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コンピュータサイエンス学会と私 一期一会

コンピユ}タサイエンス誌の巻頭雷は，理事長が本会への思いを会員に伝えるページと私は認識し

ていた。しかし本号の編集もほぼ終わろうとした先週，陶山理事長に巻頭設を依頼したところ，第

12号と本号の発刊時期が近いこともあり. I巻頭言はかならずしも理事長が書かなくてもいいのでは

ないかjという提案があった。編集委員の蹟島氏と相談し，今後はサイエンス学会の役員の皆様に登

場していただいて，それぞれの立場にたった巻頭設を書くように依頼することに決めたものの，脱稿

が追った今，巻頭雷を依頼するのには時開がなさ過ぎるあまりに失礼になると判断し，本号の責任編

集を依頼された私が巻頭雷と編集後記を書:くことになった。歴代の巻顕蓄を読み返し，法橋前理事長，

締出現理事長の文章を超えるものは書けないが 新人役員としての思いを少し書いてみたい。

さて，私とコンビュータサイエンス学会の出会いを振り返ると，始まりは前理事長の法橋前理事長

先生が東京ピックサイトで開催した第6回学術総会に参加したのが出会いである。もう 9年も前のこ

とである。竪学のみならず多方面の方がいろいろな発表をされているのが印象的で、あった。その後，

陶出理事長と知り合う機会があり，第 18回の学術集会にかlearningのセッションのパネリストとして

参加したのが2度目の出会い，それからしばらくして，論文の査読の依頼が数件あり，いつの開にか，

編集委員，幹事，そして学術集会の会頭，最後に編集委員長というように関係が深まってきたのである O

ここで少し自己紹介をしておきたい。私の研究室は助教授 1名の様小研究室である。そのほうが私

のように動き回る人間には都合がいいのでもあるが，スタッフやかなりオタク的な学生たちに閉まれ，

いつでも笑いが絶えない研究室である。研究室はかなり広く 100平米あるが その約半分は学生に開

放し自由に使用できる Windows機と Mac機を 10台ばかり設置しレーザーカラープリンタも常

識範囲での使い放題で設置している。レポート提出が追った頃には用紙がいくらあっても足りない状

態であるが，学生が集まる場所を解放していることで，彼らといろいろな情報を交換し一緒に新し

いアイデアを考えることができるという大きなメリットを得ているとともに，それが私の若さを保っ

ていけるコツでもあると思っている。実年齢は役員の中でもかなり上になる私のような年寄りがしゃ

しゃり出るのでなく，もっと若く自由な発想ができる人たちに本学会の運営をお願いすべきだとは思っ

ているが，そのような人たちが現れるのを楽しみにしながらしばらく本会のお手伝いをさせていただ

ければと思っている。

それから，この 4月から偶人情報保護法が施行される。コンピユ}タを扱う我々には非常に重要な

問題であり，これをテーマに来る 5月28日に中村哲生理事が会頭として早稲田大学で第 21聞学術集

会を開催する。会頭にかわり会員諸氏の多数の参加をお願いしたい。

最後に，今年の 10月29日に大阪において第 22限の学術集会を主催させていただくことになり，大

変光栄に思っている。コンピュータをいかに人に優しい物として科用するかということを基本コンセ

プトに集会を企闘する予定である。大阪での本会の開催は初めてのことだが，会員の皆様に参加して

よかったと感じていただける会を企画中である。多数の来販をお願いして 巻頭雷とさせていただき

たい。

2005年 3月25自

日本コンビュータサイエンス学会幹事

コンピュータサイエンス編集委員長

中村肇

(大阪市立大学大学院医学研究科医学'靖報学)

nhajime@med.osaka-cu.ac.jp 
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i 問主選~r習をき悶tio開 Pro審ra間"1 f窃ず醐舎時tally鴎舎をard舎d
Childl噂

Naohiro Hohashi]J ， Makiko Ohwaki 2) 

[Abstract] With the objective of conducting telenursing via the Internet， 

Macromedia Flash content emphasizing play has been developed for 

retarded children undergoing care at home and their families. Large-sized 

control buttons were produced in consideration of their use by children 

with limited motor function.丁hecompleted Flash content begins with a 

screen that invites the child to come and play. It is composed of screens 

that include shooting down a flying saucer， a clown that slips on a banana 

peel， and a meowing cat walking atop a wall. By pressing the control 

buttons， the screens change， and through invitations or sound effects the 

child is enticed to become involved through his or her own volition. By 

providing such visual and aural stimulation to a child who suffers from 

hyperactivity or distractibility， his or her attention can be directed toward 

play， with the expectation of nurturing the ability to concentrate. It is also 

anticipated that the child's sense of self-reliance and family functions will 

be further enhanced. 

[keywords] children with mental retardation， home health care， telenursing， play， 

Macromedia Flash content 

1. Introduction 

Children with severe mental 

retardation who are raised at home require 

supervision and care by family members. 

Unfortunately nursing support for these 

families is insufficient. The “Uribow no Kai，" 

a volunteer support group [1] for families 

of retarded children， conducts actual nursing 

such as play and interviews in facilities 

(mainly universities). However， beyond 

activities at such facilities， it is also desirable 

to enable nursing intervention at home where 

the children and their families engage in daily 

actIvltIes. 

Recently， the number of homes 

1) Faculty of Health Sciences， Kobe University School of l'vledicine 2) School of Human Nursing. The University of Shiga 

Prefecture. [Address for correspondence: Naohiro Hohashi， Child and Family 日記althNursing， Faculty of Health Sciences. Kobe 

University School of Medicine. 7-10司2.Tomogaoka. Suma-ku. Kobe. Hyogo 654鳴0142.]apan.] 

(原稿受付白 2005年 2月 16日 原稿採択日 2005年 3月3日)
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with Internet connections have expanded 

rapidly 【2]and the creation of telenursin 

applications via the Internet is expected. In 

particular， retarded children suffering from 

hyperactivity or distractibility are sensitive 

to visual or aural stimulation [3】.With 

the idea of turning this to an advantage， a 

game designed to produce visual and aural 

stimulation on a personal computer connected 

to the Internet wi1l be provided to retarded 

children. It was thought that it would be 

possible to catch and maintain their attention 

by such a game. In addition， it could be 

expected that through continued use， nursing 

intervention would succeed in nurturing 

retarded children's ability to concentrate. 

In this study， in order to conduct 

ongoing nursing intervention aimed at 

retarded children undergoing care at home and 

their families from a remote location， a Web 

application emphasizing play with personal 

computer was developed. The families could 

then utilize the Web application in synch with 

the child's condition and living activities with 

the aim of maintaining the child's ability to 

concentrate. 

2.附aterialsand糊ethods

1) Development and improvement of F1ash 

content 

In conjunction with the development 

of the Web application， the mothers of “Girl 

A" and “Girl B，" members of the Uribow 

no Kai， were given both verbal and printed 

orientations to the purpose and contents of 

the study. Cooperation was also obtained in 

the form of informed consent. Girl A， with a 

chronological age of 15 years 9 months (as of 

September 2004)， su百'eredfrom severe mental 

retardation due to West syndrome， resulting in 

an estimated mental age of 1 year 2 months. 

Girl B， with a chronological age of 9 years 4 

months (as of September 2004)， suffered from 

severe mental retardation due to agenesis of 

corpus cal10sum resulting in an estimated 

mental age of 2 years 1 month. 

The design of the web application 

and pictorial continuity were produced based 

on previous studies 【4，5， 6， 7] regarding 

assistance toward handicapped children 

by computer， DVDs for children [8， 9] ， 

the opinions of the two mothers， etc. The 

applicaion begins with an opening screen that 

invites the child to play， and then provides 

a launch area to three games: a screen that 

involves attacking and shooting down a 

flying saucer; a screen in which a clown slips 

on a banana peel; and a screen in which a 

cat meows while walking atop a wall. By 

pressing a control button the screen changes 

and the animation with the story appears， 

accompanied by sound effects or voice. 

The illustrations were produced using 

Illustrator (Adobe Systems， Inc.). The sound 

effects were made with Garageband (Apple 

Computer， Inc.)， or sounds in the public 

domain were used. Narration was recorded 

on DAT (digital audio tape) in a studio， 

and processed with Sound it! (INTERNET 

Co.， Ltd.). The Flash content was produced 

utilizing Flash MX Professional (Macromedia， 

Inc.). All of the above operationswere 

performed in the Apple Mac OS X 

envlronment. 

While the F1ash content was still in 

the test stage， the two child subjects were 

asked to play with the game continuously 

for 12 months. Based on observations by the 

mothers or researchers repeated modifications 

were made until the final version (named 

“Uriboware") was completed. The compiled 
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file has an .swf extension and runs on any Web 

browser with the Macromedia Flash plug-in 

installed. 

2) Production of USB-type control buttons 

The F1ash content was designed to 

be controlled solely by four keys:“1，"“3，" 

“ア， and “9." As the subjects were likely 

to have difficulty pressing small keys on 

a conventional keyboard， a box with large 

control buttons was produced (Fig. 1). 

Two types of control button boxes 

were utilized: the SM-l (Lead Co.， Inc.) 

having external dimensions of 150 x 110 x 

135 mm (WxHxD) and the TS-12 (Takachi 

Electric Industrial Co.， Ltd.)， measuring 150 

x 107 x 200 mm (WxHxD). The SM-l panel 

featured an elevation angle of approximately 

42 degrees， and the TS-12， approximately 28 

degrees. 

For the control buttons， two types 

(both from Shinden Co.， Ltd.)一ー theOBSAω 

45UKKW12V measuring 34 x 34 mm and 

OBSA-60U五KW12Vmeasuring 40.5 x 40.5 

mm---were utilized with connection to dry 

cell batteries. They have been designed so that 

when a button is pressed， a lamp under the 

buttons lights up. 

Fig.1 : USB“connector type control buttons (TS-1 2 
type) 

On the surface of each button， a picture 

appears depicting a scene from each game 

(the flying saucer on blue， c10wn on yellow， 

cat on pink and hand waving bye-bye on 

green)， so as to create an interface that elicits 

a direct awareness between button operation 

and game. A AD開明TINlOW USB connector-

type keypad adopting the membrane method 

(Quest Co.， Ltd.) was modified so that the “1" 

key would function as pink，“3" as green，“ア'

as blue and “9" as yellow. 

3. Result and Discussion 

1) Development of Flash content and 

control buttons 

The Flash content is entirely 

composed of animation， but as Uriboware 

is approximately 1.1 MB the size is 

comparatively small. Transfer of a 1.1MB 

from a public site requires approximately 10 

minutes with an ISDN connection (64kbit/s); 

and approximately 1 minute with an ADSL 

connection (8Mbit/s). Recently dissemination 

of broadband connections to homes has 

rapidly increased (2) ，so出etransfer time is 

not anticipated to present any problems. The 

F1ash Plug -in re司uiredto play F1ash content is 

freely available from Macromedia， lnc's Web 

site in Windows， Mac OS and Linux versions， 

so it has the advantage of compatibi1ity with 

nearly all personal computers (Fig. 2). 

For visually碍 challengedchildren， an 

experimental version that offered a ful1-screen 

high-contrast display was also produced. 

This was based on the concept of universal 

color (10】(universaldesign for colors)， 

and necessary consideration has been given 

to production on the Web. Based on the 

responses to the normal contrast and high 

contrast versions by the two child Sl判ects，the 

7 
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high-contrast version was favored and mostly 

utilized. However， as it is possible that normal 

children could find the high-contrast version 

to be harder to see. Therefore it was decided 

to provide both versions to users and let them 

select in accordance with their preference. 

Concerning the operation of the F1ash 

content， it was necessary to provide special 

control buttons in compatible with the ADL 

(activities of daily living) of the test subjects. 

Two units with different slanted panels were 

provided to both subjects (with elevation 

angles of approximately 42 and 28 degrees， 

respectively)， of which the one with the higher 

elevation angle was preferred. The subjects 

used the control buttons from seated positions 

in a chair， but in consideration of a variety of 

positions， it is thought desirable to make both 

types of units available. 

The design of the control buttons was 

made in consideration of the children's ADL. 

Two types， in the shape of a square with sides 

measuring 34 mm and 40.5 mm in length， 

respectively， were both used with the child 

subjects， but as the smal1er type was favored 

this one utilized. As the buttons were back“ 

lit， it was possible to confirm visual1y when 

a button was pressed. As the system was set 

up to produce sound effects from the F1ash 

ドig.2: StartべJpscreen 

content when a button was pressed， it was 

possible to also confirm button operation 

aurally (2] . Through these measures the 

F1ash content could impart the child subjects' 

limited motor functions with interactivity. 

2)担ainfeatures of U riboware and play 

contents 

The opening screen of the Flash 

content (Fig. 2) is accompanied by the sound 

ofan “Uribow" (a baby wild boar) as it comes 

charging on the screen making “oink -oink" 

cries in a humorous manner. Afterwards the 

child is invited to play by a voice saying，“Hey， 

hey ---let's play， let's play! Press the button!" 

By pressing any of the four buttons the menu 

screen (Fig. 3) appears， and one of three 

games can be selected. 

Pressing the blue (flying saucer) 

button makes the flying saucer appear while 

making whirring sounds and flying around a 

blue-colored "universe" on the screen (Fig. 

4). If the blue button is pressed while the 

ftying saucer is centered in the reticle， it will 

“explode" with a loud bang. The screen then 

reverts to the opening menu. 

Pressing the pink (cat) button will 

play the wel1-known tune "1 stepped on the 

cat" (called Floh-Walzer or Valse de Puce in 

Europe) while the screen shows a cat walking 

atop a pink wall (Fig. 5). When the pink 

(cat) button is pressed， the cat meows and the 

program reverts to the menu screen (Fig. 3). 

By pressing the yellow (clown) 

button， sound effects giving the impression 

of excitement are produced and the screen 

shows a clown along with a yel10w wal1 for 

the backdrop. The c10wn tries to maintain 

his balance， moving from side to side， while 

walking atop a large ball (Fig. 6). 

When the ball is located above a 
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banana pee1 that has fallen on the floor， 

pressing the yellow button will generate a 

“Wham!" sound and the c10wn slips and falls， 

and the program reverts to the menu screen 

(Fig.3). 

By pressing the green (with a hand 

waving “bye-bye") button， a voice says “Bye-

bye， 1et's p1ay again!" and as a hand is shown 

waving good-bye， and solemn background 

music is p1ayed. The program then disp1ays 

the intermission screen. Pressing any of the 

four buttons will restart Uriboware from the 

opening menu (Fig. 2). 

3) Telenursing through the posting of 

Uri詰owareon a public Internet site 

Fig.3 : Menu screen for selecting games 

Fig.4 : Screen of flying saucer game 

The persona1 computer can be 

considered a teaching materia1 popu1ar with 

most children (5] and this proved to be the 

case with the two subjects as we11. F1ash 

content can be regarded as a p1ay too1 in which 

chi1dren can easi1y take part. At present， no 

nursing intervention software 1ike Uriboware， 

aimed at handicapped chi1dren， is availab1e 

on the market. As home nursing continues to 

progress， it is believed that the time has come 

for medica1 professiona1s to deve10p these 

kinds of Web applications on their own (4] . 

Since the program can be accessed and p1ayed 

back directly from Web， children can utilize 

it not only in hospitals or schools， but with 

their families at home (5] ，thus making it an 

Fig.5 : Screen of cat game 

Fig.6 : Screen of clown game 

9 
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effective means of nursing intervention from a 

remote location. 

By accessing the publicly available 

Uriboware via the Intemet， children in remote 

locations undergoing care at home and their 

families can utilize the program. Compared 

with nursing intervention at facilities such as 

hospitals and universities， it has the advantage 

of not requiring additional space and requiring 

only minimal human resources. Children， 

in synch with their condition and schedule 

of daily activities， can take part in the Flash 

content， and it is anticipated that their ability 

to concentrate can be nurtured through play. 

In this manner， through the improving of their 

sense of self-reliance while at home， it is 

anticipated that family members (particular匂

mothers) will be able to obtain additional free 

time， thus leading to improvement in overall 

family functions. 

The two child subjects were able to 

manipulate the control buttons themselves. 

However， at the initial introduction of the 

Web application， it appears that they did not 

comprehend that the play screens could be 

changed by pressing the buttons. After their 

mothers had assisted the children by pressing 

the buttons and confirπung the screen changes， 

the child subjects gradually began to press 

the buttons voluntarily and their expressions 

showed enjoyment from the play. Pressing the 

buttons made the Flash content interactive， 

and aroused the child subjects' interest leading 

to spontaneous play. Button operation can also 

serve as a means of communication with the 

subjects (6] ，and is thus viewed as helping to 

nurture the subjects' desire to communicate. 

At present， to obtain concrete evaluation of 

Uriboware， research is being conducted to 

c1arify its e百"ecton reducing a retarded child' s 

stress from the physiological standpoint. 

Among the other work related to this project 

is the conducting of a questionnaire aimed at 

determining the degree of improvement in the 

family functions in the families of the retarded 

children. 
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在宅の知的障害をもっ子どもとその家族への

Weむ版看護介入プログラムの開発

法橋尚宏l¥大脇万起子 2)

1)神戸大学医学部.2)滋賀県立大学人問看護学部

{要約]在宅の知的障害をもっ子どもとその家族を対象とし，インターネットによる遠隔看護を自的として，遊びに霊点

をおいた Macromedia Flashコンテンツを開発した。また，大型の操作ボタンを製作して，限られた運動機能でも利

用できるように配麗した。完成した Flashコンテンツは，子どもに遊ぼうと呼びかけをする閏詣で始まり，円盤を攻撃し

て打ち落とす画罰，ゼエ口がバナナの上で転ぶ画面，猫が塀のよを散歩して鳴く画面で構成した。操作ボタンを押す

ことで画罰が変化し，呼びかけや効果音などが出る展開にして，子どもが自発的にかかわれるように工夫した。多動性

や転導性がある子どもに対して参このような視覚・聴覚刺激がある遊びを提供することで，子どもの注意を遊びに向け，

集中力が養われることが期待できる。さらに，子どもの自立度の向上，その家族の家族機能の向上につながると考えら

れる。

[キーワード}知的障害をもっ子ども，在宅看護，遠隅看護，遊び.Macromedia Flashコンテンツ

11 
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E盟 ザi臨'"盤バ的運嬬

山野辺裕二1)

{要約]ネットワーク技術の進歩により，今後はエンドユーザーでも動酷配信を行う場面が

出てくるであろう。そこで，小経験をもとに，万人向けの安舗な小規模動器配信サーバ

Webについて考察した。自擦としては， Windowsおよび Macintoshパソコンの利用者

が， Webページ閲覧中に特551Jな付加ソフトの追加なしに動酉を再生できることを臣諜とし

た。これを遼成するためには Windows MediaとOuickTimeの商フォーマットをサポー

トし，できれば各々ストリーミング配信サーバを追加することが望ましいと考えられた。実際

は以下の 4種を用いている。

. Windows Media (asf)形式での Webサーバによる艶信

.OuickTime (mov)形式の Webサーバによる配信

. asf形式での WindowMedia Serverによる配信

• mov形式でのに OuickTimeStreaming Serverよる配信

動画とその参顛ファイルや Webぺーヅ力、らなるコンテンツの作成の容易さや， I日パージ、ヨ

ンの OSへの対応も忘れてはならない点、である。

[キーワード] 動翻露出言， Windows Media， MPEG-4， QuickTime 

1. はじめに

ネットワーク技術の進歩により，職場や学校で、のネット

ワーク環境は改善されてきた。また，家庭へのフゃロード

バンドネットワークの波及も遠くなしものと思われる。この

ような環境下で，今後はエンドユーザーでも動部配信を

行う場面が出てくるであろう。そこで、，小経験をもとに万

人向けの動画配信について考察する。

2.背景

発端は，当院に整備された呂立製作所製の MPEG輔4

1)長総大学医学部総属病!淀医療恰:報部 [JJ閥的議求光.千852-8501長崎市坂本1T137-1 長崎大学医学部附属病!溌医療情報部山野辺裕二，

E-mail: yamnobe@net.nagasaki-u.ac必]

※サイエンス学会議話集委員会として，以下の著者のコメントにJ毒づいて，ヨを読なしでそのまま掲載した。

この原稿は，2000年 10f.l1 Bの第 14回日本コンピュータサイエンス学会秋期学術集会での私の口波発表「小規模動画配信サーバの工夫j

について，集会後に本学会役員からの依頼を受けて，執筆・投稿したものです。 2001年1月に当時の投稿規定に従い，フロッピーテeイスク害事を郵

送しました。ちょうどその直後に本学会雑誌の発行が著しく滞ったため，単に査読・校正等掲載への過程が遜れているものと患っていました。しかし，

その後に発行された号に掲殺がなく，特に学会からの連絡もないことから，原稿のその後について問い合わせていたところ，最近になって投稿が受

理されていなかったらしいことが判明しました。

今となっては内容が古くなり，今の時代に却したものとするには全面的な設き換えが必要です。 2当院では洩夜でも WindowsMediaおよび

QuickTimeの阿者を主に院内向けに並行運用しており，基本方針は変わっていませんので，そのままで掲載させていただくこととしました。王見夜は

阿サーバともにストリーミング配信を実現しています。

13 
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ストリーミングサーバ， iMediaHall [1] Jである。これ

を用いて MINCS-UH (大学病院衛星医療情報ネット

ワーク) [2]を通じて配信される番組や院内での講演

などを配信する予定であったO このシステムの概要色

以下に示す。

MediaHallの特徴

・間PEG-4ストリーミングサーバ (WindowsNT 

Server機)

. MPEG1ノンリニアf編集システム (Windows98 

機)

-綿入価格数百万円

. Windows版Netscapeブラウザのみプラグインソ

フトで対応

・クライアントのメールアドレス登録後に利用可能

. PG13 R15 Xなどの資格制限可能

このシステムは，高機能ではあるが，再生できる

環境が Windows版 Netscapeブラウザのみであり，

Windowsの標準構成で、は再生できなかったO 何よりも

病院の医師の半数以上は Apple社製の Macintosh

を用いており，彼らにとっては全く利用できないという状

態で、あったO

このため，これを補完する安値なソリューションを見つ

ける必要があったO

3.経過

3.1 . Windows Media (Windowsクライアント中心

の対応)

まず考えたのは， Windows Media (asf)形式で

ある。この形式のファイルを Webサーバに置くだけで，

ストリーミングで、なく帯域全体を使うユニキャストになる

欠点、はあるものの，とりあえず Windows機はほぼす

べて再生可能と考えた。

さらに 2000年 7月の段階では， Macintosh向け

のWindowsMedia PlayerのF版も配布されてお

り，それによって Macintoshクライアントにも対応可能

で、あった (2000年秋に正式版となった)0Webサー

バとしては， MediaHallの動作する WindowsNT 

Server機をそのまま利用した。

しかしこの方法には 2つの問題があった。

Macintoshクライアントは英語版 Playerのインストー

ルが必要であり， 12蘭酉の英語のダイアログに応答す

る必要がある。また，インストールが一度ではうまくいか

ない場合もあった。これでは職場の全職員を対象とし

た場合のサポートを考えるととても勧められない。また，

Macintoshクライアントでは単に asfファイルへのリンク

をフヲウザ上でクリックすると，ファイルを最後まで、ダウン

ロードしたのちに再生が始まる。ファイルをダ、ウンロード

しながら再生するには， Player上で URLを指定する

か，別に asx形式という参照ファイルを準嬬して1)ンク

を張る必要があったO この asxファイルは， Windows 

上でNetscapeブラウザを用いるときにも用いる必要が

あった。

3.2.QuickTime (Macintoshクライアント中Iむの対

応)

そこで， Macintoshクライアントへの対応のため，

QuickTime (mov)形式の動屈を Webサーバか

ら配信することを考えた。今度は，逆に Macintosh

では基本構成でも再生可能であるが， Windowsで

はPlayerのインストールが必要である。 QuickTime

Proで動画を変換作成したが， QuickTimeのムー

函 1QuickTimeのムーピ…設定
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ピー作成時は設定項目が多い(図1)0 当初は

Windowsでの再生も考えたが，先の設定項目とフ。ラッ

トフォーム.OS.ブラウザ¥QuickTimeのパージョン

の違いによって，再生できない，クリックしでも自動再生

できない，ブラウザ内で再生できないなど挙動のばらつ

きが非常に大きかったO 特に Windowsでそれが顕

著で、あったO

3.3.二本立て運用

以上の結果から，動画 Webサイトの入り口でブラ

ウザの解析をすることで.Windows は Windows

班edia.Macin toshはQuickTimeに振り分けて二本

立ての運用とすることにした。こうすることにより，ほとん

どすべてのパソコンで¥部Xプラグインや Playerなどの

付加ソフトをインストールすることなく動画を再生できるこ

ととなった。

3.4.ストリーミンク.サーバの追加(薄域の節約)

以上で、基本的な環境が整った。しかし，院内での

運用では，動闘のダウンロードが 10Mbitlsecのネット

ワーク帯域のほとんどすべてを占有してしまい，他の利

用者に支障が出る恐れがある。そのため，必要な帯域

幅の範囲で伝送できるようにストリーミングサーバ化を

考えた。 WindowsMediaについては，今回利用して

きた WindowsNT Server機に，無横配布されてい

るWindowsMedia Tool 4.1 (現在の最新版はサー

ピス WindowsMedia 7)を導入した。 QuickTime

については，その頃別の目的で導入された AppleG4 

Server機で動作する MacOS X Serverに付属す

るQuickTimeStreaming Server 2.0を稼働させる

ことで対応した。

実際の構成では前述の asxに相当する参照ファイル

叫
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である ReferenceMovieのみを Webサーバ上に置

き，実際の配信は QuickTimeStreaming Serverが

i!!当することになる。なお.RTP.RTSPプロトコルを利

用するため，長崎大学キャンパス情報ネットワークのルー

ターの設定により学外からは利用で、きなかった。

現在の構成を表 1~こ示す。 1 台の Windows NT機

でで、We出b.諮e吋di均aHall立i

しし，ほとんどのコンテンツを担当する。スト1)ーミング用の

QuickTimeムービーのみがMacOSX Server機の

t!!当である。

現在のコンテンツとしては，院内向けの医療事故防

止職員研修会の録画，学外向けは長崎県医師会のテ

レビ会議実験の録商 [3].その他の研究会等の録画

を配信している。

4.考察

4.1.動期配信サーバの理想的条件

万人向けの動画配信サーバに必要とされる条件を考

えると以下のようになる。

・クライアントの機種やブラウザを選ばないこと

-特別な付加ソフトが必要ないか，インストールが容

易であること

・多少古い版の OSでも動作すること

.利用者に{憂しいこと

・コンテンツ作成が容易であること

.必要以上の帯域を占有しないこと

・コンテンツのコピーをクライアントに安支さないこと

以下，これついて考察する。

4.1.1.クライアントの機種やブラウザを選ばないこと

現在，最も多くのプラットフォームで、利用可能な動画

Microsoft Windows Media Server 4.1 

Hitachi MediaHal1 VideoNet IV Basic 1.0 

fltml，asx.asf，mov (Unicast ) ，reference mov 

asf (Streaming) 

m4f (MPEG-4 Streaming) 

mI~ejfitcisli' sQSX..$ef'¥I討戸、ぐ
QuickTime Streaming Server 2.0 

15 



16 

Jpn J Comp Sci Vol. 1 0， No.1， 2005 

配信方式は.RealVideoである。教育・研究機関でも

よく使われている [4]0 Windows. Macintosh，l4種

類の UNIXをサポートしている。ちなみに.Windows 

Media はWindows.Macintosh. Solaris. Windows 

CEにも対応している。 QuickTimeはMacintoshと

Windowsのみである。しかし.RealVideoには次に挙

げる付加ソフトの問題が存在している。

4.1.2.特別な付加ソフトが必要ないか，インストールが

容易

RealVideoは，購入時の状態で利用可能なシステ

ムはほとんどない。最近の Windows.Macintoshで

はRealPlayerを標準搭載していないので，再生ソフト

のインストールが必要である。 WindowsはWindows

Mediaが.MacintoshはQuickTimeが，初期状態で

利用可能である。この条件を重視したこと，すなわち利

用者に付加ソフトのインストールをさせないことが，今回

RealVideo以外の選択をした第一の理由である。

表2 クライアントへの要求水準と必要なサーバの種類

クライアントへの要求水準

クライアントが単一種類の場合(企業など)

クライアントが多様だが¥付加ソフトの導入をj諒わない場合

(大学など)

クフイアントが多様で¥付加ソフトの導入を避けたい場合

(万人向け)

表 3 Windows MediaとOuickTimeのサーバの比較

Windows Media 

しかし.Linuxクライアントで、は唯一の選択肢といっ

てもよく，今後 Linuxが増えてくれば有力になってくる

だろう。

4.1.3.多少吉い版の OSでも動作すること

次に重要なのが，旧パージ、ヨンへの対誌で、ある。ク

ライアントの要求水準と言い換えてもよい。クライアント

の種類ご、との必要なサーバの特性を表 2に示した。

今回のクライアントは，犠々雑多な不特定多数で特に

Macintoshユーザーが多いのが特鍛で、ある。18ノfージ、ヨ

ンのユーザーも多い。今国は.MacOS 8.1 (QuickTime 

3). Windows 95 (Internet Explorer 4)までさか

のぼってサポートするようにした。例えば.Windows 

Mediaの最新版 7では.Windows 95 Windows 

NT 4.0以前はサポートされないので!日}援を利用した。

4.1.4.利用者に優しいこと

不特定多数向けを考える際は特に重要な点である。

必要なーサーバの翠類

クライアントに適した一種類のサーバ

多様なクライアントに対応できる一種類のサーバ

捜数のサーバーの組み合わせ。サーバ側の作業増加は厭わない

OuickTime Streaming Server 

Windows NT (2000) Serverに付属もしくは無償ダウンロード Mac OS X Serverに付属

サーバ設定が容易 サーバでの作業がやや煩雑

EE縮率は高い 庄縮率がやや低い

Webページの変更が少ないが看板どおりに動作しないこともある 機能を発揮するには動酪以外のオーサリングが煩雑

Macintoshクライアントはやや煩雑なインストール作業必要 Windowsクライアントはインストール作業必要



小規模動画配信サーバの運用

例えば， Webページ、のリンクをクリックしてウインドウが開

くものの，小さな再生ボタンを押さなければならなかった

り，接続苦域幅別に複数のリンクから選択させるのは初

心者向けではなしミ。

QuickTime 4以上の機能として， Webページに埋

め込んだウインドウでそのまま再生できる機能がある。こ

れも利用者には親切だが， iEMBEDJタグにウインドウ

の大きさなどを記述する必要があり，やや;填雑であるo

QuickTime3ユーザーのためには，別の窓、が聞くリンク

も用意する必要がある。 WindowsMediaも埋め込み

再生が可能であるが，容易で、ないので筆者は今のとこ

ろ利用していなし、

QuickTimeでは，複数のファイルからプラグインの

設定により自動的に最適なピットレートを選択するマルチ

ピットレートの機龍が利用できる。これによって，利用者

はひとつのリンクをクリックするた、けで、すむO ただし作

成側ではツールにより ReferenceMovieという参照ファ

イルを作る必要がある。 WindowsMediaでのおX

ファイルと似た位置付けで、あるo Windows Mediaも，

Windows Media Encoderで、マルチピ、ットレートムー

ビーが作成できるが，筆者は正しく再生できた経験がな

く使用していなしミ。そのため ピットレートご、とのリンクを

利用者に選択してもらうことにしている。

4.l.5コンテンツ作成が容易であること

筆者の施設は，まず WindowsのMediaHallが導入

されたため，コンテンツ作成はそのシステム (Windows)

を用いることが前提となる。このシステムは MPEG-1

(mpg) 形式と独自 aVl形式を出力するので，それ

を変換することとなる。そのため.QuickTime (mov) 

の作成は変換の手間が多く不利である。

また，筆者の施設ではシャープ製の MPEG-4カメラ，

VN-EZ5 [5]も利用可能である。このカメラは，動画

を藍接 ASF形式で保存するので， Windows Meidia 

(asf)のコンテンツ作成に適している。

主要な動画変換手)11買は以下のとおりである。

. NTSC信号→ mpg→ asf

. NTSC信号→独自 avi→汎用 aVl→ mov

. MPEG-4カメラ→ asf

コンテンツとしては，動画以外にも前述した参照

ファイルや Webページのオーサリングが必要となるO

Reference Movieは専用ユーティリティーで.ASXファ

イルはテキストエディタで記述している。

4.1ふ必要以上の帯域を占有しないこと

ネットワーク帯域が十分で、ない現在は，動閣の伝送

はネットに大きな負担を強いることもある。クライアントが

サーバのある組織(企業・病院など)の外にある場合

は，苦域のボトルネックが外にあることが多く.Webサー

バに動詞を置いても組識内のネットワークへの負担は少

ない。それに対して，クライアントが同一組識内にある

場合は，lOOkbpsの動画でも数Mbpsで伝送してしまう。

そのため，ストリーミング技術を用いるなどして必要以上

の者域を占有しないようにすべきである。筆者は，院内

向けにはストリーミング、サーバを第一選択とするようにし

ている。

4.l.7コンテンツのコピーをクライアントに残さないこと

動屈を Webサーバに置くと，その動癌を単に再生

するだけでなく，クライアントに保存されてしまう。これ

は著作権その他の面で望ましくない。そのためにも

Reference羽oVleや asxなどの参照ファイルを利用す

べきである。これらは， PlayerやPlug-In~こ動画の場

所を教えることで，利用者が直接動画ファイルをダウン

ロードできないようにする役割も担っているO 特にストリー

ミングサーバと組み合わせた場合には，クライアントへの

保存をほぼ完全に防ぐことができる。

4.2.各麓サーバの比較

今回用いたストリーミング、サーバの比較を表 3に示

す。

新規に 1台設置する場合は QuickTime

Streaming Serverが望ましいと考えるが，既存のサー

バとして Windows撲が存在する場合は Windows

Mediaがよい選択である。

なお，筆者の施設の MediaHallは当初 Windows

環境での Netscapeフ9ラウザにしか対応していなかっ

たが，最新パージ、ヨン [6]では MicrosoftInternet 

Explorerへのプラグインも用意され.Windows環境

であれば比較的簡単な導入操作のみで動詞を再生で

17 



18 

Jpn J Comp Sci Vol.1 0， No.1， 2005 

きるようになった。本来ユーザーやコンテンツの管理機

能が優れていることから， Windows向けを Windows

Mediaから Media豆allに統一することも検討している。

5.まとめ

多麓のパソコンを使う不特定多数の利用者が容易に

利用できるための，小規模動画記信サーバについて考

察した。コンテンツがニ重になる欠点はあるものの，付

加ソフトのインストールを必要としない点を考えると，現状

では WindowsMediaとQuickTimeの併設が望まし

いものと考える。また，特に内部向けにはストリーミング

サーバの利用が勧められる {7]o
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マーケヂインタにお時諸島構報譲鰻ザーピス鍔畿

-r諸島丸野i醒警護3静イ則的ケー;えを還しで一

古賀道恵、，八i矯勝也j)

{要約]2003 i手12月，北九州市霞師会は，医師会会員向けに提供していた底援機

関情報を一般住民向けに公開することとなった。 r~t九州産療ガイドj と呼ばれるこの構

報提供サービスは，パソコンだけではなく携帯電話からのアクセスを可能としている点カf特

徴である。本稿では，窪療機関と患者が「情報Jを媒介とし，いかなる関係を構築するこ

とが耳能であるかを検討する。具体的にはJ北九州曙報ガイドjのアクセス分析を通して，

患者の医療晴報に対する新たなニーズを明らかlこする。

{キーワード} 患者の情報化，医療広告規制，医療構報サーピス，携帯電話，患者二一ス、

1. はじめに

医療機関を取り巻く環境は大きく変化している。その

内容として.(1)病臨市場の変化. (2) 疾病構造の

変化， (3) 患者の意識の変化 [1]の大きく分けて 3

つの変化を指摘することができる。特に患者の意識の

変化は.r金額にふさわしいサーどスをしてほしいj仁患

者を客としてあっかつてlましいJr医療はサーどス業で

ある」という患者ニーズ、の高まりに祖国していると考えら

れる。

また，情報技術の発展にともない，医療に関するさま

ざまな情報は，患者が簡単に入手で、きるようになった。

かつて霞療機関と患者にあった情報の非対称性が解

消されつつある近年は，患者を「黙って寵師に体を委

ねる病人」から「医援を諸費する顧客」へ変化させ，

医療の形を fお任せ医療jから「対話する医療jへ

と変化させつつあるといえよう。つまり，患者を取り巻く

内外からの'1育報を携えた患者意識の変化をしミかにとら

え，とやのような関係づくりをはかっていくかが焦点となる。

今後は，患者の期待にこたえる医療サービスを提供しな

ければ患者は満足しない。

したがって本稿で、は，医療機関と患者が「情報」を

媒介とし，いかなる関係を構築することが可能であるか

を検討する。具体的には，北九州市における医療機関

情報提供サービス「北九州底掠ガイドjのアクセス分

析・を通して，患者の医療靖報に対する新たなニーズを

明らかにする。

2.患者の情報化

一殻企業における顧客は 「ニューテクノロジーのお

かげで，これまで、知り得なかった情報を知り，地理的な

束縛からも解放され，合理的で、賢い判断を下せるように

なりJ[2] ，体験したサービスを自らの情報発信手段に

よって自由に言苦り始めている。

情報化の大きな波は，一般企業のみに起こっているも

のではなく，もちろん霞療機関のみに押し寄せているの

ではない。医療機関の情報化によって費的に向上した

1)九州ヒューマンメディア創造センター [別弱刊誌求先:T 808-0135福i話j県北九州市若松区ひびきの 2-5北九州学術研究者!;r!i九州ヒューマ

ンメディア創造センター， E-mail: m-koga@human-media.or必]

(原稿受付日 2005年 2月 17日 原稿採択日 2005年 2月22日)
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医療サービスを受ける患者側にも情報化が進んで、いく

のは当然である [3]0

積極的に医療情報を求めていく患者 [4]が出現し

てきたのは 1980年代の米国であり，医療分野のコスト

シフトとマネジドケアの急伸長が要因であると指摘され

ている [5]0 第 3者機関が霞療経営管理を行ってい

くマネジドケアは，医疲コストの削減を徹底させたため，

医療の費やサービスの低下をまねいた。 1990年代に

入ると患者は「望ましい医療」を受けるため，医療機

関への疑問や不満を解消する手段として医療機関，

病気，診療，投薬に関する情報などを収集，獲得して

いく「援療消費者」となったo 1990年後半になると，

インターネットに簡単にアクセスで、きる情報技宇野が飛躍

的に発達し，医療問題に自覚めた患者は増加の一途を

たどることとなった。

日本では，国民皆保険制度のもとで，約 10万にもの

ぼる全国の医療機関の「医療レベル」と「患者サー

どスJは，全て同じであるという前提が存在していた。

実際，病院によって悲はあるのだ、が，あまりにも情報閉

鎖されていたために，患者側は医療機関の違いを判断

することは盟難で、あった。外来，入院ともに病院を選択

する際には，約 7割が「家族・友人・知人から開いたJ

という口コミ情報を拠り所としている [6]0しかしユ990

年代前半から，報道機関が積極的に毘療事故を取り上

げ，国民の医療機関に対する関心が高まるにつれ.r医

療の質の確保」のための本格的な情報確保のための

取り組みがはじまることとなる。

3.患者が求める璽嬢情報とは

患者が求める医療情報にはどのような種類 [7]が

あるだろうか。(1)医学知識. (2) 診療情報. (3) 

霞療機関の'1官報の大きく 3つに分けて考えることがで

きょう。

(1)医学知識

まず，患者は自分の病気の'1育報を求めている。病気

そのものについて.?台疲法，薬，診療経験談など，今日

で、はインターネットを介して容易に入手することができるO

しかし，医療関係者，患者等のほ加なくネット上の情報

は開かれているため，患者が医師とは異なる知識をもっ

ていることも予測される。

(2)診療情報

次に，患者が求める毘療情報は，自分の診療情報で

ある。いわゆるインフォームドコンセントの流れで、あるO イ

ンフォームドコンセントが医療にとって不可欠だ、と考えら

れるのは，人間の自立性としての自己決定権，医療の

不確実性という 2点が根底にあるためだと考えられてい

る [810これらの問題点を解決するために，まず情報

開示が必要不可欠であると指擁される。具体的には，

①患者の鵠名や病状，②予想される検査や治療につい

ての自的や内容，③特にそれにより予想される結果やそ

れに伴う危険性，④予想される医療行為以外に方法が

あるのかどうか，⑤検査や治療を受けないことにより予

恕される結果が医師から患者へと公開すべき'情報であ

るとされている [9]0 

病院と患者の関係の多くは，パターナリズムによる病

院からの一方通行なもので、あったO しかし，インフォーム

ドコンセントやセカンドオピニオンなと守に表れているように

患者の知る権利が広がるにつれ，自ら情報を求める患

者が増えている。

(3)霞療機関の'1警報

最後に，患者が底療機関にかかる前段階で必要とな

る医療機関や医師に関する情報である。日本では，医

療機関の情報，いわゆる広告・広報にあたるものにつ

いて法的規制[10]がある。そのため，一般的な財・サー

ビスの選択を行う際の事前評価に基づく購買選択行為

が陸i難となる [ll]0 

4.インターネットから患者が得られる構報

インターネットの出現は，患者の，医療サービス情報を

入手したいという欲求に拍車をかけているo r病院の予

約Jr福祉施設・介護に関する情報サービスJr病院・

治療に関する情報サービスjは，インターネットの利用目

的として.r行楽地の宿泊予約，道路混雑の情報」と

並んで常に高い割合を占めている [12]。

インターネット上で、患者が入手で、きる情報は.r病院

外から得る情報Jと「病院から得るi育報Jの大きく 2

つに分けられる[13]0 



医療マーケティングにおける情報提供サービスの役割-r北九州医療ガイド」のケースを通して

まずf病院外から得る情報jの入手先は，雑誌・書籍，

口コミ，インターネットなどがあげられ，提供主体も病院，

援師会，個人の医療従事・者(霞師・薬剤師など)，行

政，公的機関，NPO，患者自身などなど多岐にわたる。

患者は多面的かつ簡単に情報を入手することが可能と

なった。しかし，①情報そのものに含まれる主観的要

素，②情報の評価手法の不備，③特定層に設定され

たユーザーなど.インターネット上の矯報を活用するには

いくつかの問題点が指捕されている [14]0

次に「病院から得る情報jとは， J二記の f医嬢機

関の情報jにあたる。つまり，癒院から外部へ向けて

発せられる情報であり，広告・広報活動からもたらされ

る情報である。

医療業界の広告に関する状況は，一般的企業活動

とは大きく異なっているO これまで、，匿療法に対しては，

第 1次(1985年)，第2次(1992年)，第3次(1997年)， 

第4次 (2001年)，第 5次 (2002年)と改正が加えら

れてきた。特に第 5次改正においては，大幅な医療広

告規制緩和が実施された。

現在，医療機関が広告媒体として活用しているのは，

診療所看板，駅看板，電柱看板，折り込み広告，電話

帳広告などの地上広告が一放的である。近年多くなっ

た医療機関のインターネットホームページ、についてはJ利

用者が自分の意志でホームページを選択し，情報を得

る形であれば広告には当たらないJという見解が厚生

労働省底政局 (2001年)から出されている。加えて，

携帯電話を活用したf育報提供に関しても言明されてい

ないのが現状である。

医療機関が広告規制を受けないホームページを活

用することは，詳絹な情報提供や随時更新が可能で、あ

ると解釈できる。さらに，低コストで，参照側が持関や

場所の制限を受けない.なとミのメリットがあげられるO

インターネットで、の清報提供は現在，広告とはみなされ

ておらず，医療機関が開設するホームページは重要な

情報源となっているO しかし，全底療機関が情報発信

しているわけでなく，発信されている内容，質ともに各病

院によって異なっていることに利用者は注意しなければ

ならない。

5. r北九升i医嬢方イドjのケース

(1)事業概要

2003年 12月，北九州地域では，これまで

育医師会が医師会会員向けに提{供共していた匪療機関'1情

報を，イン夕一ネツト上で一般{住主民向けに公関lしJたo r北
九州医療ガイド」と呼ばれるこのサービスは，北九州市

医師会，株式会社ゼンリン，ヒューマンメディア財団の

連携により構築された。間医師会に加盟する医療機関

905件 (A会員 :2004年 l丹)の診療科目や電話番

号などの基本情報のほか，所在地を地図で表示するこ

とが可能である。パソコンだけではなく，携帯電話から

のアクセスを可能としている点が大きな特徴である。

(2) r北九州医療ガイドJによるメリット

「北九州医掠ガイド」サービスが開始されることによ

る関係各者のメリットは下記の通りで、ある。

a.協力医部会(北九州市医師会)

①医師会ホームページへのアクセス数が増え，より

多くの情報提供が可能となる。

②医師会会員の基本情報に，無料で地図情報が

提供される。

③情報更新，情報のデータ整備に活用できる。

④非医師会員との差別化が可能となる。

b.各i哀療機関

①基本'1吉報(医療機関名，診療科目，住所，電

話番号，ファクス番号)に詳細な地図が付くこと

により，患者さん案内が簡単になる。

②インターネット，携帯電話を使った情報公開がで、

きる。

③基本情報の他に，詳細な診療時間や駐車場の

有無，特長などの文章に，写真や地留が付いた

オリジナルページが公開され，簡単なホームペー

ジとして活用できる。(ただし加盟(有料)が必要)

C.患者(ユーザー)

① 24待問いつでもどこでも，医療機関情報を入手・

利用することができる。

②急患、センターの情報も掲載されているので，休日

や深夜の急病にも対花、できる。

岳地域や診療科目から絞り込み検索や，地図から

最寄りの匪療機関を探すなど，検索が簡単にで
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きる。

④地図が付いているので，はじめて行く所でもすぐ

に行ける。

d.システム担当企業(ゼンリン)

①サイトユーザーの増加。

②事業の拡大(カーナピ，電子地図などに応用)。

③企業メセナのひとつとして、活用できる。

(3)広告媒体としての携帯電話の特徴

インターネットに接続可能な携帯電話は，図 1の通り，

既存メディアには欠けている「インタラクティブP性Jや「リ

アルタイム性」を嬬い， 1パーソナJレ性jを重視した適

度な「情報量jの提供が可能なツールで、あることがわ

ヵ、る。

インターネット接続型携帯電話の契約数は6000万人

を超え (2003年 4月)，携帯電話/PHS所有者の約

40%の人が，週に 1回以上はブラウザ機能を利用して

いるという結果が出ている[15]。また，携帯電話は「ポー

タブル性Jが高く，個人が常持身につけて持ち運ぶも

のであり，他のメディアとは大きく異なっているo 1いつで

も(即時性)J 1どこでも(携帯性)J 1だれとでも(双

方向性，パーソナル性)J1簡単に(ワンクリック)J利用

できるというメディア特性を有している。生活者にとって

1'1'1号報アクセス手段としての携帯電話」が日常的な行

動として位置づけられつつあるといえよう。

(4)アクセス分析

国2の通り，開設当初から 1ヵ月で I万件以上のア

クセスがあり，徐々にその数は増加している。 2004年

秋以降は，携帯電話全社サービス開始や大分県への

エリア拡大に伴い， 1ヵ月 5万件を超えるアクセスを記

録している。 2004年秋以降，図 2には示されていない

が，パソコンからのアクセスは月平均約 I万件，携帯電

話からのアクセスは月平均約 4万件を記録している。パ

ソコンより携帯電話によるアクセスの方が多く，全体の約

80%を占めている。

アクセスツール別による特徴は， 2004年 7月を抽出し

全アクセスログを分析した。結果は，図 3及び図 4にま

とめ，簡単に項目を下記の通りまとめた。

<携帯電話からのアクセス>

①月平均約4万アクセス (2004年秋以降)。

②持関苦別では20時~25 時の深夜がアクセスの

ピーク。

③曜日別では土曜・日曜のアクセスが多い。

<ノfソコンからのアクセス>

①安定した利用数。月平均約 1万アクセス。

②時間帯別では 12持， 15時の昼間がアクセスの

ピーク。

③曜日別では，平日のアクセスが多い。

6患者の医接官報に対するこーズ

…分析の結果からー

今出の f北九州医療ガイド」のアクセス分析結果は，

パソコンと携帯電話というアクセスツールの相違が，ユー

ザ、一(潜在患者)の痘療情報に対するニーズ相違に

関連していることが推察できた。特に，総アクセス数の

80%近くが携帯電話からのアクセスという結果は，ユー

ザーのこれまでの医療情報収集方法として新たな方向

性が示されたといえよう。加えて，携帯電話によるアクセ

スが集中する時間帯は深夜，曜日は遇末，といったユー

ザー特性も抽出された。

携帯電話に若目すると，以下の項目を考察することが

表 1 構報を婆求しでからアニメーションが開始するまでの時間

メディア幸毒性 i額蕗 雑欝 TV ラジオ 。滋

@ 。 。 ム ム

ム ム ム ム O 

インタ弓ヴディ喰殺 × × × X × 

fI'? 11.. ~イゐ殻 × X ム ム X 

iff -.;室戸支払畿 O G × 。 X 

(出所)聖子口泰己『図解でわかるケータイマーケティング日本自主主事協会マネジメントセンター 2000年 p.27



医療マーケティングにおける情報提供サービスの役裁一「北九州医療ガイド」のケースを過して一

できる。

(1)携帯電話からの利用数が配倒的多数ということは，

「北九州産疲ガイドJが北九州市の公式携帯サ

イト「北九州ナピ」のメインコンテンツのひとつであ

るため認知度が高いとついこともあるが，その利便

性をユーザーが認知してしミると考えられる。

(2) r北九州医療ガイドJが提供する情報は f医療機

関の情報Jである。飲食mの情報を携帯電話で

({!:j:霊長)

O 

簡単に検索するように，医療機関の情報はパソコン

より携帯電話を良く使うユーザーのニーズ、に適合し

ているといえ，今回の結果が得られたと考えられる。

(3)携帯電話は「髄」を重視したメディア特性を踏ま

えている。ユーザーが医療情報を検索するケース

とは，緊急、を要したりプライベートでの利用が重要

で、あったり f鋼Jと密接したものと考えられ，携帯

電話のfインタラクティブ性Jrリアルタイム性Jrパー

大分ナピサーピえ露強

〈大分県60件翠議)

令ヂヂ ~tl(> ヂヂヘ令ぷヂヂヂヂ♂ヂ rぎわヂヂヂヘ令
政 4FVもヂゼヂヂヂダヂ ρ yý，，"松t)<~~t)<~:~表訴 dc 伊t)<~

rvoy rvc9~(ダ)~rvc9~ rvOO 祈 rvc9~rvc9 祈4PMPrprprprF4Prprlp

国2北九州医療ガイドアクセス推移(丹別)

9，000 
8，000 
7，000 
6，000 

手携警

5，∞G 

4，羽D

3，∞G 

電 2，叩D

言言 仁田日

。

包月火水木会土

図3時間帯別アクセス数 (2004年 7月分) 図4濯司別アクセス数 (2004年 7丹分)
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ソナル性jといった特性と適合していると考えられ

る。

これまで，匿嬢機関における広告の基本は， r折り込

みチラシjと fタウンページ(電話帳)J r野外看板・

野立看板jが主な活動で、あった [16]。しかし， r折り

込みチラシj以外の広告活動は，期待されるほどの効

果が得られていなかったのが現状で、ある [17]0一方，

fホームページ開設Jは，上記 3っと比較して積極的

になされてはいないものの，高い効果率を上げている。

ユーザーで、ある見込み患者に対しての藍療機関におけ

る広告活動のあり方が関われているものといえよう。援

療機関における広告活動は緩和されつつあるも規制さ

れているのが現状である。しかし，毘療マーケティングと

いう患者視点を踏まえると，医療情報提供サービスに対

するニーズが高まっていることが理解できる。

北九州医療ガイドは，高い効果率が期待されるイン

ターネットを利足したサービスで、ある。しかもパソコンだ

けでなく携帯電話という「倍」と密接した情報ツールに

よって，ユーザーへの情報サーピスを提供している。また，

北九州市医師会を中核とした地域医療機関の大量デー

タ蓄積が，深みのあるサーピスへと繋がっているものと

考えられる。

今後の課題としては，ユーザーのアクセス分析を前提

としたシステム構築を提案する。具体的には，利用する

情報内容，時間帯，回数等々である。また，携帯ユーザー

とパソコンユーザーの鎖似性・異質性について分析す

ることを前提としたシステム構築を提案し，メディア媒体

の相違による医療に関する広告のあり方，その効果に

ついて今自得られた結果や推察を精綴化してしミきたい。
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The importance of new offers of information services in medical marketing 

-A case study of the Kitakyushu medical guide -

Michie Koga， Katuya Yahata 1) 

1) Human Media Creation Center/砂usyu

Abstract 

In December 2003， the Kitakyushu medical association started a Medical institution information service 

for general residents. This service can be accessed through both personal computers and cellular 

phones. This paper examines whether a relationship can be established between a patient and the 

Medical institution through IT based information transfer. Concretely， new needs for a patient's medical 

information requirements are clarified through an analysis of patient's access patterns of the "Kitakyushu 

medical guide". 

Keywords : Information availability for p乱tient，Restriction of medical institution to advertisement， 

medical information service， cellular phone， needs of patient 
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野関A f包 悲観み融喜多

議端保彦，関田鉄平，林昌樹1)

{要約}パワースペクトル解析および棺主情報量 (MIF)を用いて，真核生物 6棲(ま

たは5種)の総数22656個の遺伝子について，塩基配列，エクソン，イン卜口ン (5種)

のそれぞれにおける長距離相関や椙関長などの各種相関と頻度分布を調べた。長距離

相関は， 1.氏陣波領域におけるパワースベクトjレを 1/fαで近似したときの指数(傾き)αに

より特徴付けた。もうひとつの量として MIFおよび相関長 dcも用いた。これらの量が生

物種にどのように依存するかに焦点をあてて，それそ
o
れαとの頻度分布ならびに塩基配列

長 Lとの関数関保を調べた。特に生物種ごとの平均値 <α>椙関長の平均値 <dc>

ならびに塩基配列長の平均値 <L>の進化的推移などを，エクソンとイント口ンの場合にそ

れぞれ比較した。解析の結果，遺伝子塩基配列に見られる種々の栢関は，主に進化の

過程でイン卜口ンカず伸長したこととその特有な艶列構造によっていること，エクソンはこの種

の棺関にほとんど寄与しないことを明らかにした。

[キーワード DNA，塩基配列，エクソン，イントロン，パワースペクトル，長距離椙関，

相互構報量相関長，真核生物，生物進化

1. はじめに

近年，各穂生物の遺伝子境基配列のデータが集積

されるにつれて，その体系的な統計的解析が可能に

なった。従来，遺伝子塩基配列に含まれる情報は，シャ

ノンのエントロピーに基づく相互情報量 (MIF)を用い

た解析 [1-3.8].パワースベクトル解析[1，4ω6.8].ラン

ダムウオーク解析 [7]などの手法により解析されてきた。

論文 1[9]では，我々は種々の生物(真正絹菌，古

細菌，真核生物)の遺伝子の塩基配列について MIF

と相関長 dcを調べ次の結果を得た。

関長は dc
話 10であり，ランダムな配列に近い振る

舞いを示す。また各種遺伝子の塩基配列長Lは，

L孟 5000 bpである。

2)真核生物の場合.dcは原核生物に比べず、っと大き

な{直を持つ。また，実捺の遺伝子塩基配列長の頻

度分布も原核生物の場合より長くなっているO このよ

うな解析結果から，真核生物は進化の過程におい

てイントロンによる遺伝子の伸長を行ない，塩基配

列中に何らかの形で相関構造を獲得してきたと考え

られる。

論文Iでは，真核生物について出芽酵母ととトの遺

伝子それぞれ 1798個と 1184個を解析した。本稿では，

パワースペクトル解析およびMIFを吊いて真核生物 6

1)原核生物(真正絹菌，古縮蕗)では遺伝子のほ

とんと守がエクソンだ、けから成っており，塩基配列の相

1)東京薬科大学生命科学部生命物理科学研究室[別刷り請求先:〒 192-0392東京都八王子市場之内 1432-1林局樹，芯mail:hayashi@ls. 

toyaku.ac.jp] 

(原請受付日 2004年 2月9日 原稿採択日 2005年 3月 12日)
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種:S.cerevisiae (出芽酵母)， A.thaliana (シロイヌ

ナズナ)， C.elegans (線虫)， D.melanogaster (ショウ

ジ、ヨウパエ)， M.musculus (ハツカネズミ)， H.sapiens 

(ヒト)の総数 22656個の遺f云子について，塩基配

列，エクソン，イントロン (5穣)のそれぞれにおける長

距離棺関や相関長なと守の解析を行って，これらの結論

を裏付けると共にさらに新しい知見も得る。解析では，

NCBIのDNAデータベース GenBank[10]に公開

されているゲノム情報を用いる。このような塩基配列の

データの解析を通して，真核生物の進化について興味

深い情報がひき出せることを示す。

本論文の構成は次の通り。第 2章ではパワースベク

トル解析を行う。第 2-1節では，真核生物 6種について，

傾きαの頻度分布により長距離相関が現れる度合を比

較する。第 2-2節では，遺伝子をイントロンとエクソンに

分け，生物種ごとに長距離相関の有無を解析する。第

2-3節では，自5列長と長距離相関の関係を論じる。第

045 
04 
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03 

士 025
v 02 。15

01 
005 
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/ 
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/ 

3章では， MIFに基づき塩基調己列の解析を行なう。第

3-1節では，各生物種のイントロンとエクソンについて dc

の頻度分布の比較を行う。第 3-2節では，配列長と相

関長の関係を論じる。また，第 3-3節では <α>と

<dc>の関係について論じる。第4章では，結論を述

べる。 付録 Aでは，塩基配列のパワースベクトル解析

の計算方法を記述する。

2.パワースペクトル解析

2ぺ遺伝子塩基配列の <α>の進化的推移

付録Aに示す計算方法により，遺伝子塩基配列

の{嘆きαを計算する。図 1には真核生物 6種の遺

伝子塩基罰訪日の各平均値 <α>の進化的推移を示

す。進化系統樹に沿う S.cerevisiae→ A油 aliana

→C.elegans→ D.melanogaster→ M.musculus→ 

狂sapiensの)11買にく α>の値が大きくなっていることが

J暴診

議戸〆

./ 
/' 

J 、/ぷ /Fぷ
;0，，:j.'- _'C'-~' ポb oも 。をr 白羽、

ぷ。ヤC'. 0: 〆 ~Y ~.' 

ゃ
く3・

図 1 パワースペクトルの傾きαの平均値<α>の進化的推移(遺伝子)

表 1 薬殺生物 6穫の塩暴露日Ij長(遺伝子・二Eクゾン・イント口ン)の王子均 (bp)。括弧内の数字は

遺伝子内おいてエクソン/イントロンが占める長さの割合(%)を示す

遺伝子 エクソン イント口ン

S.cerevisiae 1444 1428 (99%) 303 (1 %) 

Athaliana 1962 1284 (65%) 86ア (35%)

C.elegans 2800 1303 (46.5%) 1544 (53.5%) 

D.melariogaster、 2912 1505 (51.γ%) 1811 (48.3%) 

M.musculs 16532 993 (6.0%) 17832 (94蜘0%)

トl.sapiens、 32823 1147 (3.5%) 36680 (96.5%) 
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わかる。

真核生物 6揺の関で <α>に違いが生じた原因と

しては，まず遺伝子の配列長の違いによることが考え

られる。表 Iより S.cerevisiae遺伝子 (<α>=0.06)

の平均記列長は 1444bpであるのに対し， H.sapiens 

遺伝子 (<α>=0.41)の平均配列長は 32823bpで

ある。もうひとつ注目すべき点は，遺伝子内の配列構造

の違いである。 S.cerevisiae遺伝子はほぼエクソンの

み (99%)で構成されるのに対し， H.sapiens遺伝子は

その大部分 (96.5%)はイントロンによって構成されてい

る。エクソンの配列の長さは生物種に依らずほぽ一定

であるのに対して，イントロンの配列は高等生物ほど長く

なる傾向が見られる。このことから，長距離相関が現れ

る主たる原因は，遺伝子内の配列構造，特に遺伝子

配列中のイントロンにあるのではないかと推測される。こ

のことを次節で調べる。

2・2エクソン/イント口ンのαの頻度分布の比較

前節で用いた真核生物 6種の各遺伝子をエクソン

とイントロンに分け，それぞれについてαの値を計算し

各平均植 <α>の推移を図 2に示した。 S.cerevisiae

遺{云子にもイントロンは存在するが，ほとんどは短く，ま

た，得られたサンプル数も少ないため，今自の解析から

は除いた(以下このような場合を単に 5種と呼ぶ)。

エクソンの <α>は，生物種にほとんど依存せず

αキ 0.1付近の債をとり，配列上の相関構造に違いは

見られない。一方，イントロンでは生物種ごとの <α>

に大きな違いが見られた。遺伝子の場合と同様に，

/八、
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0.15 
01 

0.05 
c 
.，<t0 .，，<T _，，'" x-0' ，}'"町，，'"

f ぷo J ぷ AV
oJF ，i:<'"" 

.(- . '0' 〆'"、v 、ーそご 勺
山ト c".\~、会γ 、やJ

- : : ' ' ''点、、

くコJ

屈2 1嘆きの平均値 <α>の進化的推移(エクソン/イント口ン)

U0 

so 

昔話

怒

0.6 0.8 
α 

〈忌〉

50 

A.t主laliana

C.ele苦魯工IS

閣
法

l 0.2 
G 

国3 エクソン (A)とイント口ン (8)に関するパワースペクトルの傾きαの頻度分布
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進化系統樹に見られるA.thaliana→ C.elegans→

D.melanogaster→ M.musculus→ H.sapiensの)11買に

<α>は増加した。この結果より，遺信子におけるαの

分布の披移(図 1)には，イントロンが大きく関与してい

ることカtわ治、る。

図3には，エクソンとイントロンについてαの各頻度分

布を重ねたものを表示した。

題3(A)では，エクソンのαの頻度分布は， αヰ

o.uこピークをもっ辻較的せまい範囲に集中し生物種

についての違いがほとんど見られない。一方，イントロ

ン(陸 3(B))では進化系統樹に見られるA.thaliana

→ C.elegans→ D.melanogaster→ M.musculus→ 

H.sapiensのJII主に次第に正規分布へ近づいている。こ

れは，イントロンの平均配列長(表1)の増加を反映し

ていると思われる。

2-3配列長と長距離相関の間の関連性

生物種 5種の全イントロンを塩基配列の各長さ

区間 (L1=0 ~ 1000 bp， L2
口 1001~ 2000 bp，…， 

L40 =39000 ~ 40000 bp) で分類し各区間での

αの平均値 <α>を求め， <α>vs配列長Lを

図 4 にプロットした。 0~L~20000 bpでは，Lの変

化とともに <α>が滑らかな曲線にのって変化す

る。このグラフから，配列の長さが <α>の値に大

きく関与していることが考えられる。しかしながら，ラ

9四 5
D.melanoga.st君主

自A

九

ンダムな配列では <α>はLに依存せず <α>

ヰ Oであることから，グラフの掠舞には生物のイント

ロンの「伸長効果Jと特有な配列構造 (r記列

効果J) も重要な役割を果たしていることがわかる。

国4の <α>vs Lは関数

<α>=0.43-0.24色xp(-103くL>ト0.304exp十2X 104くL>)(1) 

によってフィットできるO 図4には(1)式による曲親を実

線で表示した。生物種5種のイントロンの各 <α>は

悶4の曲線、の上にほほのっているO

3.栂瓦'情報璽 (MIF)を用いた解析

MIFは2変数の簡の依存性を特徴づける尺度であ

る。 2つの量が相互に独立であればMIFはゼロであり，

棺互の依存性が強ければこの値は大きくなる。 MIFは

次式で定義される。

~ I Pa.b(d) ¥ 
M(d) = )' 九 b(d)log21一了アi

(2) 

ここで ，Pa， Pbはそれぞれ配列中におけるシンボル

a，b=AιG，Tの出現確率を ，Pa.b(d)はシンボルα，bが

距離dだけ離れて現れる結合確率を表す。各九，Pb， 

Pa.b(d)は配列に沿った統計によって計算する。 M(d)の

具体的な計算法は論文Iに記述した。 MIFからも統

許的処理により塩基配列の相関構造や特徴が解析でき

る [1-3]0 

曜語

像診

H. sa.piens 

0_2: f守 11:.musculus 

，----C.el役立ans

2懇繋欝欝鵠欝怒欝擦懇幌繋鳥越翠

50合o10000150002000025000300合03.500040000
L (bp) 

函4 真核生物 5韓の全イン卜口ンを塩基記JIJの各長さ区間 (L
"

L2 •…, L40) に分類し，各区間で、のα
の浮揚龍 <α>vs配列長Lをフ。口ット。襲撃はランダムな配列。×は真核生物 5種の各イントロ

ンの <α>の{謹
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3-1 工クソンとイント口ンにおける相関長 dcおよび塩基

配列長の頻度分布

論文Iで記述した手法に基づき，真核生物 6種およ

び5種のエクソンとイントロンそれぞれについて塩基配

列の棺関長 dcを計算しその頻度分布を求め罰 5に

表示した。図 5からわかるように，生物種ごとのエクソ

ンにおける相関長 dcの分布にはあまり違いは見られず，

dc
話 10と比較的短距離に集中する。一方，イントロン

については生物種ごとに相関長 dcの分布に大きな違

いが見られ，生物の進化に伴い dcは広範囲に分布し

高い値を示す。

図6には真核生物 6韓のエクソンとイントロン (5種)

の各平均値 <dc>の進化的推移を示した。エクソンの

<dc>は全生物種でほとんど違いが見られず，その値

(A) 

60 

~O 

t D;山 o叩q抑抑a出g

h¥F  

、巾漁為~， て
功一 、~

ZO 40 50 80 ~OO 
d 

は小さい。

生物各種の塩基記列の実捺の長さと相関長 dcとの

関連を調べるために，図アではイントロン/エクソンの

塩基配列長の平均値 <L>の進化的誰移をフ。ロットし

た。この躍では，イントロンの塩基配列長の平均値は

D.melanogaster→ M.musculus→ H.sapiensの

段階で顕著に増加する。このことは，イントロンの相関

長の平均値 <dc>に見られる向様な振る舞い(関 6)

に対応している。このことから相関長の伸長には塩基

配列自体の配列長 Lが大きく関わっていることが推理さ

れる。このことを次節で示す。

3・2配列長Lと相関長札の間の関f系

臨8に真核生物 5種の全イントロンを塩恭配列の各

(8) 

50 

A. thaliana 
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d 

題5 -ζクソン (A)とイントロン (B)の相関長の頻度分布
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図6 相関長の平抱櫨 <L>の進化的推移

31 



32 

Jpn J Comp Sci Vol.lO， No.l， 2005 

長さ区間 (Lj • Lz…L40) で分類し各区間での dc

の平均値<dc>を求め <dc>vs Lをグラフに表示した。

ぱらつきはあるもののくdc>は

<dc>=O.00212L + 17.6 (3) 

とLに依存してほほ直線的に増加する。これからも dc

の値を決定づけるファクターは配列の長きであることが

わかる。このことからも.D.melanogaster→ M.musculus

→ H.sapiensの進化段階において <dc>が顕著に増

加したのはLの増加が著しいため(図 7)であると説

明できる。しかしながら，ランダムな配列ではLに依存

せず <dc>キ2である。このことを考慮すると.Lに依

40000 
35000 

巧 30000
.D 25000 
^ 20000 
...J 15000 
. 10000 

5000 
O 

斜里ゐ 務撃さ語 援護費

存した <dc>の車線的増加はイントロンの f伸長効果j

と共にイントロンに見られる特有な配列構造(配列効果)

によること治宝わカミる。

3-3傾きαの平均髄 <α>と相関長の平抱舘 <dc>

の聞の関部

<α>と<dc>の間の関数関係は.(1)と (3) か

らLを消去すれば得られる。ここでは，傾きの平均値

<α>と相関長の平均値くdc>をそれぞれの長さ匿

間 (Lj • L2…L40) で対応、させることにより <α>vs 

<dc>をプロットし(図 9)
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a?l8 真核生物 5 種の全イントロンを塩基配列の各長さl2S:開 (L ， • L2 •…• L40) で分類し，各区間での

く札>vs Lをプロット。閣はランダムな富C9Uoxは真核生物 5種の各イント口ンの <dc>の値。棺関

係数は 0.878.11頃きaの信頼限界は信頼l2S:間 95%において弘である
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loglO <dc > =2.0770<α>+0.622 

という関数関係を得た。

4.結論

(4) 

本研究では，パワースペクトル解析と MIFに基づき，

真核生物 6種(または5種)の塩基配列，エクソン，イ

ントロン (5種)のそれぞれにおける長距離相関と短距

離相関における相関長の各種相関と額度分布を調べ

た。解析の結果，遺信子塩基配列に見られる撞々の相

関は，主に進化の過程でイントロンが伸長したことと，や

はり進化の過桂で獲得された特有のイントロンの配列構

造によるものであること，タンパクをコードするエクソンはこ

の麓の相関にはほとんど寄与しないことを明らかにした。

現在，ゲノム情報を解読中の生物種についても解読が

完了した時点で本論文の「予測」の検証が望まれる。

その伸長機構については，遺伝子重複やトランスポゾン，

レトロポゾンなどが配列の伸長に関わっていることなどが

少しずつ最近の実験研究により明らかになってきている

が，進化とともに真核生物の塩基配列長が爆発的に増

加した原因の大半はいまだ不明である。本稿で、行った

ような配列の相関構造に関する統計的解析は，この謎

に迫る手掛かりの一助となろう。
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図9 核生物 5濯の全イン卜口ンについて傾きの平均値 <α>と相関長の平地値 <dc>をそれぞれの長さ

草間 (L" L2'…， L40) で対応させることにより <α>vs <札>をフ。口ッ卜した。相関係数は 0.936，
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33 



34 

Jpn J Comp Sci Vol.lO， No.l， 2005 

付録

A:DNA堪基配列のパワースペクトル解析(フーリエ解析)

A-lパワースペクトルの求め方と長距離相関の評価方法

パワースペクトルは自己柏関関数をフーリエ変換することにより求められる (Wiener-Khinchinの定理)。塩

基配列をX(n)とするとき，塩基種s(s:A， T. G. C)についての自己相関関数Xp(けは

X
11
( r)=<Xp(n)Xp(n十 r)> (A.l) 

と定義される。配列 Xp(r)において， τだけ離れた2点の塩基が

{枇で山 丸刈初川(什川T什)炉=

異なれば X11バ(r )=0 (A.2幻) 

とする。このXβ(けを次のようにフーリエ変換し絶対値の 2乗を取ると塩基種Fに対するパワースペクトル

S s(力が得られる。

1 IN-l 

九昨会IEXs(n)吋

ここでNは，抽出した塩基数であるo fkは次式で表される崩波数 (11塩基数)である。

N-l 
f.口 一 :k=1.2.... 一一一

“ N. 2 

(A.3) 

(A.4) 

(A.4)より， ι話 0.5である。全塩基配列を 1周期としたとき，パワースペクトルSp(舟は.S 11 (0.5) を境に左

右対称となるので.Sp (0 ~ 0.5)とSs (0.5 ~ 1.0)は，同じパワースペクトルを意味する。 4塩基の平均パワー

スペクトルS"，(f) vs fは(低周波領域で)長距離棺関があればl/fαの形に，したがって，雨対数グラフに

フ。ロットすれば車線で表わされる。指数(傾き)αは長距離相関を特徴付ける指標の役割を果たす。
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Evolution information hidden in the DNA base sequences of eukaryotes 

Yasuhiko 1sohata， Teppei Sekita， M乱sakiHayashi j) 

1) School of Life Science， Tokyo University of Pharmacy and Life Science 

Abstract 

Adopting a power spectrum method and a rnutual information function (M1F) we have analyzed various 

correlations such as long-range correlations and correlation lengths in the gene base sequences， exons 

and introns， for 5 or 6 species of living organisrns in the euk乱ryotedornain. As a rneasure for the long-

range correlations we have used an exponentαof 1/f' which is an approxirnation of a power spεctrurn 

in a low range region. As alternative rneasures we have used the M1F as well as the correlation length 

d， defined frorn the M1F. We have analyzed various distributions and functional behaviors (dependences 

on the sequence length L) of αand dc for the 5 or 6 species， paying particular attention to the species 

dependences. 1n particular we have studied the evolutional transitions of the ave1'age valuesくα>，<d，> 

andくL>in the case of the exons and introns. We have argued that various correlation structures have 

been fo1'rned rnainly by the intron's elongation as well as by the sequence st1'uctures of introns/exons 

acquired ove1' the course of evolution. 

Keywo1'ds : DNA， Power Spect1'urn， Mutual Info1'mation Function， Exon， 1nt1'on， Biological Evolution 
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パワースベク持参および 民よる

盟問弼鎗解額t:遊館

池田元気，林昌樹!)

[要約]真核生物 6還の違法子のイント口ン塩基配列を，パワースペクトルおよび相互

構報量を用いて解析した。パワースペクトル(1/1α)の指数の平地値 <α>および、相

互情報量による相関長の平均催 <d_>は，進北系統樹に沿って増加する。 2溝手L動物

にiliぃ異常な値を示した熱帯熱マラリア原虫のイン卜口ン塩基配列の特徴を調べ，進化

との関連を論じた。

{キーワード} パワースペクトル，相互構報量，相関長，イント口ン，真核生物，進化

1. はじめに

近年，ゲノムフ。ロジ、エクトの研究の結果，解明されて

いる各種生物の遺伝子塩恭配列の公開により，さまざ

まな観点からの統計的な解析が可能となった。遺伝子

塩基配列は，タンパク質にコードされる領域エキソンと

コードされない領域イントロンを含んでいる。イントロンの

役割は現在，十分な解明はされていなし、。これらにつ

いての統計的な解析は，その役割，特に塩基記列の

伸長と進化との関わりを考える上で重要な示唆を与える

ものと思われる。

塩基配列の相関構造や周期性については，従来，

パワースペクトル [1-3，9]，相互情報量 [4-6，9]，一次

元ランダムウオーク [7，8]などの方法を用いて解析がさ

れてきた。パワースベクトル解析とはフーリエ解析に基

づいた方法であり，塩基配列上において離れた距離に

ある配列の長距離相関や配列の崩期性などが調べら

れる。また，シャノンのエントロピーに基づく相互情報量

を用いて，遺伝子塩基配列の相関性を調べることがで

きる。

本論文では， 6種の真核生物 P.falciparum(熱

帯熱マラリア原虫)， A.thaliana (シロイヌナズナ)， 

C.elegans (線虫)， D.melanogaster (ショウジ、ヨウパエ)， 

M.musculs (ハツカネズミ)， H.sapiens (ヒト)の遺伝

子の総数21052個のエキソン塩基配列とイントロン塩基

配列の各相関構造を，パワースペクトルと相互構報量と

いう 2つの異なる量によって解析したO

パワースペクトル (1/1α)の指数αの平均儲 <α>

と相互情報量による相関長 dcの平均値 <dc>を求め

た結果では，エキソンにおいては，どの生物種において

も違いはほとんど見られず，いずれの場合もランダムな

配列に近い低い値が得られた。イントロンでは，明らか

に生物穣ごとに違いがあり， P.falciparumを除く 5種で

はこの 2つの量が進化系統樹に沿って増加する傾舟

が見られたc しかし，原生動物である P.falciparumの

イントロン塩基配列の場合は，例外的に捕手L動物のよう

な高い値を示した。

進化の過程で獲得されたイントロン塩基配列の伸

長は，長い繰り返し配列を持っている。本稿では，

P.falciparumの場合の解析結果からイントロン塩基配
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列に見られるこのような鰻り返し配列と生物の進化との

関連を論じる。

2.解析に用いた塩基自己列長に関するデータ

角平キ斤には， N ational Center for Biotechnology 

Information (NCBI) [10] に公開されているゲノム

靖報を用いた。本稿では，エキソン，イントロンの各定

義として lつの遺伝子内にある全てのエキソンをつなぎ

合わせたものをその遺伝子のエキソンとしまた lつの

遺伝子内にある全てのイントロンをつなぎ合わせたものを

その遺伝子のイントロンとした。表 1には，解析の対象

にした生物種と遺伝子記列のサンプルを集める際に使

用した染色体とエキソン・イントロンのサンプル数(遺伝

子の舗数21052髄)をそれぞれ示す。臨 1と図 2には，

各種生物のエキソン，イントロンのそれぞれについての

表 1 分析に用いた生物のサンプル数の比較

、 染邑{本

記列長の平均値 <L>を進化系統樹の}I匿に従いプロッ

トする。

国1から，イントロンの平均配列長 <L>は進化系統

樹の}IJ買に沿って伸び、ており，絶対舗の大きさからも，進

化による遺伝子の伸長は主としてイントロン塩基配列の

伸長によることがわかる。

図2は，生物種ごとに遺伝子内でのエキソン場基配

列とイントロン塩基配列の占める割合を示す。

3.方法・結果

以下の 2つの方法により塩基配列の相関構造を解

析する。

3.1パワースペクトル免草寺庁

塩基配列をX(n)とする持，塩基種s(s :A，C，G，T) 

ヱキソン イシトロン

P.falciparum (熱帯熱マラリア原虫〉 第 1~6 染色体 1510 83ア

，A.Jhaliana...(シロィヌナズナ) 、 第 1染色体 34ア9 2726 

G.elegariS {鶴虫j 第 1~6 染色体 9692 9391 

D.rne1anogq$ter .(ショウジョウバヱ) 第 1~9 染色体 3766 2925 

M.musculsハ(1¥ツカネスミ) 第 1~ 10染色体 1088 948 

村.sapiens ヒト) 第 1染色体 1517 1310 
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図 1 ヱキソン配91]の平均の長さ (bp) イント口ン語C91]の平均の長さ (bp)
P : P.falciparum A : A.thaliana C : C.elegans 

D D.melanogaster M M.musculs H H.sapiens 
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についての自己相関関数Xs (d は Wiener-

Khinchinの定理により

Xs(τ) =< Xs(n)Xs(n +τ)> 

配列において，Tだ、け離れた2点の塩基が

{ 枇…で吋あれば 治附(付肋τ吋)

異なれlばま，Xs(τ)=0 

(1) 

(2) 

とする。その記列のパワースペクトル5s (j)は，次の

ようにXs (n)をフーリエ変換してその絶対値を二乗

することにより算出する。

Ss叶
(3) 

M 

ト4

Nは抽出した塩基数である。各 4塩基についての

パワースペクトルの平均S剖(j)と周波数fとの関係

を雨対数グラフで、表示し低周波側に見られる相関

(1/]α)を直総で、近似したときの傾きαにより，塩基配列

の長距離相関を評価する [1-3，9]0

図 3は， P.falciparumの典型的な 1遺伝子のイント

ロン塩基配列についてのパワースペクトルである。

]= 0.5付近の高いピークから，このイントロン塩基配

列は2塩基周期の繰り返し構造をもつことがわかる。

3.2相互槽報量解析

塩碁配列の相互i官報量M (d) は，次式により算出

o s(xわ 1αXわ 15翻 ?fX1X) 25000 3αXXl 3ヌXXl 4αXXl 

部2 遺伝子の長さの平均値 (bp)の推移とその内に市めるエキソン/イントロ

ンの割合。自部分がエキソン，黒部分がイントロン

P : P.falciparum A : A.thaliana C : C.elegans 

o D.melanogaster M M.musculs 
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図 3 典型的な P.falciparumイント口ン配列のパワースペクトル
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される [4-6，9]。

ゃ ( Pa， b(d) ¥ 
M(d) = Y Pa，b(d)log2j-:::て一 i

(4) 

ここで， Pa， Pbはそれぞれ配列中におけるシンボル

a，b (=A，G，C，T) の出現確率を ，Pa，b(d)はシンボル

が距離 dだけ離れて現れる結合確率を表す。塩基配

列とランダムな配列の相互情報量の比較から，配列内

の繰り返し構造を特徴づける相関長 dcが定義できる。

サンプルとして，Homo sapiens von Hippel-Lindau 

tumor suppressor gene (AFOl0238塩基数 12966)

を数式処理ソフト Mathematicaにより計算した結果を

毘 4に表す。この配列と同じ塩基長と塩基合有率を持

つランダムな配列を作成しその相互清報最も計算する。

2塩基間の距離dが比較的短いとき，遺伝子塩基配列

とランダムな配列の相互情報量との関でM (d) に明

確な相違が見られる。ところが，距離 dの増加に伴い

M (d)は緩やかに減少し平均して一定の値を示す

ようになる。一方，ランダムな配列の Mr，刷a叩捌nぷ2
dに関わらずほlぼま変わらないイ値鹿を示している。これらの

相違が見られなくなる M(d)~Mr削id) の距離 d を求

め，この距離を相関長 dcとする。 dcヰOであるとき，塩

基配列には相関構造があることを意味する。図 4では，

相関長 dc=20である。

容駒 1

な議1

iVf(d) 

O.争議i

G現争議会1

2 事 10 20 

4 

3.3解析結果

式 (3)， (4)を用いて解析した結果を図 5に示す。

題5から， <α>，<dc>のいずれもエキソン塩基配

列において生物間の差はほとんど見られないことがわ

かる。しかし，イントロン塩基配列では， P.falciparum 

を験けば進化系統樹に沿って高等な生物ほど高い値

を持つ。

3.4各成分毎の相互情報量Mω(d)

次に，相互情報量を各成分に分けることで， 2塩基

周期がどのような構造かを検討する。各成分における

相互情報量Ma，b(d)は

S_> ぐ S，>
Mnh(d)= -~~ー十一」一一 < Sn，， (d) > 

“ 4 4 
(5) 

と表すことができる。ただし情報エントロピーの期待鑑

である<え>， <九>， < Sa.b(d)>は，それぞれ

くえ>= -Pa !og/a ，くSb>ヱーがog/b'<Saμ)>ヱーι(め!og2Pa，b(め
(6) 

と表される。この式を用いて P.falciparumの典型的な

1遺伝子のイントロン塩基配列をそれぞれの塩基の組

み合わせ 16通りについて解析を行う。この 16通りの

総和は

図4 Homo sapiens von Hippel-Lindau tumor suppressor (VHL) geneの栢互情報量。縦軸

は相互情報最，横軸は2塩基聞の距離。実線は遺伝子塩基配91]，破線はランダムな配列
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縦軸は相互構報量，績軸は 2塩基間の距離。実線はイントロン塩基配列，破線はランダムな配列
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エMa，b(
a，b= A，C，G，T (7) 

を満たす。図 6には，サンプルとして， A回A，A-Gの場

合の相互情報量 Mi¥.，M)とMAG(d)をそれぞれ示す。

A-Aと同様に，振動がA田T，T-A，T-Tの組み合わ

せにおいても見られる。これらの振動は 2塩基周期の

繰り返し配列 ATAT...(TATA…)を反映するもので、

あるが，このことがP.falciparumのイントロン塩基配列

が長い棺関長をもつことの原因になっているo Ma.b(d) 

において振動が停止する距離を，組み合わせα，bの

相関長(da，bLと定義する。この相関長(da，bLは，繰り

返し配列の長さを特徴付けるものである。この場合，

(dA，AL "" 30である。その他の組み合わせにおいては

ランダムな自己列との差が誌とんどないため，相関は見

られない。また，この全塩基配列の場合の相関長は

d内""30であり，振動が見られた組み合わせの相関長

(dA，A)C' (dA，T )c' (dT，AL， (dT，T)cの値とほぼ舟じである。

4.結論およびディスカッション

真核生物 6種の遺伝子総数 21052儲についてエキ

ソン配列とイントロン塩基配列を，パワースペクトルと相

互情報量を用いて解析し，次のような結果を得た。

1)長距離相関は，イントロン塩基配列において顕著に

みられるが，エキソン配列ではみられない。この結

果は文献 [1-4，9]で得られている結果と合う。

2)解析した真核生物種のパワースペクトルの傾きの平

均値 <α>ならびに相関長の平均健 <dc>は，進

化系統樹に沿って増大する傾向がみられる。このこ

とは明らかに進化と関わりがあり，イントロン塩基配

列が進化の過程で長い繰り返し配列を獲得していっ

たことによると考えられる。

3) P.falciparumのイントロン塩基配列の傾きの平均値

<α>ならびに相関長の平均値 <dc>は，例外的

に補乳動物に見られるような高い値を示したOこれは，

P.falciparumが比較的長い ATAT… (TATA..)

という 2塩基賠期の繰り返し配列を持っているため

である。このことを反映して， A拘A，AωT，T蜘A，T-Tの

組み合わせの相互情報量において特有な掠動が見

られる。このことが， P.falciparumのイントロン塩基

配列が長い相関長をもつことの原因になっている。

P.falciparumのイントロン塩基記列における (A+T)

含有率は 80%を超えていることが，直接の計算により示

される P.falciparumの塩基配列においてA，Tが

多いことの理由を示唆するものとして興味深い最近の報

[11]がある。それによると，

1)Aについては P.falciparumの栄養体(trophozoi te) 

はそのプリン塩基の供給を指主であるとトの縮施質

気質 (plasma)に頼っているが，ヒトでは最も多い

細胞質プリン塩碁はアデノシンという形でのアデニン

である。

2) Tについてはマラリア涼虫の栄養体は，葉酸 (folic

acid)を必要とする反応で自身のチミンを合成する。

このことは， iP.falciparumにおいてA，Tが多いの

は信主内としミう特異な環境下に適応して進化した結果

によるJとする誰溺を支持するものである。もちろん，こ

のような推測の当否を論じるには， P.falciparumの場合

に限らずより広範聞の宿主ー寄生生物関係にある生物

種についての解析が必要であろう。さらに，エキソン，イ

ントロンといった遺伝子内領域のみならず，遺伝子関領

域についての解析も併用し，対象とする生物種の数をもっ

と増やした体系的な解析が望まれる。

*1)二重らせん構造を形成する水素結合が3本の G，Cに

比べ水素結合が2本のA，Tが多いため， P.falciparumの

DNAは物理化学的に不安定になりやすい。
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Abstract 
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自本コンピュータサイエンス学会常任理事

第 20回学術集会会頭

10 : 10 ~ 10 : 15 9月26日教育講演会報告

第 20回学術集会副会頭

一般演題

{産長}株式会社 CSIソリューションズ 慶島彰彦

10 : 15 ~ 11 : 00 r株式会社ブラディッシュ設立j

高瀬義昌

岡本比呂志

椋島大学歯学部/株式会社ブラデイシュ取締役 山下菊治

11 : 00 ~ 11 : 45 r女性医療の特殊性と BT&ITにおけるピリオドックの挑戦j

小杉医院/株式会社ピリオドック代表取締役 小杉好奇己

11 : 45 ~ 13 : 00 ランチョンセミナー+ボングーツアー

f東京における知的クラスターの作り方j

基調講演

{座長}たかせクリニツク 高瀬義昌

東京都議会議員柿沢未途

指定発言:高瀬義昌，徳田哲

13 : 00 ~ 14 : 00 rバイオサイエンスとバイオインフォマテイクスの現状一個人化産療への展望j

国立がんセンター研究所ゲノムセンター 水島洋

14 : 00 ~ 14 : 15 休憩
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シンポジウム;バイオ監嬢の現状と未来J

14 : 15 ~ 16 : 00 

{座長}財団法人放射線影響研究所疫学部長崎研究所 向山昭彦

「近未来医療へのアプローチj

特定底療法人徳ナH会副理事長

「医療とバイオ産業についてj

アンジ、エス MG株式会社取締役 CFO

「バイオベンチャー:起業と成功の問」

ウォーターベイン・パートナーズ株式会社代表取締役パートナー

16: 00 ~ 閉会挨拶

アポプラスステーション株式会社代表最締役

16 : 30 ~ 懇親会

認 田 哲

中環器磨

黒石真史

伊 藤 昭

第20閤学術集会に寄せて

警警 震翠

今回の学術集会は臼本コンピュータサイエンス学会の第 20間にあたる。

創立 1994年から本学会は春季，秋季と年 2回の集会を開催しているので， ょうやく 10年の締めく

くりを迎えることができた。その記念すべき 10年目の第 20国学術集会を高瀬先生に担当してもらえ

ることができて光栄の主りである。学会理事の中で学術集会を，初代理事長の法橋先生は第 1回，第

2回と主管し私が 1995年春と 2003年春，水島先生が 1997年秋と本 2004年の春にそれぞれ2問，

担当している O 高瀬先生は，それを上回り 1996年秋， 1999年秋 そして本 2004年秋と学会理事の

中で主管が最多である O その 3回の主管学会とも高瀬先生は終始一貫して最前線医師に役立つコン

ピュータサイエンスの実践事例を軸にした努力をされ，支援ベンチャー企業と連携をとった将来を明

るく展望できる企画に腐心されている。 10年の社会の推移の中でコンビュータサイエンスもようや

く一線に根をはった'1育報化社会をめざそうとしている気運の中で，記念すべき節自に本学術集会を高

瀬先生が開催されることに多いに期待しているのは私ばかりではないだろう O

本学術集会に参加された諸氏が日本コンピュータサイエンス学会と深い鮮で結ばれることを望む次

第である。

王子成 16年 10月9日

日本コンピュータサイエンス学会理事長

i梅山昭彦
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セッション:r一般漬題j

潰題:株式会社ブラディッシュ設立

演者:山下菊治
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所属:徳島大学大学院ヘルスパイオサイエンス研究部助教授

欝 審議

私の研究は，筋肉の中や皮下で骨を誘導することから始まり，今は細抱外マト 1)ックスを利用した

骨や軟骨，皮膚の再生医療を目指している O まったくの基礎研究から臨床応用という考えに徐々に変

化してきた。留学先のケースウエスタンリザーブ大学の研究所のアーノルドカブラン教授の影響も

大きいが，このような変化の直接のきっかけは産学官の連携であろう。私は再生医療をより早く実現

するためには，培養技術の進歩と培養装置の革新的な改良が不可欠で、あると信じて，培養装置の開発

冊究の申請を行った。この考えに賛関していただき，経済産業省から破格の受託研究費をいただいた。

もうひとつ大きな転機は，波長T12μ mという特性遠赤外線を放射するヒータ及びその開発者と巡

り合ったことであろう O 特性遠赤外線の効果解明と培養装置の開発という研究を通して，自分の考え

が形を成し有益な効果を示すことに感動した。吏に，このように有用なものなら，何とかして商品

化に繋げるべきだと考えるようになった。そこで，T12μmの特性遠赤外線を照射するヒータを利

用して培養装置， C02インキュベータ，動物飼育装置，超純水製造装置などの一連の理化学機器を

開発した。基礎研究から生まれた成果を応用研究に発展させ，更に実用化するために特性遠赤外線

ヒータの開発者を社長に仰ぎ これらの商品化を日指して株式会社ブラディッシュを設立した。

ベンチャ一企業を設立することは，それほど難しいことではない。といっても，これはほとんど社

長の経験と実在力に負うところが大きい。しかし更にその企業を維持して，活動していくことがい

かに難しいことかが，徐々に分かつてくる。特に，バイオベンチャーでは， Jカーブが深くて，期開

が長い。この Jカーブの最下点を如何に早く，如何に浅いうちに乗り切れるかが，バイオベンチャー

が生き残っていくための必要条件で、あろう O 理想、だけでは，企業は維持できない。そのために，我々

は商品の分散化を基本とした段階的なビジネスモデルを作成した。体内から行う再生医療としてのコ

ラーゲンを用いた健康食品の商品化に始まり，特性遠赤外線の治療効果に注目した治接器具，関連す

る理化学機器，そして最終的には再生医嬢の実現を目指し j順次商品化を行っている。これらの開発

は多岐に渡っているように見えるが，中心には遠赤外線と組織再生を利用した人の健康維持と病気治

療という目的から逸脱していない。この株式会社ブラディッシュの活動は，従来の大学発ベンチャー

の形態とは異なるように思うが，ひとつの事例として重要な方向性を示しているものと思う。

山下菊治(やましたきくじ)

1957年 12月 15日大阪生まれ。

1985年徳島大学大学院薬学研究科修士課程終了(歯学博士)。

穂島大学商学部助手を経て 1994年徳島大学歯学部助教授

徳島大学大学院ヘルスパイオサイエンス研究部

歯学博士山下菊治助教授

山下博士は，徳島大学から 1983年に薬学士， 1985年に薬学修士， 1992年に歯

学博士を授与されました。博士は 1985年以来，ずっと骨の再生の研究に従事

し 1996年から 1998年までは米国ケースウエスタンリザーブ大学の硬組織所

究所で、骨の再生医療の研究に携わって来られました。この間，骨の再生に重要

なコラーゲンの効果についても，ず、っと研究を続けて来られました。これらの

研究により， 1993年に鵠科基礎医学界賞， 2000年に康楽会賞， 2004年に硬組

織再生生物学会賞を授与されています。
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セッション:r一般演題j

演題:女性監療の特殊性と BT&ITにおけるピリオドックの挑戦

演者:小杉好紀

所属:株式会社ピリオドック代表取締役

襲撃 警警

1人の女性が生涯に産む子供の数(合計特殊出生率)が過去最低のト 29となり，予想以上のベー

スで少子高齢化が進んでいることが明らかになっている。一方でで、カツフブ。jルレの l叩O組に 1組は不妊にf

み，その数は全国で 200万組ともいわれる。女性不妊の代表的接患として子宮内膜痕が挙げられ，潜

在患者数は 200万人と推計されているが，実際に治壌を受けているのは 20万人にすぎない。「恥ずか

しいoJなど婦人科特宥の理由で f受診したくないoJという女性が本邦では多いことが知られている。

この「受診したくないjという特殊性が，子宮内膜症以外の疾患でも，女性医療の眼界に直結してい

ることが少なくない。例えば子宮癌検診は，無料の成人病検診を利用している女性の半数以下にしか

活用されず，早期発見率と治療成績が向上しない要剖となっている。さらに，仮に診断がついたとし

ても，妊娠・出産の希望の蒋無や年齢など，ライフステージによって治棟方針が大きく異なるという

点も女性医壌の特殊性といえる。

これら女性医療の特殊性と限界に挑戦するために 株式会社ピリオドックを設立した。受診しなく

ても診断を可能にするバイオ技術 (BT)として，月経血を用いた新たなドックシステムの開発を行なっ

ている。特に子宮内膜症は，仮に婦人科を受診したとしても半数近くが正確な診噺を受けられない援

雑な病気であるため，その早期発見や，病態や個人差に応じた治諜法の選択を行うためには，分子痛

態を判定するための多種バイオマーカーの同時測定や，体質の差異を規定する遺{云子多製の効率的解

析が求められる。そこにはバイオインフォーマテイクスはもとより，プライパシー保護ゃなりすまし

防止のためのセキュリティー技櫛など， BTを様々な側面から支援する情報技術 (IT)が必要となっ

ている。

小杉好紀(こすぎよしのり)

前東京医科大学産婦人科講師

ハンズオン型ベンチャーキャピタリスト・ウォーターベインパートナーズ

(代表黒石真史氏)などからの出資を受け，一年前に株式会社ピリオドックを設立。
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セッション:r基調講演j

i寅題:バイオサイエンスとバイオインフォマテイクスの現状ー個人化医療への展望ー

謀者:水島洋

所属:国立がんセンター研究所疾病ゲノムセンター

警翠 震謬

DNAの構造がワトソンとクリックによって 2重らせんであるということが提唱されてからちょう

ど50年後の昨年， ヒトゲノム解読の全配列の実質的完了宣言が行われた。このようなポストゲノム

といわれている時代において最も重要なのは，ゲノム情報と医療'情報との関係である O がんをはじめ

とするさまざまな疾患は遺伝子の異常によって起こる。もともと持っている父親と母親から受け継い

だ遺怯子によってその人の生まれながらの個性が決まり，その後の遺伝子の変化や進入によって疾患

になることもある。原因遺伝子がはっきりしている遺伝病も多くなってきているが，これらはほとん

ど単一の遺伝子の異常による疾患であるO 多くの疾患はいくつかの遺伝子の異常の積み重ねによって

起こることが多いものの，そのような多民子疾患で明らかになっているものはまだ少ない。

そのような研究を進めるために必要になってくるのが，臨床情報とゲノム情報をいかに整理して関

係を明らかにしていくかである O そのためには， SNPやマイクロアレイなどのゲノムに関連するデー

タを体系的に，大量に取得しなければならないしまた，臨床情報に関しでもしっかりとした定義の

もとに分類しなければならない。

個人化医擦 (PersonalizedMedicine，オーダーメイド医療，テイラーメード僅掠とも言う)という

を良く耳にする。これまでは，疾患ごとに標準治療方針が決まっている。この方法では，長い間

副作用に悩まされながらもがんは治らず，さらに進行してしまう場合もある。どの薬が効果があり，

どの薬で副作用が出やすいのかということは，がんの穂類や患者さんのもつ薬物代謝酵素の型によっ

て変わってくる O これらは遺伝子を調べることによって投与する前にしらべることができるものであ

り，種々のがんや抗がん剤においてその関係を明らかにすることは，患者さんの負担を大いに減らす

ことになる。 2003年 11月，米国食品医薬品局は，臨床治験を行う際にゲノム'情報を記載するような

勧告に関する意見招請を行った。これは個人化医療を行うための幕開けのような意味合いを持つ。

厚生省のミレニアムゲノムプロジ、エクトでは，ナショナルセンターにおいて， 5大疾患(がん，

血圧，地方，塘尿病，瑞息)と底薬品の副作用に関連するゲノムの解析をおこなっている。

この他にも国内の大規模なゲノム研究プロジ、ェクトとしては，補問県の久山町プロジ、エクトや，文

部科学者の「オーダーメイド医療実現化プロジェクトJが30万人を自擦に進められている。一方海

外では，アイスランドは全鴎民，および過去の人々のゲノム情報を解析するプロジ、エクトを行ってい

る。同様にイギリスでもバイオパンクプロジ、ェクトとして 50万人のゲノム解析を行う計画である。

しかし国内外のいずれのプロジ、エクトの場合にも課題になっているのが倫理問題である。ゲノム情

報はその人の過去や未来を規定する基本となる情報であり，一生変えることが出来ないものである。

そのため，個人情報保護などの観点からゲノム情報の取り扱いには極めて注意が必要である。

これらの大きな公共プロジ、エクトに加え，大会社や製薬会社，ベンチャー会社でも様々な取り組み

が始まっている。これらについても紹介したい。
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水島洋(みずしまひろし)<hmizushi@ncc.go.jp> 

臨立がんセンター研究所

1983年東京大学薬学部卒業

1988年東京大学大学院薬学系研究科修了薬学博士

1988年国立がんセンター研究所リサーチレジデント

1989年間立がんセンター研究所生物物理部研究員

1994年間立がんセンター研究所がん情報研究部室長

2000年米国 NIH.NCBI Visiting Scientist 

2000年国立がんセンター研究所疾病ゲノムセンター(併任)

分子生物学研究から，国立がんセンター LAN. 国内がんセンターネットワーク整備を行い，

遠隔毘療による鵡院連携の研究を行った。 APANでは. Medical-WGの主査。

最近では国立がんセンター研究所疾病ゲノムセンターにおいて，ヒトゲノムの

発現調節に関するバイオインフォマテイクスの研究に従事している O

セッション:rシンポジウム「バイオ医療の現状と未来Jj

演題:バイオ医療の現状と未来

演者:徳田哲

所属:医療法人徳洲会説理事長

警警

近未来の医療へのアプローチ

警警

今年の夏，車生労簡省は新薬承認に関し遺{云子情報を添付する方針についてパブリックコメント

を求めた。今後，わが閣の医薬品行政にあっても遺伝子情報と薬効・副作用などと関連が重視される

ようになってくると忠われる。

徳洲会グループでは，一昨年からバイオ医療の時代の到来に対志していくための体制整備にはいっ

ている。第一段階として，東京大学医科学研究所ヒトゲノムセンターと提携しインフォームドコン

セントをとるためのスタッフの研修を行うとともに，ワーファリンや糖尿病性腎症にかかる SNP解

析を行うため，同訴究所と共同萌究契約を締結した。このプロジ、エクトでは，それぞれ 1000例を超

える患者様のご協力を得ることができた。

第2段階としては，昨夏，文部科学省が5年間. 200億円を投じることでスタートした fオーダー

メイド医療実現化プロジェクトjの協力医療機関として参加し現在，グループ内 44の医療機関が

患者捺の協力を仰いで、おり. 9月末の段階で4万人の方から採車を行い，蟻床'情報を集約している。

プロジ、エクト全体では T8万人分となっている。このプロジェクトはいくつかの大学，その他医療機

関なども参加しており. 4年間で 30万人分の DNAと臨床情報を蓄積したバイオパンクを構築するこ

とを呂的としている。すでにいくつかの成果があがってきており，今後，疾患の原田遺伝子や副作用
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の防止に関する貴重な情報が続々と発見されることが期待されているが，バイオパンクに蓄積された

試料については，プロジェクトに参加していない研究機関や製薬メーカーなどにも提供されることと

なっており，今後のバイオ医療に関しては一翼を拐う拠点となることを目指している。

また，第3段暗として，オンコロジーセンターを設け，グループ内各病院の抗がん剤のプロトコー

ルを統一してデータの蓄積を図るとともに， SNP解析および発現解析を併せて行なう体制を整備し

ている O このセンターはバーチャルなもので，実際の治療は各病院で行い，センターでは患者登録や

データ管理，治療の指導に特化したものとして運用していく予定でいる O このプロジ、エクトの目的は，

抗がん剤の効果や副作用が遺伝子によってどのように異なるかを明らかにしより効果的な治療を目

指すためのものである。

すでに東大医科研付属病院では，イレッサなどの遺伝子診断を踏まえた治療が始まっているが，

「オーダーメイド医療実現化プロジ、エクトJが終了するまでには，臨床現場で簡便な器械による SNP

解析を行い，バイオパンクのデータベースにアクセスすることで薬剤の使い分けを行なうモデル事業

を徳洲会病院で開始できるよう準備を進めていきたいと考えている。

徳田哲(トクダテツ)

1965年 9月15日生

1997年培玉医科大学卒業

同年 徳洲会大坂本部入職

岸和田徳洲会病院

茅ヶi埼徳洲会総合病院

名瀬徳洲会病院などで賄床基礎研修

1999年中山(ちゅうざん)クリニック院長

2000年医療法人徳洲会副理事長就笹

現在に至る

な役職

蛮療法人徳洲会副理事長

医療法人沖縄徳洲会副理事長

社団法人千葉光徳会理事長

他徳洲会グループの各法人理事長・副理事長を兼務

株式会社光穂、代表取締役社長

他関連会社の役員を兼務
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セッション:rシンポジウム「バイオ医療の現状と未来品

演題:[亙療とバイオ産業について

演者:中塚啄磨

所属:アンジ、エス MG株式会社取締役 (CFO)ジ、エノミデイア株式会社代表取締役 (CEO)

警翠 襲警

医薬品は従来，低分子化合物の化成品であり，生体内の欝素やホルモン受容体などのタンパク震に

働きかけ，その作用を阻害したり，促進したりすることで病気を治してきた。その後，バイオ技術の

基盤である遺伝子組換え技術が発達しインシュリンや成長ホルモンなどのタンパク質からなる医薬

品の入手が可能になった。さらに，医薬品開発は進化を続け，遺伝子欠損が原因となる病気の治療に

遺伝子を投与する遺伝子治療が出現しさらに，遺伝子の働きや作用を縫子に遺伝子を制御する医薬

品の開発も可能となってきた。“究揮の薬"が出来つつある。診断薬の分野も関様である O 例えば，

感染症について蓄えば，これに関わるウイルスの抗原を抗体によって検出し感染の有無を判定して

きた。その後，遺伝子組換え技指を用い，遺伝子レベルでウイルス感染を判定することができるよう

になった。

以上のように，バイオ産業は医療の進化の礎となってきたと言っても過言ではない。アンジェス

MG (AMG)社は，大阪大学の研究成果を基礎に，新たな遺缶子治療薬の事業化を自指し， 1999年

12月に設立された。遺伝子の飽きを利用して病気を治す遺伝子医薬は，これまでとは違う新しいタ

イプの医薬品である。 AMGが製品開発を急いでいる HGF(肝縮胞増殖鴎子)遺伝子は，一度欠損し

てしまった血管を見事に再生することが分かり，臨床においても治療効果が確認されている O 多くの

患者さんにとっては福音となる薬である O アンジ、ェスの事業モデルを示ししながら，バイオビジネス

の現状を紹介する O

中塚琢磨

生年月日

昭和 28年 1月29日

略授

昭和田年 4月国家公務員上級職採用

平成 4年4丹住友海上火災保険株式会社

(現三井住友海上火災保険株式会社)入社

平成 11年 4月グッドウイルグループ株式会社

取締役会長室長

株式会社コムスン取締役

平成 13年 1月ホソカワミクロン株式会社

共同財務最高執行責任者

平成 14年 1月日本シェーリング株式会社入社

平成 14年 5月間社常務取締役

平成 15年 9月当社執行役員管理本部長(現任)

アンジ、エスインク CFO(現任)

平成 16年 7月ジ、ェノミデイア株式会社代表取締役(現任)
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セッション:rシンポジウム fバイオ医療の現状と未来Jj

漬題:バイオベンチャー:起業と成功の間

演者:黒五真史

所属:ウォーターベイン・パートナーズ株式会社

塁塁 塁審

1998年に施行された大学等技術移転促進法(いわゆる TLO法)が契機となり，日本においても大学・

公的接究機関にて創出される研究成果の，それら研究機関自身による本格的な商業化がスタートされ

た。基礎医学・バイオテクノロジ一分野の研究成果は，多くの大学・研究機関の申請特許の中でも最

も大きな比重を占め，ライセンス収入の柱として大きな期待がかけられたのではあるが，そのライセ

ンスに要求される高度な専門性と，いわゆるアカデミックな発見と技術の買い手である製薬企業等の

求める技術の成熟度とのギャップ故に，収益に向けていまだに努力と試行が続けられている。

大学や研究機関の研究成果をもとに設立されるバイオベンチャーは，上記の問題をクリアーしなが

ら研究成果のスムーズな商業化を促す格女子のメカニズムとして着目され， 2000年の国立大学教官の

兼業規制の援和などの措置を契機に，瞬く関に日本全国に普及した。大学発ベンチヤ}などへの公的

助成金によるパックアップなども充実をしてきており，先端医療・バイオ分野において大学・研究機

関からのベンチャー起業はいまや日常的な出来事となってきている O

「起業」を企図する研究者にとって，その研究成果の価値は，値のつけようのない大きなものであり，

事実多くの場合その技櫛の先には疾患の根治などの商業的にも魅力的な事業が多いのである。

それら技術シーズは，たとえば監薬品開発のように，何震にもわたり段階的に効果や安全性を証明し

ていく過程が必要で、，多くの技術的・科学的リスクが存在する O 経営的ビジネス的素養のある参加者

により，これらのリスクを適切にコントロールする事業スキームを練ることが必要であり，大学・公

的研究機関の場でもアカデミア以外の外部人材の参画・登用などによりこの面の充実も醤られるよう

になってきている。

バイオベンチャーの事業構造上，一定規模の研究開発投資を初期段暗に投入することが必要で、あ

り，それらの資金色一般的にベンチャーキャピタルなどの外部投資家に依存する形であるが故に，

IPO (株式公開)あるいは M&A(買収)という「成功」を企図することが多くの場合運命付けられ

ている。アカデミックな場から f超業Jして，開発行為を遂行しながら技術的・科学的リスクをマネー

ジすることのみならず，投資家から資金調達を行い，それらを遂行する多様な経営的・専門的人材を

集めるといったアカデミックな場からは未知の試みを実行し， r成功Jにたどり着くことは，容易で、

はない。

上述のようにバイオベンチャーという試みは，アカデミアに，実業，専門家，金融といった，今ま

で、直義的に交わりの少なかった分野の人材が明確な意図の下に参画し「成功jを自指す企てである O

この人材の集合体は，技術開発の進展と失敗(実際，多くのバイオベンチャーがオリジナルの発暁成

果では開発が失敗し別の技摘で立ち上がることが多い)に応じて機動的な変化が求められる or成功J
に導く鍵は，このような適切な人材の集合や，機動的な変化を促すメカニズ‘ムにある。
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略臆

東京大学工学部建築学科卒， ミシガン大学工学修士，ニューヨーク大学経営学修士 (MBA)。

香港新空港プロジ、エクトなどの内外の建設プロジェクト・マネジメント経験を経て， 1996年 CSKベ

ンチャーキャピタル入社。取締役・産学インキュベーション室室長として，ライフサイエンス分野に

おける大学・研究機関からのスピンオフ・ベンチャーへのインキュベーション投資を担当，数多くの

ゼロステージ・シード期ベンチャーに投資し成功を収める。ヒューピットジェノミクス(株)，オン

コセラピーサイエンス(株)， (株)GBS研究所， (株)アフェニックスの創業に携わり，社外車締役

として事業立上げに参画。

2002年独立しウォーターベイン・パートナーズを設立。層内の先端医療・バイオ分野の創業期投

資に特化した投資活動に従事。

2003年から東京大学先端科学技術研究センター特任教授を兼務。

黒石真史

ウォーターベイン・パートナーズ株式会社

千 102-0073東京都千代田区九段北 3-2-2ユニコピル 5暗

直通:03-3264-5624代表:03-3264-5616 FAX: 03-3264ω5617 

email: kuroishi@watervein.jp 

http://www 
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*金報*

第 21回 自本コンピュータサイエンス学会春期学術集会のご案内

関主 f寵:日本コンビュータサイエンス学会

関共 催:早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所

関協 賛:これからの福祉と医療を実践する会システムサプライ株式会社株式会社ニシムラ事務機

株式会社コスメックス

閥後 援:I室療・底薬品情報研究会 NPO法人ヘルスケア・リレーションズ湘南在宅ケアセミナー

日本創生会議 I-cube

閤開催自時:2005年 5月28日(土)

麟参加費:会員・学生 3，000円，一般 4，000円 懇親会費:4，000円(検討中)

閥会 場:早稲田大学閤際会議場(東京都新宿区西早稲田)

http://www.jイep.co.jp/waseda/ibuka.map.pdf

圏テーマ:W匪療，介護，福祉の現場での個人情報保護法を考えるi

一新たなルールイとで始まるシステム変更ー

新たな法案が始まった，底療・介護・橋被の分野では，偶人情報保護法施行前後で何が変わった

のだろうか?

現場では施行の数ヶ月前から勉強がはじまり，委員会の設寵や団体としての考え方の確定，不安

や挽乱の中で，何らかの独自のルールを国め新法と向き合ったことでしょう。消費者の保護を目

的としてできた新たなルールによって，現場では各種の規制が増加されたことと思います。病室

の前に貼つである患者さんの氏名，サービス提供表を送付するファックスのやりとり，雇用契約

書や，就業規尉の見寵し，利用者への個人情報保護法の説明用のポスターの掲示など，事前のご

苦労もたくさんあったことと思います。今後は各現場でのルール変更に伴いシステムの変更や開

発にも何らかの影響があるのではないでしょうか。本会では，この施行されたばかりの個人情報

保護法によって，皆様のご苦労の過程や結果なと守を持ち寄って頂き 現時点では発展途上の新法

への対応策を皆で考えるための会としたいと考えます。

襲撃会 頭・中村哲生(メディネット株式会社)

副会頭:高瀬義昌(たかせクリニック)

実行委員:閥山昭彦(財団法人放射線影響研究所疫学部)

三友仁志(早稲田大学大学院国際情報通信研究科)

八幡勝也(財団法人九州ヒューマンメディア創造センター)

鹿島彰彦(ウイズ・メデイカル・ネットワーク株式会社)

高罵恒男(テルモメデイカルケア株式会社) 石井留雄(株式会社 CSIソリューションズ)

鈴木康生(鈴木クリニック) 山野辺裕二(長崎大学大学院罷歯薬学総合研究科)

中村肇(大阪市立大学大学院法学研究科医学情報・医療経済研究室)

楼井関子(アポプラスステーション株式会社)

瀬戸加奈子(東京大学先端科学技術研究センター) 松浦正明(帝人ファーマ株式会社)

JII越満(株式会社ユートブレーン) 上出晴奈(株式会社メデイヴァ)

中村智生(株式会社システムサプライ) 佐川幸恵(ネクストウェア株式会社)

締屋修博(えびす英クリニック) 後藤圭紀 (NPO法人ヘルスケアリレーションズ)

大谷潔(メリックスコンサルタンツ株式会社) 池田敬子(国際援業経営研究所)

(敬称、略・ )1眠不用)
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*愈報*

屋建学術集会事務昂連絡先

T 276-0022 千葉県八千代市上高野 1353都 25

メディネット株式会社取締役霞療・介護事業部部長 中村哲生

FAX 047-487-2860 注:Faxの宛名は必ず「メデイネット中村行きjとご指定ください。

メールアドレス meeting@21st.jacs.org

襲警振込口座

りそな銀行橋本支活普通預金

口座番号:1435918 

日産名:第 21留日本コンピューターサイエンス学会春季学術集会会頭中村哲生

関プログラム予定

事務局再会者鹿島彰彦 (9:00-) 

会頭挨拶 中村哲生(-9: 05) 

特別講演 「底療・介護分野における個人博報保護対策J(9 : 05 -9 : 45) 

遠藤直哉(フェアネス法律事務所・柄蕗横浜大学法学部)

セッション l 医療:病院クリニック

JA長:高瀬義昌(たかせクリニック)

1)看護における個人情報保護

2)病院と情報

3)地域医療連携と個人情報保護

(9 : 50 -10 : 50) 

4)聖路加病院における個人'情報保護に関する院内対策について

セッション 2 匪療2:在宅医療，訪問看護 (11 : 00 -12 : 00) 

康長:松尾英男(えびす英クリニック)

1)在宅壁療と個人情報の取り扱いと電子カルテについて

2)偲人情報ニアミス事例とスタップ教育

3)在宅医療現場で悩む職種関連携実例から学ぶ問題点とその対処

瀬戸僚馬(杏林大学病院)

木村憲洋(今井病院)

小泉一行(関東中央病院)

阿部員澄(聖路加国際病院)

泰JII恵、吾(鎌倉常磐クリニック)

星ツヤ子(セントケア株式会社)

菅原由美(キャンナス)

4)在宅医療におけるグループウェアの活用と個人情報 志頴健一部(新宿ヒロクリニック)

セッション 3 介護・福祉:岩宅事業所，老人ホーム，デイサーピスなど (13 : 00 -13 : 45) 

盛長:関根陵雄(社会福祉法人徳心会)

1)介護現場での社会通念や'横行から個人情報保護を考える 永田寿子(社会福祉法人こうほうえん)

2)偶人矯報保護法に乗って'措報整理とペーパーレス化への第 1歩 仁木敦志(老人保健施設昂)

3)老人ホームと医師・家族問の情報共有と偶人情報保護 池田敬子(間際産業経営研究所)

セッション 4 調剤薬局:薬剤師，研究者など 04 : 00 -14 : 45) 

産長水野敦典(有隈会社メデイツク)

1)薬局における偲人情報保護の問題点

2)在宅医療対応、薬局の立場から

3)チェーン薬局による対策と問題点

水戸和夫(水戸薬局)

接原念治(みよの台薬局)

徳善新也(株式会社ファーコス)
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*会報*

セッション 5 その他:学生，その他監療関連企業，各種団体など (14 : 50 ~ 15 : 50) 

座長:山野辺裕二(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科)

1)人材派遣業の守秘義務 楼井障子(アポプラスステーション株式会社)

2)学生団体の活動での個人情報の扱い方

後藤品也(子葉大学監学部医学科・ 1-cube ~夢の病院 Project)

3)患者の視点からの他人情報保護

瀬戸加奈子 (NPO法人ヘルスケアリレーションズ・東京大学先端科学技術研究センター)

4)個人の監療情報とメディアの対応 和田努(医療ジャーナリスト元 NHKプロデユーサー)

セッション 6 その地2:医療機器，援療関連ソフトウェア，各種団体など (15 : 55 ~ 16 : 55) 

鹿長:大谷潔(メリックスコンサルタンツ株式会社)

1)偶人博報保護から考える医療資材物流の開題点の整理

2)医事会言十システムから見た個人情報保護法

安達暁子(財団法人医療情報システム開発センター)

中島彰(株式会社明円ソフト開発)

3)帰宅後こそ気が抜けない医療者:家庭 PC内の悩人橋報 平原憲道 (RDシステムズ)

4)電子部符技術を活用した，患者の視点で考える医療情報活用基盤

保倉豊(グローパルフレンドシップ株式会社)

事務局司会鹿島彰彦 (17 : 05 ~ 17 : 30終了)

第 22回日本コンピュータサイエンス学会学術集会のご案内 第 22回会頭挨拶

日本コンピュータサイエンス学会理事長総評および挨拶

懇親会 (18 : 00 ~ 19 : 30) 場所未定

中村肇

陶山昭彦
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第 22四 日本コンピュ…タサイエンス学会学鋪集会のご案内

(第四留日本コンピュータサイエンス学会総会問時開催)

襲警テーマ:fs互療現場における賠害者支援のための IT活用一見る，開く，話す -j

麟開催自時:2005年 10月29日(土)

関会 場:大販市立大学底学部学会(大販市阿倍野区)

塁整会 頭:中村肇(大阪市立大学大学院医学研究科医学情報学)

襲撃参加費:会員・学生 3，000丹，一段 4，000円 (予定)

人に優しい IT社会を目指して

愛知万博が始まりました。トランベットを吹くロボットにび、っくりしました。そのほか，いろいろな

ITを活用した出し物がいっぱいです。それらの技術を支えているのがコンピュータであることには疑

う余地はありません。また，医学を含め科学の進歩により種々のことが解明されてきました。しかし最

近コンピュータに関まれて仕事をしていると何か冷たいものを感じるようになってきました。さて，医

療現場で実捺の仕事をしていますといろいろなハンデイキャップをもたれた患者さんにお会いします。

特に視力障害，総力障害および雷語障害をもたれた患者さんと底療スタップが意思疎通をとるi援にとて

も十分なインフォームドコンセントがなされているとは思われません。患者さんもよく理解できないま

ま，サインすることも多いのではないかと思われるのです。私はとあるきっかけで視力障害を持たれて

いる方の残存綿膜に凶探を強制的に送り，視力の一部でも取り戻していただけるような研究に参加して

おります。また，聴力に障害を持つ患者さんのための医療手話通訳の者護師さんとも病院における手話

通訳の問題等を話す機会があり，研究室の研究の一部にしてきました。今回学術集会の会頭をお受けす

ることになり，それらコンピュータが患者さんをはじめ，生ける人はもちろん，生物すべてのために援

しい道具となるべく，その応服を考える場にしたいと思っております。医疲現場に限らず，生活の補助

道具として IT活用につき，多くの皆様と語り合いたいと思っております。

襲警一殻演題募集

第22国学術集会は一般演題を公募いたします。一般演題の応募様式については追ってご案内します。

下記のホームページからお申し込みを受け付けます。詳細はi建時ホームページに掲載します。演題募集

期間は 2005年6月 1Bから 2005年9月30日の予定です。テーマに関わらずコンピュータに関する演

題を多数募集いたします。奮ってご応募お願いいたします。

関第 22回学術集会事務局連絡先

〒 545-8585

大阪市開倍野匿旭町 1-4-3

大阪市立大学大学院涯学研究科

医学情報学中村

電話:06-6645-3788 

ファックス:06-6646-1322 

学術集会ホームページ URL: http://infosvOl.med.osaka引l.ac.jp/jacs/

メールアドレス:nhaj ime@med.osaka-cu.ac.jp 

髄主 催:日本コンピュータサイエンス学会
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日本コンビュータサイエンス学会監修書籍発行のご案内

自本コンピュータサイエンス学会が監修をおこなった書籍が発行されましたので，ご案内致します。

ご注文は，最寄りの書鹿， または各発行元までお願い致します。

警警 f科学論文がスラスラ書ける! パソコンのやさしい使い方』

日本コンゼュータサイエンス学会/監修

水島洋，鹿島彰彦/繍

発行/学土社 http://www.yodosha.coお/

B5判 237ページ ISBN 4-89706-887-8 

2005年4月発行

定価 3，990円(本体価格 3，800円+税 5%)

パソコンを使った論文作成の解説書です。説得力のある論文に欠かせな

い，国表やグラフの作成法から，文献の整理法，校正・投稿のコツまで，

論文執筆の前に知っておきたいコツを丁寧に解説しています。パソコン

の初心者や，初めて論文を書く学生の方に特におすすめの一冊です。

警警『医学薬学英文活揮辞典J

日本コンビュータサイエンス学会/監修

石間卓二/著

発行/アトムス http://www.atms.jp/ 

B5半IJ 622ページ ISBN 4幽900935幽62・X

2004年 10月発行

定価 9，9ア6円(本体価格9，500何十税 5%)

付鐸 CD-ROM1枚 (Windows+Macintosh)

よりよい英語論文を作成するのに役立つ例文を 2万6千(見出し 1万3子)

を収載しています。収載した例文は，著者が長年に渡り多領域のジャーナ

ルから厳選してデータベース化してきました。従来の例文集と異なり，論

欝学譲学
奨文i議F語辞鶏

み{必泊料合続出総お泌総弘

固定コンビ:;1-~<tイエンス学禽盤移

'.4ニ.

文作成の迅速化と最初から英語で考える能力を向上させるため，英語の見出しから例文を探す方式

を採用しています。英語の見出しには日本語のキーワードが付いています。付属の CD-ROMには

書籍に収載されているすべての見出しと例文が収録されていて，英司・日英双方向からの検索が可

能です。検索した例文を自分の論文にコピー&ベーストし，一部を改編するだけで論文作成ができ

るので，手間を大幅に郎減することができます。
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日本コンビュータサイエンス学会学箭集会開催記録

第 1図コンピュータサイエンス研究会

組織委員長法橋尚宏 1994年2月 20臼(日i磁副

会場 東京都立食品技術センター(東京都千代田区)

第2問日本コンピュータサイエンス学会学術集会(主主 1回総会問時開催)

会頭 i去橋尚宏 1994年8月28日(臼Jl援日)

会場 富士写真フィルム株式会社東京本社(東京都港区)

第3郎日本コンピュータサイエンス学会学術築会(第2仮i総会問将校Jf緩)

会頭 鈎ill昭彦 1995年2月 25日 (ゴ二日産自)-26日 (呂町'll8)

会場 科学技術館サイエンスホール(東京都千代限区)

第4回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 31ill総会同時開催)

会頭柳EBi宇一郎 1995年 9月2臼(土111118)-38 (日曜日)

会場 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期学術集会(第 4間総会問i時開催)

会頭 j也悶俊也 1996年3月 24臼(日曜日)

会場 関立がんセンター研究所(東京都中央区)

負~6 凶日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 5 郎総会問符照催)

会頭 E3i語義務@¥ 1996年 8月 31日(土曜日) -9月 18 (日曜日)

会場東京ピックサイト(東京都江東区)

第7悶日本コンピュータサイエンス学会春期学術集会

会頭 鵜JII義弘 1997年3月 21日(金111ft日)

会場 幾林水産技術会議事務局筑波事務所農林ホール(茨城県つくば市)

第8悶包本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 6郎総会同時開催)

会 頭 水 島 i芋 1997年 10月 18日(土l時'i!8)-19日(日Jllil日)

会場 演立がんセンター研究所(東京都中央区)

負I$9凶日本コンピュータサイエンス学会春郊学術集会(第7間総会肉H寺i制緩)

会頭米i翠保雄 1998 iド4fj 26日(土畷日) - 278 (BIl怒沼)

会場 茨城大学工学部(茨城県日立市)

第 10問日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第8閲稔会同時開催)

会鎖伊藤雅彦 1998年9月 13日(臼Jli!l臼)
会場 パシフィコ横浜会議センター(神奈JII1長横浜市)

第 11回日本コンピュータサイエンス学会選手期学術後会(負1"l9回総会河符i沼i/lD
会頭正[労:留雄 1999年4fj 18日(日 1I翌日)

会場 東京都立食品技術センター(東京都千代田区)

員02おl日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 10間総会何時間1/lD
会頭 高言議議@¥ 1999年 12月 12日(日曜日)

会場 チャンドラーボーズピル 4Fホール(東京都中央区)

第 131ill臼本コンピュータサイエンス学会春期学術集会(第 111ill総会問時開催)

会顕村山恭平 2000年5月28日(臼R翌日)

会場 テルモ株式会社(東京都渋谷区)

第 14回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 12回総会問時開催)

会頭八幡勝 也 2000年 10月 1日(日曜日)

会場 テルモ株式会社(東京都渋谷区)

第 15問日本コンピュータサイエンス学会若手期学術集会(第 13間総会問時開催)

会頭中村哲 生 2001年5月 20臼(日Jliil8) 

会場株式会社エヌ・テイ・テイ エムイー(東京都千代田区)

第 16閲a本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 14回総会同時開催)

会頭 E若島彰彦 2001年10月 28日(日曜日)

会場 テルモ株式会社(東京都渋谷区)

第 17回日本コンピュータサイエンス学会審期学術集会

会頭 三友仁志 2002年5月 18日(土日程副

会場 沖縄会場 マテイダ市民劇場(沖縄県王子良市)

東京会場株式会社エヌ・ティ・テイ エムイー(東京都千代図区)

第 18回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 15間総会問符開催)

会頭陶山昭彦 2003年 2月 168 (日椴臼)

会場 テルモ株式会社(東京都渋谷区)

第 19 問 8~ドコンピュータサイエンス学会学術集会(第 16 閣総会i可待開催)

会鎮水島洋 2004年 3月 138 (土日翌日)

会場 東京医科歯科大学(東京都文京区)

同会報 *1
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第 20lill日本コンピュータサイエンス学会学術集会記念教育講演会

会鎖 ZZ滋i義昌 2004年 9月26日(土際日)

会場東京125:科大学臨床講堂(東京都新宿夜)

第 20回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 17回総会i可時開催)

会頭高溺1義昌 2004 ;1二 10月9日(土曜日)

会場 レストランボングー 21智アカデミーホール(東京都文京区)

第 21閲日本コンピュータサイエンス学会春期学術集会(予定)

会頭 r:t村fl?生 2005 :fド 5月28B (土曜日)

会場 早稲田大学[~際会議場(東京都新宿区)

第 221回日本コンピュータサイエンス学会学術集会(第 18郎総会即時開催) (予定)

会頭中村議 20051F 10月29日(土11譲13) 
会場 大阪市立大学医学部(大阪市阿倍野区)

毘本コンビュータサイエンス学会理事会の開催記録

第 11現役員会

1994年8月28B (日llis日)09:00 -09:30 
話~ 21司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悶役員会

1995年2月25EI (土日程日) 18:30 -19:30 
第3問日本コンピュータサイエンス学会学術集会

会場内ホール控祭にて

第 31国役員会

1995年 3月4日(土s議日) 14:00 -20:00 
慶応義塾大学医学部中央棟5熔セミナールーム 1にで

第4図役員会

1995年9月2日(土sii1B) 18:00 -19:00 
慶応、義塾大学病院新機 ll[街中会議室にて

第 51m役員会

1995 "ド 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回役員会

1996 iド1月6日 (ニi二日夜日) 19:00 -23:30 
東京マタニティー・クリニック 5階

コンピュータサイエンスホールにて

第 7@]役員会

1996年 4月 17B (水日義日) 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悶役員会

1996 :fj三7月20臼(土耀日) 18:00 -22:00 
遠藤・ Z高場総合法律事務所2[絡会談窓にて

第9回役員会

1996 iF 9月 1El (日 11緩El)09:00 -09:25 
東京ピックサイト会議棟6際会議場 60H震にて

第 10恒i役員会

1997年 3月21EI (余暇臼)12:00 -13:00 
EZ林水遊技術会議事務局筑波事務所 21;皆第一会議主主にて

第 11悶役員会

1997年 10月 18日(土曜沼)

08:30 -09:25， 12:20 -13:10 
国立がんセンター研究所2階セミナールームにて

第 12@]役員会

1998年4月26日(土!聡B)18:00 -20:00 
茨城大学工学部(茨城県日:iLrtilにて

第 13悶役員会

1998 iド9月 12日(土s1d日) 19:00 -21:00 
綴浜・インターコンチネンタルホテル一階

マリンカフェ(神奈川県横浜市防区)にて

第 14同役員会

1999 {F 4月 17日(土限B)18:00 -21:30 
東京マタニティー・クリニック 5階

コンピュータサイエンスホールにて

第 15[珪役員会

1999 iFl2 Ji 12 El (臼 11琵臼)08:00 -09:20 
サンマルクカフェ 2燃にて(第 12際学術集会会場近く)

第 16@]役員会

2000主ド 5Ji 17 B (131曜日)

08:00 -09:00， 17:40 -18:00 
ドトールコーとー幡ケ谷底にて

(金~ 13回学術集会会場近く)

第 17聞役員会

2000年 10Ji 1 1ヨ(日限日)

08:50 -9:10， 13:00 -13:25 
テルモ株式会社会議室にて

第 18毘役員会

2001 iF 5月 19日(土曜日) 18・30-20:30 
いずみや浮成にて(JR新宿駅東口近く)

第 191m役員会

2001年 10月27日(土l羅臼)17:30 -20:00 
談話主義滝沢にて(JR新宿駅東口近く)

第 20回理事会

2002年5月30日 (ニヒ曜日) 19:25 -22:00 
東京マタニティー・クリニック 51務
コンピュータサイエンスホールにで

第 21関理事会

2003年 2月 15B (土曜日) 13・00-16:00 
東京マタニティー・クリニック S階

コンピュータサイエンスホールにて

第 22図理事会

2004年3月 12EI (金曜日) 18:30-22:00 
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

m 23 @]:!ll!事会
2004年lOJi8日(余磯臼)18:20-20:10 
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
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2日本コンビュータサイエンス理事会議事録

第 20屈理事会

場所:渋谷区東京マタニティー・クリニックにて

日時:2002年5月30日(土曜日)19: 25 ~ 22 : 00 

議長:陶山昭彦

: I黄島彰彦

議事録署名人:伊藤雅彦，鈴木藤生

|*金額引

次期学術集会会頭に関する議論がなされたが，決定打は出なかった。柳田賞の今後について議論さ

れた。サンデープログラマが成立しなくなった今，再び昔の Niftyのようなコミュニティが注目を集

めるかもしれないという意見もあり，柳田賞の意味づ、けについて陶山理事長が検討事項として預か

ることとなった。鈴木理事より 370人 (H13).347人 (H14)との会員数の報告があった。財団法人

学会事務センターの利用の是非について議論された。メールアドレスの管理など充分に出来ていな

いことや，会員データを入手するにも手間とコストがかかることなどから再検討の議論がなされた。

三友理事より第 17関学術集会の成功報告がなされた。学会誌についての方向性やこれからの新しい

縞集体制について議論された。また，各役員の実質的な投舗などについても議論された。

第21闘理事会

場所:渋谷区東京マタニティー・クリニックにて

日待:2003年2月 15日(土曜日)13: 00 ~ 16 : 00 

議長:陶山昭彦

: I黄島彰彦

議事録署名人:水島洋

学会誌の編集状況について麗島理事より報告があった。会誌制作コスト削減の検討や，特集号発行

による広告媒体との連動の方向性などが議論された。次期学術集会について，柳田顧問より看護情

報，ゲノム，教青で開催するのはどうかとの提案がなされ，役員の会頭経験者のなかから駒山理事

長が打診していく方向で結論された。経費節減と情報伝達の促進を図るため会員への連結を電子メー

ル主体とるすことなどが決定され，それに合わせた会期の変更や，いままでの矛属解消などが提案

された。

旧:第 2条本会の事務局を大学，病医院研究機関内に置く。

新:第2条本会の事務局を大学，病医院，研究機関などに置く。(“など"を追加)

!日: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。

新:第 9条本会に入会を希望する者は，入会申込書に連絡可能なメールアドレスを登録し会費を添

えて申し込むものとする。

第2項会員は常に，連絡可能なメールアドレスを登録すること。

!日前財

1.本会の事務局を 1996年4丹1日より(財)日本学会事務センター内(〒 113東京都文京区本駒

込ト 16-9)に置く。

新附則

1.本会の事務局を 1996年 4月1日より(財)日本学会事務センター内(〒 113東京都文京笹本駒

込 5-16 -9)に置く。
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2. 第 9条の変更については. 1年の移行期開を設ける。

7)分科会の件

SOHO分科会(高瀬理事首班)を発展的に解消し電子カルテ分科会とする。

第 22回理事会

場所:渋谷区東京マタニティー・クリニックにて

自時:2004年3月12日(金曜日)18: 30 ~ 22 : 00 

議長:陶山昭彦

: 1黄島彰彦

議事録署名人:竹腰正陵，中村哲生

学会会計に関して，学会の会計年度の 1 月~ 12月と，財団法人日本学会事務センターの会計年度で

ある 4 月 ~3 月の相違により，収支の把握が暖味になるとの議論がなされた。学会監修の書籍とし

て陶山理事長とアトムスの金頭による辞書出版，水島/鹿島理事稿集の羊土社の「パソコン論文作

成マjレ秘テクニック(仮)Jの出版など，これらを含めて会員会費以外の安定的な収入増やす活動を

促進することで結論された。陶山理事長が学会事務センターより得た会費滞納会員一覧を分析した

結果より，初回から入金なしの者 126名について，退会処理を行うことが決定された。

学会誌執筆要項について:r 6.著者の負担は当分の間以下のようにする。投稿料:無料(但し海外

からの投稿の場合は事務手数料として 5.000円>.Jについて，“原則として，投稿料を実費負担とする"

に変更することで了解された。胸山理事長が複数の役員外候補に打診中であるが，次期学術集会に

ついては，高瀬，中村調理事により 10月をメドに開催されることで了解され，詳細については今後，

高瀬，中村，鈴木，藤島各理事にて具体的に検討することとされた。

第 23回理事会

場所:渋谷亙東京マタニティー・クリニックにて

日時:2004年 10月8日(金曜日)18: 20 ~ 20 : 10 

議長:陶山昭彦

: 1黄島彰彦

議事録署名人:三友仁志，高瀬義昌

オブザーパーとして中村肇幹事兼学会誌編集委員(大張市大医助教)が初参加された。役員に関し

て;2004年・ 2005年度の役員については，自動的に選挙人名簿に掲載されたが，次期改選から理事

の継続の意志確認することで合意された。学会メーリングリスト， ドメイン関連について.jacs.org 

ドメインの新しいサーバへの移行，当学会メーリングリストの宮城教育大から，がんセンターへの

管理の移行などについて水島，賢島両理事が責任を持つことで了解された。 ComputerScienceとい

う学会名の再検討についての議論がなされた。(財)日本学会事務センターの破産処理から，学会誌

の定期購読の実態などが明らかにされた。これについては事務センターの後を受けて会員管理を出

き受けている陶山理事長一任となった。次期学術集会について，春を中村哲生，高瀬理事で会頭副

会頭を担当することとなった。また，三友理事の力添えにより会場として早稲田を使うことになった。

秋の担当は中村肇幹事に決定され. 2005 年の 10 月 ~11 月に大阪マ開催されることとなった。 2006

年以降については. (財)放射線影響硯究所情報技櫛部の片山氏や，伊藤雅彦理事に検討環くことで

了解された。



新議集委員額集会議会議録

場所:文京区レストランボングー

2005年1月 13日15: 00 ~ 17 : 00 

議長:陶由昭彦

書記:鹿島彰彦

会議録書名人:中村 中村哲生

Jpn J Comp Sci Vol.l 0， No.l， 2005 

J]CS学会誌の繍集に関して 12号は鹿島理事， 13号を中村肇幹事が編集責任を持つこと，次いで l

月24日に 12号の編集会議を大阪市大医にて開催することが決定された。 14号以降の展望については，

中村肇幹事が編集委員長として指揮をとることが確認された。また， 5丹28Bの中村哲生理事首班

の第 21国学令官集会の発表者の中から論文形式にいくつかの報告をまとめてもらい，医療における個

人情報保護特集号といった形で出すのはどうかとの意見がでた。また，中村哲生理事からサイエン

ス学会の行動指針の提案があった。数年以内 (2年後なら 2年後)のサイエンス学会のあるべきカタ

チをきっちり設定し，常にそれを思い浮かべながら，そこまでの道のりを計算しつつ行動すること

である O
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2004年度日本コンビュータサイエンス学会協賛会員及び学術集会協賛企業

〒 163-6019 東京都新街区磁新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー
株式会社 C51ソリューションズ

TEL 03-5326-3640 FAX 03-5326-3641 

千 101心052 ~文京都千代田区神閃小川町 2-5-1 神田三和ピル
株式会社学主主1:

TEL 03-5282-1211 FAX 03-5282-1212 

〒 102田 0073 東京都千代mg九段北 3-2-2ユニコピル 5階
ウォータ}ベイン・パ}トナーズ株式会社

TEL 03-3264-5616 FAX 03叩 3264田 5617

千 155-0033 東京者I;i!t岡谷区代間ふ9-19星ピル 2ゆ号
株式会社ピリオドック

株式会社ラディッシュ

TEL 03-3325-4471 FAX 03-3325-4471 

〒770-8021 徳島県徳島市雑賀町剖i非J11-2 徳島!尽立工業技術センター内

明白菜工場 4~号

1['EL 088-669-5551 FAX 088-669-5530 

〒 567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ 7-7-15 彩都バイオインキュベータ 4階
アンジェス MGf~式会社

千 352同0001 埼玉県新康市東北 2-33-10(東武家上線志水奴南口)
学校法人中央情報学図

TEL 04ふ474冊 6651

〒 113-0033 東京都文京阪本郷小37-17 大河ビル
株式会社ケアネット
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 三菱化学ピーシ}エル
?EL 03-5386-6371 

〒 658-0032 兵康保神戸市東灘区向洋町中 6-9 神戸ファッションマート (KFM)8F
株式会社オフショア

TEL 078-845-3055 FAX 078冊 845-3056

予 101-0032 東京都千代悶区岩本町 3-9-17 スリーセブンビル 2F
株式会社ハセッパ}技研

TEL 03-5833-5971 FAX 03惨 5833-5977

苧 113-0033 東京都文京区本郷 3-42鳩5
センシンメデイカル株式会社

TEL 03-5802同 0560 FAX 03-5802心562

字 150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-15・1 渋谷クロスタワー 16階
株式会社アスキーソリューションズ

TEL 03-4524-6108 

〒 114-0023 東京都北阪滝野川 5・15-7
みよの台薬局

TEL 03-3916-2915 

千 113-0033 東京都文京区本郷 2-3-7 お茶の水元町ピル
アポプラスステーションi株式会社

つ['EL0与5800司 5854 FAX 03-5800-5829 
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日本コンビュータサイエンス学会会期

第 1章総郎

第 l条 本会は.I日本コンピュータサイエンス学会Jと

称する。英語表記は. japanese Association of Computer 

Science (略称jACS) とする。

第2条 本会の事務局を大学， '1丙医院，研究機関内など

に霞く。

第2憲 司的および率業

第3条 本会は，医学・看護学・歯学・薬学・農学・理

学・工学に関連するi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

来に関して，分野の枠を越えた交流を行うことを白的とす

る。また，本会は研究者が自らの手でコンビュータサイ

エンスに関するグループを形成しさまざまな活用事例を

交換し議論を主主ねてその成果を公表していくことによ

り，自らの研究分野とコンピュータサイエンス関連分野双

方の交流と発渓をめざしている。

第4条 本会は，第 3条の自的を達成するために次の事

業を行う。

第S条 関内の学術集会を年 1回以上開催しそのうち

1聞は総会をあわせる。

第6条 本会の論文誌として「コンピュータサイエンスJ
を年 l回以上刊行する。論文誌に関する茨定はJJIJに定める。

第7条 必要に応じて，会員同士あるいは外部との共問

研究を行うための組織を掻くことができる。

第3

第8条

会員

本会の会員は，次のとおりとする O

1.lE会員 本会の目的に賛持し会の活動に

参加する偶人

2. 賛助会員本会の目的に賛悶し会の活動に

参加する企業あるいは団体

3.協賛会員本会の行う事業を援助する傍人

および事業所

4. 名答会員本会の運営，事業について特に

功績のあった正会員

第9条 本会に入会を希禁する者は，入会申込書に会費と

連絡可能な eメールアドレスを添えて申し込むものとする。

第 10条 会員が退会しようとするときは，文書をもっ

て本会に申し出ることとする。その際，既納の会費は払い

戻ししない。

第 11条 会員がこの会の名誉を傷つけ，また本会の目

的に反する行為のあったとき，理事会の議決をへて議事

長がこれを除名できる。

第四 条 会員は次の場合その資格を失う O

1.退会

2. 禁治産および準禁治産の宣言

3 死亡および失綜宣告

4 除名

5.会費の滞納

第4意役員および職員

第 13条 本会に次の役員を置く。資格として，アクティ

ブなコンピュータユーザーであることを条件とする O

1.理事長 1名

2 常任理事者干名

3 環事 5~ 20名

4. 監事若干名

5.幹事若干名

第 14条 淫事長は環事会において理事の中から選任し，

総会の承認を受ける O

第 15条 袈事会が，名誉潔事，顧問および幹事を援く

ことカfで、きる。

第 16条 理事長は本会を代表し会務を総指する。常

任玉虫奈は理事の中から務事長が委託する。理事会は，理事

(理事長，常任理事を含む)で構成し監来事務局長お

よび幹事は出席し発言することができる。

第 17条 役員の任期は 2年とする。ただし重任は妨

げない。

第 18条 本会の事務を処理するために職員をおくこと

ができる。職員は理事長が任免し有給とする。事務局の

代表若手を事務局長と称する。

第6章会計

第四条 本会の経費は会員よりの会費，事業収入，寄

付金および他の収入をもってこれにあてる。理事長は理事

会の議決をへて，独立の特別会計を設けることができる。

第 20条 本会の会計責任者は，理事長と経理担当理事

が連帯してあたる。

第21条 会計状況について，監事が年 1回以上監査を

行い，理事会および総会で報告する。

第 22条 会費は年額 1口それぞ、れ，正会員 7，500丹，学

生会員 5，000丹，賛助会員 30，000円とする。協賛会員の会

費については，そのつど理事長が定める。名誉会員の会費

は徴収しない。

第 23条 本会の会計年度は， 1月1日に始まり 12月31

5にt冬わる。

第6章会議

第 24条 理事長は学術集会開催時に定例理事会を召集

する O また，理事長が必婆と認めた場合，または役員の

113以上が要求した場合は，臨時理事会を開催する。臨時

理事会については，通信ネットワークJ二のオンライン会

議室での筒僕も可能とする。
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第25条 理事会は役員の 112以上の出席により成立す 約郎

るO 理事会は総会において議決すべき事項，および本会

の業務に関して理事長が必要と認めた事項について審議す

る。理事会の議長は理事長とする。

第26条 総会は最低年 1回以上開催し次の事項は総

会の議決によらなければならない。

1.理事長の承認

2.会期の変更

3.事業報告および収支決算に関する事項

4.事業計画および収支予算に関する事項

5. その他，理事長が必要と認めた事項

第27条 次の事項は，総会において報告しなければな

らない。

1.理事長選任結果

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，理事会において必要と認めた事項

第28条 理事会の議事は，出席した理事の過半数をもっ

て決し可否問数のときは議長の決するところによるO

第29条 学争f.j集会の主幹を会頭と称し理事会が会頭を

選任する。会霊長と役員は協力して，学術集会の遂営を行う。

第ア章理事および監察の選挙

第 30条 理事および監事は選挙によって選任され，選

挙は会員による電子媒体もしくは，それに準ずる方法での

投票で行うこととする。

第 31条 正会員は他の正会員 2名の捻薦があれば理事

および監事に立候補できる。立候補申議の様式は事務局で

定める。ただし理事および監事に立候補するものは，そ

の職務のために電子メールアドレスを持つことにする。

第32条 選挙に関する縮財は加に定める。

第8寮その他

第33条 本会の運営に憶する細則は，別に定める規定

による。

第34条 本会期に定めのない事項，疑義の生じた条項に

ついては，そのつど理事会にはかり，対処するものとする。

1.本会の事務局を 2004年8月 19日より財団法人放射

線影響研究所長崎研究所疫学部内(千 850-0013長崎市中

川1T EI 8-6)に置く O

改訂騒歴

2000年 10月1B 
第 13条幹事若干名を追加

第22条学生会員(会費 5.000丹)を追加

2001年5月20B 

第 13条理事数を 5・10から 5-20に変更

第30条選挙の方法を改訂(郵送から，電子媒

体もしくは，それに準ずる方法に変更)

第6条 論文誌の発行頻度を年 2官ltから 1冊以

上に変更

2001年 10月28日

役員会を理事会に改称(議決権を有するのは理

事・監事とする)

2003年2月16臼

第2条 f…研究機関内に」を「…研究機関な

どにJに変更(“など"を追加)

第9条 入会条件として迷絡可能な eメー

ルアドレス"を必須とする

総則 第9条の変更に猶予期間を設けた

2004年 10月9B 

附則 lを以下に変更，約刻 2を削除

1.本会の事務局を 2004年 8月四日より財

団法人放射線影響研究所長崎研究所疫学部内

(千 850-0013長崎市中1111丁目 8-6)に霞く。
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{鶴本コンピニzータサイエンス学傘入禽登録望変璽護費鐸雪還金事鏡}

新規入会登録には，下記の登銭用紙に必要事項を記入し，日本コンピュータサイエンス学会事務局宛に郵送ま

たはファクスでお送りください。年会費 (2005年 1月l臼 -2005年 12丹31日/学会刊仔物含む)は， 7，500問，

学生会員 5，000円です。入会金は無料です。年会費は下記の郵便振替振込口産にお振り込みください。

現住所，勤務先，電子メールアドレスなどの変更/喜正，退会手続きには，下記の受録用紙を使って，日本コン

ピュータサイエンス学会事務局宛に郵送またはファクスでお送りください。学生会員の方は，在学証明書ーを提出し

てください。年度末退会は 10月末日までにご連絡ください。

<連絡先>日本コンピュータサイエンス学会事務局

マ850嶋 0013 長崎市中川トふ6 (貯)放射繰影響研究所長崎研究所疫学部内

TEL 095-822ω8623 FAX 095-82ふ0391 メールアドレス jacs@rerf.or.jp 

<振込先>郵便振替口座番号:01760・1幽 116031

加入者名:畠本コンビュータサイエンス学会

一-~一一一一一一一一キ 1) トリ隷一一一一一一一--~一一一一一

P;B本コンゼユータサイエンス学会登録用紙

又五五ZLK 主義 1.新規登録 2.変更登録 3.退会手続 (0をつけてください)

会員種 別 一殻￥ア，500 学生￥5，000 賛助・協賛( 口) 1口￥30，000

フリガナ

畏 名 口一マ字

記入年丹日 20 年 月 日

I性 5J1J 男 . 女 生年月日 19 年 月 日

勤
名 手か

務
所 属

先

/ γ 

通 所在地
寸みムZム-

先
電話番号 (内線)

T 
自 住 所

s& 
意話番号

学会誌送付先 勤務先・ 自宅

@ 

電子メ jレ
@ 

通 4関
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色調磁

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志く募集し

ております。サイエンス領域でのコンピユータの手技，ソフトウェアの開発等，学

際的な分野の診療や研究をとおして得うれた成果に関する寄稿を歓迎します。

関詳細については本誌掲載の投稿規定をご参照ください。なお，ご不明な点につきま

しては学会事務局にお問い合わせください。

原稿送付先:

干 545同 8585

大阪市阿倍野区旭町 1-4刷 3

大阪市立大学大学院医学研究科医学構報学研究家内

コンピュータサイエンス編集局

中村肇

FAX 06・6646-1322

E幽 mail: jjcs@med.osaka-cu.ac.jp 

※学会誌原稿は，上記の顕稿送付先にお送りください。但し、添付メーんとして原稿を送

付される場合には一通あたり 4MB以下にしてください。それ以上の容聾の場合には、

京稿 PDFだけを先!こ送付され，その旨お問い合わせください。
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fコンビュータサイエンス (JapaneseJournal of Computer Science，略してふJCS).l投稿規定

1.本誌の図的

本誌は，日本コンピュータサ千エンス学会の学会誌および、論文

誌として刊行する。本誌は，医学・歯学・薬学・看護学・理学・

工学・農学に関連する幅広い分野で診療や研究活動に，コン

ピュータサイエンスを活用して得られた成果を分野の枠を超えて

交流させることを目的とする。

2.本誌が歓迎する論文

本誌は，とくに研究面へのコンピュータサイエンス的手技活用

の笑践的具体的な稔文を歓迎する。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裂の学会

であることを念頭に，目的・対象・内容表現の記述にあたっては，

手技・分野を超えた明瞭さをお駁いしたい。

3.投稿資格

原則として，著者は学会員であることを必要とする。ただし

編集委員会が認めた場合にはこの限りではない。

4.投稿規定

原稿は和文または英文とし，別記する執筆要項で指定された

スタイルにしたがう。他誌(外国雑誌も含む)に発表ずみ，投

稿中のものはお断りする。

5.校正

受理原稿の著者校正は，原郎として初校のみとする。

6.著者の負担は当分の間以1どのようにする。
投稿料:原知として，実費負担とする。(但し，海外からの投

稿の場合は事務手数料として 5.000円加算)。

別11昔・モノクロの場合は 20郊を筆頭著者に無料で進呈する0

20 音~を超える希望がある士会合には，下に定める料金表のように著

者負担となる。この場合，初校時に必ず必要部数を申し出ることo

fコンビュータサイエンスj部劇価格表

ページ数 50部 100部 200部 I300部

1~6 27，000 36.000 44，000 52，000 

モノクロ 7 ~ 12 30，000 40，000 50.000 

13 ~ 18 33.000 44，000 56，000 68，000 

1~6 92，000 100，000 108.000 116，000 

カラー 7 ~ 12 95.000 104，000 114，000 124.000 

13 ~ 18 98，000 108，000 120.000 132.000 

-モノクロ別刷 20部は無料進呈申しょげます。それ以上の有

料別刷のお申し込みは， 50部単位以上でお願いいたします。

・ページ数は掲載論文の組上数です。

-価格は税込みです。

そのほか.カラー印刷を希望する場合には，原則として著者に

実費負担をお願いする。

ア.著作権

著作物に対する複写・複製の権利は日本コンピュータサイエ

ンス学会に所属する(本誌に掲載の著作物及びそれに基づく

Webページなどのこ次著作物を含む)。論文内容は，学会の

Webサイトにでも公表する。現在，学会の Webサイトの URLは，

http://www.jacs.org/である。

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、

ウェアなと九二対する権利，論文内容を将来の研究のために利用

する穣利等は保有する。また，氏名表示権，公表権，向一位保

持権がある。掲載記事内容の支任は著者が負うものとする。

(2005年 3月)

8.査読

投稿!原稿の採否は編集委員会が決定する。言J正を要請された

!京稿は指定期間内に改定しなくてはならない。

9.醤約審

投稿原稿が他誌に 21主投稿されていないことを鼓明するための

誓約書が必要です。次のページの誓約書(キリトリ線で切り取る，

またはコピーしたもの)に，著者会員の署名・捺印し， 10.の投

稿持チェックリストとともに編集局まで郵送してくださし、。

10.投稿時チェックリスト

投稿規定が守られていない投稿原稿が多いため，チェックリスト

を作成しました。次のページ‘のチェックリスト(キリトリ線で切り取る，

またはコピーしたもの)に，チェックをつけた後， 9.の誓約書ととも

に編集局まで郵送してくださし、

nコンピュータサイエンスj執筆要項}

1.論文の種類・内容について

(l)掲載論文には，論文，レピュー， Report，短報，記事など

の別があります。詳細については，別に記載致します。

(2) 論文の長さは，論文の場合は，仕上がり 10頁以内，短報

の場合は.仕上がり 4J言以内をめやすにしています。文字

数で換算すると論文の場合は， 10，000文字以内(図表は

1点につき 200字として換算してください)。

(3) 英文・和文いずれの投稿においても，英文・和文両方の

題名・著者・所属・キーワード・契約が必姿です。

(4) 本文の執筆は以下の順序でお誉きください。

a. running head (全角 20字以内)，別別115求先。
b. 手口文題名，和文著者名，和文所属，和文キーワード，

和文婆約 (600字以内)

c. 英文題名，英文著者名，英文所属.英文キーワード，

英文要約 (300語以内)

d. 本文.iiお辞，文献，図説

(5) 見出し記号は編集段階で統一しますが，大見出しから}II真に，

1.. 2.……， (1)， (2) ……， a.， b.……とします。

(6)引用文献は本文での引JHJII真に番号をふり，本文中では51JH
箇所に[1]のように記入してください。

(7) 各文献は次の形式にしたがってください。

a.著者は3人まではすべて記し 4人目からはそのほかとし

てくださし、o

b.雑誌のとき {番号}著者，論文題名，雑誌名，巻，関

始頁ー終了見発行年mi暦.

C‘単行本のとき [番号]著者，書名，発行所名，発行場

所，発行年.

d.lnternet上の資源を引用文献とする場合は， URL 

(Uniform Resource Locator)で表現し著作権者

とアクセスした日時を記載してください。

日本コンピュータサイエンス学会:http://wwwsoc. 

nacsis.ac.j p/j acs/J] CS/v6/ nl/index.h tml， 2003年

10月21日アクセス

本誌は， DTPにより絶版を行っている関係上，原稿は， J.l京別と

して電子ファイルの形でお送りくださしミ。
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2. Jj事務の形式について

原稿は，原員Ijとして電子ファイルの形でお送りいただきます

[Macintosh.DOS/UNIX系(Windows95/98/Me/XP.Windows 

NT /2000/MacOS X/Linux/ AIX/Solaris/HP-UXなとつ]。

@ファイルの保存方法・ファイル名

(1)本文，各閣，各表， sl説は，それぞれ独立したファイルで、

保存してください。

(2) 本文は， MS-Wordまたは標準テキスト形式， DOSテキスト

形式 (Windowsの場合)で保存してください。

(3) 本文のファイル名は，筆顕著者のローマ字表記一on投函

日(yy一mm_dd)としてください。

例:Suyama_Akihiko_OriOl_03_31 

(Windowsの場合は必ず末潟に拡張子を入れてくだ、さい。

l.docJ l.tXtJなど)

(4)図表は BMP，TIFF， PICT形式で保存し，プリントアウトし

たもの，または， PDFファイルを添付してください。

(5)表は1枚ずつ保存してください。ファイル名は，筆頭著者一

表番の形式にしてくださし、。

例:Suyama_Akihiko_ Tb1 

(Windowsの場合は必ず米尾に拡張子を入れてください。

l.xlsJなど)

(6)障はl枚ずつ保存してください。関のファイル名は，筆頭者

者一臨番の形式にしてください。

例:Suyama_Akihiko_Fg3 

(Windowsの場合は必ず末尾に拡張子を入れてくだ、さい。

l.bmpJなど)

(7)湖面ダンプは， 256色グレ一階調，圧縮・縮小せずに保存

してくださしミ。

※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

の裳闘に，題名・築顕著者・凶の番号・天地を記入し

てくださし、。

重量データ内容について

(1)本文・図・表の中の文字には， JISコード体系以外の外字

を使用しないでください(例:丸中数字なとごの修飾数字， 2

バイトローマ数字など)。

(2) カタカナは，全角を使用してください。

(3) 数字や欽文の単語は，半角に統一してください。

(4) 原則として，本文の和文フォントは細明朝体，欧文フォント

はTimes，記号は Symbolを使用してください。また，本

文図表を含めアフ0
1)ケーション独自の特殊フォントの使用は

やめてくださし、。

(5) Iカタカナ表記で ComputerはコンピュータでAすJのよう

に欧文lji諾前後には半角スペースを挿入せずに， Iカタカ
ナ表記でComputerはコンピュータで、す」のようにベタ打

ちとしてくださし、

(6) 数式は，なるべく EPS形式で、書き出したファイルをお送りく

ださい。それ以外の場合には，活字でプリントアウトしたもの，

または，フォントを埋め込みした PDFファイルをお送りくだ、さ

し、。

震設データに添付していただくもの

(1) 文字化け等の確認のため，テキスト，殴，表をプリントアウト

して，書体(イタリック体)，図表の挿入位置等を指定した

ものを必ず添付してください。または， PDFファイルを向封

してください。

&送付方法

郵送または E-mailでお願い致します。

(1)郵送

ご郵送の場合、必ず簡易書留にて下記の送付先にお送りくだ

さい。発送の際の事故を防ぐために，メディアを適当な摩紙など

で挟むか，専用のメールパックをお使いくだ、さい。原則として，お

送りいただいた原稿・媒体・写真は返却し、たしませんので，予め

ご自身でパックアッフ。コピーをお願いしミたします。

<郵送物について>

1. フロッピーディスクあるいは 3.5インチ MOディスク (128~ 

640MB)， CD-R， DVDメディアのいずれかを使用してくださ

い。ディスクには，ラベルを貼り，論文表題，著者名をお書き

くださし、。

2. 必要があれば写真:スライドあるいは紙焼。

3. 原稿打ち出し:イタリックなとaの文字属性を朱書討肯定した涼

稿打ち出しを必ず向封してください。顕表の挿入佼置やサイ

ズに指定がある場合には併せて記入ください。

4. 図表打ち出し:図表の番号を併せてご記入ください。

5目 カバーレター:題名，著者.同封されているディスク・写真・

打ち出しの数，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、ヨン等について言己

入したカバーレターをi河封してくださし、。
(2) E-mail 

lつのフォルダに関連ファイルをすべてまとめて在縮し，添付ファ

イルとしてjjcs@med.osaka-cu.ac.jp宛にご送付ください。題名

は IJJCS投稿論文(ご氏名)Jとしてください。

E-mailでお送りし、ただいたあとに，原稿を打ち出したものをファ

クスでお送りください。または，原稿打ち出しの代わりに PDFファ

イルをメールにi添付してください。

誓約書とチェックリストは郵送してくださし、。

送付先およびお問い合わせ先:

学会誌原稿は，以下にお送りください。仮し添付メールと

して原稿を送付される場合には一通あたり 4MB以下にして

ください。それ以上の容量の場合には、原稿 PDFだけを

先に送付され，その旨お問い合わせください。

〒545 8585 

大阪市阿倍野区旭町 1 4 -3 

大阪市立大学大学院医学研究科医学情報学研究室内

コンピュータサイエンス編集局

中村肇

FAX: 06悶6646-1322

E-mail: jjcs@m巴d.osak呂町cu.ac.jp

偲人情報保護ポリシー

日本コンヒ。ユータサイエンス学会学会誌編集局は，著者など

の個人情報に関する取り扱いについて OECD8原別を基本

とし，本誌の編集や発行に関わる著者との連絡や本学会活

動に必要な案内などの日的にのみ使います。保有する偶人

情報に関して， 1扇i曳や主主損のないよう適切に取り扱いします。

疑義がある場合の照会などに衡しては，info2005@jacs.org

宛に，サフ守ジェクト(タイトル)を，“個人情報保護ポリシー照

会"または，“JJCSprかacyrule"にして，eメールにて，ご

連絡くださし、。



誓約書

コンビュータサイエンス

編集委員会殿~ 

日

現在も掲載が予

月年

私は，下記論文がその内容を過去に他誌に投稿しなかったこと，

定されていない(投稿中も含む)ことを誓約いたします。

論文名:

キ

著者名(共著者全員を含む):署名・捺印のこと
1) 

ト

1) 

線

2 

3 

4 

5 

~ 



キ

線

~ 

米

コンゼュータサイエンス

投稿時チェックリスト

ト

1) 

1) 

日本論文は，他誌に投稿済み，あるいは投稿予定はありませんか

倫理上の配慮は十分になされていますか

共著者数は適当ですか

原稿分量は規定以内ですか

口文章は十分推鼓されていますか

口英文・和文両方の題名 著者名，所属，キーワードが記載されていますか

巴 runninghead (全角 20文字以内).別冊請求先は記載しでありますか

口有意差検定を行った場合，検定法を明記していますか

略語の初出持はフルスペルで記載していますか

文献は引用}II震になっていますか

文献の著者は 3名までとし. 4人自からはそのほかとしていますか

文献の雑誌には著者，論文題名，雑誌名，巻，開始頁ー終了頁，発行年が記

載されていますか

口 Internet上の資源を引用文献とする場合は，

セス日時が記載されていますか

国表・画像は鮮明ですか

ファイル名の付け方は筆頭著者のローマ字表記ーOrI_yy一mm_dd(投爾日)

になっていますか すべて半角英数字になっていますか

URLを記載し著者権者とアク

口

口

口

口
口
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2004・2005年度自本コンビュータサイエンス学会役員・編集委員一覧

巨本コンビュータサイエンス学会役員 (50音額) 幹事

理率長

陶山昭彦 (日米共同研究機関 財団法人紋射線影響

研究所疫学部)

名替理事長

E笠毒事

法橋尚宏 (神戸大学医学部)

池田俊也 (慶F主義塾大学医学部)

石井留雄 (株式会社 CSIソリューションズ)

伊藤雅彦 (おやまにし病院)

大泉太郎 (慶懸義塾大学医学部脳神経外科)

岡本比呂忘(学校法人中央情報学関)

加部(社会福祉法 人 恩 賜 財 盟 母 子 愛 育 会 愛育病

児玉充

鈴木康生

高瀬義昌

院小児科)

(日本大学商学部経営学科)

(束手1¥大学医学部第二麻酔科学教室)

(財邸法人日米医学医療交流財団/たかせ

クリニック)

竹綬正滋 (東海大学医学部基礎医学系)

中村哲生 (メデイネット株式会社)

成島彰彦 (ウイズ・メデイカル・ネットワーク株式

会社)

水島 洋 (国立がんセンター研究所疾病ゲノムセン

ター)

三友仁志 (早稲田大学大学院国際情報通信研究科)

八橋勝也 (財団法人九州ヒューマンメディア創造セ

ンター)

米津保雄 (茨城大学大学税理工学研究科・)

名営環毒事

監翠

顧問

鵜川義弘 (宮城教育大学教育学部)

邸中秀一 (フェアネス法律事務所)

池 悶茂 (情報i断言ネットワーク産業協会)

遠 藤 直 哉 (フェアネス法律事務所)

西 尾 安 裕

柳田洋一郎(医療法入社訪慶友会東京マタニティー・

クリニック)

吉 凶治 (株式会社国際開発)

内山映子 (凌懸義塾大学看護医療学部)

佐藤義孝 (エヌ・テイ・ティ・インテリジェント企

Eミ:寝恒男

回中伸明

中村議

画開発株式会社)

(テルモメデイカルケア株式会社東京営業所)

(会津大学/竹間綜合病院)

(大阪市立大学大学院医学研究科医学情

報・医療経済研究室)

村山恭平 (尚美学図大学芸術情報学部)

山野辺裕二(長崎大学大学院医趨薬学総合研究科)

各役員の担当

常任理事

顧問

池出俊也

鈴木康主主

掬tlJ昭彦

高瀬

竹JJ安正陵

中村哲生

成島幸3彦
水 島 洋

遠藤直哉

顔尾安裕

〔国際情報担当]

〔会計監査拐さ当〕

[出!ttH足当]

[財務担当]

[学術担当]

[マスコミm当]

[総務および電子出版担当]

〔広報および国際情報担当]

〔コンピュータ著作権担当]

[広報担当]

椀郎洋一郊〔学会本部およびセミナー担当〕

吉 凶 治 [財務担当]

日本コンビュータサイエンス学会編集委員

企画委員

陶山昭彦 (理事)

編集委員

小島 i青島司

鈴木康生

中村哲生

中村議

康島彩彦

沼原和彦

米i撃保雄

(オリンパス株式会社ライフサイエンスカ

ンパニー-光学機器国内営業部・ゲノム

営業グループ)

(壊事)

(理事)

(幹事)

(理事)

(ぬまはら皮ふ科)

(琢事)

Eric J. Grant (日米共同研究機関(財)放射線影響研

名営顧関 究所疫学部広島研究所)

細川 啓 (株式会社アタラシ総合企i関部・情報部)
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Japanese Association of Computer Science 

Vo1.10 NO.l 2005 

私に第 12号の編集長の鹿島さんのお手伝いをするとともに，第 13号の編集責任をするようにお話があったのが

昨年のことでした。と問時に，編集方針についても再検討するようにとの指示があり，第 12号からはこ重投稿に関

する誓約書と投稿持のチェックリストを追加し 投稿規定をより厳格にしました。また それまでアトムス社にお

願いしていた編集室をコンピュ}タサイエンス編集局として私の研究室に移して一本化し，会員の皆様から寄せら

れる原稿の受付等に組離ができるだけないようにするとともに いろいろなご意見を学会誌にタイム 1)…に反狭で

きるようにしています。とはいうものの 第 12号・の巻頭雷で掲出理事長が書かれているように文部科学省の補助金

を獲得できたのですが，その発刊期限が平成 16年度末であるため，第 13号を 3月中に発刊する必要があり，査読

を急、ぎ，滑り込みセーフというきわどいタイミングでしたが，なんとか発刊にこぎつけられてほっとしています。

とにかく会員の皆様から投稿いただいた貴重な論文をすべて掲載することができ，喜ばしいかぎりであります。

巻頭言にも書きましたが，今年 2005年の 10月29日に大阪で第 22悶の学術集会を主催させていただきます。コ

ンビュータに関係する演題でしたらなんでも結構です。多くの会員の皆様の発表をお待ちいたしております。と同

時に第 14号が学術集会に間に合わせて発刊できればいいなと密かに思っております。学会発表も重要ですが，発表

された内容を論文形式にまとめられて本誌にご投稿いただきますようお願いいたします。

最後になりましたが，第 12号，第 13号の発刊にご尽力いただきました ブレフアースの秋月由紀さまとアトム

スの藤田哲史社長にこころよりお礼申し上げます。それでは皆様 おいしいタコ焼きを用意して大販でお待ちいた

します。秋にお会いしましょう!

2005年 3月25日

中村肇(編集委員， 22飛ぶ住職ドクター)
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図嚢・0晋フ作成1，)'5
続計解析司画像処理曙電子投稿まで

この 1 冊てすぐでき~!

編著/水島 洋(国立がんセンター研究所疾病ゲノムセンター)

虞島彰彦(ウィスリテゆJレ・ネットワーク株式会社・

臼本コンヒ.ユータサイエンス学会常任理事)

謬定価3，990円(本体3，800円十税5%)

謬85判襲警237頁警護IS8N4-89706-887-8 

園・夕、ラフ・表の作成/統計

解析/函侮データの解析/文

献の整理/電子辞蓄の利用法

/文字入力のコツと注意点/

スペルチェック・校正/投稿

轄の注意

畿電診察診傷容参繕鎗髄 毒害復委答参程表護参稼お 銀老診穆務宅診織物像窃窃を参務吾参考等教務場参鯵窃 を診窃篭診察委像署震を診鯵傷物宅診毒泰孝診録名移老診鎗傍鎗鯵窃

号羊土社

ra，gベンチャ寸誌が改題・進化!!

定期年間購読なら、なんと

三
I 

隔月刊誌:偶数月20日発行A4変型半日

定価2，625門(本体2，500何十税5%)

年間鶏読料14，175F9(10%OFF税込)

監修謬多比良和誠

wi修警察宮脇敦史

B490勝一

霊長修幾野地澄H古 ・・・等充実の特集・選毅多数!!

〒101回0052
東京都千代田豆神田小川町2-5-1神田三和ピjレ
TEし03(5282)1211 (営業 FAX03(5282) 1212 郵便振替00130-3-38674 
E-mail: eigyo@yodosha.co.jp URし:http://www.yodosha.co.jp/ 
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.5長~孝三..・ 英国・日英翻訳ソフト Windows版/MacintoshJUi別売

MED-Transer V4 
PERSONAl/PROFESSIONAl 

量益活b ・..幽 l
~~O畑 \Il妥 =-
面 司 .-，，::.. ME跡前融rU4lii堕 蜘[

黒山哩飢え

迫

.MED-Transer V4 
Hーソナル

定価 50，400円
{本体価格 48.000円+税5%)

事事:品酎J

(1' ~そ:九
d語 @ 室主

園IVIED-Transer V4 
ブロフヱツショナル

定価 134，400円
(本体価格 128，000円+税5%)

回=--ー・ ，ー← 』

嶋田ト菅‘砂町 田 i

T樫制'f!!/Ii ~-一 山田== ;，;.，，::.. MEJ:ト前百明旧 日

liæ~ ~堅四肌てみ宿題戸 A 掌• MED-Transer V4 
Hーソナル

• MED-Transer V4 

ステッドマン翻訳専門語辞書+
ステッドマン医学大辞典パック

L" f;JJ，回「帽r.r.¥.，
プロフエツショナル

ステッドマン翻訳専門語辞書+
ステッドマン医学大辞典パック

定価 71，400円
(本体価格 68.000円+税5%)

ljft:i 

酷噌~ X

ミ宮
定価 155，400円
(本体価指 148，000円+税5%)

医学辞典の権威『ステッドマン医学大辞典』の圃
翻訳ソフト用辞書化を，遂に実現 . .. 

ステッドマン辞書を最優先訳語として翻訳できる最強の医学向け翻訳ソフト誕生!目

~・Transer V4パーソナル/ブロフzッシヨナJII
『ステツドマン闇訳専門語辞書+ステッドマン医学大辞典パック』をと指定くたさいo

インターフzース一新!
思考を申断せ.，.，スムーズに使える
新開発『マルチベイン・エディタ」搭載!
パワフルな機能をより使いやすく。 MED-Transerのイン
ターフ工ースが一新されました。
翻訳の中心とはる「翻訳ぺインJの操作と「訳語ペインH辞
書ペインJf翻訳メモリべインJがスム ズに連動し，訳語，
語集，例文などの情報をシンクロ表示します。
翻訳作業の効率が格段に向上する画期的なインターフ工
ースです。
(Windows版のみ)

-基本語辞書
英国 121万語・日英132万語・Word，Excelとの連携

・翻訳エンジンを一新

※ fMED-Transer J (ーソナル」
fMED-Transerプロフエツショナルjには，
ステッドマン医学大辞典は含まれません。

・開 発元・販売元

IRQ野線式会社クロスランゲージ

医学分野の翻訳に特化してチューニンダされた
翻訳エンジンと基本語辞書邑専門語辞書を搭載
MED一丁目snerl草、医学分野に特化してチューニングした翻訳エンジンと医学基本語辞密、医学専門語辞.を
搭載しています。 一般の翻訳ソフトでは得5れない、より高度で専門的な翻訳結果を提供します。

MED-Trasner V4指滋辞密 *収録辞書は製品によって異なります。

医学基本語辞瞥 (英日)121万舘 (日英)132万語
医学専門穏辞書 (英日)基礎医学2.6万語!臨床医学1.4万語。感覚器1.1万語 1精神医学0.9万語

公衆衛生1.3万語!ライフサイエンス3.6万語

(日英)医療医学総合10.3万語!ライフサイエンス3.0万語

医学関連専門語辞書 化学12.9万語/13.7万語パイ才ァヲノロジ 6.8万語/7.5万語，農学0.9万語/0.8万悶
英日/目英 生物学4.0方鱈/4.0万語数学物理7.2万語/7.9万語

科学技術分野専門語辞書コンビュ ヲ11.9万語/13.6万語，電気電子9.6万語/9.7万語，機械工学9.0万倍/8.2万簡
英日/日英 地球環境3.7万語/3.6万語，ビジネス7.6万語/7.1万信.日外科学按術90万語/90万!!!

スァツドマン専門語辞書 (英日)6.8万語 (日英)7.3万語

MED-Transer V4'ラインナツフと
パーソナル ステパッドマソンナlル(~ヲ ブロフ工ツショナル ZF3F33752 辞・ ・鎗 能の遣い

医学基本語・医学専門語 O O O O 
医学関連専門語(化学など) X X O O 
スァツドマン翻訳専門語 X O X O 
スァツドマン医学大辞典 X O X O 
科学校術分野専門語 X X O O 
翻訳メモリ機 能 X X O O 

-販売
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