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HUSCAPとは

〜 収録文献ピックアップ 〜

HUSCAPは、北大の教員・
院生がコンピュータ上で作成
した論文・教材等を収集・保
存し、インターネット上で公
開する、図書館によるプロ
ジェクトです。HUSCAPで
は、各文献の全文を閲覧する
ことができます。

『解剖学と医学：今と昔』井上芳郎
総長室炉辺談話 2002（会場：遠友学舎）講演録

文献提供者：井上芳郎
アクセス：http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/337

- 本文から 昭和34年に慶応義塾大学に入学して医師になるつもりでした。

著者紹介

大学卒業後、1年間インターン制度の研修をすませた後、小児科
医になろうと思っていたところ、大学院の専攻の第2志望の欄に
解剖学とうっかり書いて、そのまま離れられなくなって現在にい
たりました。（中略） 解剖学といえば、皆さんはメスを持って人
体を切り開いていくいわゆる腑分けを思い起こすことでしょう。
私は、解剖学を専攻することになったころ、友人もそのようなイ
メージを持っていたらしく、そんな500年も前からあるものを
やって、新しい考え方が生まれるのか、新しい論文が書けるの
か、やめた方がよいと常に言われました。・・・（以下略）

井上 芳郎（いのうえ よしろう）
医学研究科 教授
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好きになる解剖学 自分の体をさわって確

分館・開架・一般

かめよう / 竹内修二:著 - 講談社, 2003.2
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脳科学研究教育センター長
研究分野：
神経解剖学

医学 - 朝日新聞社, 1978.3 - (日本科学古
典全書 復刻 3) -- 蔵志 / 山脇東洋 ; 解体

本館・書庫・和書 509.5/NIP

新書 / 杉田玄白 [ほか収載]

肉眼解剖学
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解剖手稿 / レオナルド・ダ・ヴィンチ ;
ケネス・D・キール, カルロ・ペドレッ

本館・書庫・和書

ティ:原典翻刻・注解 - 岩波書店, 1982.2, 大型本(3層)
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分野別収録文献リスト
「収録文献ピックアップ」で採り上げられなかった文献を

※ [CC] がついている文献は Creative Commons

毎回少しずつ掲載します。

Public License “by-nc-sa” の下で利用できます。

人文・社会系
『普通の国』と『大国』の間 -近代中国外交から見る-

昨今、「帝国」への関心が急速に高まっている。アメリ

/ 川島真 - 中国現代史研究会シンポジウム:「東アジ

カが、古代帝国とも、また「大英帝国」とも異なるスタイ

ア」における地域秩序と現代中国 -帝国論の視点から-,

ルの「帝国性」を帯びつつあることが背景にあるが、東ア

2004.12.11 -- [CC]

ジア、特に日本では「帝国」への関心が中国に向かう傾向

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/561

にあるようだ。漢字における「帝国」は、『諸橋大漢和』
に見られるように、元来 ・・・

金融社会主義に向かって進む日本 / 濱田康行 - 日本人

わずか八年間で職員定員が三倍以上になった官庁があ

のちから：東京財団政策研究誌, 18, 2005.3, p.12-13

る。それは金融庁だ。国家公務員は減員がこの十年の大方

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/663

針。百三十万人にもふくれ上がった官僚天国への国民の潜
在的敵意が、郵政民営化も国立大学の法人化も実現させて
しまった（しまう）のである。 ・・・

Illegal missionary work lawsuits and exit
counseling for Unification Church members /
Sakurai, Yoshihide - Cultic studies review, 3❨3❩,
2004, p.183-201
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/754

This paper studies the recent cult controversy
exemplified by the lawsuits filed by self-proclaimed
"victims" damaged by the Unification Church and in
reverse by so-called "cult" members who were also
proclaimed "suﬀerers" whose personal right of
religious freedom had been violated in
deprogramming. To consider the contents of ...

理工系
Expression of Foreign Genes in Lamprey Embryos:
An Approach to Study Evolutionary Changes in
Gene Regulation / Kusakabe, Rie [et al.] - Journal of
Experimental Zoology Part B: Molecular and
Developmental Evolution, 296B❨1❩, 2003, p.87-97
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/540

基礎有機化学 / 川端潤 - おもしろ有機化学ワールド --

Evolution in development can be viewed as a
sequence of changes in gene regulation. To
investigate the cross-species compatibility of 5’
upstream regulatory regions, we introduced
exogenous gene constructs derived from a
gnathostome genome into fertilized eggs of the
Japanese lamprey, Lampetra japonica, a sister ...
北海道大学一般教育科目「化学II、III」（基礎有機化

[CC]

学、2年生前期）の講義資料のダイジェスト版。2002年

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/434

度までの農学部川端担当クラス分。本内容に大幅に加筆し
たものが書籍『ビギナーズ有機化学』（化学同人,
2000.10刊）。

〜 図書館から 〜
井上芳郎先生の文献は、今号でピックアップしたものを含め、HUSCAP上で多数のダウンロードを得
ています。他大学の研究室のWebサイトからリンクされたのが大きかったのかもしれません。今後も順
調に伸びてくれればと思っています。
HUSCAPについて詳しく知りたい方は、<http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/staff/index.jsp> にアク
セスするか、図書館情報システム課（email: repo@lib.hokudai.ac.jp / 内線 2564, 2524）までお気軽
にお問い合わせください。HUSCAPおよびレターについてのご意見もお待ちしています。
それではまた来年。
HUSCAPレター編集担当：加藤
北海道大学附属図書館!
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