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[巻頭言]

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.9 N0.3 2002

ガラクタ経済からの脱却

全国患者図書サービス迷路全

　　　会長　小　山　靖　夫

　経済のことなど全く解らない人間がもの言うテーマではなく、且つ、少し古い話で恐縮だが、今年の

お正月に読んだ新聞（2002年１月５日　朝日新聞　朝刊：私の視点・ウイークエンド）で、「“ガラクタ

経済から脱却を”：ダグラス・スミス（政治学者）」という意見に共感を覚えたので、2002年のささや

かなメモとして貴重な紙面を少し拝借させて頂くことにした。

視点の要旨は次の通りである。

　現在殆どの日本人は、本当の意昧での必要品は手に入れている。それなのに、「もっと買わなければ

不景気は直らない」と経済学者や政治家は言う。経済制度を款うために、必要でないもの、つまりガラ

クタを買えと言っている。我々は、経済制度を機能させるために、ガラクタを買う義務があり、ガラク

タを買うお金を稼ぐために残業をレ他の誰かはガラクタを作るために長時間労働をし、資源やエネル

ギーを必要以上に消費し、環境を破壊・汚染する。また、ガラクタ消費経済を守るために、「普通の国」

になって、軍事力を待たねばならず、戦争もしなければならない。ということになる。もともと私達は、

経済が発展すれば労働の合理化により、労働時間が短縮レ余暇が増えると期待してきた。しかし実際

は、世界のもっとも成功してきた（といわれている）経済大国、米国と日本での労働時間は、国の経済

が成長すればするほど長くなり、不景気のときだけ短くなる。今、日本経済はマイナス成長になり、先

行きの見通しをもてなくなっている。それは危機ではあるが、歴史的な大チャンスでもある。現在の日

本社会では、日本人が本来大事にしてきた自然と共存する文化の隅々まで、破壊的な影響が及んでいる。

マイナス成長を「質素になる」と考えるか、「貧乏になる」と考えるか、「行きたい所へ行けない」では

なく「別のもっといいところへ行く」という発想をするか。そういう発想転換の大チャンスなのだ。と

いうことである。

　私は大いに共感し、私なりの妄想を広げる。ガラクタに囲まれた日本人には「何のために生きている

のか？」など、人間がもつ根源的な問いかけの意識が希薄となった。一方、医療や福祉の領域では、

QOLといった外来語が流行っている。生きる意味の問いかけを忘れた社会でのQOLとは何なのか？

病人や障害者はガラクタ消費に貢献するところが少ない。健康人にとっては、医療・福祉は不急不要で

あり、ガラクタ経済社会の政治経済の主導権を握るのは健康人であるから、医療・福祉のために掛かる

お金を押さえ込むことに成功すれば手柄とされる。

　マイナス成長が避けられないとなると、真っ先に削減の対象になる。一人一人が生きる意味を見出し、

それらを実現できるような社会を目指す政治家が現れないだろうか？
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　ところで、地球上の他の生物と人間の寿命を比較すると、唯一顕著な差は生殖年齢後の人間の長寿で

あるということらしい。人間は他の生き物と比べて、生殖年齢に道するまでの期間が長い分、長寿であ

るが、他の生き物が、生殖年齢を終えると寿命も尽きるに対し、ヒトは生殖年齢終えて後も長期間生存

する。チンパンジーとヒトを区別する、この生殖年齢後の生存の意昧はなにか？それは、生殖年齢に道

するまでの成長期の長さと関係しており、生殖期の個体は生殖と生産（狩猟、採集）に専念し、成長期

に必要な教育を担当するのが生殖期後の高齢者の役割となったということらしい。この視点は高齢（化）

社会の問題を考える場合に､極めて示唆的である（広井良典「死生観を問いなおす」ちくま新書）。

　使い捨てを止め、丈夫で長持ちする機械や道具を尊ぶ。質素だが健全な農林水産業､工業の生産性が

確立した社会。障害者の生産性や創造性、高齢者の役割や活動力が引き出され、それらが尊重される社

会。生き甲斐が有り、苦労がなくなることは無いが､苦労のし甲斐がある社会。このような「ものの考

え方」を成長期の人間に伝え、そのような方向に生産性が導かれて行くように教育するのが、生殖期後

の高齢者の役割ではないか？そのような社会に必要なハードやソフトに間する提案が最も重要な政策論

争となる議会。医療後の社会復帰や、障害者のための医療・福祉関係機器（四肢の運動、視聴覚障害に

対する支援機器等々）の開発、それらを普及し、必要としている人たちに適応するためのサポートシス

テムの整備等々、必要なお金とマンパワーが用意されれば、今日からでも始められるテーマには事欠か

ない・　・　・○

実は、今年の初夢である。

お知らせ

平成14年度の総会と講演会が下記のように決まりました。

　　会員の皆様には改めて詳細にご連絡いたしますが、予めお知らせ致します。

　　　　日時：平成15年５月31日（土）13時（予定）

　　　　会場：日本図書館協会研修室（２Ｆ）

　　　　講演：講師　小山靖夫会長（栃木県立がんセンター）

　　　　　　　　　　高橋康子氏（神奈川県立子ども医療センター・ボランティア）

　　　　小山会長には「患者アドボカシー」についての講演をお願いしています。

会員名簿の訂正

　　　　赤川芳春（訂正）→小郡市立図書館（機関加盟）

　　　　西村千佳子　〒0748-33-6070（誤）－　〒523-0041（正）

　　　お詫びして訂正いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局）
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[寄　　稿]

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.9 N0.3 2002

新しい移動図書館車での病院貸出

小郡市立国吉舘

　永　利　和　則

１．はじめに

　小郡市立図書館は1987（昭和62）年に開館し、1988（昭和63）年から移動図書館車での病院貸出を行

っています。このことについては、「患者さんへの図書サービスハンドブック」（全国患者図書館サービ

ス連絡合繊大活字　発行2001年）に詳しく述べていますので、2002（平成14）年になって新しく始めた

病院内での貸出のことを説明いたします。

２．新しい移動図書館車への買い換え

　2001（平成13）年は大変ラッキーな年でした。それまで走っていた移動図書館車は、1989（平成元）

年に購入した26入乗りマイクロバスの改造車でした。それなりの年数がたち、改造した横の扉にねじれ

が出て閉まりにくくなるなどしていましたから、近年は市財政諜へ新車購入要求をしていました。 2001

年度は国庫補助を受けることが粂件で買い換えの予算が認められました。そして、国庫補助が付き新し

い移動図書館車を買うことが決まり、その上、国際ソロプチミスト小郡と小郡ロータリークラブから寄

付もいただきました。 2002年３月28日からは3.5トントラックを改造した３代目の移動図書館車「しら

さぎ号」で巡回を始めました。そして、この単には新たな機能で身障者用リフトが付き、ブックトラッ

クの積載も可能となりました。

３．丸山病院での新しい貸出

　丸山病院は、小郡市立図書館が移動図書館専で病院貸出を行っている３ケ所の病院の一つです。老人

医療を専門的に行っている病院であり、デイケアや老人保健施設、在宅支援センターなどもいっしょに

経営をしている医療法人の一つです。病院の入院患者は、約200名、職員数は約300名います。

　一口に病院といっても、巡回している3ケ所の病院はそれぞれに専門分野が異なるので、入院してい

る患者の移動図書館専の利用は変わっています。本間病院は、精神科ですからほとんどの人が自分で歩

いて移動図書館車まで果て選びます。聖和記念病院は、外科ですから入院患者は車イスで移動図書館車

まで果て借りて行きます。丸山病院は、老人医療が専門ですから、病院内から出られない患者が多いの

です。また、三つの病院の貸出冊数を比べると平成13年度実績でも本間病院2､203冊、聖和記念病院

□10冊、丸山病院1､171冊の順になっています。

　そこで、新しい移動図書館車が来た３月、丸山病院に試験的に病院内での貸出を新年度から実施して

はどうかと提案しました。病院側では、事務員を中心に受入態勢を検討され、いままでの玄関前の他に
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［図１］

移動図書館し弓さぎ号が変わり惨嫁

　　お好きな本を病棟でもご覧いただけ惨嫁

移動図書館に移動棚

を積んでいます

･4月から隔週金曜日の､午後３時から45分問

　　となり惨す。

･正面玄関と３階食堂で本が選べ侈す。

約３干冊の本や雑誌、ＣＤ・カセットを積んだ勤く図書館

“しらさぎ号”が、ここ丸山病院にも隔週金曜日に

　　　　　　　おじやましています。

　　　　　　　小郡市内にお佳まいの方、通勤の方はもちろんのこと

　　　　　　　丸山病院に入院なさっている方も、ご利用いただけます。

巡回日：ＩＺ月　６日、IZ月　20日

　時　閲：午後３吻～３時４５分まで

据　所：丸山病院正面玄関舶(新館西側)、３階食堂

お１人で、本10冊､AV資料２点を２週間借りることができます。

欲しい本が,読みたい本があ&隙したら,内線103罵海までご連絡ください。

入院患者が集まり易い3階の食堂でも貸出をすることで院長の許可が得られました。また、病院内の至

る所に移動図書館車巡回案内ポスター（図Ｏを掲示していただくことになりました。図書館側も丸山

病院の巡回コースだけ同乗職員を１名から２名に増やレ病院玄関と食堂の２ケ所での貸出に対応でき

るようにしました。そして、いよいよ５月から実施したのです。

４．病院内貸出で気づいたこと、変わったこと

　丸山病院の今年度に入ってからの貸出が急激に仲びてきたということはありません。しかし、利用の

様子が少し変わっていたようです。新たに利用を開始した３階の食堂へは５名から10名の入院患者と15

名ほどの看護士、介護福祉士が45分間の利用時間内に入れ替わり立ち変わりに来られます。（写真Ｏ

周りの人たちに「これがよかよ」と薦められながら借りていく入院患者や病室内の寝たきりの患者へ読

み聞かせに持っていく紙芝居を借りていく介護福祉士などさまざまな人がいます。しかし、大部分の入

院患者は食堂に来て、図書館長や看護師、介護福祉士などとなつかしい写具案や本を見ながら者の事を

語り合い、共有する時間を楽しんでいるようです。従って、対応する図書館員の年齢が対象者である高

齢者と近いほど話をする事柄や時代背景に共感が増し、話題もさまざまな方面に展開しより有意義な時

間を過ごせるようです。そして、このことは、老人医療にも取り入れられている「回想法」に結びつく
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ものになるのではないかと考えています。このような貸出冊数の増加には直接結びつかないことのなか

に、これからの図書館に求められているひとつの役割、つまり「読書の大切さ」や「本の持つ力」をさ

まざまな形で多くの人々に伝えていくこと、そのことがあるのではないかと強く感じています。

５．これからの課題

　今年度から丸山病院で始めた病院内貸出ですが、このサービスを他の２ヶ所の病院に広げるかどうか

はわかりません。それは、前述しましたようにそれぞれの病院に入院している患者の病状が大きく異な

っているからです。また、丸山病院での病院へのサービスもこれでよいとは考えていません。確かに、

入院患者の各病室までブックトラックを巡回しながらの貸出は理想的ですが、現時点では無理のようで

す。しかし、日頃入院患者の世話をしている介護福祉士の読み聞かせや紙芝居の技術向上に協力するこ

とはできます。例えば、図書館が実施している読書ボランティア研修会への参加を促したり、図書館長

が病院で出前お話し会を行ったりすることです。このことで間接的には入院患者へ「読書の楽しさ」を

伝えることができると思っています。

６．さいごに

　今回の取り組みは、病院内に１ケ所だけ貸出の場所を増やすというだだそれだけのことと思われるよ

うな事柄かもしれませんが、丸山病院の丸山

泉院長、鴛海雅尋事務員を始めとする職員の

みなさんの理解と協力がなければ実施できな

かったことです。また、新しい移動図書館単

にこのことに対応できる機能が備わってなけ

ればなりませんでしたし、図書館職員の新た

な事業への取り組みの意欲と図書館行政のな

かでのこの事業の位置付けがなければ、実現

しなかったことだと考えています。そして最

後に改めてそれぞれの立場でご協力いただき

ましたみなさんに感謝を申し上げます。
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[事例報告]

医学生・看護学生ボランティアによる図書サービス

自治医科大手

　　　高　野

３年

額　子

１．はじめに

　　「今日は初めて本の入れ換えのボランティアに参加したんですが、とてもやりがいを感じました。楽

しいですね。患者さんともちょっと会話ができたりして‥・。」先日こんな嬉しいメールをいただき

ました。

　私は今年度から、自治医科大学ボランティア・サークルの「患者さんへの図書サービス」部門の学生

代表をさせて頂いています。

　この治動はもともと、自治医科大学の図書館員であり、この全国患者図書サービス連絡会の役員でも

おられる奈良岡氏が立ち上げられ、サービス活動をされておられました。

　この稿では、奈良岡氏より実質的な活動の主体が学生に移った経緯や、現状、今後の課題などを、私

白身が普段の活動を通して感じたことなども織り交ぜながらお伝えできればと思っております。

２．どうして今、学生が活動しているのか

　1985年３月、「日本患者図書研究会」の、自治医科大学における患者図書サービスがスタートしまし

た。最初から順調にいったわけではなく、幾多の問題点一病棟の看護業務への影響や感染対策、病棟

管理セクションの混乱、患者向け図書の選択など、ここでは詳しく述べませんが一つずつ解決して開始

に至ったそうです。（本会報VOL.4をご参照下さい｡）

　そうした熱意の下にようやくスタートしたこの活動は、当初４人のボランティア（奈良岡氏夫婦を含

む）で行われましたが、高齢のために一人抜け、転勤のために一人抜けといった具合で、その後は夫婦

による活動が続きました。しかしながら、サービス病院が奈良岡氏の勤務先であるために休日以外は活

動できないなど、諸事情があり新たなボランティアが必要とされる状況でした。

そのような祈に、図書館によく通っていた同級生、秋根にお声がかかり、それが学生が活動を始めるき

っかけとなったのでした。技は医学部生・看護短大生・看護学部生の有志の集まりであるボランティア

サークル内に「患者さん図書サービス」を新設し、初代の代表者になりました。 2001年券のことです。

そして今年、活動の主体が学生に移って以末技と共に中心メンバーとして活動してきた私が次期代表を

引き受けました。

３．活動の実際

　現在、本院で眼科、産科、精神科、小児科、小児外科を除く17病棟に本棚を設置して図書を配架し、
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二週間に一度の割合で交換しています。活効目は土曜日の午前中で、２～３人のグループを作り、病棟

を追って本棚の美化・本の交換などの作業にあたっています。

　ボランティア・サークルには2002年10月の段階で117名が登録しています。メーリングリストが活発

な情報交換のツールとして機能しており、「患者さん図書サービス」もその恩恵によっています。活効

目に先立って参加者を募るメールを出すのですが、毎回２～３人からの返信があります。　３人の中心的

なメンバーの内、必ず少なくとも一人は参加するようにしていますので、大体４～５人で活動すること

が多いです。そして２～３人のグループを２班作りそれぞれ別の病棟を追るようにしています。このよ

うな形式を取っているためボランティアを受け入れる私だちとしても新しい出会いが多く、大変刺激的

で楽しく活動しています。また、毎回固定メンバーがいるというわけではないため、参加者にとっても

比較的気軽に参加できるのではないかと思っています。

４．ボランティアを続けていく上で

　私たちがこの活動をお引き受けした当初は、ただ目の前の作業をこなしていくだけの余裕しかありま

せんでした。まだメーリングリストもボランティアの呼び込みのためにうまく活用できませんでしたし、

少ないメンバーでできる範囲で摸索しながら進んできたというのが本音です。

　何しろボランティアとしては地味な仕事です。患者さんと触れ合うことも少ないですし、なるべく病

棟の業務の邪魔にならない時間を狙って短時間で仕事を終わらせなければなりません。何より自分たち

の活動が患皆さんにとってお役に立っているのかという反応が判りにくいという点が気がかりでした。

何かやりがいを感じられる方法があれば、もっと自信を持ってボランティアを呼び込めるのではないか

という思いを当初から抱いていました。

　まず思いついたのはボランティア同士の交流会でした。奈良岡氏をお呼びして図書サービスを始めら

れたいきさつなどを伺ったこともありました。手作りの立食形式のパーティーを主催したこともありま

すが、参加者の皆さんに喜んでいただき、大変感激したことを思い出します。

　活動を始めて半年も過ぎ、少しずつ軌道に乗ってきたかなというとき、クリスマスにあわせて小児病

棟に絵本を寄贈する企画が持ち上がりました。子供向けに選書して本にクリスマスらしいラッピングを

してお渡し闘病を続ける子供たちの小さな楽しみに貢献できたと喜んでいます。

５．メッセージノートという新しい可能性

　そして！年が経ち、活動の幅を広げる余裕が出てきたとき、利用者の方のご意見も活動に反映させる

ために念願のメッセージノートを各病棟に置くことになりました。これは私白身早い時期から温めてき

た案だったのですが、実際に置くとなると今までの隔週の活動日とは別に、少なくとも週に１回はノー

トをチェックするために病棟に足を運ばなければなりません。というのも本院の方針として２週間を退

院の目安としているため、お返事をする前に患者さんが退院されてしまうかもしれないからです。その

マンパワーに欠けていたため、実行に移せないでいたのです。今年は幸いにも新たに19名もの方々が協

力を名乗り出てくださり現実化しました。
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　ノートの最初のページには私たち学生ボランティア、そしてこの活動の紹介文と共に、リクエストや

その他メッセージがあればご自由にお書きくださいという旨を載せました。患者さんからの励ましの言

葉をいただいたり、読書感想文を書いていただけたりと役に立っています。以前、こんなこともありま

した。

　ある病棟の看護婦さんから「あなた達（高野、秋根）に会って話がしたいという患者さんがいるので

来ていただけますか」、とのことで状況も分からぬまま病棟に向かいました。何でも、ノートを読んで

私たちの活動の存在を知り共感したため、ぜひ自分の蔵書から寄贈したいという、大変に嬉しい申し出

だったのです。このような形で一人の利用者の方と知り合えたことは、活動メンバーにとっても大きな

喜びでした。

　隔週の活動で病棟を廻る際にも、ノートチェックをするようにしています。特に１年生など新しいメ

ンバーが参加してくれたときには、本棚の本の入れ換えなどよりも、このノートチェックをお願いして

います。すると始めは皆何を書けばよいか戸惑っているようでなかなか筆が進みません。そんなときは

「ｨ可でも自由に書いてもらっていいですよ」、とお話しています。そして本棚がきれいになる頃には、そ

の入らしい表現で患者さんへのメッセージが書かれています。このように普段の生活の中で患者さんの

気持ちを考える場を持つことは、将来医療に携る私たちにとって貴重な経験になるのではないかと思っ

ています。

６．今後の課題

　一点目の課題としては、最近の新病棟の完成に伴うサービスの拡大と人数の確保です。今までは２班

できればちょうど１度の活動で全対象病棟を廻ることができたのですが、今後は新病棟のためにも

う１班、つまり全部で３班できるだけの人数が集まらないと同じサービスを提供できなくなります。

　二白目の課題は一点目とも深く関わるのですが、看護学生との連携です。ボランティアサークルでは

今年の10月から看護学生におけるボランティア活動の活発化を目指して、看護学生の中からも各活動に

代表者を立てました。これで看護学生からの参加者も増え、活動全体として盛り上がっていくことが期

待されます。また、医大生と看護学生の試験や休みの時期の違いを利用するなど、互いに補い合えば、

サービスの質の向上と私たち白身の負担軽減につながると考えられます。

　三白l目の課題は後継者の問題です。次の世代に繋げていくため、熱意を待った有望な人材には、こち

らからも連絡を取って、育てていかなければと思っています。

フ。最後に

　冒頭の言葉は、ちょうど前回の活動後に初めての参加者からいただいたメールの一部です。一人でも

多くの患者さんに喜んでもらえるよう、そして私たちボランティアも楽しみながら続けていければ何よ

りです。

54



ワゴンに一杯の本を積み、これから病棟へ出発します。

新しいボランティアとの出会いは、活動の励みにもなります。
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通常の活動では、本棚２､３段分の図書の入れ替えと、美化（雑誌

等の処分）を行います。

病棟ごとに患者さんの年齢層や性別にも特徴があり、どんな本が喜

ばれるのかを考えるようにしています。

時には患者さんとお話する機会にも恵まれます。
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クリスマス会では、希望にお答えしてテレビデオをプレゼントしま

した。入院中の子どもさん達には、ビデオはとても嬉しい贈り物に

なったようです。

可愛いらしいラッピングに思わず抱きかかえる男の子の姿も。

本が乱雑に並んでいる様子を見ても、患者さんに利用されているこ

とが伝わってきて、やりがいを感じます。

活動後、きれいに直した本棚を後にするのも嬉しいです。
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本の入れ替えを行っているところです。

中央に見える矢印のノートがメッセージ・ノート

で、活動報告をはじめ患者さんとのコミュニケー

ションに役立っています。
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講演「こどもの心といのちをみつめて」を聴いて

　ーチャイルド・ライフ・スベシャリストの活動－

　　　神奈川県立こども医療センター

ボランティアグループ「おはなし会」

　　　　　　　　　　卒津見純子

　私は現在、神奈川県立こども医療センターのオレンジクラブというボランティアグループで活動して

います。いくつかの活動がありますが、私は「おはなし会」という、過に一度、病棟内をブックトラッ

クで移勤し病室の子供たちに絵本の貸し出しと、絵本、紙芝居などの読み聞かせをする活動に参加し

ています。活動を始めてまだ一年も経たないので、まだまだ未熟考です。

　今回の講演のことは図書室の掲示板で知り、藤井あけみ先生のこともボランティアのメンバーから伺

っていたので、ぜひお会いしてお話を聞きたいと思い参加させて頂きました。

　初めて拝見した藤井先生の印象は、小柄でありながらとても存在感のあるお方で、やさしい口調にも

関わらず説得力のある語り方に、すぐに先生ワールドに入り込んでいる自分がいました。

　先生は日本、それからアメリカで実際に一緒に過ごされた子供達との体験を中心にお話してください

ましたが、子供との体験を話す時の先生の目の輝きは今でもよく覚えています。

　そのお話の中でも特に印象に残っている点が二つあります。

　一つ目は、チャイルド・ライフ・スベシャリストの活動において、本が果たす役割の大きさについて

のお話です。アメリカでの実習中に出会った男の子のお話で、彼に死への準備を告げなければならない

時『いのちの時間』という絵本を使って、それぞれ生き物には始まりがあり、終わりがあるということ

を伝えたのだそうです。

　大人でさえ、自分の命の終わりを宣告されることぼつらいことです。ましてや子供がそれを理解する

つらさは計り知れません。その難題に絵本が一役買ったということが素靖らしいと思いました。私自身、

実際に子供達と一緒に絵本や祇芝居を読んでいるので、子供達が見せる目の輝きやあの笑顔を知ってい

ます。そして退屈な入院生活・病気の痛みから一瞬でも、絵本などの空想の世界へ入り込める時間を子

供達は必要としているのです。

　そしてもう一つ印象に残っているのは、アメリカと日本の病院システムの違いについてのお話です。

アメリカの病院の様子をスライドで見せて頂きましたが、なんて素敵なんだろうと思いました。病院全

体がアミューズメントパークの様になっていて、夢にあふれています。これなら子供達も恐くつらい経
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験をする病院へ、少しでも楽しみに来られるような気がしました。

　また面会時間などについてもお話がありました。実は私は一年半前に、息子をこの病院で亡くしてい

ます。先天性の心臓病で生まれてすぐこちらの病院に移り、フ日目で手術を行い、８日目には天使とな

ってしまいました。ですから実際に子供の親として､14時～20時という決められた面会時間に会いに行

っていました。 20時になって親から離れなければならない子供達の泣く姿は非常につらいものがありま

した。「病院の決まりだから」と疑うことなく過ごしましたが、アメリカでは面会が24時間ＯＫという

お話を間きました。もちろん病院には良くして頂きましたが、もし日本にもそういうシステムがあった

なら､短かった息子との時間をもう少し長く過ごせたのではないかと残念で仕方ありません。

　先生の「私達はお父さん､お母さん､ご家族にはかなわないのです」という言葉が胸をよぎります。そ

のことを分かった上で活動をし､病院のシステム改善に努力する先生を素晴らしいと思いました。「こど

もを“力ある存在”として捉えるー（感じる力、考える力、行動する力、遊ぶ力、癒す力、乗り越

える力）大人の役割はどもたちと一緒に、楽しく素敵な時間を過ごせるよう、努力していきたいと思い

ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002.11.6

　藤井あけみ氏の特別講演「こどもの心といのちをみつめてーチャイルド・ライフ・スペシャリスト

の活動－」は、2002年10月12日に開催された「日本病院会全国図書研究会」にて行われました。

[新刊紹介]
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＜患者さんにも分かりやすい医学図書の紹介１．＞

　専門の医学・薬学舎を発行している「医薬ジャーナル社」から出版されている患者さんや一般向き

に舎かれた医学・薬学舎であり、自己管理のための本です。

　とくにシリーズとはなっていませんが幅広いテーマで順次発行されています。新しい内容の充実の

ために改訂版も発行されています。

編　著　者 書　　　名 発行年 価格

荻原俊夫［監修］

泉　　孝美［監修］

森井浩世［監修］

林　　紀夫［監修］

屋代君土居

秋屏息　男福

平　川　弘　聖等福

杉　山　正　敏等福

宮坂信之福

塩原　哲　夫福

住　　戴作福

瀧　川　雅　浩［監修］

間中信也居

水圧策雄藩

野　原　隆　司［監修］

桧　屏　佑　次［監修］

内　田　立　身偏

日和ｍ邦男福

犬熊蜂雄居

寺野　　影福

寺野　　彰福

武　田　正　之福

北　村　　　諭謳

北　村　　　諭福

山　崎　義　光等編著

中　甘孝　司福

菊池信行居

馬場広犬郎

やさしい高血圧の自己管理

やさしい喘息の自己管理

やさしい骨且且症の自己管理

やさしい肝臓病の自己管理

やさしい痴呆性高齢者への介護とケア

やさしい透析患者の自己管理

やさしい胃の手術後の自己管理

よくわかる薬の知識と自己管理

正しいステロイド剤の使い方　１．内用剤編

正しいステロイド剤の使い方　２．外用剤編

［やさしい］うつ病・うつ状態のマネジメント

やさしいアトピー性皮膚炎の自己管理　改訂版

やさしい頭痛の自己管理

やさしい腰痛の自己管理

やさしい心臓病の自己管理　改訂版

やさしい内臓肥満の自己管理

やさしい貧血の自己管理

これだけは知っておきたい

やさしい睡眠障害の自己管理

やさしい小腸・大腸疾患の自己管理

やさしい食道・胃・十二指腸疾患の自己管理

やさしい前立腺疾患のマネジメント

COPD（慢性閉塞性肺疾患）の自己管理

やさしい禁煙の方法と自己管理

やさしい糖尿病の外食のコツと心得

やさしい逆流性食道炎の自己管理

分母サンノタメノやさしい小児糖尿病の自己管理

アレルギー性鼻炎・アレルギー性結膜疾患の診断と
マネジメント

1997

1999

1999

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2001

2000

2001

2000

2001

2001

2001

2001

1997

1999

1999

1999

2001

2001

2001

2002

2002

2002

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

1,500

1､500

1,300

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

　950

1,700

　950

1,500

　950
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循 著 者

　
揚
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等

一
義

美
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尾
波

内
難

小沢友紀雄編

武　田文武著

大野重昭堀

川　合　億　一編著

書　　　名

やさしいインスリン治療の自己管理改訂版

患者のためのやさしい心電図の見方

やさしいがんの痛みの自己管理

やさしいアレルギー性結膜疾患の自己管理

やさしい関節リウマチの自己管理

[新刊紹介]
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