖かくほどよい明かりのもとで読書をする。文学で

もノンフィクションでも、自身の専門領域に関する研究論

文でもよい。読物の内容は興味と関心があるものであれば
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なんでも良い。雰囲気を楽しみ、その中に身を置く。その場

所では、知的な栄養をますます吸収できる。そよ風を感じる

ように爽やかな感覚と同時に活き活きと生きている姿が想

い浮かぶ。 

 森林を漫ろ歩くことを「森林浴」と言うように大木をイメ

ージする図書館を漫ろ歩けば「図書浴」と言えるかもしれな

い。図書館の「知識」を浴び、「知識」と出会うイメージも

空想できる。自分自身が既に十分知っていることから、新し

い変化は生まれない。図書館で「まだ知らないこと」との出

会には、冒険と同じようなどきどき感が伴う。 

 

広がり、ゆとりと温かみのイメージ 

 取り組んでいる研究に行き詰まりを感じ、先行研究に還

ることがある。先行研究の引用文献から、関連した知識を深

く知りたくなる。今すぐこの引用文献を参照したい。図書館

蔵書検索をしてみる。検索をして、図書館蔵書としてその文

献を見つけた時、宝探しで「宝」を見つけたような喜びを感

じることがある。先人が、蔵書として選定してくれた事がと

ても嬉しく、感謝したくなる。同じように私が選定した図書

を、未来の利用者が数年後に見つけてくれ、役に立つかもし

れないという期待も湧く。私自身がすでに所有している図

書は過去の私が興味を持っていたもの。今の私は新しい何

かを求めているとき、現在から未来に繋がるものを図書館

は援助してくれる姿が思い浮かぶ。 

 現在の私の行き止まり感（現在の私の悩み）について解決

策を図書館がアドバイスしてくれるわけではない。しかし、

図書館が持っている「広がり、ゆとり、温かみ」は、ラポー

ル関係の中で進展していくカウンセリングと同じである。

現在から将来へつながる方向性を私自身で発見するために

援助的環境として存在しているのである。 
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『わたしの心の

なか』 

シャロン・M・ドレイパー作 

横山和江訳 

鈴木出版の海外児

童文学 この地球を

生きる子どもたち 

鈴木出版 

933.7||D91 

 

 

『アラスカの小さ

な家族：バラード

クリークのボー』 

カートパトリック・ヒル著 

レウィン・ファム絵 

田中奈津子訳 

講談社文学の扉 

講談社 

933.7||H58 

BOOK HUNTING 2015 

学生による選書、ブックハンティングは今年で 5回目。 
今回はインターネットでの選書を選択肢としてプラスし、 
なかなか書店には足を運べなくて…という学生さんにも参加していただきました。 
新たに図書館の仲間入りを果たした本たちを、特集で紹介します。 

初めてブックハンティングに参加させていただきました。最

近は自分で本を買って読む時間がなかったため、ブックハンテ

ィングを通して本を読む機会ができた事はとてもうれしく思い

ました。私が今回選んだ本はどちらも絵本です。絵本は子供の

ころ一度は誰しもが手にした事があると思います。「わたしの心

のなか」、「アラスカの小さな家族」ともに小学生高学年向けの

本のため少し空いた時間で読むことができると思います。また、

「わたしの心のなか」は障がいを持つ子供の話、「アラスカの小

さな家族」は血のつながった親がいない子供の話と、ただ絵本

として読むだけではなく様々なことを考えさせられる本だと思

います。図書館での勉強の合間にでも少し手に取っていただけ

たらなと思います。 

ブックハンティングに 

参加してみて 

社会福祉学科  4年 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 Rapport  no.25      04 
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『なぜ日本人は、

こんなに働いて

いるのにお金持

ちになれないの

か？：２１世紀の

つながり資本論』 
渡邉賢太郎 

いろは出版 

337.1||W46 

 『「仕事の基本」

が身につく本  : 

この 1 冊で OK !』 
古谷治子 

かんき出版 

336.47||F95 

 

 

 

『はじめての経
済学』上 
伊藤元重 

日経文庫 

日本経済新聞社 

331||I89||1 

 『「好評」ばっか

り集めました !お

かず 800 品』 
GAKKEN HIT MOOK 

学研パブリッシン

グ 

498.5||Ko95 

 

 

 
『おいしさのコツ

が一目でわかる

★★基本のお菓

子』 
小田真規子 

成美堂出版 

498.5||O17 

 『50 円 100 円で

できる節約おか

ず 630品! 』増補

決定版 
GAKKEN HIT MOOK 

学研パブリッシン

グ 

498.5||G58 

今回、初めてブックハンティングに参加しま

した。私が選んだ本は、「なぜ日本人は、こんな

に働いているのにお金持ちになれないの

か？」、「仕事の基本が身につく本」、「はじめて

の経済学[上]」、「好評おかず８００品」、「基本

のお菓子」、「５０円１００円でできる節約おか

ず６３０品！」の計６冊です。特に、「なぜ日本

人は、こんなに働いているのにお金持ちになれ

ないのか？」という本は、日本人は、「お金は汚

い」という先入意識が働いて、お金についての

仕組みを他の国の人々より理解していない、そ

の結果、お金に関して諸外国の人々より損をし

ているという事実を、お金と密接に関わる社会

の仕組みを通して読み手へと伝えてきていま

す。損のないお金の使い方というものがどのよ

うなものか知るために、一度読んでみてはいか

がでしょうか。 

お薦めの本 

栄養学科  ２年 
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執筆者本人の希望で匿名となっています。 

特集 －BOOK HUNTING 2015－ 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784902097795)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784761269814)
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http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784056063851)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784056067965)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

『面白いほどよく
わかる !犯罪心
理学』  
内山絢子監修 

西東社 

326.34||O63 

心理学に興味があり、中でも犯罪心理学につ
いて学習したいと思っていたためこの本を選ん
だ。この本はイラストや図が多く使われている
本であるため、頭の中でイメージしながら勉強
することに便利である。また、少年非行や更生に
ついても触れられており、児童福祉や更生保護
などの学習にも役立つ本である。 

今回、初めて『ブックハンティング』に応募し参加しました。参加の理由は、

自分が選んだ本が図書館に入るということ、図書館の本を充実させることに貢献

できることに魅力を感じたからです。図書館には無い自分が読みたい分野の本を

入れることは、自身の勉強にも役立ちました。自身で選んだ本であるため、その

本に対して愛着とこの本を最後までしっかり読み込みたいと思う気持ちになり

ました。

本が好きになったきっかけ 

社会福祉学科 2 年  

Y・Y 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 
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『自閉症の僕が跳びはね
る理由：会話のできない
中学生がつづる内なる
心』  
東田直樹 

エスコアール出版部 

378||H55||1 

 

  
 
 
この本は自閉症の筆者が筆談というコ

ミュニケーション方法を用いて、筆者自身
の考えや気持ちを質問に回答する形で書
かれた本である。この本を読んで初めて自
閉症の人の気持ちを知ることが出来た。自
閉症の人もそうでない人と同じように考
え意見を持っていることを実感させられ
る。むしろ自閉症の人が物事に真剣に取り
組んでいることに気が付かされ、自閉症の
人に対する見方が変わる本だ。また、本の
中では筆者が作った詩も載っており、その
才能にも驚かされる。 

 

『続・自閉症の僕が跳び
はねる理由：会話のでき
ない高校生がたどる心の
軌跡』  
東田直樹 

エスコアール出版部 

378||H55||2 

 

 

 

『天才と発達障害：映像

思考のガウディと相貌失認

のルイス・キャロル』  
岡南 

こころライブラリー 

講談社 

141.18||O36 

 

 

 

『少年たちの贖罪 : 罪を
背負って生きる』  
青島多津子 

日本評論社 

368.7||A56 

 

この本は天才と呼ばれたアントニオ･
ガウディとルイス･キャロルの 2 人を例
に挙げて紹介している。この 2 人は一般
の人とは違った物の見方をすることが
出来る人間だった。人は自身の物の見方
と他人の物の見方を一緒だと考えてい
るが、これは間違いであると筆者は述べ
ている。発達障害者の物の見方とそうで
ない人でもこれはありえることであり、
見方が違うことを意識することで発達
障害者への見方を変えることが出来る。 

 罪を犯してしまった少年たちは彼らな
りに反省し、自身の罪について深く考えて
いる。この本では犯してしまった背景にも
触れられているので、どうして少年が罪を
犯してしまったのかを考えることがしや
すい本である。少年たちの犯罪をする理
由、原因はさまざまであるが決して普通の
少年と変わらないのである。彼らの反省の
心を垣間見ること罪を犯してしまった少
年たちのことについて考えることが出来
る本である。 

 
 

 

 

 

『自傷・自殺する子ども

たち』 

松本俊彦 

子どものこころの発達を知る

シリーズ 

合同出版 

493.937||Ma81 

 
 

自傷行為をする理由は他者に対するア

ピールのために行われると考えている人

が多いのではないだろうか。しかし本当は

自分ではどうしようもない苦痛を見える

傷にするために行われている行為である。

また自殺と自傷行為は別物である。自傷行

為に対しての支援の誤り、家族ができる支

援の仕方についても書かれている。自傷す

ること、なぜしてしまうのか、どうしたら

自傷から離れられるのかについて考える

ことが出来る本である。 
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『なぜ病院に「殺され

る」と言われても誰も

反論しないのか? : 知

らないと危い病院・医

療の裏常識』 
田島知郎 

青萠堂 

498||Ta26 

  
 
 
日本の医療体制を批判的にみてみる。こんな視点もあると知るのも
一理だと思いました。 

 

『点滴ポール  : 

生き抜くという旗

印』 

岩崎航著 

齋藤陽道写真 

ナナロク社 

911.56||I96 

  
 
“管をつけると 寝たきりになると 生きているのがすまないよ
うな 世の中こそが 重い病に罹っている” 
 
4 歳で筋ジストロフィーと診断された岩崎航さんの詩集です。死を
考えた時期を経て、詩を書き始めます。 

自分が興味を引かれた本を、誰かが同じように興味を持ち手に取ってくれる。 
 
「誰か」は顔も名前も知らない人かもしれない。 
 
そんな誰かと「その本に対する興味」で繋がることができる。 
 
ちょっと某「耳をすませば」のようで素敵な企画だと思いました。 

ブックハンティングに参加してみて 

看護学科  ４年  

執筆者本人の希望で匿名となっています。 
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『百歳』 
柴田トヨ 

飛鳥新社 

911.56||Sh18 

 

 

『くじけないで』 
柴田トヨ 

飛鳥新社 

911.56||Sh18 

  
 
百歳の詩人、故柴田トヨさ
んの詩集です。百歳の方が
言う「あなたもくじけない
で」の言葉には説得力があ
ります。 

 

『７０年目の恋文』 

大櫛ツチヱ 

悟空出版 

289.1||O57 

  
「恋人から始めようね」。結婚式で初めて顔を見た夫は一年後に
赤紙が届き戦地へ。そのまま戦病死。 
 
妻の大櫛ツチヱさんは夫の死を知った 70 年後に夫へ宛てた恋文
を書き始めます。 
 
「貴方！！」で始まる、夫への思いが溢れた甘酸っぱい詩集です。 

 

『野原ひろしの名

言 : 「クレヨンしん

ちゃん」に学ぶ幸

せの作り方』 

大山くまお 

双葉社 

159||O55 

 

 

『野原ひろしの超名

言  : 「クレヨンしん

ちゃん」に学ぶ家族

愛』 

大山くまお 

双葉社 

159||O55 

  
 
 
父、ヒロシ。漢（おとこ）
です。意外と深いこと言っ
てる。 

 

『朽ちていった命 : 

被曝治療 83 日間

の記録』 

NHK「東海村臨界事故」取材

班 

新潮文庫 

新潮社 

493.195||N71 

  
 
本学の選択授業「災害看護学」の課題で観る映像の書籍版です。 
 
映像ではカットされていた、家族やケアにあたった看護師の思い
なども少し詳しく書かれています。 

 

『一〇三歳になっ

てわかったこと : 

人生は一人でも

面白い』 

篠田桃紅 

幻冬舎 

914.6||Sh66 

  
 
 
“ひとりで生きる”とは？103歳の美術家・篠田桃紅さんの人生
哲学がまとめられています。 

 

『ねこの秘密』 

山根明弘 

文春文庫 

文藝春秋 

645.7||Y36 

  
 
ねこってどうしてあんなに可愛いのか？ 
 
猫が飼われるまでの歴史、野良猫の一生、猫の感情…等、猫の生
態を研究している筆者が、猫について述べています。 
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『雑談力が上が

る話し方 : 30 秒

でうちとける会話

のルール』 
齋藤孝 

ダイヤモンド社 

809.2||Sa25 

 『池上彰のやさし

い教養講座 』 

池上彰著 

日本経済新聞社編 

日本経済新聞出

版社 

304||I33 

 

『野良犬トビーの愛すべき転生』  
W・ブルース・キャメロン著 

青木多香子訳 

新潮文庫 

新潮社 

933.7||C14 

野良犬トビーの愛すべき転生を読んで… 
野良犬トビーが何度も生まれかわり、人の愛を学んで

いく物語で心が暖かくなりました。小説全体が犬目線で
書かれているので、犬を飼っている、犬好きな方は必見
です。涙覚悟です。 

 

『ピラミッドへの道：古代エジプト文明の
黎明』 
大城道則 

講談社選書メチエ 

講談社 

242||O77 

 

ピラミッドへの道を読んで… 
もともとピラミッド好きということもあり読んでみる

ことにしました。古代エジプト文明は神秘的なことばか
りですが、今までに研究されてわかっていること、いま
だに解明されていないこと、いろいろ考えて読んでいく
うちに引き込まれていきそうです。エジプト系が好きな
方は小説だけでは物足りなくなること間違いなしです。
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今回初めてブックハンティングに参加し、

インターネットでの購入が可能となったた

めとても参加しやすかったです。 

ブックハンティングに 
参加して 

理学療法学科 3 年 

ブックハンティングに 
参加してみて 

理学療法学科 3 年

一般教養的な現代史についてと雑談力に

ついての２冊の本を読み、世代の違うことが

多い患者さんたちとのコミュニケーション

をより円滑に進めるヒントになったのでは

ないかと感じました。 

執筆者本人の希望で匿名となっています。

 

 『「聴く」ことの

力 : 臨床哲学

試論』 

鷲田清一著 

阪急コミュニケー

ションズ 

104||W42 



  

 
特集 －BOOK HUNTING 2015－ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

『とんび』 
重松清 

角川文庫 

913.6||Sh28 
(C)角川書店 

 
 

 

 
『かあちゃん』 
重松清 

講談社文庫 

講談社 

913.6||Sh28 

 

 

『みぞれ』 
重松清 

角川文庫 

913.6||Sh28 
(C)角川書店 

 

『豆の上で眠

る』 
湊かなえ 

新潮社 

913.6||Mi39 

 

 

『リバース』 
湊かなえ 

講談社 

913.6||Mi39 

   

 今回、初めてブックハンティングに参加しま

した。多くの本の中から自分のほしい本を選ぶ

のは難しかったですが、悩みながらも好きな本

を選ぶことができよかったです。選んだ本は私
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が好きな作家さんの本です。どの本もとても面

白い本なのでぜひ読んでみて下さい。自分が選

んだ本をきっかけに読書に興味を持ってもら

えればいいなと思います。 

ブックハンティングを終えて 

栄養学科 ２年 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784043646074)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784062772303)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784043646067)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784103329121)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784062194860)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

『あなたはどう見ら

れているのか : 2 つ

の強みから導く、あ

なただけの魅力』  
サリー・ホッグスヘッド著 

白倉三紀子訳 

パイインターナショナル 

141.93||H81 

 

『半島を出よ』上 
村上龍 

幻冬舎文庫 

幻冬舎 

913.6||Mu43||1 

 

『半島を出よ』下 
村上龍 

幻冬舎文庫 

幻冬舎 

913.6||Mu43||2 

 

『社会福祉法人設立・運

営の手引き  : これから

社会福祉法人を設立しよ

うとする方に』2014 年版 

東京都社会福祉協議会 

東京都社会福祉協議会 

369.1||Sh12||2014 

 

 

『児童の権利条約 : 

 その内容・課題と対応』  

石川稔/森田明編 

一粒社 

369.4||I76 

 

 今回ブックハンティングは 3 度目でしたが、

初めてインターネットからの方法で参加しま

した。書店までは遠く、行くのが大変ですが、

インターネットだと家や大学から手軽に参加

できるのでとても助かりました。また、書店に

置いていない本でも選ぶことができ、選択肢が

広がったように感じました。また来年も参加し

たいです。 

 私は、今回のブックハンティングで「社会福

祉法人設立・運営の手引き―これから社会福祉

法人を設立しようとする方に」「児童の権利条

約―その内容・課題と対応」の二冊を選びまし

た。自身が興味や関心を抱いた分野の本を選択

することができ、とても楽しかったです。また、

この本を探す過程で、図書館にある本を避ける

ために多くの本を読んだことで、大学の図書館

ブックハンティング感想 

社会福祉学科 4 年  
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執筆者本人の希望で匿名となっています。 

にはどのような本があるのかを知るきっかけ

にもなりました。 
 普段図書館に立ち寄ることがない方でも、自

分の興味のある分野の本を読むきっかけにも

なると思います。ぜひ多くの方にブックハンテ

ィングに参加してほしいと感じました。 

ブックハンティングの感想 

理学療法学科 3 年 A・U 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784756246431)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784344410008)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784344410015)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784863531956)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(4752702444)


  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

『教団 X』  
中村文則 

集英社 

913.6||N37 

 

『四畳半神話大系』  
森見登美彦 
角川文庫 

913.6||Mo54 
(C)角川書店 

 

『ヒトリコ』  
額賀澪 

小学館 

913.6||N99 

 ブックハンティングに参加するのは今回で

３回目となります。自分が読みたい本を読める

という点と、それを図書館を利用するみなさん

にも読んでもらえるという点で、貴重な機会だ

と感じてます。毎回友人と参加していますが、

なんの本にしようかと、話し合いながら楽しく

本を選んでいます。 
 今回私は３冊の本を選ばせていただきまし

た。読書芸人で紹介された『教団Ｘ』や、アニ

メ化されている有頂天家族など他にも面白い

本を書かれている森見登美彦さんの『四畳半神
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話大系』、小学館文学賞受賞の『ヒトリコ』。内

容については本を読んで楽しんでもらうため

に割愛しますが、これらの本はどれも読み応え

あるものです。ぜひ読んでみてください。 

ブックハンティング 

理学療法学科 3 年 Y・Ｋ 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784087715903)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784043878017)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784093864176)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

『ICO:霧の城』 
宮部みゆき 

講談社ノベルス 

講談社 

913.6||Mi71 

 『星の巡礼』 
パウロ・コエーリョ著 

山川紘矢/山川亜

希子訳 

角川文庫 

969.3||C83 
(C)角川書店 

 『悪童日記』  
アゴタ・クリストフ著 

堀茂樹訳 

ハヤカワ epi文庫 

早川書房 

953.7||Kr5 

『ふたりの証拠』 
アゴタ・クリストフ著 

堀茂樹訳 

ハヤカワ epi文庫 

早川書房 

953.7||Kr5 

『第三の嘘』 
アゴタ・クリストフ著 

堀茂樹訳 

ハヤカワ epi文庫 

早川書房 

953.7||Kr5 

インターネットを使用すれば本屋まで移動

する必要がないので、互いに時間の都合が合わ

なくても可能であることや、自分の好きな時に

中断・再開できるため一度に選ばなくてもいい

のでゆとりをもって行えると思いました。 
 また、私が探していた本は TV ゲームが原作

となっており、今まで行った本屋では置いてい

なかったのですが、インターネットではすぐ見

つかり、今回注文することができました。私た
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ちの年代はネット検索や通販を日常的に利用

している人も多いと思うので、このブックハン

ティングの方法はとても良いと思いました。 
 『ICO-霧の城-』は上記のゲームが原作の小

説です。宮部みゆきさんの小説は初めて読みま

したが、ゲーム中ではほとんど喋らなかったキ

ャラをとても魅力的に書かれていたり、作中説

明のなかった設定が物語に盛り込まれていて

新鮮な場面も多くとても面白かったです。 

インターネットの 

手軽さと探しやすさ 

理学療法学科 3 年 K・I 

執筆者本人の希望で匿名となっています。 

http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784061825581)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784042750024)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784151200021)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784151200120)
http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?IS=(9784151200168)


 

 

 後期がスタートし、初めての実習を前にドキドキしている学生も多いのではないでし

ょうか。今回は専門性を深める図書館活用術、特に実習中の図書館の活用についてお話

しします。 
 実習は、本学の学生にとって専門性を学ぶ上で切り離せない存在です。大学の授業で

基礎的な学習をして実習を行っているものの、実際の対象者を理解するのはなかなか難

しいものです。私自身も学生時代に実習をしてみて、現実の対象者は疾患・生活背景・

心理状態も複雑で、様々な視点が必要だと気づかされました。実習に行ってみると授業

で使った教科書・テキストだけでは、対象者の個別性に配慮した方法で援助することが

できず、悩みました。 
そんな時に役立ったのが、専門雑誌の情報です。専門雑誌は焦点を絞ったテーマを扱

った記事が多く、さらに最新の情報が掲載されています。また、専門雑誌は図書館で貸

し出しを制限していることもあり、本に比べると図書館内で見つけやすいのも実習中の

メリットです。雑誌内の利用したい箇所を図書館内でコピーし、受け持ち対象者への援

助やケースレポートの作成などに活用すると便利です。最近は学生を対象にした雑誌も

増え、実習だけではなく国家試験へ向けての学習や、就職活動の参考になる情報も収集

しやすくなりました。図書館の活用から少し脱線しますが、実習が多くなる大学 3・4
年生のタイミングもしくは社会人になったら、自分の関心に合った専門雑誌の定期購読

をお勧めします。実習や国家試験の学習のペースメーカーとなる上、専門職に就いてか

らも新しい情報を得ていく機会になります。雑誌を通して感じた疑問を、図書館でさら

に調べ、深めることにもつながります。 
実習で出会った対象者との体験は、私たちの一生の糧になります。自分の実習体験と

図書館を通して得る“知”とを結びつけることで、実習の学びは深まり続けます。これ

から始まる実習で、ぜひ試してみてください！充実した実習になりますように。応援し

ています！  
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長内先生の「私の図書館活用術 vol.1」は第 24 号に掲載しています。ぜひご覧ください。 

 

長内 志津子 看護学科講師 

私の図書館活用術 vol.2 
「実習の学びは図書館で深まる！」 



 

 

Rapport  no.25    16 
  



専門分野について 

図書館（以下「📕📕」）「ご専門の分野につ

いて教えてください」 

木村先生（以下「先生」）「科目で言うと

基礎看護学分野はもちろんですが、「コ

ンプリメンタリーセラピー」ですね。看

護代替療法もしくは補完療法って言い

ます。その中の“ホリスティックナーシ

ング”については自分の中ではホットな

部分で本腰入れて勉強しています。 

あと、臨床での専門はがん術後に起こ

るリンパ浮腫というのがあって、その発

症や悪化予防のためのケアを専門とし 

弾性ストッキングや弾性包帯など、リンパ浮腫の圧

迫療法に使用されるツールを教えていただき、実際

に触らせていただきました。 

 

てやっています。実習指導に行く以外の

月を除いて、ユニフィケーション※とし

て施設のリンパ浮腫外来でむくみ軽減

のためのリンパドレナージやバンデー

ジ(圧迫療法)、生活指導など外来看護師

さんと一緒に行っています。ここ（先生

の写真の後ろ側のカーテンがかかった

キャビネット）にあるものは、全部その

ために使うものなんですよ。 

このむくみのケアをする外来が、今度

12月に西北地区（つがる西北五広域連合

つがる総合病院）で始まるので、その準

備・開設の手伝いもしてます。今年 6月

から八戸でもスタートしました」 

※ユニフィケーション…1960 年代後半の米

国において、看護教育と看護サービスの

乖離が問題として指摘されたことをきっ

かけに提唱された理念及び取り組み。そ

の理念は、看護実践・教育・研究が連携

することによって、看護教育及び看護サ

ービスの質の向上を図るというもので、

看護におけるユニフィケーションは、「看

護サービスと教育・研究の責任を一つの

管理組織に所属させること」と定義され

ることもあります。日本においても、1980

年代以後米国の取り組みが紹介されまし

た。 

現在の研究との出会い 

📕📕「では、先生がそのご研究を選ばれた

理由を教えていただけますか？」 

先生「私は新卒で消化器系外科に配属さ

れて、がんの専門とかってやって、あと

急性期が多かったの。急性期っていうの

は ICUとか CCUとかでね、救急室とか手

術室も長かった。 

それから大学院に行って、本学に就職

したの。その時に小板橋先生（現・京都

橘大学）や河内先生(治療室シーズ院長)

が「コンプリメンタリーセラピー」を教

えにきてくださっていた。 

私が消化器系外科に入った頃は、乳が

んの患者さんがむくんだときに軽減す

るケア方法がなくて、ただむくんだ手を

少し挙げるためにタオルや枕とかに置

いていた程度だった。何とかしたいなっ

てずっと思っていた。その「コンプリメ

ンタリーセラピー」の中で、むくみに効

果的なリンパドレナージというのがあ

るということを教えていただいた時、

『あっ！今はそういうのがあるんだ』っ

ていうのが出会いでした。昔、パーンと

看護 
学科 

1998 年 日本大学文理学部英文科(通信課程)卒業 学士(文理学) 
2000 年 聖路加看護大学博士前期課程修了 修士(看護学) 
2015 年 聖路加国際大学 看護学研究科博士後期課程修了  

博士(看護学) 
2000 年～ 青森県立保健大学 

木
村 

恵
美
子 

青
森
県
立
保
健
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ 

 

５
周
年
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

看
護
学
科 

准
教
授 
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腫れた腕や手を何とかしたいなって思

っていたことに対するやり方を知るこ

とができて嬉しかった。でも、まだその

方法は日本に普及していなくて、がんの

術後にむくみで苦しんでいる患者さん

は多いままだった。 

それから、いろいろセラピストの資格

を国内や国外（ドイツ）に取りに行った

りとかして今にいたるって感じですか

ね！」 

📕📕「では、今はどんな研究をされていま

すか？」 

先生「リンパ浮腫っていうのは先天性も

あれば、続発性といって手術とか火傷と

か事故でもなったりとかいろいろあり

ます。主にがんの患者さんのむくみの発

症予防と悪化予防を今研究しています。 

予防するためには、その原因が何かっ

ていうのを明らかにしないといけない

から、その研究をこの間 3月にまとめ上

げたので今論文を投稿しようと思って

やっているんだけど、遅々として進まな

いっていうのが現状(笑) 

まとまったらまた（リポジトリへ提供

しますので）よろしくお願いしま～す」

📕📕「ぜひ～！」 

患者さんの言うことや本当に見た

ものが統計学的に有意な結果に 

📕📕「先生のご研究のおもしろさと難しさ

を教えてください」 

先生「外来で患者さんにドレナージして

いる時にね、『あれが原因だと思うわ～』

ってぽつぽつ言われたことやインタビ

ュー調査でまとめた患者さんの言葉を

質問紙の中に組み込んで、量的研究でデ

ータ収集して、統計学的に有意に出たり、

でなかったりする。患者さんの言うこと

とか本当に見たもの(観察)っていうの

は、…なんか言い方がちょっと思い浮か

ばないけども、研究的に事実が明らかに

なるというのはすごく大事だなって思

うし、おもしろさでもある。 

質的な研究だけだとケアの効果を納

得してもらうのは難しくて、やはり量的

な研究をして統計学的に示した方が分

かってもらいやすい。効果があるならば

やってみようって人が動くし、制度が作

られたり、ケアの根拠としてテキストに

載せて示すこともできる。 

リンパ浮腫ケアに対する診療報酬が

検討されるという動きがありますが、事

前に関連文献の提出を学会から求めら

れていたこともありました。研究って個

人的な興味だけでなく、社会にも大きく

影響することを考えると、研究には「お

もしろさと難しさ、そして責任」がある

と思います。 

あと、学会などでも同じ研究してる人

と知り合って繋がるじゃないですか。セ

ラピストの仲間とか。難しい症例の相談

ができたり、ケアの工夫を考えていける

という点で心強いし、そういう交流が楽

しくもある。以前、本学で 7年間私がリ

ンパ浮腫研修会をやっていましたが、今

は青森県看護協会で開催してくださっ

ています。そこでは講師として協力して

いますが、研修会にきてくださる県内の

看護師さん達とも知りあえるし、セラピ

スト資格を取りたい看護師さんたちに

要点を教えたり、リンパ浮腫ケアをどん

どんやれる人が増えていくっていうの

はすごく楽しいこと」 

先生が手にしているのはスタートアップフェスタ

で使用するモーリーとリンリンですが、研究室を掃

除したら今は使われてないガラス製の注射器（50

ｍｌ用）が出てきた！と見せていただきました。→

箱の中。 

研究に欠かせないもの 

📕📕「それでは、先生がよく使われるツー 

ルはありますか？」 

先生「図書館系のツールってことだよ

ね？」 

📕📕「でもいいですし、先生の研究にこれ

が欠かせないのよね～っていうのがあ

ったら、それを教えていただいても」 

先生「欠かせない！？使えるツール…」 

📕📕「このストッキングとかありますけど」 

先生・📕📕 (笑) 

先生「ケアに使う包帯は山ほどあるよ！

図書館系でいうと PubMed※よくひきます」 

※PubMed（パブメド）…米国国立医学図書

館（NLM）が作成・無料公開している生命

科学系の文献データベース。 

📕📕「統計ソフトは、SPSS※使われます？

それ以外のものも使われますか？」 

先生「SPSSを使うかな！」 

※SPSS（エスピーエスエス）…統計データ

ソフトの名称で、χ
カイ

二乗検定で統計学的

に有意な差が生じるか確認したり、回帰

分析で信頼区間を出したりすることが

できます。 

論文は読まれてなんぼ／煮詰まっ

ていたところの一文が書けたり 

📕📕「話は変わりますが、投稿されるとき

に、オープンアクセスは意識されるもの

でしょうか？」 

先生「意識します」 

📕📕「おお！」 

先生「それはしています。だって読みた

い側は便利だし、論文を出す側としては

読まれてなんぼ…って思ってるから…。 

私は慢性浮腫やリンパ浮腫専門の『国

際リンパ浮腫フレームワークジャパン』

っていう研究協議会の理事をやってい

ます。学会誌の『リンパ浮腫管理の研究

と実践』を作る時に、最初からオープン

アクセス出来るようにWEBのバージョン

を意図して作りました。 

他の理事の先生は査読は大事だけれ

ど、一番の査読者は【読み手だ】って仰

っていて、論文の良し悪しはその読み手

がクリティークをどうするかで鍛えら

れていくもんだって。なるほどと思いま

した。 
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学会発表したら終わりじゃなくって

ね、言葉にして読んでもらうことで伝わ

ることは多いですよ。 

オープンアクセスって、臨床の人たち

もどんどん引けるじゃないですか。ネッ

トで引けて、読みたい時に得られるって

いうことはいいですよね」 

📕📕「はい」 

先生「文章が思い浮かばない時に、研究

室で悶々としててね、ピターっとくる言

葉を見つけてマーカーを引く。それでや

っと、煮詰まっていたところの一文が書

けたりとか、良い論文に出会えた時とか

っていうのは参考になるという意味で

本当に助かる。知らなかったことを知る

ことができるっていうのはうれしさを

覚えます」 

これからの図書館について 

📕📕「それでは、これからの図書館につい

ては、いかがでしょうか」 

先生「私はこの間大学院(博士課程)を修

了したばかりなんですね。おこがましい

んですけども、うちの大学って意外と進

んでいて他の図書館に比べると、例えば

リポジトリもそうでしたし、聖路加（聖

路加国際大学大学院）※に行ってたんで

すけども、同じサービスくらいなんです

よね～」 

📕📕「え～！！！？」 

※聖路加国際大学…図書館のサービスのレ

ベルが高いことで有名なので、私たちは

少しでも近づけるようにがんばっていま

す。 

先生「大学院生とか学生たちに図書館の

利用とかガイダンスとかっていうのも、

しっかりとしていて内容も十分だし。 

あと、なんだっけ、図書館に鳥がいま

したよね！飛んでたでしょ！」 

📕📕 「トリゾウ※ですか？」 

※トリゾウ…図書館の広報キャラクター。 

先生「あー！トリゾウとか～」 

📕📕「ありがとうございます！」 

先生「なんかね、本の貸出・保管業務だ

けでなく、動きのある図書館っていいな

ぁって❤。例えばこういうふうに動いて

いるじゃないですか、インタビューとか

ね、５周年記念とかね… これらのデザ

インはすごく素敵だった。私の中では

Good job!って言いたかった」 

📕📕「ありがとうございますー！！」 

過去のオープンアクセスウィークの広報グッズを

保管していてくださった木村先生 

後ろに本棚をかかえる 

先生「話は変わるけれども、私、小学校

の時からずっと本が好きで。で、昔って

（図書館の本を借りるときは）図書カー

ドに本の名前を書いてたんですよね」 

📕📕「はい」 

先生「その年代？通じる？？」 

📕📕「大丈夫です」 

先生・📕📕 (笑) 

先生「そう、その図書カードが一番分厚

くて、私が一番読んでるからって図書委

員長になったのね」 

📕📕「すごい！」 

先生「だからその頃は本をいっぱい読め

ば委員長になれるんだ～っ✿て思って

育ったの。今は、ネットでも引けたりと

かスマホですぐに読むことができるけ

ど、後ろに本棚をかかえるっていうのは

やっぱり存在なんだなって思うんです。 

蔵書している図書館に行けば必ずな

にかがあるっていうことでは、やはり知

の保管庫の役目があると思う。 

自分たちがわからないことはそこに

行けば何か見つかる・教えてもらえると

ころ。本の虫だったので本があるところ

は個人的には好きです」 

これからの夢 

📕📕「では最後に、先生のこれからの夢は

なんですか」 

先生「私の専門や研究の夢は、青森県に

むくみのケアをする外来が増えて辛い

思いをしている患者さんが少なくなる

ことです。そして今はリンパ浮腫ケアを

行うと診療報酬はつかないので、1 時間

で 5000～6000 円くらいを自費で払うん

です。早く診療報酬がつくようになって

3割負担とかになってほしい。 

私が大学を退職した後も、どこかのリ

ンパ浮腫外来で「今日は何人かな？」っ

て、患者さん達にリンパドレナージをし

続けていたいなと思っています」 

先生・📕📕 (笑) 

先生「以上です」 

📕📕「ありがとうございました」 

◆木村恵美子先生の最新論文 

 

Kimura E : Qualitative research for risk factors of lymphoedema among nine 

breast cancer survivors. Lymphoedema Research and Practice, 2(1), 10-16, 

2014 

http://ilfj.jp/1kaishi/kaishi.html 
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体の中のいろんな障害をリハビリ

テーションの立場からよくする 

図書館（以下「📕📕」）「まず先生のご専門

の分野についてお聞きしますが、内部障

害の理学療法というと、具体的にはどん

なかんじですか？」 

山下先生（以下「先生」）「内科系ってい

うのか、体の中のいろんな障害をリハビ

リテーションの立場からよくするとい

うか、治していくような分野ですけれど

も」 

📕📕「その時の理学療法は、どんなことを

されるんですか？」 

先生「臓器のどこに障害があるかによっ

て、割と身体障害は手足の運動機能の障

害でわかるんですけども、内科系の場合

はなかなか外見を見てもわからないっ

ていうかね、そういうところがちょっと

最近は注目されるようにたんだけども、

今までは理学療法士が少なかったせい

かまだまだでした。そういう呼吸とか心

臓とかですね、呼吸・循環・代謝関係な

んですけどね。いろいろ障害を治すと、

リハビリテーションの介入で治すとい

う形ですけども」 

『ごっくん』は吐く力、『はくしょ

ん』は吸う力／肺炎は夜作られる 

📕📕「それでは、先生がご専門を選んだ理

由について教えてください」 

先生「学生時代にあった熱心な教員と臨

地実習地の指導教員に影響を受けたか

らです」 

📕📕「先生がめぐりあった先生方というの

はどんな感じの先生でしたでしょうか」 
先生「やっぱり学生時代の学校の興味持

った授業や実習の先生や臨床実習だっ

たかな。私の学校は大学なかった時代で

すから専門学校だったんだよね。昔、結

核がはやったなかで呼吸器疾患の結核

後遺症がすごく多い時代でね、そこの中

でも学校が清瀬ってとこで、東京都内で

も結核後遺症の人が療養してる病院が

多かったんですよ。たまたまそういう病

院が近くで、実習とか教育受けたから呼

吸に興味を持ったというところから始

まったんですよ。 

そのあと、進行性筋ジストロフィーと

かね、あれも最終的には呼吸筋が萎 

縮から呼吸不全起こして感染で亡くな

るということが多いんでね。 

最近では、脳卒中の呼吸障害というこ 

とで、脳卒中の方っていうのは誤嚥性肺

炎っていうのが多いね。その大部分は嚥

下筋や呼吸筋の問題で飲み込む時に、食

べたものや、唾液、胃内容、さらに痰と

かそういうのが、気管支に入っていっち

ゃうのね。気管にふたがうまくできない

の。食べたものはふつう胃に行くでし

ょ？ふたが素早く筋肉でコントロール

する反射がうきまくできるから、そうい

うものが気管支に入っていかないんだ

けど、誤嚥する人は気管支に入っていき

やすい。完全に気管支にふたができない

こと。そして、入っても咳ができないか

ら入りっぱなしというところで、嚥下筋

と咳の重要な筋でもある呼吸筋がうま

く働かないと誤嚥性肺炎になるってい

われてるんだよね。肺炎今 3位かな 4位

かな？」 

📕📕「3位でした」 
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先生「だんだん順位が上がってきてるか

らね。大部分は、誤嚥性肺炎なんですよ。

感染、細菌とかウイルス性の感染でも痰

が出せないから、亡くなるケースが多い

ですからね。それらの理由で、誤嚥性肺

炎をどのようにしてリハビリテーショ

ンで防げるかというテーマが最近の研

究ですけど」 

📕📕「先ほど誤嚥性肺炎には嚥下筋と呼吸

筋が関係しているというお話がありま

したが、どうやって測定するのかなと思

って…イメージがあまりできなくて」 

先生「呼吸筋力計ってあるんですよ。機

械ですけどね。口腔内圧で計るんですよ

基本的には。結局、思いっきり吸わせて

思いっきり吐かせて最大の圧を計るん

ですよ。そうすると、口腔内圧と比例し

てるから」 

📕📕「それのやり方って、肺活量を計る時

の…？」 

先生「肺活量は空気抜けるでしょ、ずば

っと容量と流速で計るでしょ。呼吸筋力

計は空気が抜けないんですよ。圧センサ

ーで計るから、吹く圧と吸う圧で計るん

ですよ。それで呼吸筋力の代用としてる

んですよ。腕とか足の筋力のように、直

接、呼吸筋の力を計れないのでね。それ

で、口腔内圧の吸気圧と呼気圧の最大値

で計るんですよ。それが今から 20 年く

らい前かな、そういう小型の測定機器が

出てきて計れるようになった。口腔内圧

で計るんですけどね。ただ、口腔内圧で

計る利点として嚥下筋の機能もある程

度見られるんですよ。発声も声帯の力や、

口腔機能がないと口腔内圧も少なくな

ってきますからね。だから口腔内圧で呼

吸筋計った方が嚥下能力もある程度見

られるので、いいかもしれないね。 

結局、嚥下機能と嚥下反射ですけどね、

気管支にふたをする速さなんですよ。気

管にふたをする速さが遅くなると誤嚥

性肺炎になりやすくなっちゃう」 

📕📕「そして咳が弱いと…」 

先生「咳が弱いと、気管支に異物が途中

までいったとこを入りそうなときにゴ

ホンと反射で出すんだけども、そういう

ところが鈍かったり弱かったりすると、

誤嚥性肺炎になりやすいと言われてい

ます」 

📕📕「先生のご研究で、筋肉量だけでなく

呼吸筋の筋力と栄養状態が関連してく

るってところがよくわからないのです

が…」 

先生「それはあの、嚥下障害がある人は

絶食ですからね」 

📕📕「あぁ～！そうですよね」 

先生「悪循環に入っていくんですよ。絶

食で点滴とか、胃瘻、胃に穴を開けてチ

ューブで入れてやると。なかなかその、

十分な栄養摂取と吸収ができないから

ね、栄養不良になると呼吸筋が委縮して

きますから。呼吸筋ってかなり栄養を使

うんですよ」 

📕📕「そうなんですね。ずっと動いてます

もんね」 

先生「だから、サルコペニアって最近言

われてるでしょ。筋肉減少症。だから骨

格筋の減少だけでなく、そういう嚥下筋

とか呼吸筋もそういうサルコペニアが

起こるといわれているんですよね。サル

コペニアは、筋肉を手足だけでなくね、

最終的に残されたとこってのは食べる

力、呼吸する力というとこでしょ。手足

が動かなくても呼吸できる、もの食べら

れるってことが最終的に残された筋肉

の機能だからね。そこらあたりを確保し

ないと、お年寄りが快適に（暮らせない）

ね。手足弱くなっても、もの食べられる

とか、呼吸できれば、生きていけるわけ

ですからね。そういうところを、リハビ

リテーション、特に理学療法士ができる

方法がないかということで、呼吸筋トレ

ーニングとかね腹筋部を鍛えるとかね。 

 咳は腹筋が重要なんですよ。呼吸筋も

吸う方と吐く方も重要ですけど、吐く方

が主に歳とともに一気に落ちてくるか

らね。吐く方が大事なんですよ。嚥下も

ね、吐くときに『ごっくん』があるから。

『ごっくん』は吐く方なんですよ。吐く

ときに呼気筋が飲み込みも多少介助し

ているからね、協調して働いてるから、

呼気筋って重要なんですよ、思ったより。

咳するにしても呼気筋だし、その前に

『はくしょーん』する前はいっぱい吸っ

てから『くしょーん』ってするでしょ。

だけどまぁ、咳はやっぱり呼気筋が非常

に重要である。 

 そして、飲み込む時も呼気筋が重要だ。

呼吸と嚥下と一緒になっていくわけだ

ね。吸ったときにものを食べるでしょ。

吸うとものを一緒に食べると器官に入

っていっちゃうでしょ。だから、しゃべ

りながらものを食べるとむせるときが

ある。あと飲みながらね。だから、呼吸

と嚥下っていうのは重要なんですよ。協

調がね、一緒にやっちゃうと、吸ったと

きにもの食べてると気管支に入っちゃ

う。その辺の協調がね、うまくできない

と、我々だって結構むせたり気管支に入

ってね。だけど、お年寄りの場合は、な

かなかむせないし咳できない、入っても

わからないと。結局、なんも食べてなく

てもね、口の中のばい菌や胃内容がね、

胃液とか食べたもの逆流とかね、寝た状

態のとき入っていっちゃうんですよ、意

識なく。だから、食べてなくても肺炎は

夜作られるわけですよ」 

📕📕「へぇ～！（驚）」 

先生「だから、胃の中の胃液が肺に入っ

ちゃうと、酸だからすごい炎症を起こし

ちゃうの。そこら辺のちょっとね、反射

機能とか強さをね、リハビリでなにかで

きないかということでトレーニングを

考えている。自分でできない場合は、咳

や嚥下をするための筋に電気刺激する。

お腹のまわりやのどに電気」 

📕📕「お腹に電気刺激をすると？」 

先生「腹筋強くなるでしょ。結局、平均

以下の人って腹筋トレーニングできな

いでしょ。我々、ぐっと起きられるけど

も、ある程度以下のレベルの人っていう

のはなかなか腹筋トレーニングできな

いから、そういう電気で。あと、嚥下筋

ね、刺激したり。 

 だから、なかなか自分でトレーニング

やろうという意欲がない人とか弱い人

は、そういう電気刺激の方がいい。 

 なおかつ、できるだけ栄養摂取をして、

嚥下トレーニングをね、それは言語聴覚

士の人がやってるとこが多いけどね。 

 あと、経管栄養とか点滴とかで高カロ

リーで栄養状態をよくしてから併用し

てよくすると。そうしないと悪循環入っ

ちゃうでしょ」 

📕📕「あらゆる機能が衰退して、そういう

ふうになっちゃうと」 
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先生「今まで肥満はだめだ肥満はだめだ

っていってたでしょ。最近は、適度な肥

満は長生きするっていわれててるんで

すよ、栄養状態がいいから。中年くらい

までは肥満ってのはあまり良くない、心

筋梗塞になるからね。だけど、後期高齢

者になればある程度肥満にしていかな

いと、栄養状態をよくしていかないと長

生きできないっていわれてる。抵抗力が

なく、結局肺炎を起こしやすい。だから

必ずしも肥満が悪いとは言えないんで

すよ。最近、そういうふうにいわれてる

ね。 

 だから、青森県も肥満が多いっていわ

れてるけど、中年くらいまではまぁそう

だけども、ある程度高齢者になってきた

ら栄養状態よくしてちょっと小太りく

らいの方がいい、脳卒中の人でも長生き

すると。やっぱり当然肺炎とか起こさな

いしね。逆に栄養摂取が良いんですよ。

まぁどっちが最初かわからないけどね、

栄養状態がいいが先か、そういう肺炎に

かからないから栄養状態がいいのかさ。

だんだん、悪循環に入っちゃうからさ。

嚥下障害とか肺炎とかで入院、食べられ

ないとかね。だんだん悪循環入って、最

後は肺炎起こして悪くして亡くなっち

ゃうということになっちゃうからね。ま

ぁ、私はそういうようなことをミニミニ

研究してるということです」 

スピーディーな早期投稿、オンラ

イン査読 

📕📕「では、次の質問に行きます。オープ

ンアクセスについてですが、投稿される

ときにオープンアクセスジャーナルか

どうかというのは意識されますか？」 

山下「あまり意識しないですね。我々の

理学療法の国内の雑誌ってあまりない

んですよ。2 つくらいでしょ。あと地方

誌になりますからね。各県誌会のジャー

ナルですけどね。そのあたり、看護と違

って極端に少ないよね。だから、できる

だけ年内に片付くような、私はね。結構

ハードルの高いジャーナルは、年度内に

収まらない研究して研究計画で倫理審

査とおって、データとりして、まとめて

るうちに次の年になっちゃうでしょ。そ

うするとなかなか、まとめたときに出し

て、論文出す前に学会発表するけども、

そのあとに雑誌投稿するまでに 6ヵ月と

かかかっちゃうとさ、ちょっとあれだか

らなるべく早期投稿ってやつがあるの

ね。早期投稿高いんですよ、結構(笑)」 
📕📕「そうなんですか」 

先生「みんな最近は査読もメールだから

ね。オンラインだからみんな、スピーデ

ィーに査読して帰ってくるのがいいん

ですよ。長くなる雑誌っていうのはかな

り大変なんですよ。いつ受理されるかさ。

我々歳になると短いから老い先(笑)」 

📕📕「いやいやいやいや…。これは伺って

みないとイメージできませんでした」 

先生「最近そういう風になってきてるよ

ね。いろんな雑誌類がね。それが良いか

悪いかっていうのは、利点の方が多いで

しょうね。やっぱりそういう風になって

る時代だからね。だんだんこう、紙でど

うこうするより、電子化して載せた方が

早いもんね。調べるにしても、そういう

のがあるから調べやすいよね、ツールと

しても」 

📕📕「そうですね。とっても楽です」 

先生「似たような研究がひっかかってく

るからね。良いか悪いかはいろいろある

けど、ひっかかってくるとそれなりにい

ろんな角度からやってるから、自分の研

究もヒントとして役立つよね。特に臨床

的な研究をやってるから、病院の中の現

場で必要な重要なところを研究してる

ので、臨床の人がいろいろ言ってるもの

出てるものが載ってるからね、やっぱり

そういうものに引っかかって、じゃあこ

ういう同じような結果になってれば、同

じようなテーマでやってればやっぱり

みんなこれ重要だなとかみんな悩んで

るんだなとかこういうことやってるん

だなとか、お互いに相乗効果で、一本で

出た結果も積み重なればそれなりに効

果があるとか効果ないとか言えるでし

ょ」 

📕📕「説得力の問題なんですか？」 

先生「結局ハードルの高い１本の雑誌で

投稿されたとしてもさ、それが間違って

る可能性もあるからね。だけど、ミニミ

ニ研究がいっぱい集まっててもまとま

って結果が出ればそれの方が強いって

思うよね。だから、こういうオープンな

やり方はいいよね。広く公開できるとい

うのはね。臨床研究はいいねそういうと

ころね。コメディカルなね」 

学生に「変な引用や盗用はなし」「コ

ピペはなるべくしないように」と教

員と図書館が協力して指導 

📕📕「これからのオープンアクセスや図書

館についての期待についてお聞かせく

ださい」 

先生「素早い公開と、学生にも利用しや

すいように」 

📕📕「『素早い公開』は、先生が投稿され

てからすぐに公開されるみたいなかん

じのイメージでよろしいですか？」 

先生「はい」 

📕📕「そうすると、『学生にも利用しやす

い』っていうのはどんなかんじのことで

しょう？」 

先生「学生は今レポート書くにしてもね、

結局オープンアクセスっていう言葉も

わからないし、ジャーナルから持ってこ

ない学生が一番困るんですよ。コピペで

ジャーナルじゃないところから貼り付

けられるのはよくないと思うんだけど

ね、少なくても、良い雑誌から貼り付け

てほしいなと思うんだよね。ジャーナル

じゃないところに文章的に書いた出所

がわからない一言が書いてあったりと

かぽっと持ってこられると、非常にレポ

ートも参考引用文献としてはね。結局、

ホームページのアドレスで引用しちゃ

まずいと思うんだよね。それよりは、い

つのジャーナルかというのがちゃんと

書かれてどういうところをどう引用し

たのかわからないとさ、そこらあたりが

わからないんだよね、学生っていうのは

ね。なんでもホームページから、文献じ

ゃなくアドレスで反映されて。悪くはな

いんだけどね。公的なホームページなら

いいけどね、私的なホームページのアド

レスを引用して本当にいいのかって。正

しくない場合もあるからね。できるだけ

そういうオープンな雑誌のね、コピペす

るにしてもホームページのアドレスで
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なく、PDFを開いて出てきたものとかね、

そういうのをちゃんと雑誌名・著者名・

年号ちゃんと写してやりなさいよって、

ホームページのアドレスじゃなくて言

ってるんだけどもそのあたりがわかっ

てないからね。そういうところちょっと

図書館でも指導してもらえればね」 

📕📕「そうですね。一年生の人間総合ゼミ

で私たちも同じようなお話をしてるん

ですけど、やっぱりすぐ忘れちゃうんで

すよね」 

先生「だんだん、年次が上がってくれば

理解してくると思うんだけどね」 

📕📕「そうですね。先生たちに何回も直し

てもらってようやく直るんだろうと思

うんです」 

先生「コピペの盗用とか、引用の仕方を

守るようにルールがあるみたい。研究倫

理もそういうとこ入ってたね、最近ね。

何行とかどのように引用とか、そういう

のも講義の中で教えてるんだけども、そ

のあたりもうちょっと学生に安易なコ

ピペはするなってことと、引用の仕方も

ちゃんとルール考えて引用しなさいよ

ということを学生に我々も言いますけ

ど図書館の方でもちゃんとしてもらえ

ればね、ルールで。電子ジャーナルでも

かなりそこに集中すればアウトな場合

あるんでしょ？」 

📕📕「契約によってなんですけど、日本の

雑誌が載ってるメディカルオンライン

ですと特に同時アクセス数の限定はな

いんですが、連続して同じ雑誌の続いて

るページをどんどん開けていっちゃう

とアウトになることがありますが。それ

は、とにかくダウンロードだけ先にしち

ゃおうってやろうとするとそうなるん

ですが、開けて確認してから次に行くっ

てやっていれば問題はないです」 

先生「そこらあたりも学生にとって何が

必要な雑誌かっていうかね、要旨をみて

本当に必要なのか。ダウンロードしてし

まえば、あと安心だというようなところ

がね。結局、引用文献を数だけ集めれば

いいと。それからまた、どこの部分を自

分のレポートに重要かってピックアッ

プするところができてないんだよね、ま

だ。そこらあたりをちょっと学生にもね、

図書館の人がまず最初の入口だからそ

のあと我々が何回も言いますので。変な

引用とか盗用はなしだけども、コピペは

なるべくしないように指導したいなと

思いますけどね」 

📕📕「わかりました」 

これまでどおり『じょっぱり研究』 

📕📕「では、最後に先生のこれからの夢に

ついて、お聞かせいただければと思いま

す」 

先生「なんにも夢、それほどないけどね。

今までどおりだね。これまでどおりに

『じょっぱり研究』でいきたいね」 

📕📕「先生、ありがとうございました」 
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専門分野について 

図書館（以下「📕📕」）「ご専門の分野につ

いて教えてください」 

大山博史先生（以下「先生」）「私は精神

学が専門でして、現在主な研究テーマは

「自殺予防」です。その他、「精神科リハ

ビリテーション」も研究を手掛けていま

す。」 

研究の評価項目は「人」 

📕📕「先生がその専門を選ばれた理由とい

うのは…？」 

先生「以前、青森県立精神保健福祉セン

ターというところに勤めていた時に、当

時から青森県の自殺が多かったもので

すから、そこで、自殺予防の業務を任さ

れたことがきっかけですね。 

それから、精神科リハビリテーション

の方は、精神科医として勤務している中

でやはりこれも業務としてやってきた

ということです。 

個人的にこれらの仕事を始めからや

りたいといったことではありませんで

したが、まぁ、業務として任された中で 

 

研究を深めていったということでしょ

うか」 

📕📕「はい。では、現在のご研究について

少し教えていただけますか？」 

先生「自殺予防の研究では、うつ病の健

康診断の仕組み使って地域の自殺死亡

率を低下させるプログラムを開発して

います。成果も得られています。 

それから、精神科リハビリテーション

の方ですと、動物療法を重症の統合失調 

症の方に実施して、その効果の検証を行

っております。こちらも、成果がでてい

ます」 

📕📕「動物療法は、どんな動物を使われて

いますか？」 

先生「現在私がやってるのは犬なんです

けどね、脳性麻痺の方に乗馬を行うとい

うのは非常に有名な動物療法ですね。そ 

 

の他、精神障害の方ですとやっぱり犬が 

多いと思いますね」 

📕📕「よくセラピードッグって耳にするん

ですけど、あの子たちなんですか？」 

先生「そうです。特別な訓練を受けた犬

ですので、犬もセラピーに関わると非常

に疲れるというのがはっきりわかりま

すね」 

📕📕「犬の様子も違うんですか？」 

先生「ええ、違いますね。統合失調症の

方は、心と心の交流を保つというのがす

ごく難しくなるんですけども、例えば視

線が合わなくなるとかね、そういう症状

が出てくるんですが、視線を合わせられ

ない患者さんであっても、動物が寄って

くると視線を合わせることができるよ

うになるんですね。それを定期的に繰り

返していくと、その方はある程度視線を

合わせられるようになるとかね。カッと

なりやすさが改善するとか、という効果

があるんですね」 

📕📕「それでは、研究の面白さと難しさに

ついて教えてください」 

先生「私の研究の評価項目は、人なんで

すね。例えば、自殺の危険にさらされて

る人の数ですとか、重度の統合失調症に 
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悩んでいる方の心の状態ですとかね。で 

すので、研究成果がでた場合には、その

自殺の数が減るとかね、それから重度の

統合失調症の方の心理状態が改善する

とかという形で、非常に目に見える形で

成果が得られるというのは、私ね、非常

に関心がありますね。面白さというより

は、こういった大学の研究職に就く者の

義務だと思っていますね。 

あと、あまり面白いって感じたことは

ないですけど。ただ、そういうことは社

会上の善に向かっての行為じゃないか

なって思いますね」 

📕📕「そうですよね。先生のご研究ですと

難しさがいっぱいありそうですけど…」 

先生「難しさですね、やっぱり人を対象

とした研究ですので、例えば、RCT※って

実は難しいんですね。そういった RCTを

行えない中で、皆さんに説得力を持った

成果を出すというのは非常に難しいで

すね」 

※RCT（アール・シー・ティー）…ランダム

化比較 試験 (Randomised Controlled 

Trial）。 臨床試験の対象となる患者さ

んをランダムに振り分けて介入群と対

照群を作り、治療の効果を比較すること

により、評価のバイアスを避ける方法。 

📕📕「そうですよね」 

先生「そういった研究成果は、将来的に

はね、制度政策に生かしてもらいたいと

思ってやってるんですけど、研究デザイ

ンの制約がやっぱりありますので、そこ

をどういうふうに埋めていくのかって

いうのはすごく工夫を要しますね。複雑

な統計の計算なんかもやらなくちゃい

けないので。あと一方で、倫理的な問題

をクリアしなきゃいけないとかあって、

制約多い中で工夫を凝らさなきゃいけ

ないというのは非常に難しいです」 

研究ツール 

📕📕「よく使われるツールはありますか？」 

先生「SPSS（エス・ピー・エス・エス）

は本学で導入されてますから使います

ね。あとは R（アール）という統計のソ

フトとかかな。あとは…（ソフトの外箱

を取り出しながら）これですね、

StatXact（スタットザクト）っていうん

ですよね。こういうの使ってるんですよ」 

📕📕「ありがとうございます」 

予測しない情報に出会う確率が

高い冊子体、意図した検索しかヒ

ットしないインターネット 

📕📕「では、次にオープンアクセスについ

てなんですけども。 

今回のインタビューは去年のオープ

ンアクセスウィークの時にお配りした

封筒に入れて論文を図書館に提出して

くださった先生を対象にさせていただ

いています。論文のご提供ありがとうご

ざいました。今はまだ著作権処理中で、

リポジトリには掲載されていないので

すが…。 

先生は、投稿されるときにオープンア

クセスジャーナルかどうかということ

を意識されるものなんでしょうか？」 

先生「冊子体をもっていない雑誌でオー

プンアクセスだけでネット上にだけ存

在するジャーナルは今後すごく増えて

くるので、そういう雑誌はやっぱり投稿

を避けたいなという気持ちはあります

ね。冊子体があってオープンアクセスっ

ていうのは、理想的だと思いますね」 

📕📕「ええ。学会誌は冊子をやめてネット

上で無料公開するように動いていると

ころも結構あるんですけども、先生の専

門分野ではそういう動きはないんでし

ょうか？」 

先生「冊子をやめるということはしてま

せんね、私の領域では。冊子を出しなが

ら、オープンアクセスも併用するという

動きに留まってますね」 

📕📕「それはその冊子を出し続けることの

意義というか、その辺を大切にされてい

たりするんでしょうか？」 

先生「冊子をなくしたときのリスクが予

想できない。それから、オープンアクセ

スジャーナルの数が膨大に増えるリス

クっていうのがありますので、オープン

アクセスジャーナルのみに限定すると

そのリスクが回避できないのかなとい

う感じしますね」 

📕📕「はい」 

先生「これだけ世界に図書館というのが

存在するんだから、図書館もバーチャル

の図書館ではなくて、実際に本を見られ

るというリアルな世界を実現している

場所だと思いますのでね、冊子体あった

ほうがいいと思いますね」 

📕📕「実は最近外国雑誌がどんどん高くな

っていて、外国雑誌の購読形態が以前は

冊子体プラスおまけの電子ジャーナル

みたいな形が多かったんですが、それが

どんどん移行してきて、電子ジャーナル

が基本の契約形態で、もし冊子体が欲し

ければ追加料金を払ってくださいって

言われると、予算の都合で冊子体はやめ

ているものもあるんですけれども、本当

は冊子体もあった方がいいんですね」 

先生「そうですね。やっぱり 3D にして

もバーチャルにしてもですね、やはり手

に取って見るのよりは、はるかに情報量

が少ないんですよ」 

📕📕「へぇ！」 

先生「例えばですよ、速読ってあります

よね。本をめくってね。あれは、実際の

本ではできるけども、バーチャルの世界

ではそれができません。ただ検索だけで

すよね、やるのはね。ですので、冊子体

があると自分の意図していなかった情

報に出会う率が高いんですけども、ネッ

ト上の検索だと自分の意図した検索の

とこしか引っかかってこないとかね、あ

るので、やっぱり冊子と IT 情報とかね

ちょっと違うんじゃないかなと思いま

すね」 

📕📕「はい。そうしましたら、話がちょっ

と重複するところもあるんですが、研究

者の立場からオープンアクセスの良い

点と悪い点についてどのようにお考え

か教えていただけますか？」 

先生「オープンアクセスはやっぱり自分

が調べたいと思う内容が出てきますけ

どね。自分が予測しない内容に出会う確

率は低いと思いますね。冊子はその逆で
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すかね。検索するのは大変ですけど、自

分が意図してなかった情報に出会うと

いう、そこからね、新しいものが生まれ

るチャンスは冊子体の方が大きいよう

な気がしますけどね」 

📕📕「では、これからのオープンアクセス

や図書館についての期待について教え

てください」 

先生「そうですね、今後はネット上で個

人がどの程度研究に貢献したかってい

うのが評価される時代ですよね。例えば、

インパクト・ファクター※っていうのあ

りますけどね、あれは個人を測ってるわ

けじゃないわけです。Google Scolar※な

んかですと自分の書いた論文が何回引

用されたかなんてわかりますんで、そう

いったところから研究成果の評価って

いうのが、もっと厳密にちゃんと行える

んじゃないかな。そういうところは若い

研究者の励みになると思いますよね」 

※インパクト・ファクター…ある雑誌に掲

載された論文が特定の 1 年間に引用さ

れた回数の合計を、直前の 2年間に同じ

雑誌に掲載された論文の合計で割って

算出される数値で、有料データベースの

JCRで調べられます。特定の雑誌に掲載

された論文の平均的な被引用数を示す

もので、個々の論文に対する評価ではあ

りません。 

※Google Scholar（グーグル・スカラー）

…学術情報を無料で検索できるサイト

の  一つ。Google Scholar Citations

では自分の論文を引用している論文を

チェックする等できます。 

📕📕「はい」 

先生「図書館は、さっき言った冊子体を

手に取れるというのを確実に提供して

くれる場ですので、冊子体もできるだけ

残して欲しいってのはあるんですけど

ね」 

📕📕「はい」 

先生「コストの問題もありますよね」 

📕📕「そうですねぇ」 

先生「全てオープンジャーナルっていい

ますか、全てネット上の出版物で対応す

るってなった時には、デメリットについ

て考えていかないといけないのかなと

思いますね。例えば、速読ができなくな

るとか」 

📕📕「先生は速読なさるんですか？」 

先生「私は速読ってわけじゃないんです

けども、早く読む工夫はできますね。た

だ、本を傷つけちゃうんですけどね」 

📕📕「そうなんですか！そんなに早いんで

すね」 

先生「私がね、いつも図書館の方たちが

すごいなって思うのは、良い本を買って

置いてあるんですよね。私が注文するつ

もりがない本でも大事な本が置いてあ

るんですよ。だから偶然図書館に行って

良い知見に出会う、良い知識に出会うっ

ていうのはすごく多いんですこの図書

館は」 

📕📕（笑）「頑張らなくっちゃ」 

先生「やっぱり自分の知らないことに知

らない情報に出会ってそれがすごく役

に立つってことが多いですよ」 

📕📕「本学の先生の研究テーマはなるべく

チェックして、そのテーマに近いキーワ

ードで選書するように気を付けてはい

るんですが、何かありましたら教えてく

ださい」 

 

 

 

 

 

研究成果を県民に還元できる仕

組みを 

📕📕「では、最後に先生のこれからの夢に

ついて、もし教えていただいてもよろし

ければ…」 

先生「夢っていいますかね、自殺の研究

では先日 9 月 11 日から 13 日まで第 39

回日本自殺予防学会総会を本学で開催

しましてね、その大会長務めさせてもら

うことができまして、やっぱり様々な研

究者の成果を、まとめて公表する機会っ

ていうのをね、今後作っていけたらいい

なって思いますね。 

それがなるべく早く社会に還元でき

るような仕組みを行政とタイアップし

てね、本学は県立大学っていうポジショ

ンでもあるので、そういった研究成果を

県民に還元できる仕組みっていうのは、

実際に実現可能だと思うんだよね。そう

いうのをやっていきたいっていうのが、

短期的な近い将来の夢ですかね。 

その先のことは、近隣の子供たちがす

くすく育っていく環境を作れるような

ね。制度政策が実現できるための研究成

果を提供していけたらいいかなぁ。それ

が夢ですね。地方創生とかちょうど言わ

れてますし、一方で青森県の健康問題っ

ていうのもね高い水準ではないんで、そ

ういったことを改善できるような研究

成果と政策の連動をさせてくのに、その

一助となるようなことをやりたいです

かね。ですから、最後は人に対する研究

に終始しちゃうと思いますね」 

📕📕「どうもありがとうございました」 
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◆大山博史先生の最新論文 

 

Oyama H, Sakashita T : Long-Term Effects of a Screening Intervention 

for Depression on Suicide Rates among Japanese Community-Dwelling Older 

Adults, American Journal of Geriatric Psychiatry , 2015(in Press) 

http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481(15)00272-9/abstract 

http://www.jasp39.jp/
http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481(15)00272-9/abstract


専門分野について 

図書館（以下「📕📕」）「ご専門の分野につ

いて教えてください」 

乗鞍敏夫先生（以下「先生」）「僕は基礎

栄養学っていう、化学や生物学寄りの栄

養学が専門です。」 

専門を選んだ理由は、テーマより

人への憧れ 

📕📕「先生がそのご専門の方向に進まれた

きっかけとかありましたら教えていた

だけますか？」 

先生「大学院に進んだのは、総合大学だ

ったので男性は大学院に進んで修士ぐ

らいは当たり前な世界なんですね。なん

で、何も考えずに修士（課程）に進むこ

とを決めたとき、今まで本当に勉強して

こなかったんで、ここからはいっちょ勉

強しようかなと思ったのが、その（学部

の 4 年生から修士課程 2 年までの）3 年

間なんですね。なんで、自分が研究に向

いているか向いていないかもその時は

もうわからない状態で修士に進むって

いう進路は決めないといけない状態な 

んですね。なんで、思い込みで無理やり

研究に向いてるって思って頑張るしか

ない状況なんですよ。で、その勘違いが 

結構僕は思い込みが強い方で、そのまま

研究をやってきたっていうふうなかん

じですね。 

僕は、勘違いっていっぱいあるって思

うんですね。でもそれをエネルギーにで

きる若さを持ってるっていうのはすご

い素敵で、そういう勘違いはあとで気付

けばいいんで、どんどん勘違いしたらい

いんじゃないかなっていうふうには思

ってます。 

あと、専門を選んだ理由っていうのは、

自分がこれがしたいとかっていうのは

あんまり強く持ってないタイプで、その

時その時に会った人に、例えば本学だっ

たら松江先生だとか岩井先生にはお世

話になったりとか、かっこいいなとかす

ごいなとか、そういうふうな単なる憧れ

とか、テーマっていうよりかは人への憧

れでその人のまねをしていきたいなと

かっていうのが強いです。ようやく最近

になって、自分の色（研究テーマや専門）

がぼんやりと見えてきたかな・・・って

感じです。」 

📕📕「おもしろいですね。そうなんですね」 

先生「自分の恩師が授業の時とかも、や

っぱりなんかすごそうな雰囲気はある

じゃないですか。オーラみたいな。だか

らそういうの僕も身につけていかない

と、学生にとってはそういうふうなのは

大切なのかなっていうのは思ってます」 

成分表にまだ載っていないアミ

ノ酸や食品を分析 

📕📕「それでは、現在のご研究について教

えてください」 

先生「今は 3 つほど。3 つやってるって

言っても全然平行してやれてないんで

すけど。一応は。 

1 つめは、食事から摂取するアミノ酸と

タンパク質の算出法の妥当性の評価っ

ていうのをやってます。これは文部科研

（文部科学省の科研費助成事業）いただ

いたんで、これを 3年間でやっていこう

って思ってます。 

2 つめは、青森県の地域伝統食品の栄

養性分析とデータベースの構築ってい

うのを、学内の研究費をいただいてやっ 

てます。 
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3 つめは、青森県の農林水産物から、

生理活性物質って体にいいような成分

とかどういうものがあるのかなとかそ

ういうのを調べるっていう研究をやっ

てます。」 

📕📕「もう少し詳しく伺ってもよろしけれ

ば、お願いします」 

先生「『食品成分表』は、日本でよく食

事で摂取する約 1900 種類の食材につい

て、どういう栄養成分が入っているかっ

ていうのが、一覧のデータベースになっ

た本なんですね。それの「アミノ酸成分

表」が載っている、僕がよく図書館で借

りる緑の本※があって、約 1900種類の中

でまだ載ってるのが約350種類なんです

よ。あとの約 1500 種類の食材にはアミ

ノ酸含量のデータがないんですね」 

 

 

『食品成分表 2014 資

料編』 

香川芳子監修 

女子栄養大学出版部 

498.51||Sh96||2014 

ちなみに、最新版（2015 年版）はオレンジ色にな

りました。 

 

 

📕📕「ないんですか！？」 

先生「はい。で、この本に載っていない

食材の場合、アミノ酸組成が似てるんじ

ゃなかと予想される食品置き換えて、ア

ミノ酸の摂取量とかを栄養価計算をす

るしかないんです。つまり、アミノ酸摂

取量の評価はまだまだ発展途上って感

じなんです。じゃあ僕は、食事を

ぐちゃぐちゃに混ぜて、そこのと

ころからアミノ酸を一気に分析

しちゃって、成分表がないから季

節の誤差とかいろんな誤差があ

るので、そういうふうなのをこう、

うん。ちょっと難しいですかね？ 

例えば、お好み焼だったら小麦

粉何グラム使って鰹節何グラム

…と、それぞれの各食品のデータ

を全部足し算していって栄養価

計算をするんですけど。そういう

調理済みの食事のアミノ酸を一気に分

析しちゃえ！みたいなことをやろうか

なって思ってます。 

あと二つ目のところは、1900種類くら

いっていうのは、日本全国でみて優先順

位の高いものを選んでるんで、例えば、

みずだとか姫竹（細いたけのこ）とか、

あと南部せんべいだとかせんべい汁の

せんべいだとか、こういうのは成分表に

載ってないんで、それを成分分析して、

みなさんにお伝えしていけたらなぁっ

ていうのを研究しています。 

三つ目は、青森県に自生していたキノ

コだとか食用キノコとか、あとそれ以外

にもその県に特化したような食品を、体

に良さそうな成分を見つけてきて化学

構造とか見つけてとかそういうふうな

仕事をしています」 

小さくても新たな発見にはガッツ

ポーズ 

📕📕「先生のご研究のおもしろいところと

難しいところというのがありましたら

お願いします」 

先生「はい。おもしろいところっていう

のは、すごくちっさい発見なんですけど

も、これが世界で一番新しいっていうの

があるんですね、発見してたら。それが

重要かどうかっていうのはさておきな

んですけど。すごくちっさいとこなんで

すけど、それはすごくやっぱりうれしく

て、ガッツポーズもでるし自分が初めて

見つけた物質は、松江先生に模型作って

もらって「おめでとう」って握手しても

らったんですけど、死んだときに棺桶入

れようかなとも思うくらい。 

乗鞍先生が発見された物質「テレファンチン 

O（オー）」の分子模型 

最近生きててあんまりガッツポーズ

ってないんですけど、そういうふうなの

ができる、大人になっても。そういうふ

うな存在なのかなと思ってます」 

📕📕「ちなみに、その見つけた物質には、

先生がお名前を付けたんですか？」 

先生「そうそう！松江先生と一緒に名前

付けて、はい。まあ、通し番号なんです

けど。似たような物質はもう見つけて、

ちょっとだけ構造の一部だけが違うだ

けなんですけど」 

📕📕「そういう見つけた物質ってどこかに

登録したりするんですか？」 

先生「あ、そうですね。僕が登録してる

わけじゃないんですけど、日本化学物質

辞典※っていうデータベースに載ったり

とかしてて」 

※日本化学物質辞典…通称「日化辞」。国

立研究開発法人科学技術振興機構（JST）

が作成・無料公開している有機化合物の

辞書データベース。名称、分子式、分子

量、化学構造図等から検索できます。デ

ータは文献データベース J-STAGE にリ

ンクしていて、関連文献を簡単に探すこ

とができます。 

📕📕「なんか星みたいだなって思って」 

先生「そうなんです、ほんと。どっちが

役に立つのかどっちも役に立たないっ

ていう、よくわからないんですけど（笑）」 

📕📕「星の世界だと、発見者の方の名前が

ついたりもしますけど、その物質の世界

では番号みたいなものなんですか？」 

先生「CAS ナンバー※っていう番号があ

って、物質固有の番号がつくんですね。

なんですけど、そこからひもつけていっ

たら名前にぶつかると思うんですけど、

そんな物好きもいないっていうか。

でも、自分の子孫がそういう、甥

っ子姪っ子なんかがこの道に進ん

だときに、興味本位でお兄ちゃん

何やってたんだろうって見つけた

ときには、ひょっとしたら辿り着

くかなと思います。 

あと、難しさは、何から何まで

難しいというか、こう、答えに困

るなというか。まぁ、良い研究し

たと自分で思っても認められなか

ったりとか、でも、ま、折れない

心というか。人それぞれなんで、あまり

こう…難しいです、はい、答えがでない」 
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http://library.auhw.ac.jp/CARIN/CARINOPACLINK.HTM?AL=(BB08129759)


※CAS（キャス）ナンバー…個々の化学物

質に付与される固有の識別番号です。ア

メ リ カ 化 学 会 （ American Chemical 

Society）の情報部門である Chemical 

Abstracts Service（CAS）が作成するデ

ータベースに用いられ、CAS RN、CAS登

録番号とも呼ばれます。 

研究に欠かせないツール 

📕📕「では、少し話は変わるんですが、先

生がそのご研究の際によく使われるツ

ールはありますか。実際に文献探す方の

ツールでも実験系のツールでもなんで

も結構です」 

先生「EndNote※と、僕は化学物質とかな

んで Chem Draw(ケミカルドロー)ってい

って構造式を書くソフトがあるんです

ね。あとは、図書館にも置いてある統計

ってみんな SPSS※ってイメージがあるじ

ゃないですか。僕のジャンルはそんなに

SPSS じゃないとないできないとかって

ことないんですね。図書館の『4steps

エクセル統計』※っていう本についてる

付属の CD とかでまかなえる感じなんで

すね。」 

※EndNote（エンド・ノート）…文献管理

ソフトの名称。他に、RefWorks（レフ・

ワークス）や Mendeley（メンデレー）

が有名。 

※SPSS（エス・ピー・エス・エス）…統計

ソフトの名称。 

 

 

『4Steps エクセル統計』 

第 3 版 

柳井久恵著 

オーエムエス出版 

417||Y54 

 

 

📕📕「先生の分野の統計ですと、どういう

種類の統計なんですか？」 

先生「一番多いのが一元配置分散分析の

多重比較検定※ってやつなんですけど。

それとあとは、二群間の差の検定※とか

すごい簡単なやつになります」 

※一元配置分散分析の多重比較検定…Aグ

ループと Bグループと Cグループで 1つ

ずつ条件を変えてデータを取り、それぞ

れのグループの平均値にどのような関

係があるか、有意差はあるかということ

を調べる統計手法。 

※二群間の差の検定…Aグループと Bグル

ープの差を比較し、統計学的に有意な差

と言えるか調べる統計手法。 

📕📕「そうなんですか」 

先生「あとは、JCR※はよく見てます」 

※JCR（ジェイ・シー・アール）…Journal 

Citation Reports の略称で、「インパ

クト・ファクター」という数値を調べる

ことができます。 

オープンアクセス誌の投稿料は

高い 

先生「オープンアクセスの雑誌にサブミ

ットする時は結構お金が高いじゃない

ですか」 

📕📕「そうなんですね、やっぱり」 

先生「そこのところってこっちからした

らあまりメリットがないっていうか」 

📕📕「はい」 

先生「PLOS ONE※だとか結構勢いありま

すよね。ちょっと難しいかなと思います。 

あと、論文の引用文献って結局その論

文より古い情報じゃないですか。で、僕

大阪（大阪市立大学）にいた時は、Web of 

Science※を使って、未来へっていうかそ

の後引用したやつをひいて勉強してた

んですけど、それが今はこっちはないん

で 、 そ れ と 同 じ よ う な 感 じ で

GoogleScolar※ができてるのかなぁとっ

て思ってたまに使ってます」 

※PLOS ONE（プロス・ワン）…無料で公開

されるオープンアクセス誌の一つ。学術

誌では著者が投稿料を負担するが、購読

料収入がないオープンアクセス誌では、

投稿料が高くなる傾向があります。 

※Web of Science（ウェブ・オブ・サイエ

ンス）…有料の文献データべス。他に

Scopus（スコーパス）が有名だが、残念

ながら本学ではどちらも契約していま

せん。 

※Google Scolar（グーグル・スカラー）

…無料の学術文献検索サイトの一つ。論

文 Aが発表され、それを引用した論文 B

があるとき、Google Scholar で論文 A

を検索すると検索結果に「引用元」と表

示され、クリックすると論文 Bのデータ

を見ることができます。 

📕📕「Web of Scienceは便利だろうなと思

うのですが、予算の関係で契約できてな

くて。そうなんですよね、引用文献だけ

ですと過去になっちゃうからその問題

がどうしても…。 

では、先ほどもお話が出ましたが、そ

うすると先生は投稿する時にオープン

アクセスジャーナルか否かっていうこ

とというよりは、投稿料のほうの問題を

考えていらっしゃる感じですか？」 

先生「一番最初はやっぱりインパクト・

ファクター※とかそんな感じですね。そ

のオープンアクセスっていうのがここ

数年の動きなんで、そんなに意識したこ

とがないんですね」 

※インパクト・ファクター…ある雑誌に掲

載された論文が特定の 1 年間に引用さ

れた回数の合計を、直前の 2年間に同じ

雑誌に掲載された論文の合計で割って

算出される数値で、有料データベースの

JCRで調べられます。 

例）Aomori という雑誌に掲載された論

文が 2012年は 10件、2013年は 15件と

して、その 25 件の論文が 2014 年の間

に引用された合計が 5 回とすると、

Aomori誌の 2014年のインパクト・ファ

クターは 0.2となります。 

📕📕「そうですね。栄養学系はまだあまり

聞かないですが、今年は看護学系の国内

の学会が学会誌を無料公開する動きが

だいぶ進んできています。オープンアク

セスジャーナルとはまた違う方向で、み

んな J-Stage※で見られるようになりつ

つあるので。なので、先生から見るとま

た違う問題なんですけども。 

今回、先生に論文をご提供いただいて、

リポジトリに登録準備中なんですけど
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も、先生からご覧になってオープンアク

セスの良い点と悪い点みたいなところ

はありますか？」 

※J-Stage（ジェイ・ステージ）…国立研

究開発法人科学技術振興機構（JST）が

構築した科学技術情報発信・流通総合シ

ステムの名称。学会誌を中心に、一部は

無料公開されています。 

先生「本来はですよ、やっぱり自分のや

った研究をいっぱいの人に知ってもら

えるっていうのはたぶん嬉しいことだ

とは思うんですけど、僕あんまりその感

覚ないんですね、正直なところ。 

論文ぱっと出たらそれなりにメール

とか来たりするんですよ。その時に。で

も、そのメールとかが来たのが、本来嬉

しいとなのかもしれないですけどそん

なに嬉しくないんですね。別に関係ない

んですよ、自分だけで完結するんで僕。

だからちょっとネガティブになっちゃ

うんですけど、本来は自分の研究を広く

公開してってことですよね。活用しても

らって嬉しいな～なんですけど、僕はそ

んなにあんまり思わないです」 

📕📕「おもしろいですね～これは先生にお

話を伺ってみないとわからないことな

ので、とてもおもしろいです」 

先生「人から認められてすごいって言わ

れて喜ぶタイプと、自分の中だけで喜ん

で自分で完結しちゃってるタイプと。僕、

後者だと思うんで。そうじゃないと続け

られないんですね。自分は良かったと思

っても、いろんなこと言う人いるし、そ

ういうのを期待すると気持ちにムラが

でるんで、自分の中でそこは完結してや

らないとちょっと長く続かないんじゃ

ないかなと思ったりはします。 

あと、オープンアクセスの悪い点は、

思いつかないんですけど、今までって雑

誌って学会に所属してたら送られてく

るとかそういうもんじゃないですか。で

も、オープンアクセスになったら論文は

無料で手に入るんで、学会に入らなくな

ったり、出版者の方の収入源ってどうな

ってるのかなとかそういう心配はある

んですけど、僕なんかからしたら全然オ

ープンアクセスになるデメリットはな

いですね」 

📕📕「例えば、オープンアクセスになると

研究者以外の方からも読まれて、あまり

研究目的じゃない質問をされるかもし

れないとかって面倒さみたいなとかっ

て…」 

先生「あー、あるかもしれないですね。

変なメールがいっぱいくるとか、そうい

うのはありますね。海外とかからいろん

なメールは来ています」 

今後の夢 

📕📕「では、今後の夢についてを…」 

先生「一応、秘密です」 

📕📕「お忙しい中ありがとうございま

した」 

 

◆乗鞍敏夫先生の最新論文 

 

Norikura T, Fujiwara K, Yanai T, et al. : p-terphenyl derivatives from 

the mushroom Thelephora aurantiotincta suppress the proliferation of 

human hepatocellular carcinoma cells via iron chelation. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 61(6), 1258–1264, 2013 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf3041098 
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新企画：自著紹介 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日、どの世代の人たちにとっても、健康を保持・増進する

ための心情や判断力、日々の実践的行動は不可欠であり、その

ために必要な情報の獲得・理解・活用等に関わるヘルスリテラ

シーは重要性を増しているところです。 

 本書は減塩による高血圧の一次予防を主目的とした健康教

育を青森県内の各市町村において実施し、理論的・実践的観点

等から検討を加えた結果を分かりやすくまとめたものです。

住民の方々が主体的に問題解決を進める方法論、健康教育の

効果や課題、減塩教室の実際の風景などが同書の構成に含められています。 

この方法論そのものは、対象が学生、子ども、高齢者と替わった場合でも応用可能

です。学習指導案づくりやＦＤとしても参考にしていただけると思われます。皆さん

のアクティブ・ラーニングやノイエス(新発見)にとって、一つでもヒントになれば幸

いです。 

  
竹森幸一/山本春江/浅田豊/ 

千葉敦子/工藤奈織美 

青森県立保健大学健康科学教育センター 

2005 年 

図書館 1 階 大学関連発行物のコ

ーナーに配架しています 

青森県立保健大学リポジトリ A-

plus(アプラス)でも公開しています 

健康と生活シリーズ(7) 
『みんなで元気に!! 地域に根ざした健康教育ガイドブック』 

本学教員による著書を 

執筆者ご本人に紹介していただく新企画です。 

著書に触れることで、 

授業をより深く理解するためのヒントが得られるかもしれません。 
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新企画：自著紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
みなさんは、知的障害のある人と関わったことがありま

すか。テレビでも、芸術や音楽の分野における彼らの活躍

や、自分の意見を述べる姿を取り上げるようになりました。それは、知的障害のある人に対

する社会の偏見を減らす役割を果たしてきました。と同時に今度は、社会は、彼らを過大評

価するようになり、様々なことを求めるようになりました。いったい、社会は障害のある人

たちに何を期待しているのでしょうか。 
本書は、知的障害のある人たちを対象とした生涯学習を題材に、知的能力にハンディをも

つとは、どのような困難があるのかを書いたものです。2003 年から本学で実践しているオ

ープンカレッジは、学内の先生方の協力を得て様々な学びを提供しています。社会性や生活

力が伸びた人もいるのですが、学びを活かせるかどうかは、周囲の人の知的障害のある人に

対する考え方が大きく関係しています。知的障害のある彼らが、自分らしく生活する支援を

考えるために、ぜひ読んでいただきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
西村愛 

あいり出版 

2014 年 

369.28||N84 

『社会は障害のある人たちに何を期待
しているか : 生涯学習実践から知的
能力をめぐる問題を考える』 

社会福祉学科講師   西村 愛 
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シリーズ「図書館を使いこなそう」第 25回 

原著論文の探し方－日本語の文献－ 

 

 

 

 

そんな質問を学生のみなさんから受けることがあります。 

原著論文とはどういうものか、知っていますか？ 

理解したうえで探していますか？ 

 

 

そこで今回は、知らない人には「なるほど!」、知っている人には「そのとおり!」と言っ

てもらえそうな原著論文の基本知識と、文献情報サイトにおける原著論文の探し方を紹介

します。 

 

 

 

１．原著論文の定義は、大学や研究機関、文献情報サイトによって異なる 

２．原著論文に関して、独自の定義を持つ文献情報サイトと持たないサイトがある 

３．原著論文に絞り込んで検索できる文献情報サイトとできないサイトがある 

 

 

■原著論文の定義は一つではない 

原著論文とは文献の資料種別の一つです。その定義は大学や研究機関によって、また文献

情報サイトによって違います。 

そして、原著論文を独自に定義している文献情報サイトもあれば、定義していないサイト

もあります。例えば、医中誌では独自に原著論文を定義し、一つ一つの文献をチェックして、

原著論文に該当するか否かを判断しています。しかしながら、メディカルオンラインや最新

看護索引 Web、CiNii、JAIROでは独自の定義はありません。あくまで、論文が掲載されてい

る雑誌に「原著」や「原著論文」等の記載があった場合に、原著論文としてヒットします。 

文献検索サイトを利用する際、そのサイトがいうところの“原著論文”の意味を理解して

いなければ、せっかく検索しても空振りしてしまうかもしれません。原著論文という単語に

ポイントは３つ 

「原著論文を探しているんですけど、どうやって探したらいいですか？」 
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惑わされず、今自分が探しているものは何か、検索の目的と必要としている文献のタイプを

明確にしたうえで、文献収集することをお薦めします。 

 

【原著論文の定義の例】 

  定義 

 
 
 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

医中誌 Web 

医学・歯学・薬学・看護学・獣医学およびその関連分野

に関わる研究、開発、調査で、独創性、新規性のある文

献で、著者名と所属機関名が必ず記載されており、目的、

対象、方法、結果、考察、結論で構成されているもの。

図、表、写真、参考文献を含み、要旨、要約があるもの。

講演または会議録でも、原著的内容、形式を有するもの。

論文の簡略化された形式をとった記事（速報・短報）も

含む。症例報告は原著論文とする。 

最新看護索引 Web 雑誌に記載されている場合のみ付与 

 
 
 

学
会
誌 

日本看護科学会誌 

看護学の知識の発展に貢献する独創的な論文であり、オ

リジナルなデータもしくは分析に基づいて得られた知

見と実践への示唆が論理的に述べられているもの 

日本呼吸器学会誌 基礎及び臨床研究に基づくものである 

日本人間工学学会誌

『人間工学』 

著者の研究成果をまとめた著述であって、新規性・有

用性・客観性のあるものとする 

紀
要 青森県立保健大学雑誌 

研究論文のうち、研究が独創的であり、新しい知見や理

解が論理的に示されているもの 

※ここでは、原著論文の形式は医中誌以外記載していませんが、学会誌や大学雑誌ではそれぞれ

執筆要領によって形式が定められています。投稿する場合は、必ず投稿先の規定を確認してくだ

さい。 

 

【参照ページ】 
医中誌 Webホームページ  
http://www.jamas.or.jp/user/database/policy.html#02（参照：2015-10-27） 
最新看護索引 webホームページ  
http://www.nurse.or.jp/nursing/education/library/pdf/2015-web2.pdf#page=22（参照：2015-10-27） 
日本看護科学学会ホームページ  
http://jans.umin.ac.jp/cntrbt/cntrbt_j.html（参照：2015-10-27） 
日本呼吸器学会ホームページ  
http://journal.kyorin.co.jp/journal/ajrs/authors.php（参照：2015-10-27） 
日本人間工学会ホームページ  
https://www.ergonomics.jp/official/wp-content/uploads/2010/04/journal_kitei2015-06.pdf（参照：
2015-10-27） 
青森県立保健大学研究推進・知的財産センター研究開発科雑誌編集専門部会 : 雑誌投稿規定. 青森県立保
健大学雑誌, 15巻, 63-[65], 2014 
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■原著論文に絞り込んで検索できるとは限らない 

原著論文に絞り込んで検索ができる文献情報サイトとできないサイトがあります。医中

誌やメディカルオンライン、最新看護索引 Webでは、原著論文に絞り込んで検索することが

できますが、CiNiiや JAIROではできません。 

 また、メディカルオンラインの場合は、はじめから原著論文に絞り込むことはできず、一

度検索した結果をさらに絞り込む時に活用できます。 

 CiNii や JAIRO といった原著論文に絞って検索ができないサイトの場合、キーワードとし

て「原著」や「原著論文」を入れて検索すると、原著論文がヒットすることもあります。し

かし、抄録等に含まれる「原著」や「原著論文」という単語に反応し、原著論文ではない文

献もヒットしてくるためノイズが多くなります。また、医中誌では原著論文と判断される文

献であっても、掲載している雑誌に「原著」や「原著論文」等の記載がないために漏れてし

まうこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●医中誌…絞り込み条件で「原著論文」を選択し、キーワードを入れて検索 

  

 

 

検 索 方 法 
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●メディカルオンライン…検索結果の右下に表示される「文献種別」で「原著」を 

クリック 

 

 

●最新看護索引 Web…条件検索画面で「記事」のプルダウンから「原著」を選択し、

キーワード等を入力して検索 
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●CiNii…キーワードに「原著」や「原著論文」を入れて検索すると原著論文もヒットするが、

ノイズも多い 

   

 

 

●JAIRO…資料種別を選んで検索することはできるが、原著論文での絞り込みはできない 

 

 

 

 

 

次回は、PubMedを使った検索について紹介します。 
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図書館広報キャラクター「トリゾウ」 
２０１１年３月、社会福祉学科成田悠介さん・
福士悠輔さん・牧野祥諒さんのアイデアをもと
に誕生。図書館の広報活動で活躍しています。 
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