
 

 

 

 

講義 2：図書 2 
 
 

目録･分類 
 
 

成田 俊行 
（埼玉県がんセンター図書館） 

 
 

 
講師略歴 

 

昭和 48 年 早稲田大学法学部卒 

昭和 51 年 図書館短期大学別科修了 

昭和 51-54 年 日本国際医療団 SEAMIC 事業部勤務 

昭和 54-57 年 日本医師会学術課勤務 

昭和 57-平成 2 年 出版，テクニカルライティングなどの会社に短期勤務 

平成 2 年-現在 埼玉県立がんセンター図書館勤務 



 図書２(目録・分類) 
埼玉県立がんセンター図書館 

成田俊行 

I. 目録(Catalog) 

 目録とはある資料を他の資料と区別し，特定するために著者，書名，出版事項など資料の属性を記

述し，件名，分類記号を付与してその主題からの検索を可能とする検索ツールのことである。現在の

目録作業はコンピュータの普及で NACSIS-CAT もしくは自館独自の電子化目録への入力となっている。 

 

目録の種類 

目的別にみた区別  利用者用目録（書名，著者名，件名；辞書体目録）と事務用目録 

形態別にみた区別  カード目録，ルーズリーフ目録，冊子体目録，電子化目録 

目録単位別にみた区別 書架目録：物理的１冊を単位とし，分冊，シリーズ図書は各個に記録する。 

書誌目録：固有のタイトルを共有する物理的には複数の図書，あるいは物

理的に１冊の中の個々の固有タイトルを単位として記録する。 

用語の整理 

 書誌単位，物理単位，単行書誌単位＝単行単位，書誌（階層）構造，書誌レベル 

      出版物理レベルで１件の書誌単位 
    ┏━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┓                 ┓集 
    ┃                                    ┃合 
    ┃                     ┓              ┃レ 
    ┃                     ┃←単行レベルで１件     ┃ベ 
    ┃                     ┃ 物理レベルで２件の書誌単位┃ル 
    ┃                     ┃              ┃で 
    ┃                     ┃              ┣１ 
    ┗                     ┃              ┃件 
 構成レベルで１件の書誌単位→           ┃              ┃の 
 構成レベルで１件の書誌単位→           ┛              ┃書 
 構成レベルで１件の書誌単位→                          ┃誌 
 構成レベルで１件の書誌単位→                          ┃単 
                                         ┃位 

〇〇ｼﾘｰｽﾞ１aa 
 ＜複本＞  
 
 
 

〇〇ｼﾘｰｽﾞ１aa 
 
〇〇ｼﾘｰｽﾞ２bb 上 

 〇〇ｼﾘｰｽﾞ２bb 下 

 〇〇ｼﾘｰｽﾞ３cc 
 
 掲載著作 １ 
 掲載著作 ２ 
 掲載著作 ３ 
 掲載著作 ４ 

    ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  
 この場合，各図書館では閲覧・貸出システムを前提とするので物理単位レベルの５レコードが必要。

NACSIS-Cat は最上位の集合レベルを記述の対象とし，出版物理単位レベルの記述にリンクできるよう

に機械処理されている。NCR 1.0.2.1（記述の対象）には「原則として，単行資料または逐次刊行物を

記述の対象とする。」と記載されている。 



 集合レベルの書誌単位は何重もの複合構造をとりうる。例えば，雑誌「最新医学」別冊シリーズ 

今日の診断と治療の ABC(3)：消化器疾患(2)：肝癌。上位のレベルを親書誌単位といい，下位のレベル

を子書誌単位という。この階層構造を書誌階層構造という。書誌構造とも書誌階層ともいう。 

 

記入，記述，記載，記録  

書誌記述(略して，記述)に標目，所在記号などを付加したものが目録記入(略して，記入)である。記入

とは書誌事項の完全な記載全体を意味する。【記述＋標目＋所在記号等＝記入】（NCR0.4） 

記述する＝書誌記述する：個々の書誌事項を単独で記録する意味では使わず，一連の書誌事項を一定

の順序で構成して記録すること。【目録規則に即して書誌記述を完成すること】(NCR 同上) 

記載する；記録する：記載とは個別的な書誌事項を記録すること。電子的入力のように目録記入を意

味しない場合は記録するという言葉を使う。（NCR 序説 11） 

記入する：【使わない。記入は上記の目録記入の意味で名詞形でのみ使う。】 

 

1. 目録規則(Catalog rules) 

 目録規則は，何を記録するか(choice of entry rules)，どの様な形式で記録するか(form of entry 

rules)，どのように配列するか(filing rules)についての規定集である。 

 

 ISBD(International Standard Bibliographic Description)は IFLA が 1969～1974 年に発表した国

際標準書誌記述。各国で作成される目録の記述形式を共通化（例えば，書名と著者の間の区切りはス

ラッシュとするなど形式を統一）して，他国語データも理解しやすいようにするとともにコンピュー

タに乗せやすい形式を提唱したもので，NCR, AACR はこれに準拠して改訂された。 

 

 英米目録規則(AACR:Anglo-American Cataloging Rules)は 1978 年に第 2 版が，1988 年にその

Revision が刊行され, AACR2, AACR2R と呼ばれている。ISBD に対応して標目と記述の分離などが採用

されている。Amendment が 1993 年に，Update が 2003 年に出ている。 

 

 日本目録規則(NCR:Nippon Cataloging Rules)は 2001 年刊行の 1987 年版改訂第 2 版が最新版。旧版

の基本記入方式を廃し，標目を書誌記述から分離させる記述ユニット方式を採用し，書誌階層構造の

各レベルの書誌単位を記述の対象とするなど，大幅に改訂された。洋書も対象としている。 

 



 個々の図書館の実際の目録規則は，これら標準目録規則を基準としつつ，その図書館の特性や独自

の方針によってアレンジされているのが普通ある。NACSIS や NLM Catalog もこれらの規則の細部まで

は準拠しているわけではない。ただし，書誌データの共通利用，分担協力など，書誌ユーティリティ

と呼ばれる広域情報ネットワークの発達は，データ入力担当者に，目録規則の熟知を要求している。 

 

1) NCR のスタイル 標準的な記述(第２水準)   和書の場合 

本タイトル*＿：＿タイトル関連情報＿／＿責任表示．＿－＿版表示＿／＿特定の版のみに関係する責

任表示**．＿－＿出版地または頒布地等＿：＿出版者または頒布者等，＿出版年または頒布年等***．

＿：＿その他の形態的細目＿；＿大きさ＿＋＿付属資料．＿－＿（本シリーズ名＿／＿ｼﾘｰｽﾞに関する

責任表示，＿ｼﾘｰｽﾞの ISSN＿；＿ｼﾘｰｽﾞ番号，＿下位ｼﾘｰｽﾞの書誌的事項）．＿－＿注記．＿－＿標準番

号 

（参考）●改行とエリア区切りが重なる場合は区切り記号を省く。（NCR1.0.6.7B） 

    ●地図資料，楽譜，電子資料，博物資料，逐次刊行物など図書以外の 11 種の特定資料の場合 

    *に＿[資料種別]が，**に資料（または刊行方式）の特性に関する事項が入る。 

    ●地図資料，楽譜，電子資料，博物資料，逐次刊行物の場合 

    ***に特定資料種別の名称と数量がここに入る。 

          上記スタイルをベースにＮＣＲの要点をまとめた記述のひな形 

本タイトル＿：＿サブタイトルなど＿／＿○○著＿；＿○○＿[ほか] 

編．＿―＿第何版,＿縮刷版 

[s.l.]＿：＿[s.n.],＿出版年 

...p＿；＿...cm＿＋＿ガイドブック＿（8p＿；＿12×12cm） 

（シリーズ名＿／＿ｼﾘｰｽﾞ責任表示＿；＿第...巻．＿下位ｼﾘｰｽﾞ名） 

原タイトル：＿Original title 

内容：＿序＿／＿誰だれ 

付属資料：＿解説 

付属資料＿（CD2枚）＿：＿画像 

付：＿参考書誌＿：＿pxxx-xxx 

付＿(別冊＿50p＿;＿16cm) ＿：＿用語解説,＿統計数値表 

ISBN x-xxx-xxxxx-x.＿－＿ISBN x-xxx-xxxxx-x＿（セット）＿：＿¥xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) NASIS 風データ登録画面の設計例 

 
(BA53119297) CRTDT: 20010901  RNWDT: 20040820  RNWFA: FA014031   ←機械が自動的に割り振る 
 
  GMT:         SMD:            YEAR:1988   CNTRY:ja   TTLjpn   TXTL:jpn   ORGL:    
 
  VOL:          PRICE:           円（税込定価）←入力ガイド 
 
   TR:  病いの意味 : 看護と患者理解のための現象学 / S.Kay Toombs 著 ; 永見勇訳||ヤマイ ノ  
    イミ : カンゴ ト カンジャ リカイ ノ タメノ ゲンショウガク 
 
  PUB: 東京 : 日本看護協会出版会, 2001.8              
 
 PHYS: 245p ; 23cm  
 
NOTE1: 参考・引用文献 : p232-241       
 
NOTE2: 別タイトル     :  The meaning of illness : a phenomenological account of the 
                         different perspectives of physician and patient 
 ISBN:  4818008591   
 
   AL:  Toombs, S. Kay, 1943- ; 永見, 勇||ナガミ, イサム                                     
  CLS:  NDC8  :  W 62                                 
        NDC9    SH:  Mesh  :  Disease -- psychology                           
        NLMC    SH:  Mesh  :  Philosophy,  Medical                           
                SH:  Mesh  :  Physician-Patient Relations                     

    ↑ポップアップメニュー 

 

 選択肢入力欄はポップアップメニューなどで省力化と標準化ができる。ISBN などの欄は文字数など

をカウントして誤入力に対して警告するようにできる（各種入力支援機能）。データベース設計，操作

の知識が必要である。ここに入力したデータをもとに利用者用画面へのアレンジ，貸出カード用など

各種データ様式への出力はデータベースソフトの機能で自在に自動化（プログラム処理）できる。 

 

 

 

 

 

 



3) NCR のスタイル 洋書の場合
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4) AACR2Ｒ Second level of de
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本タイトル ： サブタイトル 

ning of illness_:_a phenomenological account of the 
perspectives of physician and patient_/_by_ S._Kay_ 
_2d ed. 

t (MA)_:_Kluwer Academic Publishers._c1992 
_;_23cm_－_（Philosophy and medicine _;_42） 
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92-31570-7_:_¥2000 
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2. ＮＣＲの概要  

 図書資料に限定した NCR の概要を提示する。電子資料，点字資料など NCR の規定する図書以外の

11 種の「特定資料」についてはここでは触れていない。 

1) タイトル表示 (NCR2.1)  

 本タイトル．＿従属タイトル＿＝＿並行タイトル＿：＿タイトル関連事項の形式で記録する。従属

タイトルとは，本タイトルが共通タイトルで各冊が部編や付録程度の個別名しかないもの。並行タイ

トルとは別言語の本タイトルのこと（ＮＣＲ第２水準では省略，必要ならば注記事項で記録）。タイト

ル表記が場所によって差異がある場合は，複数箇所で共通のものを採用する。なければ扉，奥付，背，

表紙の順で優先する。タイトル先行事項は本タイトルの一部とみなされるものと，別個の書誌的事項

とみなすべきものがある。NCR は例示を欠いているが参考文献５は以下の例を挙げている。 
 生物学に 

 おける ランダムウォーク  → 生物学におけるランダムウォーク   ←本タイトル扱い 

 最新 財務諸表論     → 最新財務諸表論           ←本タイトル扱い 

 対談 目から脳に抜ける話 → 目から脳に抜ける話 ： 対談    ←サブタイトル扱い 

 全訂二版 著作権法    → 著作権法 ／ 責任表示．＿ 全訂二版←版表示扱い 

 

2) 責任表示 (NCR2.1) 

 タイトルに続き＿／＿責任表示とする。著作の役割（著，編，訳など）のそれぞれは＿；＿で区切

り，同じ役割（共著，共訳など）は，＿（カンマとスペース）で区切る。２人とも，３人以上なら主

な者，もしくは最初の一人を記述し，＿[ほか]編（洋書の場合［et al.］）という形で省略する。 

別法として，監修者，校閲者は標題紙にあっても注記事項とすることを認めている。 

 

3) 版表示 (NCR2.2) 

 初版という版表示は省略する。記述は表記されているままに，ただし数字部分はアラビア数字にし

て，第 2 版,＿縮刷版のように特別版形態も付記する。 

 洋書の場合 2nd ed. 3rd ed. 4th ed......と記録する(NCR は明示していない)。 

 

4) 出版・頒布に関する事項 (NCR 2.4) 

 出版地＿：＿出版者,＿出版年の形式で記載する。頒布者とは発売，配布機関のことで，出版表示が

ない場合の代りとなる。出版地の東京都特別区は東京とのみ記し，市名は市を略す。外国地名の場合，

必要ならば国，州名などを補記する。不明の場合は［出版地不明］とする。洋書ならば［s.l.］。 

 出版者の法人組織名（株式会社，財団法人など）は省略する。外国出版者名は社名の一部である



Corporation, Ltd., Inc.などを省き，識別可能な範囲で省略する（John Wiley & Sons,Inc.は J. 

Wiley）。出版者情報が不明の場合は，［出版者不明］，［s.n.］と記録する。 

 出版年は刷次の年ではなく，最新版の西暦年。出版年表示がない場合は，2000 発売，c2000，2000

印刷，2000 序というように表記し，この順で優先する。また，［199-］［1995 頃］などの推定年も可。

著作権表示年が複数ある場合は最近の年を採用する。NCR は出版年不明を黙示的に禁じている。 

 

5) 形態事項 (NCR2.5) 

 ページ数 p,＿図版…p or …枚＿：＿挿図＿(…図),＿肖像＿(…図),＿地図＿(…図）＿；＿大きさ

cm＿＋＿付属資料の形式で記録する。ページ数は印刷されたノンブルの最終番号。図版，挿図，肖像，

地図は定型語句で他の用語は使えない（注記にする別法あり）。大きさの端数は切り上げ。 

 付属資料は注記で記録することもできるが，ここに記録するものは図書本体と共に利用する，その

図書に不可欠な構成部分となっている付属資料である。付属資料の特性と必要な数量などを記録する。 

 例）200p_;_20cm_+_画像 CD2 枚 

 

6) シリーズ事項 (NCR2.6) 

（本シリーズ名＿／＿シリーズ責任表示＿；＿シリーズ番号．＿下位シリーズ名＿；＿シリーズ番

号） 

 例）最新医学別冊 新しい診断と治療のＡＢＣ(15)  循環器(2）心房細動 

  本タイトル：心房細動 

  シリーズ名：（新しい診断と治療のＡＢＣ ； 15， 消化器疾患 ； 2） 

  注   記：最新医学別冊 

 書誌目録であれば，シリーズ最上位レベルのシリーズタイトル「新しい診断と治療のＡＢＣ」を本

タイトルとする。上記の例は書架目録の場合。 

 

7) 注記事項 NCR(2.7) 

 複数の注記を記録する場合は．＿―＿で区切るか改行によって区切る。タイトル以下シリーズ事項

までの先行記述に関して注記するときはその順序で記録する。先行記述以外の注記はその後に記録す

る。個々の注記は，注記冒頭語句：＿その説明という形式とする。（付属資料：＿その内容） 

 内容注記は，内容：＿ではじめ，例えば序文寄稿者が注記しておくべき人物（責任表示）であれば，

内容：＿序＿／＿誰だれと記録する。付属資料は，付属資料：＿ではじめ，付録資料：＿（数量が必

要なら丸括弧で括り CD２枚などとし）＿：＿画像などとその内容を記録する。 年表 参考書誌 解



説などある内容の存在を注記するのであれば，付：＿何々年表，＿参考書誌：pxxx-xxx，＿解説，＿

次の注記内容と記録し，このように複数の注記内容を連結することもできる。 

 

8) 標準番号と入手条件 (NCR2.8) 

 標準番号とは ISBN ISSN のこと。書誌的には同じ図書でもハードカバー版の ISBN とペーパーバック

版の ISBN は異なる。セットものはセット全体の ISBN と個々の巻の ISBN をがあり，ISBN 4-xxx-

xxxxx-x.＿－＿ISBN 4-xxx-xxxxx-x＿（セット）と両方を記録する。ISBN のハイフンは省略しない。 

 入手条件とは価格や非売品や無償配布資料であるということ。＿：＿会員配布限定など表記された

ままに記録する。第２水準では省略となっている。 

 

3. 目録記述作業の参考情報源 

1) 書誌ユーティリティー 

 NACSIS-CAT 国立情報学研究所の目録･所在情報データベース。加盟約 500 館の総合目録 

 CATLINE(NLM's online catalog) 米国国立医学図書館の蔵書目録 

 Current Catalog Proof Sheet  NLM Current Catalog に登録中の最新図書情報（校正刷り） 

 OCLC (Online Computer Library Center,Inc.) 世界最大の書誌データーベース 会員制 

 国立国会図書館 OPAC  

 その他、医学系図書館の Web OPAC, 出版業界各社、団体などの Web 情報が支援ツールになる。 

i) NACSIS-CAT 画面 

－－－－－－－－－－－  http://webcat.nacsis.ac.jp/ －－－－－－－－－－－ 

病いの意味 : 看護と患者理解のための現象学 / S.Kay Toombs 著 ; 永見 
勇訳<ヤマイ ノ イミ : カンゴ ト カンジャ リカイ ノ タメノ ゲンショ    ←-書名標目指示の補記 
ウガク>. -- (BA53119297)                                             ←----ここまで改行なし 
  東京 : 日本看護協会出版会, 2001.8             ←----以下各エリアで改行。半角 2 ｽﾍﾟｰｽ字下げ 
  245p ; 23cm                     ↑ -----------------------------------出版エリアに月も付記 
  注記: 参考・引用文献: p232-241 
  ＩＳＢＮ: 4818008591              ←----------------- ハイフンを削除。価格（入手条件）なし。 
  別タイトル: The meaning of illness : a phenomenological account of      ←-原タイトル注記 
  the different perspectives of physician and patient 
  著者標目: Toombs, S. Kay, 1943- ; 永見, 勇<ナガミ, イサム>   ←-標目指示。著者名読みを補記 
  分類: NLM : W 62                                          ←------- 分類。標目指示を兼ねる 
  件名: Disease -- psychology ; Philosophy, Medical ; Physician-         ←-件名は英語(MeSH) 
  Patient Relations   
 

所蔵図書館 106 

OPU 490.14||TO 1:00271462 
シーボルト大 N160||To64 0101734439 
＜以下省略＞ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 

－－－NACSIS-CAT－－－－－－－－－－－２冊セットものの記述－－－－－－－－－－－－－－ 

物理学の最先端常識 / 後藤憲一, 山本邦夫編<ブツリガク ノ サイセンタンジョウシキ>. -- 

(BN01725139) 

  東京 : 共立出版, 1987-1988 

  2 冊 ; 22cm -- 1;2       ←----------------２冊（１と２）という形態事項の記載 

  注記: 文献:章末 

  ＩＳＢＮ: 4320032446(1) ; 4320032438(2) 

  著者標目: 後藤, 憲一(1917-)<ゴトウ, ケンイチ> ; 山本, 邦夫(1928-)<ヤ 

  マモト, クニオ> 

  分類: NDC8 : 420.4 

  件名: 物理学 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

－－－NACSIS-CAT－－－３レベルの書誌階層構造のあるシリーズ図書全体の記述－－－－－－－－－ 

新しい診断と治療の ABC<アタラシイ シンダン ト チリョウ ノ ABC>. -- (BA54428821) 

  大阪 : 最新医学社 ; 26cm 

  注記: 最新医学 別冊        物理的 

  別タイトル: 最新医学 : 別冊     ↓ 

アトピー性皮膚炎 / 竹原和彦編集. -- 最新医学社, 2003. -- (新しい診断と治療の ABC ; 16. 免疫 ; 3) 

アレルギー性鼻炎 / 今野昭義編集. -- 最新医学社, 2003. -- (新しい診断と治療の ABC ; 12. 免疫 ; 2) 

サルコイドーシス / 泉孝英編集. -- 最新医学社, 2002. -- (新しい診断と治療の ABC ; 3 . 呼吸器 ; 3) 

胃癌 / 飯田三雄編集. -- 最新医学社, 2003. -- (新しい診断と治療の ABC ; 14 . 消化器 ; 2) 

関節リウマチ / 宮坂信之編集. -- 最新医学社, 2002. -- (新しい診断と治療の ABC ; 8 . 免疫 ; 1) 

血液疾患合併感染症 / 正岡徹編集. -- 最新医学社, 2002. -- (新しい診断と治療の ABC ; 5 . 血液 ; 1) 

高脂血症 / 山下静也編集. -- 最新医学社, 2003. -- (新しい診断と治療の ABC ; 13 . 代謝 ; 1) 

骨髄異形成症候群 / 吉田弥太郎編集. -- 最新医学社, 2004. -- (新しい診断と治療の ABC ; 19.血液 ;2) 

骨粗鬆症 / 西沢良記編集. -- 最新医学社, 2002. -- (新しい診断と治療の ABC ; 7 . 内分泌 ; 1) 

消化性潰瘍 / 浅香正博編集. -- 最新医学社, 2002. -- (新しい診断と治療の ABC ; 6 . 消化器 ; 1) 

心筋梗塞 / 高野照夫編集. -- 最新医学社, 2002. -- (新しい診断と治療の ABC ; 4 . 循環器 ; 1) 

心房細動 / 笠貫宏編集. -- 最新医学社, 2003. -- (新しい診断と治療の ABC ; 15 . 循環器 ; 2) 

－－↓－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  ↓リンクあり 

－－－NACSIS-CAT－－書誌階層構造の中のある１冊－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

心房細動 / 笠貫宏編集<シンボウ サイドウ>. -- (BA64068824) 

  大阪 : 最新医学社, 2003.10 

  310p ; 26cm. -- (新しい診断と治療の ABC ; 15 . 循環器 ; 2) 

  著者標目: 笠貫, 宏<カサヌキ, ヒロシ> 

＜以下所蔵館情報 (省略)＞ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



ii) 国立国会図書館 OPAC 画面 

－－－－－－－－－－－－－http://www.ndl.go.jp/－－－－－－－－－－－ 

      請求記号     SC47-G385   
      タイトル     病いの意味 : 看護と患者理解のための現象学   
      責任表示     S.Kay Toombs 著   
      責任表示     永見勇訳   
        出版地     東京   
        出版者     日本看護協会出版会   
        出版年     2001.8   
          形態     245p ; 23cm   
          注記     原タイトル: The meaning of illness.   
          ISBN     4-8180-0859-1   
入手条件・定価     2600 円   
  全国書誌番号     20285546   
  個人著者標目     Toombs,S.Kay (1943-)   
  個人著者標目     永見, 勇 (1941-) ‖ナガミ,イサム   
      普通件名     医師と患者 ‖イシトカンジャ   
      普通件名     疾病 ‖シッペイ   
          NDLC     SC47   
        NDC(9)     490.145   
本文の言語コード     jpn: 日本語   
         書誌 ID     000003638985  請求記号     SC47-G385   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

iii) NLM LocatorPlus の画面 

－－－－ http://nlm.nih.gov/locatorplus/－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー－－ 

       Author(s):Toombs, S. Kay,               ←-----------標目 

           Title:The meaning of illness : a phenomenological account of the different 

perspectives of physician and patient / by S. Kay Toombs.   

       Publisher:Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, c1992. 

          Series:Philosophy and medicine ; v. 42 

     Description:xvi, 161 p. 

        Language:eng 

            ISBN:0792315707 (alk. paper) 

 

   MESH Subjects:Disease--psychology ; Philosophy, Medical ; Physician-Patient Relations ; 

                 Disease ; Patients ; Psychology ; Sick Role ; Attitude ; Chronic Disease ;  

                 Communication ; Diagnosis ; Health ; Pain ; Patient Care ; Philosophy ;  

                 Physicians ; Prognosis ; Self Concept ; Stress, Psychological 

Other Subject(s):Professional Patient Relationship 

           Notes:Includes bibliographical references (p. 121-157) and index. 

   NLM Unique ID:9114910 

Other ID Numbers:(DNLM)KIE:36797 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



2) CIP データ 

 CIP データは IFLA などの勧告に基づく出版物自体に印刷された目録データ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
Library of Congress Cataloging in Publication Data  
 
Cecil textbook of medicine / edited by Lee Goldman, Dennis Ausiello. -- 22nd ed.  
    p. ; cm. 
  Includes bibliographical references and index. 
  ISBN 0-7216-9652-X 
  1. Internal meicine.   I. Title: Textbook of meicine.   II. Cecil, Russell L. (Russell La Fayette), 1881-1965.  
III. Goldman, Lee, MD.   IV. Ausiello, D.A. 
  [DNLM: 1. Medicine.  WB 100 C3888 2004] 
RC46.C423 2004 
616-dc21                                                               2003042825 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

4. 件名の付与と標目指示 

 キーワード候補を列挙し，件名典拠資料でコントロールした主題語を決める。Web 版 MeSH の他に日

本語件名典拠としては BSH「日本件名標目表 第 4 版」日本図書館協会 1999 年刊，「国立国会図書館件

名標目表 第 5 版」1991 年刊が常用ツールである。 

 標目指示は，標目番号に t を冠したタイトル標目，a を冠した著者標目，ｓを冠した件名目録，およ

び丸数字①②③…を冠した分類標目の４種をこの順で記録する。分類標目以外の和文資料の標目はカ

タカナで表記し，欧文資料はアルファベット表記する。タイトル標目の中の括弧記号は省いた方がよ

い。上中下巻表示は 1, 2, 3 とするなどの簡略化を行う。 

 カタカナ書きのルールについて，ＮＣＲは，複合名詞はそれぞれを分け，アルファベットもカタカ

ナ表記にするとしている。参考資料３は複雑な分かち書きの参考資料として，「図書館資料の目録と分

類 増訂版」日本図書館協会，1997 年刊を推奨している。 

 

5. 排列 

 カード式目録の場合の作業。ＮＣＲは字順排列を規定している。電子的目録の場合は，機械処理の

ための排列タグの入力作業となるので目録記述作業の一部となる。



II. 分類(Classification)  
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. 分類表の種類 
{ { { {   一般分類表        十進分類表         分析合成型分類表        階層型分類  

   特殊分類表        非十進分類         列挙型分類表            序列型分類      NLMC   

. 医学図書館で使われている分類表 

) 日本十進分類法 (NDC:Nippon Decimal Classification) 

  デューイ十進分類法を基に、もりきよしが 1929 年に出版した分類法で、第 6 版(1950)からは日本

書館協会によって改訂されている。現第 9 版は 1995 年発行。助記性のための補助表は廃止され，一

補助表と固有補助表が新設された。 

     類             綱                         目             

   0 総記            

   1 哲学        ┏ 0 自然科学総説 

   2 歴史        ┃ 1 数学                   ┏ 0 医学 

   3 社会科学    ┃ 2 物理学                 ┃ 1  基礎医学 

   4 自然科学  ━┫ 3 化学 1 陶磁工芸        ┃ 2  臨床医学．診断・治療 

   5 技術工学    ┃ 4 天文学・宇宙科学       ┃ 3   内科学 

   6 産業        ┃ 5 地球科学・地学・地質学 ┃ 4   外科学    

   7 芸術美術    ┃ 6 生物学・生物化学       ┃ 5   婦人科学・産科学 

   8 言語        ┃ 7 植物学                 ┃ 6   眼科学．耳鼻咽喉科学 

   9 文学        ┃ 8 動物学                 ┃ 7   歯科学 

                 ┗ 9 医学・薬学 ━━━━━━┫ 8  衛生学．公衆衛生．予防医学，法医学 

                                             ┗ 9  薬学 

                                                                    ← 

                494.4   炎症 

             ┏ 494.5   腫瘍・肉腫・癌 →493.x に診療科別腫瘍診療分類あり。 

 ━ 外科学 ┫ 494.53   化学療法 

             ┃ 494.54   放射線療法  → 492.4 一般放射線医学あり。   

             ┃ 494.6   局所外科学    

             ┃ 494.62   頭部外科学                                      診療科を 

             ┃ 494.627   脳神経外科学                                    上位概念にする  

             ┃ 494.63   頸部外科                                  ＮＬＭＣ 

             ┃ 494.64   胸部外科            

             ┗ 494.65   腹部外科            

                                                           内科，外科を上位概念にする 

診断法 
治療法 
看護学 疾患 

循環器科学 
呼吸器科学 
消化器科学 
泌尿器科学 
内分泌・代謝学
血液科学 
小児科学 

内科，外科を上位概念
にするか，各診療科を
上位概念にするか 

 ツリー構造のデザインに一般分類と特殊分類の差がある。   ＮＤＣ   

  



2) 国際十進分類法（UDC：Universal Decimal Classification） 

    国 際 ド キ ュ メ ン テ ー シ ョ ン 連 盟 （ FID:International Federation for Information and 

Documentation）によって 1905 年に初版発行。1992 年よりオランダに本部を置く UDC Consortium に移

管。日本語版は、情報科学技術協会（INFOSTA ：INFOmation Science and Technology Association 

Japan，旧日本ドクメンテーション協会）が作成・頒布しており、最新版は 1994 年の中間版第 3 版。

科学分野に強く，国際的に広く利用されている。UDC には概念を示す主標数と，全分野で使える共通

補助標数と，特定分野でのみ使う固有補助標数がある。 

  0   GENERALITIES                                  
  1   PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY                        
  2   RELIGION. THEOLOGY                            
  3   SOCIAL SCIENCES                               
  4   VACANT                                        
  5   NATURAL SCIENCES                              
  6   TECHNOLOGY                            60   Biotechnology        
  7   THE ARTS                              61   Medical sciences        
  8   LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE     62   Engineering. Technology in general        
  9   GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY                 
             
                   611   Anatomy. Human and comparative anatomy 
                   612   Physiology. Human and comparative physiology 
                   613   Hygiene generally. Personal health and hygiene 
                   614   Public health and hygiene. Accident prevention 
                   615   Pharmacology. Therapeutics. Toxicology 
                   616   Pathology. Clinical medicine 
                   617   Surgery. Orthopaedics. Ophthalmology 
                   618   Gynaecology. Obstetrics 

 

3) 米国議会図書館分類法 (LCC:Library Congress Classification) 

   1904 年に初版。米国内の図書館を中心に広く使用されていル。非十進列挙型分類表．  
      Main classes  
        A -- GENERAL WORKS  
        B -- PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. RELIGION             CLASS Q - SCIENCE Subclasses 
        C -- AUXILIARY SCIENCES OF HISTORY                  QA   Mathematics 
        D -- HISTORY (GENERAL) AND HISTORY OF EUROPE        QB   Astronomy 
        E -- HISTORY: AMERICA                               QC   Physics 
        F -- HISTORY: AMERICA                               QD   Chemistry 
        G -- GEOGRAPHY. ANTHROPOLOGY. RECREATION            QE   Geology  
        H -- SOCIAL SCIENCES                                QH   Natural history (General) 
        J -- POLITICAL SCIENCE                              QK   Botany  
        K -- LAW                                            QL   Zoology  
        L -- EDUCATION                                      QM   Human anatomy 
        M -- MUSIC AND BOOKS ON MUSIC                       QP   Physiology  
        N -- FINE ARTS                                      QR   Microbiology 
        P -- LANGUAGE AND LITERATURE 
        Q -- SCIENCE                           NLMC はここと使われていない W を独自展開  
        R -- MEDICINE 
        S -- AGRICULTURE 
        T -- TECHNOLOGY 
        U -- MILITARY SCIENCE 
        V -- NAVAL SCIENCE    
        Z -- BIBLIOGRAPHY. LIBRARY SCIENCE. INFORMATION RESOURCES (GENERAL)  
 



4) 米国国立医学図書館分類法(NLMC:National Library of Medicine Classification) 

   LC 分類法で使っていない分類番号 QS～QZ,W～WZ を使って医学および医学関連分野を網羅し，医学

以外について LC 分類法を併用する。索引は MeSH を取り入れた緻密な参照を備えている。最新版は第 5

版(1994 年刊，1999 年改訂), Web 版が公開されている。医学専門分類法であるが，分類の変更は困難

であることから必ずしも医学系図書館の多くが採用している分類表とはなっていない。 

☆参考文献２からの引用データ（1984 年での調査）：JMLA100 館のうち，NLMC+NDC+その他の分類を採

用 27 館，NLMC+その他 12 館，NDC46 館, NDC+その他 5 館，NDC/NLMC 以外は 10 館となっている。 

 

i)  NLMC 要綱 

基礎医学 Preclinical Medicine              
   QS   人体解剖学 
   QT   生理学 
   QU   生化学 
   QV   薬理学 
   QW   微生物学と免疫学 
   QX   寄生虫学 
   QY   臨床病理学 
   QZ   病理学 
医学および関連主題 Medicine and Related 
Sciences 
 保健医学全般 General Health and Medicine 
   W    医業                    
   WA   公衆衛生                 
   WB   臨床医学                 
 全身的疾患 
   WC   伝染病                   
   WD100  栄養障害 
   WD200  代謝疾患 
   WD300  免疫疾患と膠原病，過敏症 
   WD400  動物毒 
   WD500  植物毒 
   WD600  物理的外因による疾患と損傷 
   WD700  航空医学と宇宙医学 

臓器，部位 Body Systems 
   WE   筋骨格系               
   WF   呼吸器系                 
   WG   心臓血管系               
   WH   血液系およびリンパ系       
   WI   消化器系                   
   WJ   泌尿生殖器系           
   WK   内分泌系                 
   WL   神経系                   
 特定領域 Speciality Area 
   WM   精神医学                 
   WN   放射線医学・画像診断     
   WO   外科学                   
   WP   婦人科学                 
   WQ   産科学                   
   WR   皮膚科学                  
   WS   小児科学                 
   WT   老年医学・慢性疾患       
   WU   歯科学・口腔外科学       
   WV   耳鼻咽喉科学             
   WW   眼科学                   
   WX   病院その他の保健医療施設 
   WY   看護学                   
   WZ   医学史                   

 
 

ii)  NLMC を使いこなすポイント 

NLMC の基本方針はその「NLM 分類業務 総論」等に示されている。 

①主題に優先する形式分類がある。（形式番号 Form number) 

 ダイレクトリ(1)，歴史(11)，辞典(13)，統計(16)，アトラス(17)，教育(18)，研究(20)，検査マニ

ュアル(25)，法令(32)，法律論(33)，ハンドブック(39)など特定の図書形式は 1～39 の番号を与えて

各主綱目の下に分類にする。これらは主題でなく特定の出版形態であることを優先した分類である。 

 

②臓器優先；複数主題は器官・部位の主題を優先する。並列ならば最初の主題を優先する。 



 つまり疾病や治療などに主眼が置かれていても，特定臓器・部位に関するものは特定臓器・部位で

分類する。ある臓器に影響・関与する＝病因，予後因子，診療手段などに主眼があっても同様。 

 一般に，臓器としてはどこに関する主題であるかの把握が分類判断の基本となる。書名に部位・臓

器が現れていない時にも有効である。 

 

③分類表に「G 表使用」とあるものは地理区分を付加し細分化できる。 

   

④分類表全体に，あるいは部分的に共通する番号がある。 

  臨床部門の，100 総記                 140 疾患  

        101 解剖                 141 診断  

        102 生理                 168 手術  

 

⑤Specific 優先 

 該当する分類項目がない主題は General works に分類する。新しい主題なら類似概念，あるいは上

位概念に分類する。 

 

⑥分類表各項目の注記には詳細な分類指示がある。 

 特に類似性や関連性のある概念についての参照すべき分類項目への指示がある。  

 

⑦分類先が明確ではない主題領域とその分類方法 

 主題領域は，分子レベル＜細胞レベル＜臓器レベル＜個体レベル＜社会レベルのいずれかについて

であるが，NLMC は臓器レベル以上で詳細であるが，細胞レベル以下では明確とは言えない。分子生物

学的研究の進歩に対応していない分類表となっている。現状では分子生物学的研究の General を

QH506(LC 分類表の項目）とし，各論を対象臨床領域，臓器を優先して分類する。 

  

 以上の優先特性をまとめると，形式主題＞臓器・部位主題＞疾患主題（部位を暗示する主題）＞分

類表記載主題＞その他の主題（上位・類似概念となる分類表記載主題を判断する必要のある主題） 

 

iii) 分類作業の実際 

 分類作業には個別図書館の特性を反映した自館独自の分類表のアレンジを管理する作業マニュアル



が存在しているはずである。実際的にはそれが最優先の分類ツールとなる。同様に，既存の蔵書の配

架状況が一種の分類表である。以下は NLMC を基準としているが，各分類表に共通したヒントである。 

【既登録例の確認】 類似主題の蔵書が存在するならば指針となる。書誌ユーティリテ

ィに当該資料が既に登録されているならば指針になる。 

【主題語の列挙】 資料各部，CIP データから候補を列挙し，分類索引をしらべる。

分類表の当該番号の注記，前後関係，上下概念を確認する。 

【適当な主題語がない場合】 MeSH により上位概念語，類似概念を調査。決め手がなければ，著

者の専門領域，参考文献，専門家の意見，購入希望者や寄贈者の

専門，予測される利用者もヒントになる。 

【分類番号の絞り込み】 類似主題の蔵書の分類と比較し，妥当性を検討する。 

【付随的作業】 図書(著者)記号典拠を確認して請求記号を決める。典拠は各館で

マニュアルとして存在するであろうが，書誌ユーティリティを利用することもできる。 

 

iv) 分類トレーニング 

   以下は参考資料 2,7 からの引用である。若干の補足説明を加えてある。 

①形式主題の例 

書名 透析ハンドブック 

   ハンドブックは優先主題。透析でなくハンドブックで分類→ WJ39(泌尿器科ハンドブック) 

 

②複合主題の例 （頻出パターンである） 

書名 アトピー性皮膚炎のステロイド外用療法 

臓器・部位優先の原則から薬剤主題より WR 皮膚科学を優先。索引はアトピー性皮膚炎で「WR160

皮膚炎－過敏症にともなう疾患」を提示。WR に疾患別治療法の項目なし。WR650 皮膚疾患一般の

治療があるが一般論。→ WR160 

書名 胃潰瘍の食事療法 

   臓器優先。WB(食事療法)ではなく，WI360(胃潰瘍)に分類する。 

書名 肝・胆・膵の画像診断 

   臓器優先。肝臓に重点があるなら →WI700(肝臓) --WI700 に診断の細目はない。 

書名 最新膠原病・リウマチ学 

   主眼がどちらともいえないなら最初の主題優先。→WD375(膠原病) 



書名 乳腺・甲状腺超音波診断 

   臓器優先。最初の主題優先 → WP815(乳腺) 

 

（参考：NDC の解説は２主題の関係：影響，因果，対照，材料，応用，特定読者，概念の上下について

の分類ヒントを例示している。） 

 

③分類表にない主題の例  

 分類表にない主題の例とは，次の⑤に列挙した，ピッタリする分類主題はないが関連する分類主題

ならいくつもあるとう例でもある。 

書名 クロイツフェルト・ヤコブ病診療マニュアル 

   この「マニュアル」ということばを無視してもこの図書の書名として意味が変わらない，した

がって形式主題とは言い難い。疾患名で分類する。索引にない言葉なので，LOCATORplus，MeSH で

Creutxfeldt-Jabok Syndrome の階層構造を調べる。Nervous System Diseases が索引にある分類概念

となる。隠れた部位主題は中枢神経。中枢神経に関する分類表にないその他の概念と判断するならば

→ WL300（中枢神経 General)。あるいは，脳疾患の分類表にないものと判断して WL348（脳疾患）。

ただし，この疾患が医学的に変成疾患であるならば WL359(変成疾患 例パーキンソン病)がある。辞書，

今日の診療などで確認，変成疾患であるという解説はない。 

 

書名 分子生物学研究のための培養細胞実験法 

   分子生物学一般でなければ，分子生物学的アプローチという概念は二次的分類要素。索引は培

養細胞で「QH585.2-585.45; 組織学の QS530; 手技 QS525」という指示がある。培養細胞について

の研究方法なので → QS525(組織培養技術)  

(参考)細胞培養と組織培養を MeSH で調べると組織培養は細胞培養の上位概念となっている。 

 

書名 看護のための人間発達学 

   人間発達学についてのある分野向け解説なので  → WS103 (小児科学 成長) 

   あるいは利用者が看護師なので看護の分野の小児科看護に → WY159 （小児科看護） 

 

書名 活性酸素/Free radicals/Oxigen radicals 

   索引は活性酸素→QD471. DNA の損傷で探し直すと→QH465. NLMC の範囲内では決められない。



内容的に発癌メカニズムが主題であるならば，DNA, Neoplasm→QZ200 がある。ただし，QZ200-380 腫

瘍学のどこにも該当しない主題という扱いになる。がんの基礎医学的主題がすべてここに来るので大

量の乱雑な主題の集合が QZ200 に集中する結果になるならば，QZ200-380 にサブカテゴリーを作って独

自分類するしかない。 

 

書名 生活習慣病の予防／がんを予防する食事学 

   個人レベルの健康管理，栄養管理など Popular Medicine の主題，予防医学的主題について NLMC

は手薄である。生活習慣病は索引にはない。⑤c 参照。特定疾患についての資料ならば，その疾患で分

類するように QT235 の注記にあるが， QZ200--腫瘍学に適当な分類項目がない。QT235 に押し込むか，

QZ200-380 にがんの予防医学などのサブカテゴリーを作って独自分類するしかない。 

 

④分類候補がいくつもある主題 

 ここに示すものは参考文献 2 の詳細な解説の要約である。なお，参考文献２は NLMC 第５版発行以前

の文献であり，超音波診断・画像診断のように第 5 版で新設された主題番号によって解決されたもの

もある。 

 

  a)  大系もの 

     4(総記)，100(総記)，200(総記)，300(総記)，…  大系ものは主題範囲に応じてここに分類する。 

     5(集書--by several authors) 複数著者の既刊資料を収集，再構成した主題が広範囲に渡るもの 

     7(集書--by individual author)個人の既刊資料を収集，再構成した主題が広範囲に渡るもの 

  （参考）NLMC は前付の『分類業務総論』において「大系，全書は 5 または 7 に分類する」としてい

るが，参考文献 2 の提案する総記への分類が妥当（大系類は既刊資料の再構成ではない）。 

  b)  生理学 

      QT4 (生理学) 生物生理学を含む。人体との比較生理学的なものにも適用する。 

      QT104 (人体生理学) 人体の生理学に適用し，病態整理など臨床的な生理学も包括する。 

 

  c)  栄養・食品 

      QU145 (生化学--栄養素) 栄養学全般および栄養価や食品分析に関するもの 

      QT235 (保健衛生--食品) 健康への影響からみた食品，食事，嗜好品に関するもの。一般的な栄

養・食事の指導・啓蒙書を含む。 



      WB400-449 (食事療法) 治療法としての食事。特定の疾患に限定しない一般的な食事療法。特定

の疾患についての食事療法，食品は，その疾患で分類する。 

 

  d)  保健・衛生 

      QT180(生理学--一般衛生) 生理学的保健・衛生論に適用する。一般的な保健・衛生の指導・啓

蒙書の生理学的なものを含む。 

      WA18.5(健康教育用資料) 18.5 は形態主題で各領域で専門職が健康教育用ツールとする資料。 

      WA590(公衆衛生--健康教育) 行政政策ではない個人，民間活動としての健康管理 

      WA670(衛生管理，環境衛生--総記)行政的な水，食品，空気などの管理に関する総記。 

 

  e)  薬物の有害作用 

      QV38(薬物作用；作用機構，相互作用，拮抗作用，耐性)有害性を含む薬物作用一般  

      QV55(薬物--General)薬物総論 

      QZ42（医原性疾患，薬物の有害作用）薬物に起因する病因論 

 

  f)  輸液 

     WD220(輸液療法) 代謝疾患である水・電解質や酸塩基の平衡異常の治療法としての輸液療法 

     WB356(輸血) 血液の補給 

     WB410(特殊な栄養補給方法；非経腸栄養) 栄養補給の一種 

 

  g)  救急医療 

     WA292(軽微な疾病・障害に対する初期治療) 救急処置 

     WB105(救急医学) 

     WX215(施設--救急部) 

     QT261(スポーツ医学) 運動生理学 スポーツ外傷は救急処置や整形外科など外傷部位に。 

 

  h)  家庭医 

     W89(専門職としての家庭医論) 

     WB110(家庭医の診療対象)  

     WB120(Popular medicine) 家庭医学書，自己投薬 



 

  i)  リハビリテーション 

     WB320(リハビリテーション一般) リハビリテーション各論はその特定分野に分類する。 

     ストーマ・リハビリテーション→WI512(回腸) 

     WV270-280(聴覚障害) 

     WB460-555(物理療法,温熱療法，マッサージ，リラクセーション，作業療法) 

     WS368(身体障害児の医学的リハビリテーション) 

     WV500(言語障害) 
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