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＜巻頭言＞

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.12 N0.2 2005

「柿の種」を読んで

全国患者図書サービス連絡会

　　　　会長　小　山　靖　夫

　市内に新開店した大手書店を覗いていたら、若い頃読んだ覚えのある寺田寅彦の「柿の種」が岩波文

庫の棚に並んでいたので購入した。読み出してから解ったのだが、これは1996年版の新編集「柿の種」

で、旧版の「柿の種」（小山書店、昭和21年）に、「橡の実」（小山書店、昭和11年）を加えたもので。

　「寺田寅彦全集」（岩波書店、1961年、新書版）を底本にしている。自序の最後に「なるべく心の忙し

くない、ゆっくりした余裕のある時に、一節ずつ間をおいて読んでもらいたい」という読者への注文が

述べられている。往復夫々50分から１時間の通勤車上で読む。他には何も出来ない時間であり、“ゆっ

くりと、間を置いでといわれる寅彦先生のご趣旨にはある程度沿う環境ではある。しかし、一編が長

いものでも1～2ページ、短いのは数行～10数行から成るこの随筆、一回に一編では聞か持たない。ど

うしても次々読んでしまうのである。この随筆集には、大正９年５月から昭和10年10月16日に亘っ

て約15年の歳月の流れの中で書かれたものが収められてている。因みに第１次大戦が終わったの｡が大

正７年、足尾銅山のストライキが大正10年、２．２６事件や日独伊防共協定が昭和11年である。現在

とは時間の流れの速さに大差があるように思われる。このようなものを１週間かそこいらの間（正味の

読書時間は数時間）に読んでしまうのだから、著者の意に反すること甚だしいが、取りあえずそのよう

なことであった。

　それはそれとして､大正１２年７月の日付で書かれた一文に「このごろ石油ランプを探し歩いている。

神田や銀座はもちろん、板橋界隈も探したが、座敷用のランプは見つからない。東京という所は存外不

便な所である。東京市民がみんな石油ランプを要求するような時期が､何時かはまためぐって来そうに

思われてしかたがない」という記述がある。丁度その２ヵ月後（9月１日）に関東大震災が起こって、

東京じゅうの電灯が役に立たなくなり、寅彦の懸念が的中するのである。そして、偶然だが私がこの寅

彦の随筆を読んで感慨にふけった２日後の2005年８月16日、宮城でM7.2、最大震度６弱の中規模地

震が起こり、室内プールの天井が落ちて多数のけが人が出た。地震が起こって後に、この地震が予てか

ら30年以内にこの地域に起こることが予測されていた、M7.5前後の“想定宮城沖地震”とは別物か

どうか、という議論がなされた。結果は、今回の地震は別物で、その約２倍規模と予測されている“想

定宮城沖地震”が、近々発生する可能性は消えていない、という結論になったようである。このような

議論がなされるということは､寅彦の時代に較べて地震予知の理論や技術が進歩した結果ではあろうが、

密集都市での人の安全確保や生活維持に不可欠な機能確保といった、根本的地震対策そのものが、果た

して寅彦の時代よりも進歩しているのかどうか良く解らない。神戸の教訓がその後の都市整備、住宅整

備対策に必ずしも生かされていないという声も開く。折から北米南部を襲った強烈なハリケーンにより、

ニュー・オーリンズ市は嵐が過ぎてもまだ水没しており、死者は数千人に達すると予測されている。大

都市に人口が集中する傾向が益々著しい中で､忙しい事を嘆きながらもそれを生き甲斐にしているよう

な、ゆとりに欠ける生活を我々は送っている。大気圏外の宇宙基地に往き来できるようになっても、全

地球的に見て天災対策は寅彦の時代から全く進歩していないように思える昨今である。
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平成17年度　全国患者図書サービス連絡会

　　　　　夏季役員会　議事録

日時:2005年９月17日（土）13:00～17:00

場所：文京シビックセンター　消費者生活センター研修室Ａ

出席：小山靖夫会長、奈良岡功、山室翼知子、藤井暁子、山口文子、石井保志

配布資料：役員会レジメ、会計報告、講演会企画書、連絡会会報（12巻１号）、

議題

　（報告事項）

１．事務局報告（山室）

　　2005年６月総会以降の会員動向の報告があった。

　　①新人会員　３名（機関１、個人２）、退会10名

　　②会員現勢１ ０４名（9月17日現在）

　　③賛助会員は、サンメディア、JST、医中誌の３社が入会した。

２．会計報告

　　別紙会計報告に基づき、下記にとおり報告があった。

　　厳しい会の財政状況の改善意見等が次のとおりあり、今後検討していくことになっ

　　た。

　　・賛助会員をさらに募集すること。

　　・今後無理なようであれば会費値上げも視野に入れる。

　　・会報に賛助会員の広告を掲載するか。

　　・会報に賛助会員の紹介ページを検討する。

　　・賛助会員として当会にどんなメリットを求めているか、賛前会長に意見を聞く。

３．広報

　　HPを早めに引き継ぐ。

　　会報目次と会長挨拶を掲載する。

４．ハンドブック印税

　　入金予定を知らせる。今年中に入金。

　　石井が犬活字へ10月に打合せにいく。

（協議事項）

１．平成17年度講演会企画について

　　宮田氏作成の別紙企画書案に基づき、H18年１月頃に開催予定の講演会企画につ

　　いて、テーマと講師人選について検討した。

　　また、講演会は小児、医学、公共図書館、ボランティアなどのテーマで開催してき

　　たが、企画案は「患者さんへの図書サービス・ボランティアの役割と意義」という
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横断的な切り口のため､テーマが一巡した今後の講演会企画の方向性についても併

せて協議した。協議の結果、企画案のほぼ原案どおり承認された。

①講師

・辻本好子さんテーマが医療ボランティア全体なので、図書サービスに限定して依

　頼することとした。例：国立大阪医療センターにおける事例。

　・岡崎さんは発表時間短いかもしれない。日程により演者交替の場合もあり。

　・辻本さんが都合つかない場合、瀬戸山先生にお願いしてはどうか。

②日程

　　第一候補　１月21日(土)

　　第二候補　１月14日(土)

③会場候補

　　東大病院、日本図書館協会、文京シビックセンター、文京区民センター

　　東京都障害者福祉センター(田町)、JST(市ケ谷)、ほか

　　※宮田さんに講師との日程調整を先に進めてもらい、会場は日程に合わせて確

　　　保する。

④今後の講演会テーマ

　　テーマを決めて今後も開催するか、アラカルト的にするかメーリングリスト上

　　で検討することとなった。

　　　(過去のテーマ；医学情報、小児へのサービス、公共図書館、医学情報)

　⑤講演会の開催の仕方

　従来、総会の後に開催する講演会、単独の講演会の年２回を企画してきた。参加

　者は、単独講演会のほうが気軽に参加しやすい傾向がある模様。今後、総会のあ

　り方、講演会のありかたの抜本的な見直し方を役員会で検討することとなった。

２．今後の会報（12巻２号）の企画について

　　配布資料に基づき、原稿依頼等について検討した。

　　　　・　連載もあったほうがよい。

　　　　・　渡辺順子さんに依頼したが今回は駄目

　　　　・山崎さんに転載許可、医学図書館編集委員会への転載許可

　　　　・原稿データを奈良同氏さんに送る。（締切９月末）

３．「医学図書館」からの特集原稿依頼について

　　依頼趣旨を同語編集委員会に確認することとなった。
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＜講演会予告＞

平成17年度講演会企画

１．テーマ：「患者さんへの図書サービス・ボランティアの役割と意義」

２．企画趣旨：近年、多くの病院でボランティアが生き生きと活動し、患者さんを支える

　　　　　　　チームの一員として認知されつつある。図書サービスにおいても、温かく

　　　　　　　きめ細やかなサービスが行われている。ボランティアのあるべき姿と存在

　　　　　　　意義を、ボランティアそして協働する病院職員が共に考える機会とすると

　　　　　　　同時に、従来の｢ボランティア｣｢小児へのサービス｣｢公共図書館｣｢医学情

　　　　　　　報｣という枠組みを越えて、横断的な講演内容を盛り込むことにより、立体

　　　　　　　的にボランティアを捉え、将来への展望を探りたい。

３

日時：平成18年１月14日（土）　13:00~17:00

４．場所：未定（東京都内を予定）

５．講師と講演内容

＜講演１＞

　総論「病院における図書サービスの意義と役割」

　　　　森田晃弘（東京大学医学部附属病院ボランティア・チーフ）

＜講演２＞

　「埼玉県立小児医療センターにおける読み聞かせ；ＩＣＵでの活動」

　　　篠塚邦子・東海陽子（埼玉県立小児医療センター「カリヨン文庫」ボランティア）

＜講演３＞

　「高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸山　元一（高知医療センター病院長）

＜講演４＞

　｢自治医科大学の患者さん図書サービス｣
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倉敷中央病院　一医療情報の庭一　見学記
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京大病院図書コーナー本の広場「ほっこ

｢病院らしくない病院｣

り」ボランティア代表

西　崎 薫

　お盆に実家に帰省した祈を利用して（私の実家は広島県尾道市です）岡山県倉敷市に

ある倉敷中央病院を見学に行きました。

　この病院のことは８月の初めに参加した医学図書館員基礎研修会で知り合った倉敷

中央病院図書室司書の小坂さんからお話を伺っていました。

そしてその少し前ですがこの病院の事を知っていた医学部の学生さんからも噂は聞い

ていました。

　［何かありそう・・］

そんな期待を待った私は小坂さんにお願いして病院を案内していただきました。

　院内を歩きながら少し不思議な感じがしました。

病院に居るというより何だかホテルに来たような、

それもレトロなイメージのとてもお洒落なホテル

というのでしょうか。

やわらかな光の照明がそこここに照らされ、落ち

着いた雰囲気をかもし出しています。

美しいステンドグラスや、病院創設当時に設けら

れていた昔の外国映画に出てきそうなエレペーターが今は公衆電話ボックスとして使

われていたり、インターネットやファックスがなくて手紙が今よりもっと大切だった時

代の赤い丸い郵便ポストも立っていました（実際に手紙を投函できるそうです）

何か所かあるエレペーターの扉の上にもきれいな小さな陶板が飾られ､目立たない所に

もさりげない気配りがされているようでした。

案内していただく内にだんだんと気持ちが温かく和んできました。

それは懐かしい感じのするインテリアの他に院内のあちらこちら

に溢れている花や緑、そして流れる水のせいかなと思いました。

病院全体のちょうどまん中辺りでしょうか亜熱帯植物の植えられ

た大きな温室がありました。

明るくて広々とした空間の中にブーゲンビリアや大きな榔子の木
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が生い茂り、噴水の水が溢れています。

周りでは患者さん達がのんびりと過ごしておられました。

セントラルパーラーと名付けられた高い天井のゆったりした喫茶室には藤の椅子が置

かれ、目の前には竹やもみじ、つつじやさざんか、枝垂れ桜が植えられた和風の庭が広

がっています。春にはこの枝垂れ桜がライトアップされているそうです。

病棟と病棟の間の中庭や屋上庭園もありまし

た。

　時間の関係で沢山ある待合室の中で小児科

の待合室を見せてもらいました。

広い待合室にはカラフルな色のソファーが置

かれ、壁には一面にサーカスをモチーフにし

たピエロやライオン、ウマ、サルの型絵染め

が飾ってありました。

何だか小さな幼稚園に来たような楽しい雰囲気でした。

担当のドクターの一覧表には一人一人の名前の横にその方の写真が貼ってありました。

こういう配慮は小さな事ですが、ドクターに親しみが持ててとてもいいなと思いました。

｢病院のなりたち｣

ここでちょっと倉敷中央病院について､病院から出されているパンフレットから紹介し

たいと思います。

財団法人倉敷中央病院は岡山県西部開城（人口約８０万人）の急性期医療を担う地域の

中核病院です。

今から約８０年前、１９２３年（大正１２年）倉敷紡績社長大原孫三郎によって設立さ

れました。

大原はクリスチャン・石井十次（岡山孤児院の設立者）の影響で独自のキリスト数的人

道主義を育み、社会から得た富は社会に還元するという考えのもと、大原美術館をはじ

め、大原社会問題研究所（現、法政大学大原問題研究所）等幾つかの社会的な事業にあ

たりました。病院の創設についても「本院は、平等主義にて治療本位とす。すなわち、

完全なる診療と想切なる看護とにより進歩せる医術に浴せしむること」を院是とし「治

療本位」「病院くさくない明るい病院」「東洋一の理想的な病院」という３つの設計理

念を打ち出しました。

　患者のＱＯＬについてやっと真剣に論議され始めてきた現在、８０年も前にアメニ

ティの充実を考え､患者の視点に立って病院をつくるという発想があったということは

大きな発見でした。
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｢医療情報の庭｣
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　前述の大きな温室の隣に「医療情報の庭」と書かれた看板の出ている一室がありまし

た。

２００３年１月にオープンした患者さんや家族のための図書室です。

片側に温室の緑、もう一方の側には全面に設けられたガラス窓から庭の緑が見渡せる眺

めのよいゆったりとした部屋です。（広さ100�）

中には大きなテーブルと２０脚近い椅子が置かれ､インターネットで医療情報を検索す

るための３台のパソコンや、ビデオを見るためのテレビ、コピー機（１枚１０円で利用

できます）、書棚には一般の方にも分かりやすく書かれた書籍（１２４８冊）、雑誌（５

点）、ビデオ（７４本）、パンフレット（約４０種類）が揃えられていました。

開室は、月曜日から金曜日（祝日、休診

日を除く）の午前９時から午後４時まで。

利用方法は、より多くの人に利用しても

らうためという事で、室内での閲覧のみ

です。

利用状況は、１日の平均ですが、閲覧者

約９０人、パソコン利用者約２人、ビデ

オ利用者は月平均２・４人です。

主に約１０名のボランティアによって日常の運営がされています。

　※　もう少し詳しい事について図書室の設立に直接問わった広報の柴田さんから質

　　　問形式で回答していただきました。

Ｑ　設立までの経緯について

Ａ　院長方針に「説明ある医療を実行することにより、医療の透明性と患者の医療への

　参画を推進する。また、それらを実効あるものとするため患者教育に心がける」とう

　たわれており、外来棟の増改築に際して、具体化されました。

　　　患者さんの疑問･質問等は医師との対話のなかで解決していただくのが一番です

　が、時間的な制約や、医師の説明不足にれは、病院側の問題でこれに対して患者満

　足改善委員会で検討を始めたところですが‥０で理解できない、患者さん自身、

　何をどう問いていいのかわからない、などということがあって、なかなか納得のいく

　回答が得られない場合があります。そうした時に、図書室の資料を利用することで医

　師との双方向のコミュニケーションを深めていただきたいというのが第一の目的で

　す。
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Ｑ　運営方針や選書に係わっておられる方について

Ａ　設置のために医師、薬剤師、看護師、技師、ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）、

　事務職員からなるワーキンググループを作り、設計・運営・選書等検討しました。開

　設時の図書・雑誌・ビデオ・各種パンフレットの選択に関しては、各科主任部長に推

　薦の資料をあげてもらいました。

Ｑ　図書費、あるいはインターネットに関する予算はどの位ですか

Ａ　特別に決められた予算はありません。

Ｑ　患者さんだけでなく一般の方にも開放されていますか

Ａ　利用者の限定はしていません。特別なＰＲもしていませんので、実際に患者さん・

　ご家族以外の方が利用されているかどうかは確認できていません。

Ｑ　医学舎を置いていることで患者さんから相談や質問があると思いますが､どの様に

　対応されていますか

Ａ　当院では、患者さんが直接資料を探され、利用されることが多く、ボランティアさ

　んとの係わりは少ないように思います。医療に問する質問があった場合は、主治医に

　相談するように言っていただくようお願いしています。

Ｑ　本のリクエストには対応されていますか

Ａ　本のリクエストはないようです｡利用された資料は返却ワゴンに置いていただくよ

　引こして、チェックしています（利用実績の把握のためと、購入の参考にと）が、直

接、棚に戻されることが多いようです。

Ｑ　今後の計画について教えてください。

　　蔵書の増加、あるいは一仮言も置く計画はあ

　りますか

Ａ　まずは資料の充実のため、もっと蔵書を増や

　すことを考えています。

　　当院の患者図書室は、説明のある医療、イン

フォームド・コンセントに役立つことを一番の目的にしていますので、一殺害をおく

予定はありません。将来的には患者さんの勉強会、相談会などが開催できたらいいな

と思います。

44



｢おわりに｣
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患者図書サービスについて

インフォームド・コンセントの一環として、医療情報提供のための患者向け図書室を設

置する病院が増えています。

これは､医療者の側に積極的に医療情報を患者に知らせていこうという考え方が一般的

になりつつあるという表れだと思います。

　「インフォームド・コンセント」の意味は、患者が自分の受ける医療について医師から

適切な情報をわかりやすい言葉で十分に説明を受け、自分の病気と自分が受ける医療に

ついて理解し納得したうえで､患者自身の自発的な意思で自分の受ける治療や検査に対

し同意あるいは拒否等の選択をするということです。

つまり医療者と患者が互いに情報を共有しながら､患者自身の選択と自己決定のもとに

医療が進められることを目指すものであり、患者主体の視点に立った考え方だといえま

す。

そのためには､医療者と患者との間に双方向のコミュニケーションを作り出す努力が必

要です。

医療者は患者を対等の人間として尊重し､その苦痛や不安に寄り添おうとする姿勢が大

切ですし、又患者の側にも「医師に全面的におまかせ」という受身の姿勢ではなく主体

的に自分の病気と向き合いより深く理解しようとする積極的な姿勢が求められます。

自分のわからないことについては主治医に納得できるまで質問することはもちろんの

こと、自身でも医療情報を調べて勉強することで、病気そのもの、あるいはその症状や

治療法、対処法について理解が深まります。

又主治医に質問する際にも自分なりにまとめることができ、何をどのように間けばよい

のかわからないということが少なくなります。

とはいえ、巷にはたくさんの医療情報が溢れ、その内容の正確さ、客観性について一般

の人々が判断することはかなり難しいと言えます。

そのことを考えれば、医療の担い手である病院が医療情報を提供する「病院図書室」の

果たす役割は大きいと思います。

患者アメニティについて

　「アメニティ」は日常的な快適性、又は質の高い生活空間とも訳され、近年「インフォ

ームド・コンセント」「セカンドオピニオン」という言葉と共に「患者アメニティ」は

より良い医療を考える上で大切な概念とされています。

　病気を治すための入院生活も患者にとっては、社会生活の延長です。

一人一人の患者には、日々の暮らしや営みがあり、たくさんの思いや考えがあります。

患者を一人の人間としてとらえ、その背景にあるものに対して無関心でなければ､患者
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が何を望み、何を期待するかを想像することは難しいことではないと思います。

　倉敷中央病院を見学しながら、まず感じたのは病院らしくない病院だなあということ

でした。

逆を言えば､私の中の病院一般に対するイメージが根強かったということかもしれませ

ん。白い壁と、白い蛍光灯に照らされた普段の生活とはかけ離れた無味乾燥な環境・・

という感じでしょうか。

　病院の創業時、大原は病人が憩える環境をつくるため大きな温室を設け、白い壁は圧

追啓があると淡いピンクで塗ったということです。

　より良い医療を求めて、患者にとってどんな病院がいいのかを考えるとき、私たちは

この先人の声に耳をかたむけてもよいのではないでしょうか。

＜参考文献＞

　「患者さんへの図書サービスハンドブック」　全国患者図書サービス連絡会・編　大活字刊

　「理想の医療を追い求めて・聖隷三方原病院の果てしなき挑戦」　井上邦彦著
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[事例報告]
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　　　大阪厚生年金病院における

患者さんへの図書サービス　ご報告

大阪厚生年金病院

ボランティア　中　馬　良　子

病院ご紹介

　大阪厚生年金病院は、厚生年金保険法に基づいて昭和27年に設立されました。

運営は、財団法人厚生年金事業振興団が行い、厚生年金保険の被保険者、年金受給者を

含め､広く一般の方にご利用いただける総合病院として公的医療施設の使命を果たして

います。病床数５７０床。

詳しくは、ホームページhttp://www.okn.gr.jp/index.htmlをご覧ください。

ボランティアによる図書サービス開始のいきさつ

　大阪厚生年金病院のボランティアはこれまで、玄関での案内サービスをはじめ、

病棟でのお世話などを中心に活動していました｡それぞれのボランティアがその得意性

をいかして、患者様ヘサービスをおこなっています。

今回、図書サービスをはじめたいきさつは、病院側の「患者情報室をつくりたい」

という願いと、ボランティアである私が以前から希望していた「患者さんへ図書サービ

スをしたい」という、それぞれの希望が一致したことによります。こうして、ボランテ

ィアと病院が協働して「患者さんへの図書サービス」を行うこととなりました。

　少し私の紹介をさせていただきますと、８年前から大阪厚生年金病院にてボランティ

ア活動を開始し、その活動を通じて、患者さんへの図書サービスの必要を感じて、

司書の資格を取得し､大阪市内の医学部図書館にて派遣社員として勤務することとなっ

たことから、その必要性を日増しに感じるようになりまして、2004年から実際に図書

活動をボランティアにて始めることになりました。

詳しくは、読売新聞ホームページhttp://osaka.yomiuri.co.jp/izumi/iz50731a.htm

　または、２００５年７月３１日（日）読売新間間百獣に掲載されています。

どうぞご覧ください。

図書サービスの現状報告

・　病棟巡回サービス

　　このサービスの内容は皆様よくご存知のことと思います。入院患者様へ病棟にて図書

貸し出しサービスを行う活動です。

　私たちがこの活動で気をつけていることは、すべての患者様に等しいサービスを提供す

ることと、図書を通じて患者様とコミュニケーションをとることです。
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　そのことを実践するために､病棟にて巡回図書サービス開始のアナウンスをかけたあと、

図書を積んだブックトラックは（エレペーターホールから中には入れませんので､）ボラン

ティア一人がエレペーターホールにて管理し、他のボランティアはベットサイドまで図書

を持って巡回に行きます。

　様々な事情によりエレペーターホールまで歩いてこられない患者様にもこのサービスを

受けていただけるようにです｡また､患者様のリクエストにも答えることができるように、

蔵書管理は丁寧におこなっており、個々のボランティアが得意とするジャンルであれば、

智恵を出し合ってリクエストに答えています。結果として、患者さまにも好評のサービス

となっており、感謝の声を多数いただいています。また、図書をよみたいけれども病状に

より読むことができない患者様には、お話をしたり、他になにかお手伝いすることがない

かお開きし、それぞれのボランティアが得意なことを担当しています。

　図書ボランティアは、将来医療に従事することを目標としている学生、司書、主婦、な

ど様々で、現在１０～１５名です。

　　２００４年１２月に開始、蔵書数１５００冊。週１回の巡回。返却は次回巡回時、ま

　　たは、玄関に設置しているブックポスト、現在は患者情報室でも返却可。

　　貸し出し方法はブラウン式。貸し出し冊数に制限なし。

　　≒兜首情報室「ラヅェンダー」

　　メディアによる医学情報の提供により医学情報が身近に感じられるようになり、また、

　　インフォームドコンセントなどの影響によって患者様も医療従事者から説明されたこ

　　とを理解できる程度の「身体についての知識」が必要となってきたことから、患者様

　　がそのような自己学習をするお部屋が各病院内に必要となったことから、大阪厚生年

　　金病院でも設置されました。

大阪厚生年金病院での特徴は、医師、看護師、事務局長、病院図書室司書、ボランティ

アによる患者情根室運営委員会が発足され､運営委員会で決定された事を元にボランテ

ィアが情報室内で患者様にサービス提供をしていることです。

病院図書室司書と連携することで、より幅広い医療書の提供が可能となり、また、

図書室司書は医師との橋渡し的な役割を担ってくださいますので､寄贈図書がスムーズ

に患者情報室に届くということです。

　早いものでＯＰＥＮして２ヶ月が過ぎようとしていますが、

まだまだこのような場で事例を紹介できるほど落ち着いてはおりません。

しかしながら、新聞で紹介されたこともあり、遠くは兵庫県から問い合わせ、来室など

をいただきましたことで、あらためて患者情報室の必要性を、実感しています。

　現在､大阪医療センターの患者情報室の方には色々とご指導いただいており、当院の

患者様にも他医療機関内患者情報室のご案内をしています。

今後は連携も考えていきたいと思っています。
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個人的見解

これまで、京都南病院、大阪医療センター、関西労災病院、大阪赤十字病院、東京女子

医科大学、等の患者情報室を見学し、また、医療従事者むけの医学図書館に勤務し、実

際に大阪厚生年金病院にて患者情根室の立ち上げにかかわらせていただきましたこと

により、患者情報室についていくつかの私見ができました。

患者情報室を立ち上げるには

①設置場所に注意が必要（不便なところに作ると広報に力が必要）

②最低限のサービスとして、患者様と情報（資料）を結びつけるサービスカが必要

②院内との連携、院内での周知が不可欠

です。

上記の３点は当然のことですが､実現するにはおそらく山あり谷ありの事があることと

思います、しかしながら上記の３点がそろわなければ、質のよい患者情報室、患者様の

ための情報室を作り事は難しいと思います。

患者情報室を担当する方は､職員でもボランティアでも上記の②を行うことが出来る力

をもち、ボランティア精神、親身になって患若様とともに情報を探す姿勢を持つ必要が

あると思います。

そして、そのようなスタッフのいる情報室は、上記の①、③が欠けたとしても、

十分素晴らしい情報室に発展していくと思います。

また、ボランティアが担当する場合は、ボランティアの活動範囲を確認し、病院の情報

室に対する期待を十分に把握したうえで、必要があれば学習会を開催するなど、ボラン

ティア全体の意思を一つにする、組織化するなどの“本気”が必要になってくると思い

ます。

　全国の患者図書サービスに関係している皆様、ぜひ力を合わせて頑張りましょう！

今後ともどうぞよろしくお願いします。

場所は病院別館１ Ｆ。 開室時間９－１４時（月～金）。貸し出し不可。

企業パンフレット持ち帰り可。当院患若様でなくとも利用可。

問い合わせ先

Lavender-okn④mai1.goo.ne.jp

ホームページ（蔵書目録の公開あり）

http://www.okn.gr.jp/index.htm1　大阪厚生年金病院ホームページから患者情報室へ
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ラヴェンダー利用状況(2005年7月～10月)

7月 8月 9月 10月
　計

(平均値表示有)

開室日数 20 23 20 20 83

来訪者数 300 398 347 254 1,299

１日の平均来訪者 15 １７ 17 13 16

レファレンス人数 16 ７ 17 18 58

来訪者に占める
レファレンス人数の

割合(％)
5,3 1.8 4.9 7j 4.5

貸出冊数 148 193 194 121 656

貸出人数 77 73 63 40 253

来訪肴に占める
貸出人数の割合(96) 25.7 18.3 18.2 15.7 19.5

コピー枚数 190 55 228 160 633

＊屍室曜日…月～金(平日)

＊屍室時間…9時～14時

＊土一日･祝日…閉室
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[見　学　記]
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長野県立こども病院を訪ねて

神奈川県立こども医療センター

　　　図書室　山　□　文　子

「長野のこども病院に一緒に行きませんか？」と中村雅子さん（大阪府立母子保健総合

医療センター司書）から誘っていただき、８月25日に病院見学をしてきました。もとも

と近畿病院図書室協議会の研修会が長野市の日赤病院で開催されるので、それに合わせ

てこども病院同士のご縁で是非にということになったのです。

　陸の孤島だなどと開いていたのですが、二人が落ち合った松本からでも　結構時間が

かかり、ちょっとした旅行気分が昧わえました。初めて目にするこども病院の外観は、

縁の中の赤い屋根、トンガリ帽子の時計台。童謡の中にでてくるような建物で、これが

病院だなんて思えない雰囲気です。中に入ると普通に受付や会計、薬局などがあります

が、係りの人達がピンクのエプロン姿で笑顔で応対しているのが、こどもの病院らしく

てよかったです。

　図書担当の植松さんに図書研究室でお話を伺いました。最近、病院機能評価を受診さ

れたばかりだそうで、その話題が中心でした。ここの図書室は窓からの眺めがとてもよ

くて、

明るく清潔な印象でした。植松さんに院内を丁寧に案内していただきました。花のある

美しい中庭、遠くに見える山々、素晴らしい環境でした。あまりに見とれていて､後でと

言っていた患者さん用の「しろくま図書館」をうっかり見逃してしまいました（何とも

残念！）。ですから以下は聞き書きです。

　　「しろくま図書館は図書館」というよりは図書コーナーのようです。病院の地域連携

部門の中に総合母子保健課と地域連携室があり、そこでしろくま図書館が管理され、貸

し出しもしている、とのことです。冊数は把握していませんが、本棚４つ分。貸し出し

方法は、本の中に貸し出しカードが入れてあり、そこに日付や診察券の番号を書き入れ

ています｡入院患者さん､外来患者さんとも借りることが出来ます｡相談業務と一緒に、

本の貸し出しも受けられる、というのは理想的と思います。

　ところで皆さんは病院内にある学校のことをご存知ですか。「電池が切れるまで」とい

う本はベストセラーになったので、記憶されている方も多いと思います。院内学級とい

って、入院しているこども遠のために病院の中に学校があるのですが、この本は長野県

立こども病院の院内学級が舞台になっているのです。今回の病院見学では、ここが一番

印象深かったのでご紹介します。

　年報によると、設置は今からちょうど10年前です。最初はごく小さなスベースだっ
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たようですが､関係者の熱心な働きかけと努力で徐々に形を整え､充実させていったとの

ことです。私たちが行った時間は数人のこどもと先生が残って勉強をしていました。教

室の一角はこども遠の本がきれいに並んでいて、使い心地の良さそうな図書コーナーに

なっています。「電池が切れるまで」の本は、こども遠の作った素晴らしい詩がもとにな

っていますが、その中の「命」という宮越由貴奈さんが書いた詩を刺繍したタペストリ

ーも見せていただきました。生徒遠征で一生懸命作ったという力作です｡感激しました。

院内学級の山本先生のおはなしを伺えたのも幸運でした。壁にはまた他の詩が何枚も貼

られていて、こども遠がとても大切にされている様子が伝わってきました。

　長野に行ってよかったのは、このように「こどもが大事にされている」ところがまだ

まだある、と実感できたことです。こども病院ならではの配慮とあたたかい雰囲気に触

れることができたのも大きな収穫でした。
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[転載記事]

闘病記と小説詩歌

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.12 N0.2 2005

闘病を描いた小説詩歌

鳥取大学附属図書館医学部分館

　　　　　　　　山　崎　賢
一

一

　闘病記は「病気と向き合っているプロセスが書かれた手記」1）と定義される。病気や

その治療方法についての情報,また広く病気とどう向き合うかについてのヒントを与え

てくれる。

　闘病記はノンフィクションのジャンルに属するが,小説や詩歌にも「病気と向き合って

いるプロセス」が描かれた作品がある。読者にとっては,闘病が描かれるという点で闘病

記と同様に有用なだけでなく,表現や内容において闘病記にない価値がある。

　木祖ではそれらの作品のリストを作成し,またその特徴を闘病記と対比して検討する。

ｎ．闘病を描いた小説詩歌のリスト

　日本の明治期以降の小説,詩歌で闘病を描いた作品のリストを作成し,本稿の最後に掲

載した。リストの作成にあたっては，文学における医療や病気を論じた文献2)-5)の他

にいくつかの文学全集，文学事典などを参考にして病気や闘病を題材にした作品を探し

た。医療問題を題材としているものでも，患者やその家族の闘病の様子が具体的に描か

れていないものはリストに加えていない。リストには37人の作家による約50作品をあ

げ洛作品について簡単に内容を記した。

　筆者のホームページ6)では，リスト中の各作品について出版事項や内容などの詳しい

情報や，闘病を描いた児童文学,絵本の作品のリストも載せている。見落としている作家

や作品,新たに出版される作品などをホームページの中で情報を更新してゆきたい。

Ⅲ。闘病を描いた小説詩歌の特徴

1.闘病体験のとらえ直し

　柳原清子は,病気で家族を亡くした人々が闘病体験を語り,それを読むことによって,闘

病の渦中にいた自分たちをとらえ直し,再発見し,慰められていたと述べている。7）8）

　これは,自分の闘病を語り読む場合だけでなく,次のように小説や詩歌に他者の闘病の

物語を読む場合にも経験される。

　“私と回じ19歳の時も,彼女は入院生活を送っていたのかと,妙に親近感がわき，（中略）

丸２日で,その本は読み終えた。私はその２日間主人公・志穂子と共に生活し,行動し,成

長したような気がする｡” 9）
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　“「学究のきみが靴音おだやかに　廊につづかむ　わが死ののちも」

　ふみ子が詠んだ歌が心にしみた。私も同じように二人の子供の母親であり,そのころ，

恋もしていたから。過酷な病状も彼女と同じだった｡” 10）

　主人公とともに成長したと言い,また短歌が心にしみたというふたりの女性は,作品に

描かれた主人公の心理や情景に自分のそれを重ね合わせながら,自らの闘病体験のとら

え直しを行っただろう。

　これと同様のことは，闘病記を読むことによっても経験される。しかし小説詩歌が手

記としての闘病記と異なるのは，闘病する人の心情やその人をめぐる情景を描くための

表現である。柳田邦男は高見順の闘病を描いた日記と詩を比較しながら,詩の表現におい

てはメタファーなど言語のより高度な象徴的表現によって,作者の内面が作品世界のな

かにより深く対象化されていると述べている11）。同じことが,闘病記と小説詩歌の比較

においても言える。

　すぐれた小説や詩の中で心情や情景を描くのに用いられるメタファーなどの様々な文

学的表現は,いずれも作者の内面が深く「対象化」された独自の表現である。闘病体験に

よって悲しみや苦しみの中にある読者は,そうした表現に接することによって,自分の中

の渾沌として整理できないでいる内面が言語化されているのに出会い,その表現と対話

しながら自分を再発見する。そのことが感動や励まし,慰めにつながっていく。

　物語の中の登場人物の心理や情景を豊かに描いた表現に触れることによる闘病体験の

とらえ直しは,小説詩歌においてより深く経験される。

2.語りの人称

　殆どの闘病記では書き手が私という一人称で体験を語るが,小説では「私」という語り

手なしに,全ての登場人物を三人称で語ることができる。

　中島みちは「がん病棟の隣人」という小説のあとがきで,作品の中に書かれたことは全

て事実であるとして,次のように述べている。

　“その意味では,この作品は,ノンフィクションといえるのかもしれません。しかし,私は

ここで,死んでいく人間の心理に立ち入って書きたかったので,書く方法として小説の形

を選びました｡” 12）

　この作品には，乳がんにかかった二人の女性が登場してくる。ひとりが著者自身,もう

ひとりはやがて死亡するその友人である。苦悩しながらがんでなくなる友人の内面を十

分に描くためには，「私」が作品の語り手となる手記ではなく,登場人物全員を三人称で

語ることのできる小説という方法によらなければならなかった。

　これと似た事情が三島英子の「雲形」という小説にも見られる。三島はそれより前に

　「乳房再建」13）という自らの乳がんの闘病記を書いている。「雲形」には「乳房再建」

の中で提起された様々な問題が,小説の中で改めて展開されている。登場人物は全員が三

人称で語られ,各登場人物の心理がていねいに描かれる。この作者もまた中島みちと同様，

闘病記という形式で十分に書けない内容を小説で描こうとした。

　このように小説では語りの方法として人称の使用が闘病記よりも自由であることから，

登場人物の内面をより深く踏み込んで描くことができる。
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3.性,反倫理的な内容

　手記としての闘病記の中で描かれた人物や出来事は,実際に存在し起こったことであ

るとされる。このため闘病記では公にすることを憚るような内容は書かれることが少な

い。一方小説ではそれが隠すことなく描かれる。その顕著な例が性に関する事である。

　小島信夫の「抱擁家族」，近藤啓太郎の「微笑」，渡辺淳一の「冬の花火」では入院中

の性行為が描かれている。また中島みちや三島英子の作品では,ストーリー上重要な出来

事として,乳がんの女性と夫との間の性がていねいに描かれる。

　また小説では倫理的な通念に反するような事柄も書かれる。たとえば小島信夫は「返

照」の中で妻を病気で亡くした作者自身と思われる主人公に次のように言わせている。

　“「お前,うまいことをしたと思っているんじゃないか」といわれそうな気がする。少な

くともホッとしているんじゃないか,とみんなの顔に書いてある。私同様妻に死なれた男

に対して,私はよくそう思ったものだ｡” 14）

また近藤啓太郎「微笑」，石和鷹「地獄は一定すみかぞかし小説焼鳥敏」，壇一雄「リツ

子その死」では妻の病気の間の,他の女性との性愛が描かれる。

　それらの作品で描かれたことは,作者の年譜などからほぼ作者の実体験をもとにして

いると考えられるが,同じように夫の立場で妻の病気を描いた闘病記では,少なくとも筆

者の読んだものでは,そのような夫の心理,行動を描いたものは見られなかった15）。しか

しそうした出来事が小説というフィクションの中でだけ起きたのではなく,現実に起こ

る,または起こり得ることが人間の真実や本質をあらわにする出来事として小説だから

こそ隠すことなく描かれたと考えるべきである。

4.フィクションと実体験における語り

　小説はフィクションと呼ばれ,一般に架空の出来事が書かれるものとされる。しかしリ

ストにあげた小説と詩歌の多くは,作者の年譜などによると,作者自身またはその家族の

闘病の体験をもとに書かれていることがわかる。私小説作家と言われる作家の作品も多

くある。

　そうした作者の実体験が作品の内容や描写に力を与えて,それを読む読者，特に同じ

体験を持つ患者やその家族に共感をもたらす。作者の経歴を参考にしながら作品を読む

ことで,そこから闘病記と同様に闘病の実体験に根ざした作者の語りを汲み取ることが

できるのである。

　医療や看護における患者研究において,闘病記の記述や語りはしばしば分析の対象と

されるが,そこで闘病を描いた小説や詩歌が闘病記とともに論じられた例を見ない。しか

し,研究のテーマによっては闘病記とともに小説や詩歌の語りも分析の対象に加えるべ

きではないだろうか｡前節で述べたように小説や詩歌でなければ語られない事柄もあり，

また川村湊が次に述べるように,闘病記の語りも小説詩歌の語りも,闘病という実体験を

めぐる物語であるということにおいて異なるところがないからである。

“どんなにリアルな現実的な事柄や出来事であっても,それは言葉を通じ,体験,経験とし

て表現や記憶の過程を経ることによって，「物語」と化することは避けられないのだ。ま
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してや,死者の記憶は，すでにそれだけで「物語」的なものにほかならない｡”16）

Ⅳ．闘病のナラティブ

　近年，患者の語り（ナラティブ）という観点から医療をとらえ直そうとするナラティ

ブ・ペイスト・メディスン（Narrative-Based Medicine）が注目されている。そこでは

「物語り」について次のように考えられている。

“物語りとはもちろん，物語を意味するが,物語はフィクションでも真実でもあり得る

し,書かれる場合も語られる場合もあり，散文と韻文のいずれの形式も取るので,物語り

の多彩な様式は相互に関連し得る。回想録,事例研究,小説はいずれも,それぞれの物語り

の特性を相互に比較できる｡” 17）

　このような立場では,闘補記と闘病を描いた小説詩歌いずれも,等しく闘病をめぐるナ

ラティブとして読むことが出来るだろう。

　闘病をめぐるナラティブには,患者の側からだけでなく,医療の側での看護記録やエピ

ソード集も,また児童文学や絵本,更に言語表現だけでなく映画なども合まれるべきであ

る。闘病をめぐる様々なナラティブを収集し参照できるようにすることは,患者と医療を

結び,また患者や家族へ励ましや慰めを提供することになる。闘病を描いた小説詩歌の作

品リストの作成もそれに繋がる作業と考えている。

＜闘病を描いた小説詩歌のリスト＞

　文学作品における病気や医療を論じた文献2）-5）で取り上げられている作品は,その文

献名を以下のような略号で付記した。

　　【文学】‥　参考文献2），【看護】‥・参考文献3），

　　【看護2】・　参考文献4），【小説】‥・参考文献5）

1.小説

・田山花袋　「生」：腹部の癌を患う母親と,息子夫婦の看病。

・横光利一　「春は馬車にのって」，「花園の思想」：胸を病み死期の近い妻を病院で看

病する。【看護】

■梶井基次郎　「のんきな患者」：肺の病気を患い療養を続ける著者の最晩年の作品

■北條民雄　「関本老人」，「いのちの初夜」，「癩院受胎」：ハンセン病療養所での生と

死。【看護2】【小説】【文学】

■上林　暁　「名月記」汀聖ョハネ病院にて」：妻は人退院を繰り返し作者44歳の時

に亡くなる

■平林たい子　「私は生きる」：肋膜炎に罹っていた頃の体験を描く

・徳永　　直　「妻よねむれ」：４年同病の床にあった妻の看病と死

■大田　洋子　「屍の街」：被爆後の被害状況と被爆による後遺症

■原　　民喜　「美しき死の岸に」：「原民喜全集　第２巻」（芳賀書店1965）に「美しき

死の岸に」の標題のもとにまとめられた十余篇は妻の病気と死をめぐる作品

56



全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.12 N0.2 2005

■檀　　一雄　「リツ子その死」：肺結核で亡くなった妻をモデルに描く

・室生　犀星「われはうたへどもやぶれかぶれ」:肺癌と泌尿器の治療に入院中のこと

を記す

■外村　　繁　「夢幻泡影」，「澪標」，「落日の光景」，「日を愛しむ」：妻が心臓弁膜症

を持ち,亡くなる前には脳軟化症で闘病した。作者自身も上顎癌を,後妻も乳がんを発症。

■小島　信夫　「抱擁家族」，「返照」：妻の乳癌の闘病と死

■井伏　鱒二　「黒い雨」：被爆直後の広島の惨状と原爆症。【小説】【文学】

■幸田　　文　「闘」，「台所のおと」：結核療養所での闘病を描く。後者は再婚同士で

小さな料理屋を営む夫婦。夫が胃の重い病気にかかる。

■近藤啓太郎　「微笑」：小説家の妻が卵巣癌で余命数ケ月と診断される

・阪田　寛夫　「土の器」：嘩臓癌の母の闘病。【文学】

・耕　　治人　「そうかもしれない」：妻は痴呆で施設に入所し，著者も□内のがんで入

院する。

■岩橋　邦枝　「伴侶」：章丸癌の夫の闘病。

・渡辺　淳一　「冬の花火」：乳がんを発病してからの中条ふみ子の作歌活動,恋,闘病を

描く。

■中島　みち　「がん病棟の隣人」：乳がんの女性とその友人。

■南木　佳士　「山中静夫氏の尊厳死」，「ダイヤモンドダスト」，「家族」，「さとうき

び畑」：医師として治療にあたる肺がん患者とその死。自らの僻病と脳卒中の父親。

　　【小説】

１日野　啓三「断崖の年」「火星の青い花」:作者自らの腎臓の腫瘍手術，入院を描く。

■三木　　卓　「震える舌」：破傷風にかかった娘の看病で追いつめられる両親。

・伊集院　静　「乳房」：がんで入院した妻とその夫の情愛

■石和　　鷹　「地獄は一定すみかぞかし　小説焼鳥敏」，「クルー」，「茶湯寺で見た

夢」：妻を結腸癌で亡くした「私」は,下咽喉癌を患う。

■三島　英子　「雪形」：乳房切除をうけた妻と夫

・柳　　美里　「命」「魂」「生」：著者の師であり恋人でもあった男性のがん闘病と死

2.詩歌

一詩集－

■高見

一歌集－

順　「死の淵より」：食道がんの手術前後の詩

■斎藤　　史

■中条ふみ子

■吉野　秀雄

■松村　英一

「ひたくれなゐ」：目が見えない老いた母と脳溢血で入院した夫を看病

「乳房喪失」，「花の原型」：乳がんの闘病を歌に詠む

「寒蝉集」：妻が胃を病んで４人の子供を残し亡くなる

「やますげ」：子供の病気や死,病院での妻の看病，亡き父への想い
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一句集－

■祈笠　美秋「君なら蝶に」：筋萎縮性側索硬化症の病床で妻の介護に支えられながら

俳句を詠む。

・江國　　滋　「痛め」：食道癌で手術，入院治療。【小説】

■石田　波郷　目昔命」：結核のため療養所に入所

■正岡　子規　「病臥漫録」：病床日記に俳句,短歌が記される

　本稿は，第10回医学図書館研究会（日本歯科大学,2003年11月19～20日）において発

表した内容に加筆，起稿したものである。
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団体会員

　　　高知医療センター(高知市)

編集後記

　会報12巻２号をお届けいたします。

　今号は、夏季役員会の報告（議事要録）と、平成17年度講演会の企画をご報告させて

いただきました。平成17年度の講演会は、細部にわたってのご報告にはなりませんが、

準備状況ということになります。従って、一部変更があるかも知れません。

　本号には中馬さん、西崎さん、中馬さん、山口さん、他誌からの転載記事として山崎

さんの原稿を掲載しました。

　会報に関するご意見や原稿をご投稿いただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責：奈良岡）
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全国患者図書サービス連絡会会報投稿規定

１．本会会員（購読会員も含む）は誰でも投稿できます。

２．本会報は、患者図書サービスをめぐるいろいろな話題や問題、そしてこれらと関係する論文、報告、資料など

　　を掲載します。

３．投稿原稿の採否は、役員会で決定します。

４．投稿原稿の長さは問いません。

５．投稿原稿の執筆・提出要領は次の通りです。

①用紙は問いませんがワープロを用い、また手書きの場合は楷書で編集者が読みやすい文字で書いて下さい。

②ワープロで作成した場合は、原稿に添えてそのデータのフロッピーディスクを一緒に提出して下さい。その際、

　フロッピーディスクには作成した機種とソフト名を澗記して下さい。（編集の効率化にご協力下さい｡）

　事務局へのメール添付での送付でもかまいません、

③表紙頁には表題、著者名、所属を明記し、更に、主執筆者の所属、郵便番号と住所、電話番号、FAX番号を明記

　して下さい。

④外国人名は分かるものについては原語を付け、適当な日本語訳のない言葉も原語を用いて下さい。

⑤原稿に付随する図や、表、写真は図１、表１、写真１などの番号を付け、本文とは別に添付し、本文原稿の欄外

　にそれぞれの挿入希望位置を指定して下さい。またそれらは、スキャナを使ってパソコンに取り込んで印刷しま

　すので、なるべく鮮明なものをつけて下さい。原稿も含め、投稿されたものは原則的にお返ししませんので、貴

　重な写真などはなるべくコピーをとって下さい。どうしても返却を希望されるときは、その旨お伝え下さい。

⑥参考文献記載の様式

ｉ）記載順序は出処順とし、1）、2）、3）の書式に従って下さい。

ii）雑誌の場合は著者名、標題、雑誌名、巻、頁、発行年（西暦）を記載。

iii）単行本の場合は、著者名、標題、巻数、版数、発行社、発行地、発行年（必要ならば引用頁を最後に）を明記。

６．原稿送付先:〒600-8876　京都市下京区西七条南中野町八番地　京都南病院図書館「全愚図連」会報編集係

　　　　　　　（挨拶などの短文を除く原稿については、原則として初稿の校正は著者にお願いします｡）
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