
●‾

ｊ

4-

ISSN 1344-2937

全国患者間ｔサービス連絡全会籤

VOL.12　N0.4

(通巻N0.43)

　APrn. 2006

　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　次

[巻頭言]

　第５回講演会を終わって　　　　　　　　　　　　　　会長　　小山　靖夫

[報　告]

　平成17年度講演会；企画趣旨と講師のご紹介　　　　　　　　　宮田　由紀

[講演内容]

　病院ボランティアと図書サービス；東京大学医学部附属病院
　にこにこボランティア｢にこにこ文庫｣

　　　　　　　　　　東大附属病院にこにこボランティア代表　　森田　晃弘

　カリヨン文庫；20年の歩み

　　　　　　　　　　　　埼玉県立小児医療センター　　篠塚邦子・東海陽子

　自治医科大学の患者さん図書サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　医学部４年

　高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス；
　高知医療センターのめざすもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知医療センター病院長

[参加記]

　講演会参加記　　　　　　愛媛大学附属図書館医学部分館

　全国患者図書サービス連絡会2005年度講演会に参加して
　　　　　　　　　　　　　　　　　東京医科大学図書館本館

　　｢全国患者図書サービス連絡会｣度講演会に参加して
　　　　　　　　神奈川県立こども医療センターボランティア

編集後記

投稿規程

岡崎有香

79

80

82

88

98

瀬戸山元一　106

土出　郁子　113

岡田　英孝　115

菊島　紘子　117

　　　120

裏表紙中



［



＜巻頭言＞
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第５回講演会を終わって

　　　　　　　　　全国患者図書サービス連絡会

　　　　　　　　　　　会長　　小　山　靖　夫

　宮田由紀さん（高知医療センター）の手際良く優しい司会で、演者の方々もリラッ

クスした気分になられたと感じました。東大「にこにこ文庫」の森田晃弘氏、埼玉県

立小児医療センター「カリヨン文庫」の篠塚邦子氏と東海陽子氏、自治医大「患者さ

ん図書サービス」の医学部４年生岡崎有香氏、夫々に個性豊かなボランティア振りを

お話し頂き、質問も時間内に収まりきれないほど活発で、参加された方々のボランテ

ィア活動への熱意がジワジワと伝わって来ました。

　瀬戸山元一先生の講演は、医療機関を取り巻く環境が社会的（患者中心）、法的（規

制改革）技術的（特に情報）に現在大きく変化しつつあり、大競争時代に入ったこと

を指摘されることから始まりました。世界的に観ても先進諸国の病院は、統合と病床

の縮減、機能特化に向かっており、その流れの中で高知市立病院（410床）と高知県

立中央病院（400床）を統合して、時代を先取りする高知医療センター（648床）を

企画されたとのことでした。目指すところは患者さんが主人公の病院であり、急性期

医療に特化して、救命救急センター、総合周産期母子医療センター、がんセンター、

循環器センター、地域医療センターとして機能させ、“すこやかな地域づくり”に貢献

することが目標と述べられました。最新のＩＴ機能が導入され、患者さんも利用でき

る“なるほどライブラリー”には医学図書、医学雑誌、一般書、絵本、漫画などを合

む11､000冊と1､500誌の電子ジャーナルを備えていること。入院患者さんはベット

サイドのモニターで自分自身の医療情報（検査所見、診断、診療予定など）を見るこ

とやインターネットの利用、食事の注文なども出来るということでした。ごのように

アメニティーにも配慮した最新設備と機能を持つセンターの中で、病院職員の代わり

ではなく、廉価な病院労働者でもなく、チーム医療の一員と位置づけられたボランテ

ィアが、生き生きと活動して、ゆとりと、安らぎと安心を提供していることが話され

ました。活力溢れる先生の大きなお身体から、このように豊富な内容のお話が、淀み

なく流れ出て、満員の聴衆はすっかり魅了されてしまいました。会場の時間の都合で

質問は途中で打ち切り、懇親会の席に持ち込まねばなりませんでしたが、半日とコン

パクトながら意義ある内容の豊富な講演会であったと自画自賛です。

お忙しい時間を割いてお話し頂いた瀬戸山先生はじめ演者の方々に心から感謝します。

また、このような講演会を企画・準備し大成功に導かれた役員の方々のご苦労に謝意

を表します。
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　　　　　平成１７年度講演会

｢患者さんへの図書サービスとボランティアの役割｣

　　　　　～企画趣旨と講師のご紹介～

　　平成17年度講演会が、２００６年１月14日（土）午後１時より、文京区シビックセンタ

ーにて「患者さんへの図書サービスとボランティアの役割」と題して開催されました。「ボラン

ティア」をキーワードに企画された講演会は、今回で２度目です。

　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医療の

一員として認知されつつあります。図書サービスにおいても、全国各地の病院でボランテ

ィアならではの温かくきめ細やかなサービスが行われています。今回の講演会では、ボラ

ンティアのあるべき姿と存在意義を、ボランティアのみならず協働する病院図書室司書や

医師・看護師など病院職員のみなさんと共に考えると同時に、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た横断的な内容を盛り込むこ

とによって、ボランティアをより多面的・立体的に捉え、ボランティアとの協働の意義と

可能性を探りたいと考え、様々なお立場でボランティアに携わっておられる方々を講師

にお招きいたしました。

　　「病院ボランティアと図書サービス」をテーマにご講演いただいたのは、東大附属病院「に

こにこボランティア」代表の森田晃弘さんです。森田さんは平成６年、当時お勤めされていた

　「三越」の社員食堂の掲示板でボランティア募集の案内を目にしたことをきっかけにボランテ

ィアを始められました。平成14年より「にこにこボランティア」代表を務め、200名を越え

るボランティアのまとめ役として活躍しておられます。また、自治医科大学看護学部ではボラ

ンティアの授業を受け持っておられます。

　　「『カリヨン文庫』20年の歩み」と題してお話いただいたのは、埼玉県立小児医療センター

　「カリヨン文庫」の篠塚邦子さんと東海陽子さんです｡20年の長きにわたって病気と闘う子供

たちと向き合い、心のこもった地道な活動を続けてこられたお二人の姿には、ボランティアの

本来あるべき姿を見る気がいたします｡20年の間に出会った様々な子供たちとのエピソードを、

写真を交えてお聞かせいただきました。

　　「自治医科大学の患者さん図書サービス」と題して活動の様子をご紹介いただいた岡崎有香

さんは､医師を目指して勉強中の自治医科大学医学部４年生です｡岡崎さんは入学後まもなく、

先輩からのお話で図書サービスの存在をお知りになったそうです。岡崎さんご自身、体調を崩

して寝ていなければならない時、本を読むことが慰めになることが多く、同じ思いの方々のお

手伝いができれば‥という思いから活動を始めたとお聞きしました。現在、ボランティアサ

ークルの１部門である「患者さん図書サービス」の学生代表を務めておられます。

　≪特別講演≫として､｢高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス～高知医療セン

ターがめざすもの～｣と題してご講演いただいたのは、昨年３月開院した｢高知医療センター｣

病院長の瀬戸山元一先生です。瀬戸山先生は、市立舞鶴市民病院の病院長に37歳で就任、そ

の後島根県立中央病院病院長を務め、病院の赤字体質の改善などに手腕を発揮、また世界初の
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　“病院統合情報システム”を構築し高い評価を受けました。 2000年より、高知県・高知市統合

病院の建設に向け、日本初の病院ＰＦＩ事業の陣頭指揮を執り、2005年病院長に就任されまし

た。瀬戸山先生は、ボランティアが生き生きと活動するためには、病院側の温かく受け入れる

姿勢が火切とのお考えから、高知医療センターにおいて「病院ボランティア連絡協議会」の委

員長を自ら務め、ボランティアと直接語り合う昼食会をたびたび開催されるなど、ボランティ

アを温かく見守り、力強く支えておられます。今回の講演会では、瀬戸山先生の医療理念や病

院のあるべき姿についてお話いただくと共に、高知医療センターでの図書サービスの実際をご

紹介いただきました。

　ボランティアの担い手は、年齢・性別・職業を問わず実にさまざまです。ある方は職業を通

じて培った知識やスキルを生かし、またある方は豊かな人生経験から得た優しさや思いやりを

持って患者さんに接し、若い方たちは瑞々しい感性とエネルギーで活動を支えています。決し

て職員の肩代わりではなく、患者さんのために自ら進んで、今の自分にできることを心を込め

て行う「ボランティア“だから”できること」が必ずあると思います。そして、小さな力が集

まれば、その可能性は無限の広がりを持っていると信じています。この講演会が、皆様の活動

における明日への勇気と、新たな可能性を探るヒントとなれば幸いです。

　今回の講演会には、雪の中遠くから駆けつけて下さった方も含め、会員41名・非会員17名

と、たくさんの方々にご参加いただき、盛会にうちに終了することができました。最後になり

ましたが、開催にあたってご協力下さった方々と、会場に足をお運びいただいた皆様に心から

お礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　企画担当：宮田由紀（高知医療センター「ハーモニーこうち」副代表）

＜講演会プログラム＞

日時：２００６年１月１４日（土）13:00～17 : 00

会場：文京区シビックセンター地下２階消費生活センター研修室

講演：

　　１．「病院ボランティアと図書サービス」

　　　　～東大附属病院にこにこボランティア・「にこにこ文庫」～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東大附属病院にこにこボランティア会長　森田　晃弘

　　２．「『カリヨン文庫』20年の歩み」

　　　　　　　　　　　　埼玉県立小児医療センター・ボランティア　篠塚邦子　東海　陽子

　　３．「自治医科大学の患者さん図書サービス」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　医学部４年　岡崎　有香

＜特別講演＞

　　４．「高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス」

　　　　　～高知医療センターのめざすもの～

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　会長　小山　靖夫
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　　　　「病院ボランティアと図書サービス」

～東京大学医学部附属病院にこにこボランティア「にこにこ文庫」～

東大附属病院にこにこボランティア代表

　　　　　　　森　田　晃　弘

１．東京大学医学部附属病院と「にこにこボランティア」

　まず始めに、東京大学医学部附属病院（以下東大病院と略す）にボランティア

が導入された経緯からおはなしをいたします。

　平成６年４月「東大病院でボランティアをしませんか」との、ポスターを社員

食堂で見て私はおどろき、信じられませんでした。今から12年前であり、現在の

様にボランティア活動が盛んでなく、まして「お堅い東大病院」と言うイメージ

がありましたからなおさらのことでした。

　ボランティアのオリエンティションに行ってわかったことですが、それまでの

東大病院は暗くて、狭くてこれが国立の病院かと思うくらいでした。同年の７月

に外来棟が新しくオープンすることになっていました。完成しますと今までより

はだいぶ広くなり、受診する場所や検査するところがわかりにくくなります。ま

た予約の患者様は再来機になりますので、操作がわからないとか、目のご不自由

な方は出来ない等患者様に負担をかけるようになります。そこで当時の病院長武

藤教授が２つの目標を設定しました。

第一に　アートイン・ホスピタル

第二に　ハートイン・ホスピタルです

　アートイン・ホスピタルは「目のいやし」

です。絵画のある病院で患者様にご覧頂き

目からいやしをしていただく趣旨です。東

大病院には各方面から寄贈された絵画（日

本画･洋絵・リトグラフ）がありますので、

この作品を各フロアーの廊下や待合室に展

示してあります。

　ハートイン・ホスピタルこれは「心のい

やし」のある病院です。患者様を暖かくお

迎えしょうという試みであったと思います。

　東大病院には毎日3000人～3500人と多

くの患者様が通院されています。この患者
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様を正確かつ迅速にご案内しなければなりません。東大病院にボランティア導入

の必要性を熱心に提言されていたのが　前にこにこボランティア代表の渡漫氏で

した。しかし、当初よりボランティア導入には積極的であったとは申せません。

当時を振り返って、加我教授（医療サービス推進委員長）が次のように語ってい

ます。

　「渡遵さんが何度も話しをされるので　武藤病院長もその熱意に動かされて、ボ

ランティア導入に取り組むよう指示をされたが東大病院側には、その雰囲気がな

く、なかなか進まなかった｡」

　聖路加国際病院に見学に行くことになり、偶然、日野原先生にお目にかかれた。

先生が言われるには「東大病院側が感謝してボランティアを受けとめることが出

来るか、出来ないかがポイント」とはっきり言われ、我々も感激してやろうと

言うことになった。

これは当時の東大病院としては、奇跡的なことなんですよ。

この気持ちは本当であったとおもいます。

この様にしてボランティアを導入しょうときめましたが、それではどの様にして

活動員を集めるかと言うことです。ここで、日本百貨店協会に依頼に行ったこと

がタイムリーであったとおもいます。当時の百貨店は平日（月曜日～金曜日）が

定休日であり、社員は接遇になれていることです。当初約500名の方が応募しま

した。この様にして多くの活動員を確保することができましたが、もう一つの課

題があります。ボランティア・コーディネーターの人選です。病院ボランティア

を運営していくためにはコーディネーターの存在と役割が非常に大切です。にこ

にこボランティアの場合は、開始当初から東大病院の元看護師長さん（定年退職

者）が勤めています。コーディネーターは病院とボランティアの間に立って折衝

をしたり両者の橋渡し的な存在でありまた個々のボランティアや病院の希望に耳

を傾けながら、活動目的にそぐわないことや、総意に反するものに対しては、は

っきりノーと言わなければならない時もあり、高い能力と経験が必要であり、あ

る意味では病院ボランティアが成功するか否かのキーマンです。

　私が見学したある国立大学病院では、コーディネーターを公募したところ、病

院側とボランティア側の板ばさみになり１年でやめてしまわれたケースもありま

す。その点当ボランティアはめぐまれています。コーディネーターは元看護師長

さんで、病院のことは良くわかっていますので折衝がスムースに進むなど大きな

メリットになっています。ボランティアは週に１回程度の活動ですが、コーディ

ネーターは常勤です。そして活動員の管理･活動につく前のミーティング･新人の

指導･日常の雑務などもこなさなければいけません。

　東大病院には医師･技師･看護師･事務職員等多数の職員が働いていますが、各人

とも自分の仕事をもっているので、なかなか細かいところまで手が廻りません。
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そのすき間をうめるのがボランティアです。　しかし私たちは病院の下請けではな

く、パートナーとして活動しています。

　現在の登録者は約220名でその内約80名（37％）が百貨店関係者です｡その他、

会社員･自営業（15％）、学生（14％）、一般｛（主婦34％）｝となっています。

　性別では、男性が23％で女性が77％です。

　年代別に見ると、10・20・代が22％、30・40・代が13％、50代が24％、60

代が32％、70・80・代が9％という割合になります。

２．病院ボランティアの活動内容

　１）病院内の案内と簡単な介助

　　　車椅子移動･目の不自由な方の誘導

　２）後方部門での手伝い

　　　衛生材料作り･手紙の宛名書き

　３）図書サービス

　　　図書室･図書コーナー・ワゴンサービス

　４）小児科病棟での遊び相手

　５）病院主催　催物の手伝い

　　　七タコンサート・クリスマスコンサート

　６）緩和ケア病棟での手伝い

　この他にもあると思いますが、病院のボランティア活動は多岐・多様に亘って

います。

病院のボランティアは何か特別な資格を持っていないと活動出来ないと思ってい

ましたが　やる気さえあれば資格がなくても（あっても良いが）出来ることがわ

かりました。

３．にこにこボランティアの現況

　私たちボランティアは東大病院内で次の場所で活動しております

　①外来棟での活動

　②入院病棟での活動

　③図書室での活動

となります。細かく申しますと

　１）外来棟での活動

　　　①病院内の案内

　　　②受診に関わる代筆及び記載のお手伝い

　　　③予約・精算・会計の案内
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　　　④自動再来受付機操作方法の説明

　　　⑤呼び出しカード回収及び再来機への補充

　　　⑥目の不自由な方の介助

　　　⑦車椅子介助

　　　⑧院外処方隻ＦＡＸの使用案内

になり、活動開始以来特に変わりません。

　２）入院病棟での活動

　　　①「こだま院内学級」生徒の教室と病室の送迎（Ｈ８．４．６．開始）

　　　②小児病棟での　お子様の遊び相手（Ｈ １５．４．１．開始）

　　　③入院患者様の散歩・買物の同行（H 16. 11.1.開始）

　　　④入院患者様のリハビリ室への送迎（H 17. 11.1.開始）

　　　⑤病院行事の　七タコンサート・クリスマスコンサートの手伝い

　活動開始時は、患者様のお荷物をもち入院病棟へご案内をしていたくらいでし

たが、日が経つにつれ、病院の要請により活動範囲が拡大されてきました

　３）図書室での活動（にこにこ文庫）

　　　にこにこ文庫は、東大病院にボランティアが導入され、その活動も軌道に

　　のってきました。平成８年10月に開設されました。他の病院図書サービスを

　　見学いたしますと　ボランティアより病院へ申し入れて開設しているところ

　　が多いようですが、当文庫は病院からの要請により開設されました。入院患

　　者様の「くつろげる場」「憩いの場」を目的として開設いたしました。

　　　利用された患者様からは次のような感想をいただいております

　　　「病院は患者にとってあれやこれや制限ばかり受けるけど、図書室は何の制

　　限も受けない」

　　「図書室が開くのが楽しみ、ボランティアさんの明るい話や笑顔で気持ちが

　　あかるくなった」

　　　入院患者様のお役に立っていることと、息抜きの場所になっていると思い

　　ます。開設にあたりましては､東京大学図書館の高野先生にご指導いただき、

　　外来で活動していました活動員より希望者を募集いたしました。

　　　図書室は病院より提供された部屋を少し改装し、図書は病院職員・ボラン

　　ティア活動員に呼びかけ、新しく購入したものは殆どなく開室する運びとな

　　りました。その後入院患者様より、読み終わった図書や退院された患者様が

　　わざわざお届けしてくれたりしています。お陰で図書室の本棚に入りきれな

　　い図書はワゴンに乗せて廊下に出したり、倉庫を頂きそちらで保管していま

　　す。

　　　今後の課題としては、週三日の開室日を五日に（月曜日～金曜日）にした

　　いことです。それには図書活動員を増やさなくてはいけませんので、２月１日
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　　に研修会を予定しています

にこにこ文庫の活動員になるには、年一回ボランティア活動員の募集に応募して

いただきます。そして、説明会に出席し面接を受けてから活動員になります。そ

の後、月２回以上、３ヶ月で６回以上活動すると、東大病院より正式活動員として

認証されます。それから図書ボランティアを希望する方に図

　　　書研修をしてから正規の図書ボランティアとなります。このように図書ボ

　　ランテアになるには時間がかかるので、人員が少ない（20名）のではないか

　　と思います。しかし病院内で活動するので、外来棟でいろいろ体験し院内の

　　ことを良く理解してもらいたいと思います。

４．にこにこ文庫について

プレルーム／り　ｚ

・入院棟内に小児患者

　さん用の施設があり

　ます。

・室内には､おもちゃな

　どが置かれています。

にこにこ文庫
　　　　について

・旧中央診療棟内に

　ある院内文庫です。

・蔵書は28,000

・ジャンルは主に

　　漫画や小説など‥･。

５．患者学習センターについて

　　すこやかラウンジ「患者学習センター」は、入院病棟が完成した平成13年９

月に最上階（15階）にオープンしました。 15階には学習センターの他に、レスト

ラン精養軒があり病床はありません。

患　゛゛｀センーについて

・患者学習センターは

　患者さん自身で､病気

　のことについて学べる

　施設です。

･医学書や専門書を

　閲覧することが

　出来ます。
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にこにこ文庫 患者学習センター

場所 旧中央診療棟　２階 入院病棟　15階

広さ 40平方メートル 85平方メートル

開室日 月曜日・水曜日・金曜日 月曜日～金曜日（祭日は休み）

時間 10時～14時30分 10時～16時

　(12時～13時は休み)

利用者数 一日　50人～100人 一日　平均20人

図書扱い数 一日500冊～900冊

　(貸出　返却合計)

蔵書 約28000冊 約5000冊

利用者 入院患者様・病院職員

ボランティア

入院患者様・外来患者様

貸出冊数 制限なし 貸出はしていませんむ

貸出期間 特になし

図書内容 一般図書

　(小説・漫画・絵本など)

医学専門書・医学に関する図書

運営 にこにこボランティア 束大病院　医療支援課

その他 毎月一回　折り紙教室

　　　　　　　　開催

　(講師　淡路安孝先生)

医学に関するビデオテープ

　　　　　　　　　約100本

インターネットの使用可

　(有料　テレビカードにて)
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カリヨン文庫　20年の歩み

埼玉県立小児医療センター

　　　篠塚邦子・東海陽子

　埼玉県立小児医療センターにおける「カリヨン文庫」の活動（入院愚見への本

の貸出・おはなし会）も20年を迎えました。月１回、１Ａ・ １Ｂの２病棟のおは

なし会、１入から始まった活動は現在月６回、６病棟、24名のボランティアによ

って運営され、大きく発展いたしました。始めたきっかけはほんのささやかな動

機でした。病院図書室に司書としてやってきた私は、自宅で文庫をやっており、

元気な子ども達と同じように、入院している愚見へも本を届けたいと思ったこと

でした。この20年を年代順でまとめたのが下記のとおりです。この表を順次おい

ながらお話致します。

［表1］カリヨン文庫　20年の歩み

1983. ４ 埼玉県立小児医療センター開院
５ 司書1名､配置

1986. ２ IA･IBおはなし会スタート(月１回)
10 アルバイト1名、配置

１２ 3Aおはなし会スタート(週1回)

1987. １２ 2C･IA･I B･3A 貸出開始カリヨン文庫と命名

1989. 12 3Cおはなし会スタート
1991. 12 司書､退職
1992. ５ カリヨンクラブ(入院患児の兄弟､院内保育)スタート

1993. ７ アルバイト､退職

1994. 10 カリヨン文庫､図書室から看護部への管轄になる

1995. ２ 10周年記念講演会、「ネパール報告」講師:山口先生

1996. 11 しらこばと賞受賞

1997. ２ 3Aおはなし会､500回達成
1998. ４ 発達促進センター完成

図書室よりボランティア室へ移動(共有使用)
2000. １１ 15周年おはなし会(各病棟にて)
2002. ３ 日本児童家庭文化協会北川奨励賞受賞20万
2003. ４ 火曜日コースを木曜日へ｡活動日はすべて木曜日に

９ 小児医療センター開設20周年記念式典にて感謝状をいただく

医局より寄付10万
Duコープより寄付10万
蔵書をコンピュータ入力開始

１２ 入力終了
2004. １ 2B貸出スタート

2，3 曝書蔵書目録､完成
10 20周年記念おはなし会

2005. ２ 20周年記念誌発行

４ 火曜日コースを金曜日へ(ボランティアの都合)
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埼玉県立小児医療センター御案内

病院部門

　　・診療内容・

　　　　　内科(未熟児新生児､代謝･内分泌､腎臓､感染･免疫､血液･腫瘍､遺伝)

　　　　　精神科､神経科､循環器科､アレルギー科､外科､整形外科､形成外科、

　　　　　脳神経外科､心臓血管外科､皮膚科､泌尿器科､眼科､耳鼻いんこう科、

　　　　　放射線科､リハビリテーション科､麻酔科､歯科

●病　棟■

　　　ＩＡ幼児学童第一病棟………… ………４３床

ＩＢ幼児学童第二病棟………………………………………　43床

ＩＣ救急病室………………………

2C外科第二病棟……

3A内科第一病棟･…

3C内科第二病棟･…

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 　6床

30床

33床

37床

33床

35床

2A循環器病棟…………………………………………………

2B外科第一病棟…………………………………
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

３Ｄ未熟児新生児病棟………………………………………　40床

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　300床

1983年

４月開院「埼玉県立小児医療センター御案内」上記をご覧ください。

1983.5　司書配置からおはなし会スタートまで２年の９ヶ月のブランクがありま

すが、文庫をやりたいと事務局へもっていったところ、「本来の仕事をすべきだ」

と拒否されました。文庫そのものも理解もされていなかったし、オープン仕立て

で専門図書室の仕事が山積みされていたのも事実です。

　とりあえず図書室の仕事に専念しましたが、文庫もあきらめませんでした。何

とか一段落しましたので、今度は看康郎へ話を持ち込みました。看護部は治療に

追われ、子ども達へ心のケアをしたいがなかなか時間がとれないとのジレンマが

あり、おはなし会の提案をすんなりと受入れて下さり、気負っていった私の方が

拍子抜けする程でした。

1986.2

　月１回でしたが、おはなし会がスタートしました。当時仕事の合間をぬって病

棟にでかけましたが、子ども遠の反応が良く、手ごたえを感じました。又、幸運

にもアルバイト１名の配置が決まり、当時自宅の文庫を手伝って下さった東海さ

んにお願いすることができました。仕事と文庫のパートナーを同時に確保するこ



とができたのです。おはなし会の評判を聞き、３Ａの婦長さんからぜひ入ってほ

しいと依頼を受けた時は「やったー！」と叫んだものです。 ３Ａは重症児で病棟

から出られない事情もあり、週１回のサービスを届ける事に決まりましたが、私

達２人ではとても賄いきれません。 1987年、文庫仲間２入にボランティアをお願

いして活動を拡げました。その後ボランティアは順次増えていきます。地道なお

はなし会を１年間続けた結果、子ども達から読み聞かせに使った絵本を借りたい

という要求が増え、貸出に向けて準備が進められました。資金がありませんでし

たので、岩槻市立図書館から団体貸出を受け、県立図書館が破棄した本を私達が

ひろったということで蔵書にしました。予算が余ったというので、児童書を購入

できた年もありました。本の準備はとても時間内ではできませんでしたので、束

海さんと２人土・日を返上してがんばった時期もありました。

〔写真1〕IAおはなし会

〔写真2〕3Aおはなし会
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　1987.12貸出開始

　ここで初めてカリヨン文庫と命名しました。センターの入口にある鐘（カリヨ

ン）からいただいたもので、センターのシンボルマークともなっているので、こ

の命名は良かったと今では自負しています。

〔写真3〕病室への貸出

　さて、カリヨンは着実に発展していきましたが、'91司書は退職致しました。非

常勤職員として８年半勤めましたが、正職員にはなれず、考える事もあって決断

しました。ただし、やっと軌達にのってきたカリヨンにはボランティアとして続

ける気持ちは変わりませんでした。その後、東海さんが中心となってひっぱって

下さいましたが、'93諸々の事情で退職しました。これは院内に核となる方がいな

くなったという事で、後に大きな事件となる事態を招くのです。

　それが1994.10　管轄の突然の移動です｡私達は後任の司書の方に図書館の仕事

とカリヨンは大きな２つの柱として考えてほしいと期待していました。ボランテ

ィアも増え、人的な負担はそれ程かかるとは思いませんでしたし、院内・院外の

パイプ役として勤めて下されば充分と思っていました。ところが図書室以外の仕

事は無理だと訴え、間にたった看護部がカリヨンを引受けたというのが真相の様

です。これは後になってわかった事で何の相談も受けず、ただ宣告されたボラン

ティアにとって相当なショックでした。 10年にもおよぶ活動が何だったのか、信

頼関係を築いていたと思っていたので、私も真剣にやめる事を考えました。何度

か話合いがもたれ出た結論は次のとおりです｡一今回の事で私達はかなり傷つい

たが、子ども達はカリヨンを待っていてくれ、貸出もおはなし会も楽しみにして

くれる状況は変わったわけではない。本来の活動の原点をみつめ、子ども遠のた

めにサービスを続けよう。
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〔写真4〕おはなし会（小さい子達へ指遊び・わらべ唄）

〔写真5〕　しらこばと賞受賞パーティー

　その後も淡々と活動は続きましたが、私は仲間遠の冷静な判断にいまでも感謝

しています。あの時やめていれば、今日の20年もなかった訳です。私はつくづく

神奈川県立子ども医療センターの山口さんの様に院内にコーディネーターが存在

しないという現実に直面しました。

　悪いことばかりでなく県内のめざましい活動に贈られる「しらこばと賞」受賞、

1996.11の事です。病院長が祝う会を催して下さったり、カリヨンの活動が浸達し

ていった証しでもありました。

1998.4発達促進センターが完成

　管轄は看護になったとはいえ、図書室へ間借りしている状況は変わらず、肩身

の狭かった図書室を離れ、共有使用とはいえ独立した部屋を与えられた時はホッ
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としました。当時の担当の看護副部長が院内にかけあって下さったおかげです。

　大急ぎで20年を振り返りましたが、実際の活動を数字でお見せします。

　1994年延930名・3､311冊が最高を記録していますが、平均延600名・2､000

冊以上の貸出は決して少ない数字とはいえないでしょう。

［表2］カリヨン文庫　活動日程表

　　　　　　　　　　　　　　　　2005年9月1日現在

毎週木曜日コース 第1･3金曜日コース

病棟 活動時間 活動時間

３Ｃ おはなし会 １０：３０～１１：○○

３Ａ 貸出とおなはし会 １１：○○～１２：○○

２Ｃ おはなし会 １３：１５～１４：○○ 貸出しのみ １４：○○～１４：４５

２Ｂ //
１４：○○～１４：４５ // １４：４５～１５：１５

ＩＡ 貸出とおなはし会 １５：１５～１６：○○

ＩＢ // １６：○○～１６：４５

※第3･5木曜日ぱおはなし会”のみ
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[表3] カリヨン文庫　年度別利用状況（本の貸し出し）

欧
ＩＡ ＩＢ ２Ｃ ３Ａ 一般 合計 備考

人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 人数 冊数 87.12～88.3

1987
41 98 62 120 49 118 87 179 - - 239 515

1988
１１５ 422 １１９ 448 138 537 249 806 621 2,213

1989
158 570 133 515 135 545 205 736 １９ 54 650 2,420

1990
161 547 126 507 126 455 211 777 61 179 685 2,465

1991
167 622 209 747 163 627 204 724 39 111 782 2,831

ビデオ105本

紙芝居35冊

1992
201 826 204 758 156 622 171 528 56 134 788 2,868

ビ18人28本

紙30人156冊

1993
173 692 244 933 166 644 177 493 38 132 798 2,894

1994
251 954 247 891 250 977 148 437 24 52 930 3,311

1995
183 727 166 681 172 644 144 471 33 75 698 2,598

1996
139 498 130 489 139 550 163 622 43 123 614 2,282

1997
155 605 123 412 145 511 150 610 70 180 643 2,318

1998
104 372 144 527 146 576 154 505 50 149 598 2.129

1999
104 390 129 439 ，114 440 147 489 42 105 536 1,863

2000
122 520 106 418 125 498 135 409 37 104 525 1,949

2001
110 437 122 432 165 597 132 523 41 113 570 2,102

2002
119 497 82 352 158 627 148 556 23 83 530 2,115

2003
108 365 １１４ 478

2B 23 74

202 739 26 40 621 2,262 2B I/15～148 566

2004
88 302 １１９ 377

88 345

182 617 632 2,201155 560
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［表4］おはなし会参加人数

≧鴛 ＩＡ ＩＢ ２Ａ ２Ｂ ２Ｃ ３Ａ ３Ｃ 合計

1991

149 219 266 230 864

1992
(23)

129

(34)

152 350 208

(57)

839

1993
(13)

104

(32)

194

(79)

　99 286 235

(124)

　918

1994
(34)

166

(41)

186

(80)

103 348 259

(155)

1,062

1995
(15)

112

(52)

114

(52)

　68 166 362 322 324

(119)

1,468

1996
(16)

104

(29)

119

(78)

　94

(26)

228 379

(8)

395 271

(157)

1,590

1997
(19)

　96

(25)

103

(48)

　72

(94)

220

(1)

371

(10)

320

(9)

285

(206)

1,467

1998
(4)

30

(23)

　95

(11)

　12

(120)

　201

(30)

350

(19)

272

(17)

279

(224)

1,239

1999
(7)

32

(18)

　52 -

(163)

　230

(31)

297

(30)

326

(54)

299

(303)

1,236

2000
(26)

　73

(31)

　83 -

(161)

　227

(65)

354

(93)

285

(46)

235

(422)

1,257

2001
(28)

　62

(30)

　62 １

(207)

　239

(120)

　332

(87)

242

(78)

250

(550)

1,188

2002
(21)

　69

(11)

　22 -

(209)

　230

(222)

　333

(76)

228

(103)

　176

(642)

1,058

2003
(31)

　58

(13)

　27 -

(202)

　264

(230)

　381

(165)

　409

(97)

163

(738)

1,302

2004
(18)

　33

(11)

　20

(208)

　229

(215)

　294

(193)

　299

(138)

　186

(783)

1,061

※（　）は大人（看児の家族・看護師等）の参加者

ボランティア

　長く続けるには何よりも人が大切です。人さえ確保できれば、熱意と知恵でほ

とんどの問題は乗り越えられると思います。幸いなことにカリヨンはボランティ

アに恵まれました。当初は文庫の関係者に声をかけましたが、責任感のある方・

長く来て下さる方が第一条件です。次に病院にかかわった人が参加してくれまし

た。里見の保護者・看護師さんの家族・ソーシャルワーカー・言語療法士等々で

す。予想外だったのは、カリヨンを楽しみにしていた愚見が退院し、高校生にな

った彼女がカリヨンクラブ（入院愚兄の兄弟を保育する）を手伝ってくれたこと
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です。感激の再会をはたしました。

　最近２・３年になって杜協や地域紙に募集をかけるようになりました。その結

果若い方が入り、公共図書館司書・県庁職員さんも仲間入りしました。

　始めての方には基本の基でさわやかマナーをお渡ししています。

[表5]

　　　　　　カリヨン文庫
ボーヽ－　　　　　　　　　ヽマ　ー

1.約束した来院日時は､必ず守りましょう。

　　やむを得ない場合は､事前に担当者に連絡しましょう。

2.活動時は､エプロンを着用し､清潔で動きやすい服装に心掛けましょう。

　　(1ﾑは入口で病棟用のサンダルにはきかえましょう。)

　　病棟に入ったら､ナースステーションに｢カリヨン文庫です｣と声を掛けましょう。

3'(IA･IBはナースステーションで｢カリヨン文庫の貸し出しとおはなし会があります｣と放送して

　　もらいましょう｡)

4.貸し出し日には､ナースステーションに返却されている本を受け取りましょう。

5.次回の来院日時を確認しましょう。

6.原則として病棟を回るのは２～３名まで｡見学は1名までとし､その際は必ず連絡しましょう。

1者さんに対しては､すべて平等に接し､患者さんの名前や病状などの秘密を､他人に漏

さないようにしましょう。

資金

　せいぜい使えるお金は年間２～３万です。すべて寄付です。カリヨンは時とし

て院外から評価を受ける事が多く、2002年・2003年と続けて寄付を贈られまし

た。新しい本の購入は子ども達も喜び、貸出も増えますので、ボランティアにと

っても思わぬ「ごほうび」として、又新たな気持ちを引立ててくれるのです。

　院内にはボーナス時に募金箱を３ケ所設置します｡箱にはズバリーカリヨン文

庫に愛の現金をｰと書いてあります。

20周年

　大きな節目というので３つの企画をたてました。

　　①記念おはなし会

　　②蔵書目録作成

　　③記念誌の作成

　①は各病棟でやっているおはなし会を、一ケ所に集めてパネルシアター・おは

96



全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.12 N0.4 2006

なし・人形劇等のプログラムを組んで2004.10.15開かれました。大人も含めて40

名近い参加があり、楽しい時間を共有しました。

　②はいままで図書カードで蔵書を管理していましたが、コンピューターが得意

なボランティアの方が入力してくれる事になりました。 2003.9～12　入力終了、

2004.2～3　その台帳を元に始めての曝書。破棄・再購入・不明本の整理を経て、

蔵書目録が完成しました。（蔵書2､029冊）

　③歴史をたどるだけの記念誌ではつまらない、カリヨン独白の記念誌ができな

いだろうかと試行錯誤をしている中、理恵ちゃんとかかわった記録ノートを小冊

子にしてはどうかという案が浮上しました。ノートを読んでみると理恵ちゃんと

ボランティアの息遣いが伝わってくる様で、これは冊子にする価値があるとの結

論に達しました。それにはまずご家族の了承がなくては始まりません。特に理恵

ちゃんと深くかかわった６名のボランティアがチームを組み、発行に向けて行動

を開始しました。何度もの話合い・ご家族との交渉・ゲラ刷り・本の一覧表作り

等々、大変な努力と時間をさいて進めていきました。費用をうかすために印刷ま

でやり、さすがに製本はプロにおまかせして、2005.2.15発行にこぎつけました。

ご家族の意向もあって、あまり公にしてほしくないとのご希望で200部作成し、

院内やカリヨンに関係して下さった方々にお配りしました。身内でほめるのも何

ですが、とても良くできた小冊子だと思います。理恵ちゃんという魅力ある女の

子に本をとおしてかかわれた事、本をとおして喜びを共有できた事、改めて本の

もつ力を確認できた事…ご家族にとっても私達にとっても宝物になりました。今

回事務局に５部寄贈致しました。お手にとって読んでいただけたら幸いです。

これから

　20年もたつとボランティアも高齢化し、三段のブックトラックが重くきつくな

ってまいりました。少しずつ若い方に引継ぎたいと考える様になりました。そし

て核となる方の育成は最も大きな課題となるでしょう。ありかたい事に昨年から

30代のボランティア２名が入ってくれました。この２人を逃がすものかといい合

っています。先のことはどうなるか、深刻に考えても仕方がない、これまでのよ

うに明るく元気に「こんにちは、カリヨン文庫です」と続けていきたいものです。
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自治医科大学の患者さん図書サービス

自治医科大学

　　岡　崎

　本日はこのような会に参加させていただき、まことにありがとうございます。

現在私は自治医科大学の４年生で、昨年度より自治医科大学のボランティアサー

クルの中の部門の一つである「患者さん図書サービス」の学生代表をさせて頂い

ております。本日はこの「患者さん図書サービス」について、どのようにして行

われるようになったかという経緯や現状、今後の課題などを、実際活動しながら

感じることなども織り交ぜながらお話させていただきたいと思います。

「患者さん図書サービス」発足にいたるまで

　まず、この活動がどのようにしてできあがったかということですが、これはも

うちょうど20年前のことになります。その当時自治医科大学の図書館員でいらっ

しゃった奈良岡さんが、自治医大に入院している患者さんが大学の図書館を利用

したいという際に、「ここには皆さんが利用できる図書はありません」と断ること

に疑問をお感じになったのが始まりと伺っております。現在でも自治医大の図書

館には、医学書以外の図書はほとんどありません。医学舎を患者さんが見ること

は治療の妨げになることもあり得るため、患者さんが自分の病気に問する知識を

図書館に求めた場合、断ざるを得ないようで

す。しかし奈良岡さんは、「図書館はあらゆる

希望者の要求に応じるべき」というお気持ち

で、さまざまな問題を乗り越えてこの活動を

立ち上げられました。さまざまな問題といい

ますのは、第一に、病棟の看護業務の邪魔に

はならないかということでした。はじめ奈良

岡さんは、病棟内を巡回して図書をサービス

する形式と、患者さん用の図書室の両方を始

めたいとお考えだったそうですが、このよう

な懸念が生じたため、病室まで本を届けると

いうかたちをとることはせず、面会や食事を

するデイルームに本棚を置いて図書を置くと

いうかたちをとることになりました。第二に、
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感染への懸念があげられました。つまり、本を介して患者さんの病気が他の患者

さんにうつるのではないかという心配ですが、これは院内感染防止委員会から「書

籍を媒体としての感染は、理論的には可能であっても実際にはほとんどないとい

ってよい」との見解をもらい解決しました。第三に、経費の問題がありました。

病院からの予算も出なかったため、図書はすべて奈良岡さん自身や奈良岡さんの

友人による寄付によるもので活動をはじめることとなりました。また各病棟に設

置する本棚も購入する予算がないため、大学の工作室で作ってくれることになっ

たそうです。そのほかにも、病院側にはボランティアの導入などは初めてのこと

だったため受け入れる準備がなく、かなりの混乱が見られたそうです。また病棟

内に外部者を入れることにも抵抗があり、政治、宗教団体がボランティアの名で

申し込みがあった場合を危惧する方々もいらして、活動を始めるまでには４年の

歳月がかかったとのことでした。このようにして、ひとつひとつ問題を解決して、

いよいよ活動が開始されました。はじめのうちは奈良岡御夫妻を含む４人のボラ

ンティアにより活動が行われていました。　しかし転勤などの諸事情により、その

後は御夫妻のみによる活動が続きました。

学生が活動することになった経緯

　現在は学生が主体となってこの活動をやらせていただいていますが、学生が行

うことになったのは４年前のことです。図書館へよく通っていた私の先輩に当た

る学生に声がかけられたのがきっかけとなり、学生が活動に参加することとなり

ました。自治医大には医学部生、看護学部生の有志の集まりであるボランティア

サークルがあり、いくつもの団体にわかれて活動しています。その団体のひとつ

として「患者さん図書サービス」が新設され、学生が主体となって活動すること

となったのです。

活動の実際

　では、どのような活動を実際しているかをみていきたいと思います。

①ボランティアサークルとは

　自治医大には先ほどお話しましたとおり、サークル活動の中のひとつとしてボ

ランティアサークルというものがあります。このサークルには医学部生と看護学

部生を合わせまして100名以上の学生が登録しています。そして、現在６つの団

体に分かれて活動をしています。　６つといいますのは、「おもちゃの図書館（障害

を持つお子さんと遊ぶボランティア）」「メンタルフレンド（不登校児童と遊ぶボ

ランティア）」「独居老人訪問・給食ボランティア」「車椅子バスケットボールチー

ム支援」「筋ジストロフィー旅行ボランティア」、そして「患者さん図書サービス」

です。このような各団体が集まったボランティアサークルにはメーリングリスト
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があり、それぞれの団体がどのような活動をしているのかという情報や、また、「こ

ちらの活動にも参加してみませんか？」という内容をボランティアサークルのメ

ンバー全員にお知らせできるようになっています。「患者さん図書サービス」でも、

活動する日時や集合場所をこのメーリングリストを使ってメンバーにメールで流

し、一緒に活動してくれる人に呼びかけています。メーリングリストで活動日を

知り、その日に都合の合う人が参加するというかたちをとっていますので、毎回

二～三人で活動しています。この二～三人の活動するメンバーは毎回同じという

わけではなく、ときには、ボランティアサークルに登録している人のなかでメー

ルをみて興味をもったということで、初めて参加してくれる方も見られます。そ

のため、新しい友達ができたり、看護学部の方ともお話しする機会ができたりし

て、新鮮な気持ちで活動させていただいています。

②集合し、ブックトラックに図書を積む

　活動は二週間に一度の割合で、主に水曜日の放課後に行っています。図書館に

集合し、書庫にある本をブックトラックに積んでいきます。書庫の本には、伝記

物からエッセー、童話やまんが、簡単な学術書にいたるまで多岐にわたり、ざっ

と15000冊ほどあります。本はおおざっぱに、絵本や漫画、子供向けの大きな字

のものなどの子供も読める本と、その他の本に分けて書庫に置いてあります。そ

の中から、子供向けの本とその他の本が半々になるようにしてブックトラックに

積みます。また奈良岡さんが活動をはじめられたときから考慮されていたことで

すが､提供する本として不適切と思われるもの、たとえば汚れてしまっている本、

人の死を軽んじるもの、性描写の激しいもの、宗教とくに新興宗教もの、などは

用いないようこのときにより分けます。　しかし、書庫にあるすべての本の内容を

全部知っているわけではないので、題名で判断するしかないときも多く厳密に本

を選ぶことはできてはいません。一台のブックトラックにはおよそ400冊積むこ

とができるので、最大限に積んだブックトラックを二台用意します。

③病棟の本棚の入れ替え

　本をたくさん積んだブックトラックを病棟まで運んでいきます。図書館から病

院までは渡り廊下があるので、そこを通って病院まで行きます。自治医大付属病

院は８階まであり、それぞれの階に病棟があります。また病院の敷地が広くなっ

て新館もでき、わたしたちはそのうち、眼科、産科、精神科、小児科、小児外科

以外の17病棟にサービスを行っています。しかし、一度の活動ですべての病棟を

まわることはとてもできません。患者さんが夕食の時間になってしまうとお邪魔

になってしまうため、活動時間は約１時間半と限られているからです。そのため、

活動日ごとに本館をまわる日と、新館をまわる日に分け、それを交互に行ってお
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ります。

　自治医大の病棟にはデイルームと呼ばれる入院患者さん共用のスペースがあり

ます。そこでは患者さんが、食事をしたり面会をしたりテレビをみることができ

るようになっていて、ある程度広く、開放的な空間となっています。そのデイル

ームに本棚は設置されており、患者さんが自由に使えるようになっています。各

病棟のデイルームにある本棚の本を入れ替えるというのが私たちの役目です。本

棚には400冊程度入り、一度にその本棚の４分の１ほどを入れ替えるようにして

います。そして、あとで述べますが連絡ノートというものに、「今日は本棚の上の

棚の本を替えました｡」などと書き、読んでいる方にお知らせしています。またこ

れは次回、私たちが同じ棚の本を替えることのないように、記録しておくためで

もあります。

　どのような本を本棚に置くかという基準ですが、これは、どのような本が動い

た形跡があるかで判断しています。といっても、どの本をどう並べたという記録

はとっていませんので、散らかって置かれている本が人気だと判断しています。

ある病棟で漫画がよく出し入れされた形跡があれば、入れ替えるときも漫画を増

やしてみます。また、自分が入院していたらどのような本を読みたいか、どのよ

うな本は読みたくないかなどを想像しつつ本を選んでおります。たいてい、いつ

見ても文庫本は整然と並んでおり、字も小さいためか、あまり人気ではないのか

なという感じを受けます。

　また本棚からブックトラックに移した本は、次の病棟の本棚には入れないよう

にしています。これは、患者さんによってはご自分が入院している病棟の本では

飽き足らず、歩いて他の病棟まで行き、違う病棟の本棚も利用してくださってい

る方もいらっしゃるからです。ですから、本棚にあった本はできるだけ、書庫に

あった本と入れ替えるようにしています。もし本棚の本を他の病棟の本棚に入れ

ることがあっても、できるだけ連い病棟の本棚へ移すように心がけています。

　ときどき患者さんがご自分で買った雑誌などが本棚に入っていることがありま

す。これらはどんどん増えてしまっても困りますので、明らかに古い雑誌は処分

させていただいております。一方、本を置いていってくださる方もいらっしゃり、

そのような本は寄付してくださったものとみなし、使わせていただいております。

④連絡ノート

　各病棟の本棚には、連絡ノートというものを設置しています。このノートは、

なかなか患者さんと接する機会がない私たちが、どうにかして患者さんとコミュ

ニケーションを回りたいという思いで設けられたものです。このノートのはじめ

のページには、次のような文章を序文として載せました。「私たちは学生ボランテ

ィアで本棚の整理、入れ替え、美化を行っています。利用者の皆さんとコミュニ
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ケーションをとりながら、活動を良くしていきたいと思いこのノートを各病棟に

置くことにしました。本に関するリクエストや私たちに対するメッセージをいた

だけると、活動を続けるエネルギーの源にもなりますのでどうぞよろしくお願い

いたします｡」というものです。そして先はども述べましたとおり、その日は本棚

のどの部分の本を入れ替えたかということも、この本に記載しています。患者さ

んからは励ましの言葉をいただいたり、本を読んだ感想を書いてくださる方もい

らして、こちらの方がノートを読むのが楽しみになっています。私たちもお返事

を書かせていただき、交換日記のような形になっております。

　少し巴者さんの書いてくださる内容を紹介してみますと、「誰が本の整理をして

いるのかと思ったら学生さんだったのですね。がんばってください｡」というもの

や、「本の続きが読みたいです。お願いします｡」というもの、おそらく小さいお

子さんだと思うのですが、絵を書いてくださる方もいらっしゃいます。また、明

日は手術ということで、その思いを書いてくださる方もいらっしゃいます。この

ようなものを読ませていただいていると、お顔は見えないけれど実際にお話を聞

かせていただいているような気がいたします。どのようなお気持ちで書いてくだ

さったのか、今はどうされているだろうかなどと思いをめぐらし、また、一緒に

活動しているメンバーと話したりしています。

⑤本の入れ替えを終えて

　その日行う分の図書の入れ替えが終わると、入れ替わった本が積まれたブック

トラックを押して図書館の書庫へ戻ります。このブックトラックにはタイヤがつ

いているとはいえ、たくさんの本が積まれるとかなりの重さになり、それを病棟

中押して廻ったあとなので、書庫に帰ってくる頃には「おわった」という達成感

のようなものが生まれます。ブックトラックの本を書庫に戻して、回収したいら

ない雑誌を束ね、その日の活動は終丁となります。

活動のあいまの出来事

　二週間おきに病棟を訪ねると、本棚の本は私たちが並べたままにはなっておら

ず、出し入れされた様子がはっきりと見られます。これは入院している方々が本

を読んでいるという証拠であり、私たちにとって毎回とても嬉しい発見です。ま

た、患者さんがご自分の本を寄贈としておいていってくださることもあります。

そしてときには、「退院する患者さんが本を寄付なさりたいそうです」というお電

話を看護師の方からいただき、患者さんご自身の本をおうちからわざわざ持って

きてくださったこともありました。

　活動を行っている最中に患者さんに接する機会はどうしてもあまりもてないの

ですが、４年生になり病棟実習が始まるようになると、実習中に思いがけず本を利
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用してくださっている患者さんに出会うことが多々あります。活動メンバーから

聞いた話ですが、ある患者さんはご自分の入院している病棟にあった漫画の続き

が読みたかったため、他の病棟にまで探しに行っていらしたそうです。このよう

に、ご自分が入院している病棟以外の病棟の本棚にまで足を運び、本を読んでい

らっしゃる患者さんはけっこういらっしゃるようです。また、私が病棟実習でつ

かせていただいた先生の机に絵本が置いてあったのでどうしたのかと伺ったとこ

ろ、患者さんが読んでとてもよかったという本棚の絵本を先生にも薦めてくださ

ったとのことでした。疲れていそうな先生の様子を見かねて患者さんが薦めてく

ださったということで、先生はとても喜んでいらっしゃいました。患者さんが読

んでとてもよかったと思ってくださったということが嬉しく、またそれを先生に

読むよう薦め、先生まで喜んでいらっしゃるということで二重の喜びでした。

　本棚の本を入れ替えるという作業からは、患者さんが本当に喜んでくださって

いるかどうかはあまり見えてきません。でも、患者さんが実際に本を読んでくだ

さり、読みたいと思っていらっしゃることを連絡ノートや病棟実習の際に知るこ

とで、こちらも嬉しく、励みとなっております。

　二週間に一度の活動のほかには、クリスマスに何か特別なことをしようという

企画がもちあがり、おととしには小児病棟に絵本を寄贈しました。昨年は実行で

きなかったのですが、これからは年間行事のひとつとしていけたらと考えており

ます。

　また適宜、活動に対する話し合いをメンバーで設け、これからの活動はこのま

までよいのか、何か改善する点はないかなどを話し合っております。

今後の課題

　今一番の問題は、活動をしてくれるメンバーの確保です。ボランティアサーク

ル自体に入る学生が減ってきている今、「患者さん図書サービス」に参加してくれ

る学生をひとりでも多く募り、次世代につなげていくことが大切な課題となって

います。入院している患者さんと触れ合う機会があまりなく、病棟においてある

本棚の本を、誰の邪魔にもならないようにささっと入れ替えるという作業はじみ

な作業ではあります。しかし、連絡ノートや病棟実習で出会う患者さんの中には、

本当に喜んでくださっている方々もいらっしゃるので、その方たちの少しでも喜

んでいただける活動ができるよう、仲間を増やせていけたらと考えております。

そのためには、メーリングリストなどを使って活発に呼びかけたり、私たちが活

動をしていて良かったと感じたことなどをできるだけ多くの人に発信していくこ

とも大切なのではないかと話し合っております。

　第二に、新しい本を確保することが挙げられます。現在は、せっかく読みたい

本をリクエストしてくださっても、書庫になければリクエストにお応えできない
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状態です。書庫には、子供用の本としましては、幼い頃私が読んだため懐かしく

なるような絵本や、ジブリ映画の絵本、キュリー婦人の伝記など、ある程度の本

がそろっています。　しかし漫画はどうしても、ある巻だけ抜けていたり、そろっ

ていないことが多いです。そしてリクエストも漫画に集中することが多く、間に

合っていない状態です。子供用以外の本としましては、太宰治全集や芥川龍之介

全集、詩集、伝記、料理の本や占いの本などにいたるまであります。先輩が「こ

の本すごく良かったよ」などと教えてくれたり、ずっと読みたかった本が見つか

ったりして、「患者さん図書サービス」をさせていただいている学生の方がちょっ

と本をお借りして読ませていただくこともあるくらいです。　しかし、やはりリク

エストにお応えするとなると、間に合わないという状況も出てきます。特に今話

題の本などは、リクエストにお応えすることは難しいです。そこで患者さんの読

みたい本が手軽に読めるような環境が整ったらと感じます。いちいち本を買って

いては予算がいくらあっても足りないので、公共図書館との連携などができれば

一番よいのではないかと思います。

　第三に、図書の入れ替えをもう少しシステマチックにできたらと思います。現

在は、おおざっぱに子供用とその他の本に分けているのみで、本棚から書庫に戻

ってきた本と、前から書庫にあり一度も病棟に出たことのない本が区別のつかな

い状態となっています。そのため、二週間前に書庫に戻ってきたばかりの本が、

またすぐに病棟にでてしまってもおかしくない状況です。どの本がどの病棟にあ

ったのか、いつ書庫に戻ってきたのかなどを、もう少し白分かちで把握できるよ

うになれればと思います。

　第四に、患者さんがご自分の病気のことを知りたいと思ったときに役立つよう

な本があったらと思います。病棟ごとに、その病棟に合った内容で、分かりやす

い説明のついた本があればと思います。

最後に

　この活動をやらせていただいていてまず嬉しいのは、この活動をしていなかっ

たらおそらく読むことはなかったであろう本に出合えることです。 -一一諸に活動し

ている先輩や友達の勧めによってということもありますが、この活動で使ってい

る本自身に親しみを感じて、自然に読み始めてしまう、というのが大きな理由で

す。それは、おそらく用いている図書がすべて寄贈によるもので、奈良岡さんや

奈良岡さんの友人、そして入院していらした患者さんたち、それぞれの方々が選

んで読んだ本だからです。そして、私たちも患者さんが喜ぶ様子を想像しながら

選んでいる本だからです。

　また「患者さん図書サービス」の活動をしているときも病棟実習をしていると

きでも、自分の行いや気持ちの持ち方について考えさせられることがたびたびあ
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ります。本棚の本を入れ替えていると、「天変だねえ」と声をかけてくださる患者

さんがいらっしゃいます。病棟実習をしていると、「私で役に立つなら」と、何も

分からない学生にすすんで診察をさせてくださる患者さんがいらっしゃいます。

そういうとき、患者さんの優しさに触れ心が和みます。それと同時に、「わたしは

人のために何かできていただろうか」「自分の状態を顧みずに人のことを心にかけ

ることができるだろうか」と反省させられます。こちらがサービスしているつも

りでも、教えられることの方が多く、この活動をしていてよかったと感じます。

　昨年度の学園祭では、「患者さん図書サービス」にすばらしい贈り物をしてくだ

さった方々がいらっしゃいました。毎年、学園祭では前夜祭部門やアミューズメ

ント部門、などとともにバザー部門というものが立ち上げられます。バザー部門

では学生の使わなくなったものなどを集め、それを学園祭にバザーとして出店し

ます。昨年度はそのバザー部門の皆さんが、バザーで得た収益で「患者さん図書

サービス」のためにたくさんの本を買ってくださったのでした。バザー部門の部

門長と副部門長が、どのような本が必要かを相談しに来てくれ、実際に図書のお

いてある様子も見学していきました。そして、「大人のための絵本」といわれるよ

うな、読むとほのぼのさせてくれる、本当に素敵な本をプレゼントしてください

ました。今、それぞれの病棟に３冊ほどずつおかせていただいております。そし

て、先ほど述べました、疲れているように見えた先生に患者さんが薦めた本とい

うのは、このとき買っていただいた本のうちのひとつだったのです。

　「患者さん図書サービス」はたくさんの方々に支えられ、昨年で20周年を迎え

ました。 20周年記念式典では、この活動に関わってこられた様々な方にお会いす

ることがでぎ、多くの方の熱意があってこそ成り立った活動なのだと改めて感じ

ました。最後になりましたが、「患者さん図書サービス」をお立ち上げになり今日

お話しする機会をくださった奈良岡さん、この会を企画運営してくださった方々、

そして私のつたない話を聞いてくださった皆様方に感謝して終わりにさせていた

だきます。ありがとうございました。
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特別講演

　　高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス

　　　　　　ー　高知医療センターのめざすもの　ー

高知医療センターにおける

　患者さんへの図書サービス

～高知医療ｾﾝﾀｰのめざすもの~

2006年1月14日

全国患者図書サービス連絡会

高知医療センター

病院長簾戸山元－

高知医療センター病院長

　　　　瀬戸山元一

医療機関を取り巻く環境
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　　　病院医療の

グローバル･スタンダード

j病院統合

丿病床縮滅

機能特化４半



高知医療ｾﾝﾀｰ

Kochi Health SciencesCenter

求められる高知医療センター

　　求められる病院

　・求められる医療人

　＝求められる医師

　，求められる診療科

　＝求められる診療支援

患者さんが主人公の醸llをめざして

　　　　　一高知医療センター－

　　　　一胞xzhi a皿lth＆isx－㎝tl･－

　　　　皿ひら馨傭きれる、書棚さA心底●議員のÅとÅ
　　　　　　　心と心切＆n畠いのあ昌　　　塵●きん中心の、-･四のz3々aS●こ立っ一睡●の興馴

　ヽり●
・り

Kochi
Health
Sciences
Center
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　　すこやかな地域づくり

うるおい　ー--･-　すこやか　ｰ　ゆたかさ

　　　　　　　　　｜

　　　　　　　参画と協働

　　　　　　　　　｜

　　　　　　　　　共生

　　　　　　　　　｜　　　　　　ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

高知医療センター診療機能

　　　　(急性期医療)

救命救急センター

=･総合周産期母子医療センター

･･がんセンター

==･循環器病センター

l地域医療センター

　　高知医療センター図書機能

●なるほどライブラリ　（2F外来エリア）

　　患者さん・職員　約11,000冊

●医療情報室　　　　（IFスタッフエリア）

　　職員　　　　　　約20,000冊

●医療情報管理室　（敷地内別棟）

　　専任職員　　　　　　約20,000冊



高知医療センター図書室の加盟団体

日本医学図書館協会

近畿病院図書室協議会

中国四国九州医学図書室ネットワーク

全国患者図書サービス連絡会

　　　分かりやすい医学書
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なるほどライブラリ

閤空時間　月～金8時30分～17時15分

　　　　　　(土･日･祝祭日休室)

蔵　書　医学雑誌･医学図書

　　　　　　一般書･絵本･漫画

購入雑誌　洋雑誌33誌

　　　　　　和雑誌89誌

　　　　　　電子ジャーナル約1.500誌

職　員　　２名+(ボランティア)

医学雑誌

書庫内(なるほどライブラリ)



1）

2）

3）

医療情報のプリントアウト

医療関連書を利用する際のご注意
　　　　医療関連書を利用する際のご注意

体に関する本をご利用になる峙{;ま､下記のことに注意してお読みください．

決して特定の本の内容や、

高知医療t2レター
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患者さん用登録票

治療法などを蔦めている訳ではありません．

　これらの医療関連書で得た.疑同への解答は､ごく一部分

の解答でしかありません．

　これらの医療関連會の内容は､必ずしもあなた白身の状態

と､完全に同じではないかもしれません．

41これらの医療間違書12.あなたと担当の医師と、より真体豹

　な話L合いをしていただく材料とLてご利用L･ただ11れぱ●いです．
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　インターネット端末(利用者用PC)

自由に使ってもらう‥‥‥利便性は犠牲

Ｓデータを印刷できない

　　　(づリリタなし)

歿保存できなL･･持ち込めない



ベッドサイド端末

なるほどライブラリ

　(2005年4月～12月)

一般利用者

貸出利用者

11,334名

3,429名

15,011冊

(1日平均62名)

(1日平均19名)

(1日平均82冊)

　　　私のボランティア活動

ボランティア活動が､できる自分を嬉しく思います

ボランティア活動が､でき得る自分の環境に感謝

をしたいと思います

ボランティア活動を、しようとする自分を褒めて

やりたいと思います

ボランティア活動を、自分の宝としたいと思います
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病院職員の代わりではない

廉価な病院労働者ではない

チーム医療の一員である



ボランティア活動

，ゆとりの提供

安らぎの提供

・安心の提供

プックトラック贈呈式
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現代医療の課題(提供者側)

　少ない医療従事者

　j11い医療機能評価

　丿延い医療技術評価

　低い診療情報管理評価

　不十分な施設･設備

患者さんと医療職員

……患者さん

　受診者　　　－

　非日常的　　－

　初体験　　　－

　個　人　　　　－

　将来の予測　－

医療職員

提供者

日常的

経　験

不特定多数

過去の診断

左からボランティア会ハーモニーこう５副代表代表医局具

現代医療の課題(受診者側)

　J患者不在の医療

　丿待たされる医療

　･短時間診療の医療

　ご説明不足の医療

　,密室の医療



簿著禰]

[面面]

[細細F]

21世紀の医療

ハ
ー
ソ

ハ
ー
ゾ

[一面]

[瓦迅]

[iiiji]

面面[面４]匹

｢納得の医療｣のため医療情報を提供

　　｢医療の主人公は愚者さんである｣

　　　　　　　患者さんが中心

検査方法や治療方法を決めるのは患者さん自身です

　　　　　　　　　　↓

自分の病気や薬･検査について勉強する

　　　　　不安の解消

　　　　　　　　↓

　　　自分の人生を決める

　　　　　　自己決定

　　　　　　納得の医療

　　　２１世紀の自治体病院づくリ

，住民が参加し夢を実現する病院づくり

　住民と行政がともに汗をかく病院づくり

,住民の願いが政策に結びつく病院づくり

　先駆的に取り組む病院づくり

　生活ネットワークのための病院づくﾘ

・くらしと文化を重視した病院づくり

　　医療情報提供の必要性

今まで

医療人　「医療は与えるもの」

患者さん「受けるもの」

これから

医療人　「求められる医療とは何か？」

患者さん「自分たちは医療とどのように

　　　　　　かかわっていけぱよいか？」

　　　　　　瀬戸山元一’患者さん出-ですよJ:医療ﾀｲﾑｽ社

求められる医療人

(高知医療センター)

｢おはよう｣

｢ご質問ありますか｣

｢忙しい｣

電話指示

痛みどめの指示

祝福の医療へ

(高知医療センター)

悲しみの医療から喜びの医療へ

恐怖の医療から愛情溢れる医療へ

絶望の医療から希望の医療へ
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＜参加記＞

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.12 N0.4 2006

「講演会」参加記

愛媛大学附属図書館医学部分館

　　　　　　　　土出郁子

　１月14日，雨の降りしきる肌寒い朝に愛媛を出て会場に向かいました｡東京は曇り空，まもな

く私を追いかけて雨がやってくるのだろうなと思わせるような天候でした。

　｢全国患者図書サービス連絡会｣という会を知ったのも約２ヶ月前で,具体的に院内図書サ

ービスを担っているわけでもない，という新米の私がこの講演会に足を運んだ動機は2点ありまし

た。ひとつは，実際に病院の中で行われている図書サービスの現状と，ボランティアの方々がど

のような形態で活動をしておられるのかを知り，愛媛大学で具体的に活用できることがないかを

探るため，もうひとつは,全国初，PFIを導入した高知医療センターの,瀬戸山先生のお話をお

伺いするためでした。報道や特集で紹介される高知医療センターの実態はどのようなものか。医

療スタッフ用の図書室を患者さんにも公開することで，何か問題はなかったのか。具体的な運

用はどうなっているのか｡などなど，疑問はたくさんありました。

　悪天候の中，会場の文京区シビックセンター研修室は満員でした｡その殆どが，実際に病院

で患者さんの図書サービスに携わっておられるボランティアの方や病院図書室の方であるように

お見受けしました(｢患者図書サービス連絡会｣なのですから当然ですが)。随分たくさんの方が

患者図書サービスに自主的に関わっておられるのだと思い,少し羨ましく感じました。

　にこにこボランティアの森田様のお話には，大学病院での事例としてﾋﾝﾄを随分頂きました。

ボランティアの組織，募集方法などがとても参考になりました。しかしここでもボランティア登録人

数の多さには羨ましさを禁じ得ませんでした。やはり活動には核となる人の存在が肝要だと感じ

ました。

　カリョン文庫のお二方からは，紆余曲折もあった活動の歴史についてお話かおり，図書室の

管理部署が変わるなどの波乱(？)にも遭いながら，活動をねばり強く続けてこられたことに，敬

意を抱きました。

　自治医科大学の岡崎さんからは学生サークルで図書サービスに取り組む事例が報告され，

自治医科大で奈良岡さんの取り組まれてきた活動が絶やされずに根付いていくひとつの段階を

見せていただくことができました。

　そして瀬戸山先生からのお話は，目からウロコが随分落ちる思いでした｡このような理念に立

って病院をつくることが，なぜ今までされてこなかったのだろうかと思いました。｢患者中心｣という

のは，字面だけのことではない，｢患者さんとともに二人三脚で歩む医療｣を,スタッフの方が皆

心から考えて，日々の医療行為やサービスに取り組んでおられるのでした｡ PFI という方式は後
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からついてきたもので，その前に真摯な理念があったのです。四国の人間がお遍路さんに対し

て行う｢お接待｣の心がここにもあるのではないかと感じました。

　また懇親会では，意外にも愛媛とのつながりのある方々とお会いでき，｢島｣で孤立しているよ

うに感じていた私にはずいぷんと心強いことでした。この出会いから新たな取り組みも進行しそう

です。

　ここにあるのは図書館員や事務員の理論とは関係ない，地道に奉仕しておられる方々の，実

践の歴史と，ここから更に続いていく道のりだと強く感じました。その道は時に細いけもの道です

が，歩き続けることによって他のたくさんの道と合流し，より太くしていくことができるのだと思いま

す｡ボランティアの方だけではなく，病院･図書に関わる全てのスタッフが加わって一緒に歩いて

いけるように｡願わくは，私もその道を歩ませていただけるように｡少しずつ進んでいきたいと思い

ます。
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全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.12 N0.4 2006

＜参加記＞

　　全国患者図書サービス連絡会2005年度講演会に参加して

東京医科大学図書館本館

　　　　岡　田　英　孝

　近年、附属病院に患者図書室を設置する大学が増えてきている。私の勤務する

東京医科大学附属病院でも患者図書室設置の動きがある。以前より患者図書室の

動向は関連論文などを読んではいたが、より生の声が知りたいと思い上記講演会

に参加した。

　４つの講演はどれも素晴らしいものであったが、それぞれがまた上手く絡み合

って１つの大きな講演になっていたと感じた。それは、篠塚･東海両氏による「『カ

リヨン文庫』20年の歩み］が１つのキーになっていたと思う。講演の中でも触れ

られていたが、この文庫は埼玉県立小児医療センター図書室の試みとしては失敗

であった。しかしこの失敗談があったからこそ､他の講演が生きてきたかと思う。

　森田氏の「病院ボランティアと図書サービス」は、ボランティア活動における

元百貨店勤務者という接遇のプロ集団の存在が強く印象に残った。図書サービス

＝図書館（員）の仕事と考えがちであるが、図書館以外の様々なプロが患者図書

サービスに関わる必要性を示唆していたように思う。勿論、図書・情報に対する

プロとしての回書館員の必要性はあるだろうが、それだけでは足りないというこ

とを図書館員は肝に銘じておくべきであろう。岡崎氏の「自治医科大学の患者さ

ん図書サービス」は、奈良岡の論文1）を読むとより理解が深まるが、学生サークル

の図書サービス活動の現状を素直に述べていた。しかし大学図書館の一般公開に

対する質問の回答では、他館の事例を知っていればより連切な回答ができたので

はという思いをもった。全国にこうした学生サークルは複数あるだろうが、そう

したサークルに国内外の情報を提供し交流を深めていくというのも、将来の医療

人と患者・ボランティアとのつながりも生まれることから、今後の連絡会の活動

の柱としても良いのではと感じた。また、医学生ではなく、サークル出身の医師

で患者図書サービスに関わっている方がもしいたらその方の講演というのも興味

深いだろうとも感じた。瀬戸山氏の「高知医療センターにおける患者さんへの図

書サービス」は、まさに病院の核である人物がボランティアの核ともなっている

良い事例であるが、瀬戸山氏の存在が強烈過ぎて、病院組織におけるボランティ

アの位置付けや関わりはどうなのかをふと考えさせられた。

　成功の事例は話しやすいが､実は成功の理由を分析することは難しい。それは、
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取り巻く環境など様々な要因が絡み、成功の要因を一般化することは難しいから

でもある。極端な言い方をしてしまえば、「単に（利用者を含む）ヒトに恵まれて

いたから」という事例もあるかもしれない。しかし、失敗事例の原因は比較的明

確にすることが容易であり、しかも“してはいけないこどはかなり共通した事

柄であることが多い。失敗事例を報告することは勇気のいることであるが、新し

く患者図書サービスを行おうとする者にとって大変有用な情報である。是非今後

の講演会でも採り上げて頂ければと思う。

＜参考文献＞

１）　奈良岡功．自治医科大学病院における患者図書サービス20年を振り返って．

　　全国患者図書サービス連絡協議会会報　2005 ； 12（1）:26-33.

〔新刊紹介〕
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＜参加記＞

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.12 N0.4 2006

「全国患者図書サービス連絡会」講演会に参加して

神奈川県立 こども医療センターボランティア

　　　　　　　菊　島　紘　子

　2006年１月14日　文京区シビックセンターにて「全国患者図書サービス連絡

会」の講演会がありました。３つの病院ボランティアさんのおはなしと、特別講

演は高知医療センター病院長の瀬戸山元一先生のおはなしでした。

１．「病院ボランティアと図書サービス」

東大付属病院にこにこボランティア。にこにこ文庫　会長　森田晃弘氏

　東大付属病院は百貨店協会にボランティアの募集をかけたそうです。多数の男

性社員が応募されたと聞き驚きました。私は神奈川県立こども医療センターでボ

ランティアをさせていただいておりますが、ほとんど女性です。接客マナーを心

得た百貨店の方が外来ボランティアに着いたら、患者さんやご家族に気持ち良く

応対してくださったらどんなにいいでしょう。また、接客マナーは病院に勤務す

る人（ボランティアも含めて）皆に必要です｡気持良い接客マナーを学びたいと思い

ました。

　にこにこ文庫は患者さんの娯楽の場として本の貸しだしだけでなく月一回の折

り紙教室を開催しているのはとても良い事だと思います。

　患者学習センターは運営が東大病院医療支援課となっていますのでボランティ

アからは離れたものですが１日平均20人の利用があるそうです。

　神奈川県立こども医療センターも今年１月に新館がオープンして外来患者図書

室が開設されました。そこに常駐するボランティアの中に、医者・　看護師・　ソ

ーシャルワーカーなど医療に従事された方々が登録しています。図書はまだ少な

いのですが患者さんとご家族に判る言葉で説明できる人だと思っています。

２．埼玉県立小児医療センター「カリヨン文庫」20年のあゆみ　篠塚邦子氏　東

海陽子氏

　カリヨン文庫は神奈川県立こども医療センター図書室内にある池波文庫をオー

プンする時にお世話になりました。カリヨン文庫をお手本にして現在にいたって

います。同じこども病院として、本の貸し出しはもちろんのこと、プレイルーム

でのおはなし会の持ち方など教えていただきました｡ゼロからのスタートで20年、

篠塚さん東海さんのご苦労は大変だろうと思いました。文庫を維持する為の場所、

資金、人、に開しては他人事とは思えません。
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　特にボランティアの若返りは痛切に感じます。大勢の若い方々がボランティア

を長く続けられるような環境にしたいものです。 20年記念の小冊子「こんにちは

理絵ちゃん」早速読ませていただきました。一人の患者さんにこんなに深く係わ

れるなんてうらやましいと思いました。患者さんが本を好きだからと言うだけで

なく、看護師さんがカリヨン文庫の活動を信頼しているからだと思いました。

３．「自治医科大学の患者さん図書サービス」　　医学部　４年　岡崎有香氏

　自治医科大学図書館員の奈良岡氏によって行われるようになった患者さん図書

サービスに医学部生、看護学部生、有志のボランティアが参加するようになった

と聞き、学生さんの熱意と優しさを感じました。学生さんは入学から卒業までと

期限があり、活動は２週間に一回16:00～18:00　患者さんとの交流する時間は少

ないのではと思いました。

　それを補うように連絡ノートを活用するのはとても良い事だと思います。小児

科など六病棟にはサービスにはいっていないのはなぜですか。ボランティアの人

数、時間の都合かもしれませんね。

特別講演

　「高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス」一高知医療センターの

めざすもの一　　　　病院長　瀬戸山元一氏

市民病院と県立病院の統合や病床縮減なんて日本では到底出来ない事をやってし

まう瀬戸山先生はものすごいエネルギーの持ち主なのですね。

　総合病院を機能特化として急性期医療に絞っての開業は職員の削減にも繋がる

とマスコミは大きく取り上げたそうです。

　瀬戸山先生がめざすものの中に「患者さんが主人公の病院」とあります。患者

さんに医療情報を提供する事によって賢い患者さんになってほしいと願っている

のだそうです。

　高知医療センター図書機能の一つに「なるほどライブラリ」があり、利用者は

患者さん職員のかたがたです。そこには、わかりやすい医学書、医学雑誌、絵本、

漫画、和洋雑誌を並べてあります。わかりやすい医学書の貸し出しやパンフレットを

置いて啓蒙しているそうです。患者さんは自分の病気を知り薬や検査を勉強して、医

者は患者さんの質問に判るように答えられる｡当たり前のような事が当たり前でない、

現在の医療職員と患者さんの関係を瀬戸山先生は患者さんを主人公にと望んでいるの

です。

　ボランティアの定義の中にある「ボランティアはチーム医療の一員である」の１

行はボランティアには嬉しい言葉です。ボランティアの活動とは、ゆとりの提供・

安らぎの提供・安心の提供とありました。心がけて行こうと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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第23回医学情報サービス研究大会（千葉大会）のお知らせ

７月15日（土）～16日（日）の２日間，千葉大学のけやき会館を会場に，「第23回医学情

報サービス研究大会」を開催いたします。

　千葉大会は，皆さんの研究成果の発表として，口頭発表を12題，ポスター発表を10題

用意いたしました。また，新しい試みとして「ポスターセッション・ダイジェスト」を計画

しています。

　新企画として再スタートし，３年目を迎えた継続教育コースは，２日間に分けての開催と

なり，両コースの受講が容易になると期待しています。テーマは，「機関リポジトリ」と「ネ

ットワーク上の学術情報の収集と利用」を取り上げます。

　２日目の午後には，公開シンポジウム『図書館への期待　一患者･家族が病気と治療につ

いて学ぶために』を開催いたします。大会としてはオプション扱いとなりますが，一般の

方々にも参加いただく初めての試みとして，シンポジスト，我々情報サービス提供者それ

ぞれが，大いに意見・情報交換できることを楽しみにしています。

　プログラムの詳細や最新の情報は，大会Webサイトをご参照ください。

開催日時：2006年７月15日（土）～16日（日）

会　　場：千葉大学　けやき会館（〒263-8522千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33）

　　　　　JR総武線西千葉駅下車徒歩８分　京成電鉄みどり台駅下車徒歩７分

○参加申込受付期間

　2006年４月26日（水）～7月12日（水）

　※7月13日以降の参加申し込みは当日会場にて受け付けます。

○参加費用

　大会参加費:3,500円（7月１日以降の申込は4,000円）

　学生参加費:1,500円（継続教育コース含む）

　継続教育コース:1,000円　　懇親会費:4,500円　　公開シンポジウム:500円

　※大会参加費，学生参加費をお支払いの方は，シンポジウム参加費をお支払いいただく

　　必要はございません。

第23回医学情報サービス研究大会実行委員会

　実行委員長：谷渾滋生（東邦大学習志野メディアセンター）

　大会事務局：加藤晃一（千葉大学附属図書館）

　　　　　　　〒260-8671千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

　　　　　　　TEL: 043-290-2244　FAX: 043-290-2255

　Webサイト:http://www.sinayaka.com/
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＜編集後記＞

　会報12巻４号をお届けいたします。

　今号は､１月14日に文京区シビックセンターにおいて開催されました第５回講演

会「患者さんへの図書サービスとボランティアの役割」の講演内容と参加記の特集

号といたしました。

　今回は東京大学病院におけるサービスを中心に病院ボランティアの役割につい

て森田さんにお願いしました。篠塚さんと東海さんの「カリヨン文庫」活動の20

年について、紆余曲折はあったもののすばらしい活動内容については感動いたしま

した。また、医学生である岡崎さんの、自治医科大学病院における学生による若い

医学生らしい感性でのサービス活動も新鮮なものでした。最後に高知医療センター

の瀬戸山先生の患者さんを中心とした病院作りは、瀬戸山先生ならではの発想と行

動力が参加者に伝わり、驚きとともに感動的ですらありました。

　参加記は３名の方が､それぞれの立場や経験から感想文をお書きくださいました。

　本連絡会の会報は、全国に散在している会員の皆様に講演会の内容をお伝えする

とともに、参加者の方々の懸想文によって、少しでも臨場感を共有したいとの趣旨

から“講演会特集号”としております。

　会報に開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）

120
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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明記して下さい。（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。
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　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。
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