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温

秋の紅葉が美しく、ややもすると木枯らしが吹き荒れる季節となりました。２０世紀
もあと数年を残すところとなり、激動の時代を生きていることの喜びと不安を感じるこ
の頃です。凶悪な事件が頻発し、オウム真理教のような教団が今もって活動をしている
事を考えますと、「自分さえよければ」という思想がこの国にははびこっているように
思えます。交通事故などがよい例であります。いくら法律を整備し強化しても事故はな
くなりません。しかし、車を運転している人全員が「譲り合いの精神」であったなら、
事故は激減するのではないでしょうか。本学についてはどうでしょうか。最近は知りま
せんが、昔は患者さんに対する扱いがひどい、特に態度がでかいという話を地元からよ
く聞きました。これは、医者、看護婦だけに限らず、技師、パラメディカルの人たちも
です。かくいう私も非常に態度がでかかったと反省しております。我々の商売は、人の
弱みにつけ込んで医療技術を売っているにすぎず、決して、ゆめゆめ間違っても尊い職
業ではないのです。これを読んでそんなことはないと思った人は態度が大きいと判断で
きます。逆に例えば、治らないのは医者のせいだと思い込んでいる不遜な患者さんもい
ます。病を作るも治すも自分自身であること、医療者はそれを手助けしているのにすぎ
ないということをお互いに自覚しあわなければいけません。最近我々のペインクリニッ
ク外来においては、訳の分からない、治らない疾患が増えています。これなども、心の
持ち方、生活態度から来るのではないでしょうか。
「自分さえよければ」の考えは教官、講座にも見受けられます。大学、病院全体の事
を考えない予算のぶんどりは、いずれは自分たちの首を絞めることになります。学生は
どうでしょうか。ごみの収集日以外に平気で出す、夜遅くまで他人の迷惑を考えずに騒
いでいる等、地域住民にとってはゴミ以下です。この様な学生が、将来誠意有る医療活
動ができるとは到底思えません。そのアパートの大家にしたって、節税対策だけでやっ
ているもんですから、誠意がありません。たまたま先祖の土地が宅地化したために金持
ちになったというだけでは無理かもしれませんが。
いろいろと日頃思っていることを書いてしまいましたが、この国にも希望はありま
す。若者たちのサッカーのワールドカップにたいする情熱は、テレビ等でみる限りすさ
まじいものがあり、これを今のひどい政治家たちにぶつければ、この国の将来はよい方
向に向かうかもしれません。最後に、散々良いことを言っといて、おまえはどうなんだ
と言われますと、たまにはちょっとだけ自分のことだけを考えてしまいます。
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雑誌の動き
□

誌名変更
The Journal of medical investigation
v. 44 (1997)−
Formerly: Tokushima journal of experimental medicine

□

図書館

新規：図書館備付け雑誌について
看護学科の学年進行に伴い、今回は看護学関連の洋雑誌（下記の３９点）が、平成１０
年１月から購入されることになりました。
Advances in nursing science
American journal of clinical nutrition
American journal of infection control
American journal of mental retardation
American journal of physical medicine & rehabilitation
Archives of physical medicine and rehabilitation
Bioethics
Cancer nursing
Child development
Child care, health and development
Clinical nurse specialist (CNS: journal for advanced nursing practice)
Community mental health journal
Death studies
Environmental management and health
Family & community health
Health care analysis
Health promotion international
Health services research
Holistic nursing practice
Infant behavior and development
International journal of nursing studies
International journal of rehabilitation and health
Issue in comprehensive pediatric nursing
Journal of advanced nursing
Journal of health and social behavior
Journal of holistic nursing
Journal of nurse-midwifery
Journal of nursing care quality
JOGNN: journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing
Journal of pediatric health care
Journal of pediatric nursing
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Journal of pediatric psychology
Journal of psychosocial nursing and mental health services
MCN: American journal of maternal child nursing
Nurse practitioner
Nursing clinics of North America
Philosophy
Psychiatric services
Rehabilitation nursing

全国図書館大会が山梨で開催されました。
第８３回全国図書館大会が１０月２９日〜１０月３１日の間、全国から約２０００人の
図書館員が集まり、山梨県甲府市で開催されました。
１日目は、開会式、全体会、２日目には１４に分かれて各分科会でそれぞれ講演や発表
等が行われ、３日目は全体会でまとめを行い、閉会式で幕を閉じました。
テーマを

電子図書館のさらなる前進 - その手段と課題 -

とした大学図書館の第３

分科会に本学図書館も参加しお手伝い等をしました。
内容は以下の４つの講演でした。
・電子図書館機能の充実・強化の課題

（図書館情報大学

・図書館サービスに及ぼす電子図書館の影響

永田治樹）

（慶應義塾大学

細野公男）

・大学図書館と学術情報センターの電子図書館サービス
（学術情報センター

安達淳）

・高度学習社会を支える情報通信ネットワーク
（山梨大学総合情報処理センター

伊藤洋）

年末年始の休館のお知らせ
平成９年１２月２７日（土）〜平成１０年１月５日（月）
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
なお、特別利用（カードによる入退館）は利用できます。
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Free MEDLINEを紹介

URL http://www.nlm.nih.gov/

National Library of Medicine（NLM）のホームページから、PubMedとGrateful
Medにより，無料でMEDLINEの検索サービスが利用できます。このサービスは、インタ
ーネットに接続が可能で、Netscape等のブラウザがあれば、登録等を必要とせず誰でも
利用できます。PubMedにはMEDLINEに加えて、PreMEDLINE（full-recordになる前
のcitation+abstractからなるデータ）が検索でき、ネットワーク環境によりレスポンス
タイムに変動がありますが、従来のMEDLINEに比べ新しいデータが検索可能です。
どうぞお試しください。
参考までに、図書館でスタンドアロンで検索が可能であるCurrent Contents diskette
版（abstractなし）と、データの新着状況を比較してみました。
(11/28調査）
☆Science
① PreMEDLINE
② Current Contents Life Sciences
③ MEDLINE

278(5342)1997
278(5339)1997
277(5326)1997

☆Journal of neuroscience research
① PreMEDLINE
② Current Contents Life Sciences
③ MEDLINE

50 (3) 1997
50 (1) 1997
49 (1) 1997

☆Brain research
① Current Contents Life Sciences
② PreMEDLINE
③ MEDLINE

771(1) 1997
768(1-2) 1997
761(2) 1997
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やまなしまなびネットをご存知ですか？

http://www.manabi.pref.yamanashi.jp/
図書館情報をクリックすると山梨県図書館情報ネットワークで県内公立図書館の資料が
検索でき、どこの図書館に所蔵されているかがわかります。

＜検索画面例＞

本を利用したい時は、お近くの
図書館から情報ネットワークを
通じて、貸出が受けられます。
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◆◇編集後記◇◆
この４月から図書館にお世話になり、８か月が経過しました。
当初は見ること聞くことすべて新しく、どうなることかと思
いましたが、ようやく図書館の水にもなれ、皆様のご迷惑にな
らないようになった気がします。
こんな私は、秋も深まった長い夜を、わが家でビデオディス
クを鑑賞することが、近来の楽しみです。懐かしい名作洋画、
ハリウッド大作などを見るにつけ、今日の日本映画界も、もっ
と頑張って欲しいと思うこの頃です。

（H. F.）
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