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＜巻頭言＞
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日常生活でのエネルギー消費と寿命

全国患者図書サービス連絡会

　　　　会長　小　山　靖　夫

　ＪＡＭＡ７月号を捲っていて、表記の題名の論文｀゛が目についた。70～79歳の健康な

老人（日常生活には介助不要で400m以上の歩行と10段以上の階段昇りが出来、重

篤な病気がなく、向こう３年間同一地区に住む予定）３２３名が対象である。男女

比、白・黒人比は半々。ピッツバーグ（ペンシル八二ア州）とメンフィス（テネシ

ー州）の住人である。各人の日常の身体活動状況については、歩行、階段登り、稼

ぎのための仕事、ボランティア活動、介護の仕事、激しい運動のためのジョッギン

グ、自転車、水泳、ラケット競技等々詳しい聞き取り調査を行う。　さらに水素と酸

素それぞれを同位元素で標識した水（2H2180）を飲用した後、尿、血液などを採取

して、２週間の自由生活消費熱量の実測と基礎代謝量の測定。さらに、その後６年

余に亘り、健康状態・生死についての６ヶ月毎の追跡調査と死亡診断書との照合を

行なう。この間の死亡は55人（18.2％）であった。大変お金が掛かった大規模な研

究であるが、細かいことはさておき。

　　“この年齢の老人においては日常生活活動によるエネルギー消費が多い人ほど死

亡リスクが少ない”というのがその結論である。エネルギー消費というと、ジョッ

ギングや水泳、ラケット競技、fitness運動などを思い浮かべる。　しかしこの研究結

果は、それらが有効でないわけではないが、報酬のある仕事や、ボランティア活動、

歩行や階段登りなど全く普通の日常生活でのエネルギー消費活動が盛んなことが、

より重要な意味を持つことを示している。　旨いものを食べながら、病気を怖れ、あ

れこれの薬や、長生きする手立てを物色して暮らすよりも、目的を持って毎日活発

に動き回っている人間のほうが、長生きするということらしい。

　数日して今度はLancet表紙の“Focus on childhood fitness､not just fatness”と

いう大見出しが日に付いた｡この号に掲載されたAnderson L B 等の論文｀Ｈ‘について

の編集者コメントである。この論文は、エストニア、デンマーク、ポルトガルの子

供達（9歳と15歳、女児1725人、男児1592人）を対象に行われたもので、身長、

体重、血圧、皮下脂肪の測定。血液サンプルによる血糖、インシュリン、コレステ

ロール､triglyceride､HDLなどの測定と、４日間に亘る運動量の測定（accelerometer

という垂直運動測定装置をお尻に貼り付ける）をしている。食や生活環境の異なる
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地域で育つ子供達を対象にした面白い国際研究である。簡単に結論を申し上げると、

肉体活動量や運動の持続時間が長い子供たちの方が、心疾患や代謝性疾患のリスク

が確実に低いこと。その差は体重の軽重や体脂肪量の多寡に関わらず有意であるこ

とが示された。つまり、肥満児に対する食事指導のみでは不十分で、身体活動を促

すことがインシュリン感受性を改善し健康全体に好影響を及ぼすと言うことらしい。

この時期の身体活動促進が、現代中高年層に蔓延するメクボリック・ジンドローム

の回避に繋がるかどうかが今後の研究課題であろう。

　子供の学校生活には、頭を鍛えることのほかに、持久力を養う運動や、楽しくエ

ネルギーを発散させる運動競技を多く取り入れることを考えてもらうのが良いと思

われる。

　コメントを書いたRam Weissによると、800年前のMaimonides（1135-1204、

ュダヤ人哲学者）のHilchot Deot 4:15 に次の言葉かおるそうな。“人は全力を尽く

して運動し、満腹するほど食べず、お腹の具合を柔らかくしている限り、病気には

ならず力が増す。安楽に座り、運動をしない者は、たとえ最良の食事を取り、他の

領域では健康管理の原理に則った生活をしていても、彼の日常は苦痛に満ち、力は

衰えてゆくだろう。”

゛Todd M M et al: Daily Activity Energy Expenditure and Mortality Among 01der

Adults JAMA 2006; 296:171･179

゛゛Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: A cross-sectional

study（The European Youth Heart Study）　　Lancet　2006 ； 368 : 299-304
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全国患者図書サービス連絡会　第13回総会

　　　　　　　　議事要録

平成18年７月１日（土）に文京区シビックセンターにおいて第13回総会が開催された。

期日

会場

時間

平成18年７月１日(土)

文京区シビックセンター　４Ｆ　シルバーホール

13 : 30～16 : 40

　　＜第１部　総会＞　（13 : 30～14 : 10）

出席者:77名（委任状50通）。会員数112名の３分の２にあたる68名を超えて本総会は

　　　　成立した。

議長：役員会からの指名により前沢好広氏（長野赤十字病院）を選出。（参加者より立候補

　　　者なし）

書記：役員会からの指名により小島梨絵氏（株式会社　サンメディア）を選出。（参加者よ

　　　り立候補者なし）

１）開会：奈良岡幹事の司会によって開会。

２）会長挨拶（要旨）：小山会長

　我々の運動は大変地味なものであって世間一般にはあまり日に触れることはないのです

が、病院の中に入ると、そういう活動があるかどうかで、大変大きな違いが患者さんにあ

ると思います。病院という日常性からかけ離れた、かつプライバシーも制約された環境の

中で、しかも、自分の命の問題、あるいは、毎日のこれから先の生活にどのようにかかわ

ってくるか、というようなことに非常に大きな心の負担を感じながら暮らすわけです。そ

のような中でいろいろな意味で､病気生活や病気に対する考え方をより､将来に向かって、

建設的なものにするという働きを、私たちの活動は、非常に大きな下支えになってやって

いると思います。そういうご経験をこの機会に出していただいて、お互いに刺激をし合っ

て、よりいい活動になるように、この会の趣旨にそって活発なご意見が交わされることを

期待します。

３）議題審議

　（1）平成17年度活動報告（議案Ｉ参照）

　　　　　　　事務局（山室幹事）から報告があり、承認された。

　（2）平成17年度決算報告（議案Ｈ参照）

　　　　　　　事務局（山室幹事）と宮田幹事から報告があり、承認された。

　（3）平成18年度活動計画（議案Ⅲ参照）

　　　　　　　事務局（山室幹事）から報告があり、承認された。

　（4）平成18年度予算計画（議案IV参照）
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　　　　　　　事務局（山室幹事）から報告があり、承認された

　㈲　質疑応答

Q:18年度予算案に関して、支出の部のホームページ公開借用費が54､000円となってい

　　るが、サーバーは年間6､000円くらい、もしくは無料で借りることが出来るが、サー

　　バー利用以外になにかあっての料金になっているのか。（武藤崇宏氏）

Ａ：前年度と同じということで計上したが、まだ支払いをしていないので、検討したいと

　　思う。（事務局）

Ｑ：活動計画で広報活動に関して、現在のホームページがあまり更新されていない、初期

　　からずっと工事中のところも見受けられるがどのように運営されているのか？希望と

　　しては、適宜更新していただきたいことと、あまりにも長く工事中で、アップできな

　　いようであれば、むしろ隠したほうがいいのではないかとか、その辺のところを聞か

　　せていただきたい。（及川はるみ氏）

Ａ：当初の担当者がいろいろアイディアを出して項目を立てたが、完成していないのが現

　　状です。また、昨年入会した方からも指摘があり、その方は仕事上でもホームページ

　　の管理運営行っているので、協力できることはしたいという申し出もあった。今度担

　　当も代わったこともあり、協力者力も借りて今後充実させられるよう努力していきた

　　い。ご指摘ありがとうございました。（奈良岡幹事）

　（6）資料の説明：事務局

　・今年度からの賛助会員に参加してもらうことになったので、参加機関を紹介。

　　　　　　　JST科学技術新興機構、医学中央雑誌、株式会社サンメディア　の３機関

　・役員の紹介

　　　　　　　　（訂正）栃木県がんセンター顧問　→　栃木県がんセンター名誉所長

　　　　　　　　　　　松阪敦子　→　松坂敦子

　　　　　　　　　　　埼玉医科大学保健医療学部図書室　→　埼玉医科大学保健医療学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部図書館

　（7）その他（総会後の休憩時間トピック）

　・会員の渡辺順子氏より布の絵本の普及活動等と新しい布の絵本の紹介があった。

　　　　　　　一作り方のDVDの寄贈を受けました。貸出希望の方は事務局までー
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　　＜第２部　講演会＞　（14 : 20～16 : 40）

「院内図書サービスのスタイル」

　　　　～千葉大学病院院内移動図書「なのはな文庫」 の活動から～

　　　千葉大学　葛田衣重氏

２．患者図書サービスの資金作り　～助成金の活用～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知医療センター　ボランティア会　宮田由紀氏

＜閉会＞（16 : 40）

＜懇親会＞

４
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全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.12006

　　　全国患者図書サービス連絡会

第13回　総会・講演会次第

　　　　　　総　　会

日時：平成１８年７月１日（土） 13.30 －16.40

２．場所：文京区シビックセンター　４Ｆ　シルバーホール

開会挨拶

議長・書記選出

議事審議

[議案Ｉ]

[議案ｎ]

[議案Ⅲ]

[議案IV]

(休

会長小山靖夫

平成１７年度　活動報告

平成１７年度　会計報告

平成１８年度　活動計画

平成１８年度　予算計画

憩）

　　　　　　　　　　　　　　　講　　演　会

　　　　　　　　　　　　　　　［プログラム］

１．「院内図書サービスのスタイル」

　　　　　　～千葉大学病院院内移動図書「なのはな文庫」の活動から～』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉大学　　葛田　衣重氏

２．患者回書サービスの資金作り　～助成金の活用～

　　　　　　　　　　　　　高知医療センター　ボランティア会　　宮田　由紀氏

閉　会

５





［議案　Ｉ］
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平成17年度活動報告

１．総会と講演会の開催

　　1）平成17年６月４日に東京大学附属病院レセプションルームを会場として、第12

　　　回総会を開催した。総会に引き続き２名の講師による講演会を開催した。演題お

　　　よび講師は以下のとおりである。

　　　第１演題は『岩手県立中央病院における「ひまわり文庫」・「ひまわり図書室」の

　　　取り祖みについて』（講師：　岩手県立中央病院　佐々木愛子氏）

　　　第２演題は『自治医科大学病院における患者サービス；20年を振り返って』

　　　　　（講師：自治医科大学看護学部　奈良岡　功氏）

2）当会主催の５回目の講演会は、平成18年１月14日（土）13時～17時に、文京

　　区シビックセンター消費者センター研修室を会場に開催した。

　　テーマは『患者さんへの図書サービスとボランティアの役割』として４名の講師

　　の方にお願いした。

　　第１演題　「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　晃弘氏

　　第２演題　「『カリョン文庫』20年の歩み」

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

　　第３演題　「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　有香氏

　　＜特別講演＞

　　第４演題　「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　元一氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　会長　　小山　靖夫

　　以上、４名の方の講演は、いずれも参加者に深い感銘と示唆を与えてくれる

　内容であった。参加者は58名であった。講演会終了後の懇親会に多数参加され

　有意義な情報交換とディスカッションが行われた。

　　講演会の内容はおよび参加者の感想文とともに会報12巻４号に講演会特集と

　して掲載した。

２．会報の発行

　今年度の会報は、第12巻１号から第12巻４号を発行した。

７



３．『患者さんへの図書サービスハンドブック』の販売

　本書は17年12月に250部増刷された。

４．コンサルテーション業務

　　　最近、患者図書室が設置できない病院においても、患者談話室や空間スペースを利

　　用した「患者図書コーナー」の設置がみられ、設立に際して参考のための見学や電話

　　による問い合わせが事務局へ寄せられている。当連絡会刊行の『患者さんへの図書サ

　　ービスハンドブック』を活用している。

５．会員の拡大（入会）

　　　平成17年度末の会員数は112名である。

　　最近の入会はホームページからと，講演会の出席が契機となっている。

　　また今年度から会の活動の援助を目的としての賛助会員の募集を行い３機関より賛同

　　を得ての入会があった。

6.広報活動と関連活動

　会員の外部での活動は，以下のとおりである。

　＜誌上発表＞

　１）塚田　薫代（静岡県立こども病院図書室）『論題　静岡県立こども病院図書室と地域

　　　連携』　日赤図書館雑誌　vo1.12,n0.1,2005,p.35-37

　2）山室屏知子（京都南病院図書室）『病院図書室における蔵書管理』病院図書館

　　　vo1,25（1/2）2005,p.8-10

　＜講演・発表＞

　１）奈良岡　功　『全国患者図書サービス連絡会の紹介』　市民への健康情報提供

　　　サービス調査研究会議（和光市）

　２）有田由美子　『病院における患者・家族への医学医療情報提供の現状と問題』

　　　市民への健康情報提供サービス調査研究会議（和光市）　2006.2.24.

　3）山室侃知子（京都南病院図書室）　基調報告『患者の自己学習環境の整備一現

　　　状と課題-』市民への健康情報提供サービス調査研究会議（和光市）2006.2.24.

　4）塚田薫代（静岡県立こども病院図書室）　ポスターセッション：患者図書サービス

　　　　「わくわくぶんこ」一地域とのつながり。第22回全国医学情報サービス研究大会（名

　　　古屋市）2005.7.

　5）山本直人、伊藤洋二（海南病院　体と健康プラザ・患者図書室）体と健康プラザ・

　　　患者図書室を開設して。第54回日本農村医学会学術総会（長野）2005.10.

　6）山室償知子（京都南病院図書室）　ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ『医学情報をめぐる図書館コラポレ

　　　ーション』第22回全国医学情報サービス研究大会（名古屋市）2005.7.

　7）山室徴知子（京都南病院図書室）　ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ「患者情報室の現状と課題」

　　　公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｭｳﾑ　「これからの医療情報を考える！」（大阪市）2005.12.

※今年度は全会具に業績の提出をお願いしましたが、上記は提出された方の記録です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務局）
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[議案　II]

平成17年度

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.1 2006

決　算　報　告

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年6月20日現在
予算額 決算額 差引き増/△減

前年度繰越金 56,816 56,819 ０

会　費 306,000 318,000 120,000 平成17年度会費3,000×106

6,000 6,000 平成18年度会費3,000×2

30,000 12,000 △180,000 平成16年度会費(6会員退会)
賛助会員費 90,000 90,000 ０ 平成17年度賛助会費30,000×3

講演会参加費(総会時) 10,000 12,000 2,000 総会時講演会500×24

講演会参加費 50,000 65,800 15,800 内非会員費参加費24,800(16名十学生参加1名)

ﾊﾝﾄ'ﾌ'ｯｸ増刷印税 87,500 87,500 ０

合　　計 630.319 648,119 178.000

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年6月20日現在
費　　目 予算額 決算額 差引き増/△減 支払明細

会報発行費 210,000 208,833 1.167

印刷費 140,000 150,675 △10,876 11巻4号(N0.3)～12巻3号(N0.42)印刷代

定期発送費 60,000 55,830 4,170 11巻4号(N0.3)～12巻3号(N0.42)発送代

発送諸費 10,000 2,328 7,672 封筒宛名印刷費

講演会費 190.000 197,335 △7.335
講師謝礼･交通費

総会時講演会講師謝礼 30,000 20,000 10,000 講師料10､000×2名

講演会講師謝礼 100,000 121,000 △21,000 講師料10,000×4名･交通費･宿泊料

宿泊料15,000×1名

講演会会場費 30,000 6,000 24,000 消費生活ｾﾝﾀｰ研修室A,B

講演会関係諸費 30,000 50,335 △20,335 講師4,000×3名(懇親会費)

講師4,500×5名(懇親会費)

総会講演会案内官製ﾊｶﾞｷ70枚（ｱﾛｸﾞﾗﾑ）

講演会当日諸経費･ｱﾛｼ｀ｴｸﾀｰ借用料他
講師飲料水･資料補充ｺﾋﾟｰ･講師資料ｺﾋﾟー

総会費 50.000 16.520 33.480 総会案内発送費･総会議室書ｺﾋﾟ一代等

ﾎｰﾑへ-ｼ'公開借用費 54.000 54.000 ０ 2005.11.17～2006.11.17　ｻｰﾊ｀一更新料

役員交通費 30.000 45,410 △15,410 夏季役員会

事務局費 30.000 18,373 11,627 事務用品･事務通信費等
予備費 66.319 11,550 54.769 定型封筒印刷代(1000枚)

ふ　　’。　計 630.319 552,021 78,298

平成17年9月10日現在 収入 支出 繰越残高

収入 648.119 552,021 96.098 UFG銀行預金残額　　　53,348円
郵便貯金振込口座残額　42,750円

　　　　　　　　合計　96.098円

＜会計監査報告＞

　　　　1.期日

　　　　2.場所

　　　　3.監査報告

平成18年6月23日
高知医療センター

平成17年度経理執行について､金銭出納簿､各領収書類および預金通帳との照合の結果、

いずれも正確であり、計画にそって適正に執行されていることを認めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　宮　田　由　紀
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[議案　Ⅲ]

平成18年度活動計画

総会と講演会の開催

１）平成１８年７月１目（土）に文京区シビックセンター・ソルバーホールを会場

　　として第13回総会の開催を予定した。総会に引き続き２名の講師による講演会

　　を予定している。

　　第１演題は「院内図書サービスのスタイル」～千葉大学病院院内移動図書「なの

　　はな文庫」の活動から～（講師：千葉大学　　葛田　衣重氏）

　　第２演題は「患者図書サービスの資金作り」～助成金の活用～

　　（講師：　高知医療センター　ハーモニーこうち副代表　　宮田　由紀氏）

２）当会主催の６回目の講演会・事例報告会を平成18年度中に開催を予定したい。

２．会報の発行

　今年度の会報は、第13巻１号から第13巻４号の発行を予定している。

　当連絡会における会報は、全国に散在する各会員間の情報交換の揚としても重要な役割

を待っていることからも、会員の動向や論文・事例を積極的に掲載して会員の期待に応え

るべく努力したい。会員のご理解と協力をお願いしたい。また、中央での本会主催の講演

会の内容も、参加できなかった会員と共有できるように講師の方々に原稿をお願いして掲

載したい。

３．『患者さんへの図書サービスハンドブック』の販売

　本書は17年12月に250部増刷された。販売促進にご協力願いたい。

４．コンサルテーション業務

　昨年と同様に、患者図書サービスに関するコンサルテーションに努力していきたい。ま

た、最近、増加傾向にある医学情報サービスを展開する患者回書室の開設に関する相談に

も対応していきたい。

５．会員の拡大（入会）

　昨年と同様に､会員の募集にも力を注いでいきたい｡最近の入会はホームページからと、

講演会に出席が契機となっていることから、これらのさらなる充実を図っていきたい。

６．広報活動と関連活動

　外部に対する講演や発表および雑誌への執筆活動に努力していきたい。
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[議案IV]

平成18年度予算計画

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.12006

(収入の部)

金　　額 収入内訳

前年度繰越金 96,098

会　費 330,000 平成18年度会費

　　　　＠3,000×110＝330,000

賛助会員費 90,000 ＠30,000×3＝90,000

講演会参加費 10,000

50,000

総会時＠500×20＝10,000

第5回講演会＠1000×50＝50,000

合　　計 576,098

(支出の部)

費　　目 金　　額 支出内訳
会報発行費 210,000

　　　　印刷費
　　　定期発送費
新会員等不定期発送費

140,000

　60,000

　10,000

印刷費＠35,000×4=140,000

送料＠15,000×4=60,000

講演会費 180,000

　　　講師謝礼
　講師謝礼･交通費
　講演会場費

講演会関係諸費

　20,000

100,000

　10,000

　50,000

総会時

講演会（交通費を含む）

講師懇親会招待費を含む‘

総会費 30,000

総会･講演会場費
総会関係事務費

10,000
20,000 案内･出席･欠席･委任状ﾊｶﾞｷ等(含む送料)

議案書作成費

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ公開借用費 54,000

事務局費(通信費等)

　役員会交通費

　　　予備費

20,000

50,000

32,098

封筒･領収書･通信費等

夏季役員会

合　　計 576,098
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役員・賛助会員名簿

　　　　　　　　〈役員＞

小山　靖夫（会長）＜栃木県立がんセンター名誉所長＞

山室償知子（事務局担当）＜京都南病院図書室＞

石井　保志

藤井　暁子

奈良岡　功

宮田　由紀

山口　文子

松坂　敦子

嶋　大二郎

滝沢鷹太郎

＜東京医科歯科大学図書館＞

＜浦安市立中央図書館＞

＜自治医科大学看護学部学務課＞

＜高知医療センター　ハーモニーこうち＞

く神奈川県立こども医療センター図書室＞

＜埼玉医科大学保健医療学部図書館＞

＜国立療養所富山病院小児科＞

＜滝沢小児科内科医院　院長＞

　〈賛助会員＞

科学技術振興機構（JST）

　医学中央雑誌刊行会

株式会社　サンメディア
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全国患者図書サーピメ連絡会会則

　　(名称)

第１条　本会は、全国患者図書サービス連絡会と称する。

　　(目的)

第２条　本会は医療関係機関において患者に対する図書サービスに関わっている団体ま

たは個人の、相互の連絡と協力を推進することにより、患者サービスの発展に貢献するこ

とを目的とする。

　　(活動)

第３条　本会は、前条の目的を連するため、次の各号に掲げる活動を行う。

　　(1)患者図書サービスの活動に係る情報の交換及び相互協力。

　　(2)研修会または事例報告会の開催。

　　(3)会報の発行。

　　(4)その他、必要と認められる活動。

　　(会員)

第４条　本会は、第２条の目的に賛同する団体または個人をもって会員とする。

２　本会に入会を希望する団体または個人は、別紙様式により申し込むものとする。

３　本会の会報の購読を希望する団体または個人は、購読会員となることができる。

４　本会の目的に賛同する団体また個人は、賛助会員となることができる。

５　会届を提出した者及び継続して１年以上会費を滞納した者は､会員の資格を喪失する。

　　(代表及び幹事)

第５条　本会は、代表１名、会計監査１名及び幹事若干名を置く。

２　代表、会計監査及び幹事は総会において協議により選出する。

３　代表、会計監査及び幹事の任期は２年とし、再任は妨げない。

　　(定例会)

第６条　代表は、毎年１度総会を招集する。

２総会では、本会の運営に関する重要事項を協議する。

　　(会費)

第７条　本会の正会員及び購読会員の会費は、年3､000円とする。

2.賛助会員の会費は、年30､000円とする。

　　(事務)

第８条　本会の事務は代表または幹事が処理する。

　　(附則)

第９条　本会会則の変更は、総会において過半数をもって行う。
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附則

この会則は、平成６年１月３０日から施行する。

附則

この改定は、平成８年６月１５日から施行する。

附則

この改定は、平成１０年４月１日から施行する。

附則

この改定は、平成16年５月15日から施行する。

附則-
この改定は、平成17年６月４日から施行する

全国患者図書サービス連絡会

　　定例講演会記録

平成13年度　公開講演会「医学情報サービスと図書館」2002.2.23

　　　　菅谷明子　　「アメリカ公共図書館における医療データペース提供」

　　　　伊勢美子　　「医療情報を求める患者の立場から」

　　　　嶋崎ひとみ　「医療データペースの利用法紹介」

平成14年度　定例講演会　「患者さんへの図書サービスとボランティア」2003.1.25

　　　　長谷川純子　「病院におけるボランティア」

　　　　有田由美子　「図書サービスにおけるボランティア」

　　　　宮田由紀　　「事例報告および全国の活動状況」

平成15年度　定例講演会「子どもたちへのサービス」2004.1.31

　　　　神田美子・深萱広子　「にこにこトマト」の活動について

　　　　金庫和子　「ことばの種を蒔く」

　　　　渡辺有理子　「ビルマ難民キャンプの子どもたちへの図書館活動報告」

平成16年度　定例講演会　「医学情報の市民への提供」2005.3.5

　　　　中山康子　「公共図書館の医療情報サービスを拓く」

　　　　石川睦弓　「あすなろ図書館」最近の歩み

　　　　桑原文子　「からだ情報館」最近の動きについて

平成17年度　定例講演会

　　　　　　　「患者さんへの図書サービス・ボランティアの役割と意義」2006.1.14

　　　　瀬戸山元一高知医療センターにおける患者さんへの図書サービス

　　　　森田晃弘　　病院ボランティアと図書サービス

　　　　篠塚邦子・東海陽子　「カリョン文庫」20年の歩み

　　　　岡崎有香　自治医科大学患者さん図書サービス

14



Ｉ

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.1 2006

[講　演]

　　　患者図書サービスと資金作り；～助成金の活用～

患者図書サービスと支出

新刊書の購入

ブックカバー・ラペルなど

事務用品

ボランティア用の飲み物など

高知医療センタ‾「ﾀ｀‾モニ‾こうち」

　　　　　　　　　　　　　宮　田

II ｡ 資金の調達方法とその特徴

副代表

由　紀

調達方法 特徴

病院で予算化 定期的・安定的な資金である

使途が限定される場合がある

会計報告が必要である

＊物品の提供を病院が行っている例が多い。

＊ボランティア保険の掛け金を病院側が負担する例も

　多く見られる。

会費

　(ボランティア団体

　図書グループ等)

定期的な収入として期待できる

使途の自由度が商い

最低限の団体運営の体制作りが必要である

寄付金 継続的なものと短期的なものがある

使途の自由度が高い

目に見える成果が求められる場合もある

(例)患者さんやご家族・活動を支援しているＮＰＯやＶ団体

　　病院職員・医局会・看護部など

地方自治体の事業 単年度のものが多く、継続性に乏しい

使途が限定される場合がある

会計報告が必要である

（例）富山県「入院やすらぎ事業」

　　　高知県「3億円ソフト事業」

チャリティーバザー 使途の自由度が高い

投資経費分の回収リスクを伴う場合がある
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古書の売却 使途の自由度が高い

寄贈本の場合、寄贈者の許可が必要な場合がある

助成金 新規事業・事業展開の資金となる

一口あたりの金額が大きい

使途が限定されることが多い

継続性・安定性にかける

後払いのことが多い

＊新書の贈呈(例)｢毎日ふれあい文庫｣

Ⅲ．助成金の活用

１．助成金とは？

　＜助成金とは＞

　　　さまざまな助成組織が、特定のテーマや目的にかなう社会的・公益的な活動を

　　育み成長を助けるために提供される資金

＜助成組織＞

　　行政系の助成組織・

　　民間系の助成組織・

　　その他の助成組織・

・基金など

・助成財団など

・企業・ＮＰＯなど

２．助成のしくみ

　助成プログラムの企画・開発から助成の実施までの流れ

ﾛ門口

≒ソ

[万口

→　応募要項や応募用紙の作成

→　募集情報の発信

→　応募要項や申請用紙を入手

　　申請書等の作成

　　申請書類の提出

→　選考委員会による選定

　　助成に関する覚書等を締結

→　計画に基づき事業を実施

　　中間・最終報告書を作成し提出
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３．助成金情報の集め方

　１）社会福祉協議会

　　　　全国・都道府県・市町村社協

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.1 2006

２）各地のボランティア・ＮＰＯ支援センター

　本セー七

　東京ボランティア・市民活動センター　http://www.tvac.or.’

　（「ボランティア・市民活動助成ガイドブック」を発行）

　シーズ=市民活動を支える制度をつくる会　http://www.n.oweb.’

３)助成財団センター　http://www.'fc.or.‘

　　　　(｢NPO

・

市民活動のための助成金応募ガイド｣を発行)

４)インターネット・ホームページ

　　　新旧さまざまな情報が混在しているため、できるだけ最新の情報を

　　　引き出すことが重要。

　(例)毎日新聞東京社会事業団　http://www.mainichi.com゛/shakai゛i　o/５）新聞・雑誌

　　　日刊紙（全国紙より地方紙の方が掲載される確率が高い）

　　　週刊の福祉新聞

　　　全国社会福祉協議会「月刊福祉」

　　　厚生労働省の広報誌など

４・申請書の作成　～注意事項とコツ～

　１）基本的な注意事項

　　　（１）住所・氏名を正確に記載する

　　　　　　申請書には団体名と代表者名を記載することになるが、住所が代表者の

　　　　　個人宅で、しかも表札に団体名が表示されていない場合、たとえ番地まで

　　　　　正しく記載されていても、当該団体名がその住所に存在しないとして「宛

　　　　　先人不明」で郵便物が返却されることが少なくない。このような事態を避

　　　　　けるために、自宅がクループの拠点となっている場合は、必ず「～様方気

　　　　　付」の表示を入れることをお勧めしたい。

　　　（２）内容についての照会に回答できる連絡先を記載する

　　　　　　財団から問い合わせがある場合もある。代表者が申請書の内容について

　　　　　よくわかっていれば問題ないが、細かい問い合わせに答えられないことも

　　　　　ある。そんな場合、申請内容そのものが疑われかねませんので、内容がよ

　　　　　く分かっている方の連絡先を明示することが望ましい。申込書にそのよう

　　　　　な記載欄がなければ、欄外か付簾に連絡先を記載するように心がける。

　　　（３）申請書の所定の枠内に完結した文章で記載（別紙記載は避けること）

　　　　　　活動内容について、思いの丈を書き連ねるあまり、所定の記載枠では足
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りなくなってしまう場合がある。　しかしこのような場合でも、別紙記載に

することは避ける。選考委員会では原則として申請書本体に記載された内

容で判断するので、別紙記載は不利である。また小さな文字でびっしり書

き込むのも避けるべきである。

２）申請書の記載内容

　（１）申請者に関する事項

土
住所・団体名・代表者名・団体(グループ)の設立年月日

活動内容・構成メンバーの現状・予算の状況

これまでの活動実績など

１
－
ｌ
ｙ
－
リ

　　これらの記載内容から、申請者がどのような団体（グループ）か、助成先とし

　　て信頼できる団体であるか､今後も継続した活動が期待できるかを判断する

　　基礎資料となる。

（２）活動の概要

　　　　活動内容を具体的かつ簡潔に。

　　　　機材を購入する場合は、その明細と具体的用途を箇条書きで。

（３）申請理由（記献上の２つのポイント）

　①助成することが、今後の活動を展開する上で大きな意義かおること力説

②活動が地域社会と関連しており、活動の展開により地域に対する貢献がよ

　り一層高まるであろうことを説明

３）記載のポイント

　（１）オリジナリティを出す

　①事業（活動）内容や言葉にオリジナリティを。

　　　　活動内容が「他と違う」「先駆的」「助成による社会的な効果が明確である」

　　　等団体の独自性・オリジナリティを出すことが助成財団の目を引き付けるポ

　　　イントとなる。活動内容だけでなく、言葉の表現においても「自分の言葉」で

　　　語ることが大切。

②申請書以外に団体をアピールできる資料を。

　　申請書の他に、マスコミ資料や写真など、附属の資料を添付することも、

　アピールの一つになる。

（２）要点をまとめ、簡潔に

①わかりやすい表現を心がける
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読み手の立場に立った視点で。

　申請書は団体のことをまったく知らない人が見るものである。読み手にとっ

て理解できる内容か、わかりやすい表現か、ということを第一に考えることが

重要。

②スペースにあった記入を。

　所定の欄に納まるように、簡潔に。

　　　(小さな字でびっし引ま×)

　記入に際しては、スペースを考え、所定の記載欄に納まるように簡潔に記載

する。小さな文字でびっしり書きこむのは、読みづらい上、インパクトに欠け

るため、選考に際して不利となる。また、スペースが足りなくなったといって

別紙記載にせず、あくまでも申請書の所定の欄に合った記載を心がける。その

ためには、伝えたいことを全て列記し、スペースを考慮しながら、どこにポイ

ントを置くのかを判断し、取捨選択して記入するとよい。

４）添付資料の効果

　＜添付資料＞

　　　最近の機関紙・ニューズレター

　　　新聞のコピー

　　　テレビ放映のビデオ　など

　申請書の他に、団体の活動内容を裏づけ、アピールする資料を添付すること

は有効である。資料としては、最近の機関紙・ニューズレター・新聞などがあ

る。活動の紹介などが地元新聞に掲載された場合は、コピーを添付すれば、そ

の団体の活動が地域と密接に結びついていることを説明する有力な資料となる。

　テレビで放映された活動紹介のビデオを申請書とともに送付することも可能

だが、資料は返還にされないことが多いようなので注意が必要である。

５）確認と点検

　　一通り申請書類が出来上がったら、記入漏れなどがないか確認。

　　団体や活動について全く知らない人に見てもらい、客観的に評価してもらうこ

　とも参考になる。チェックのポイントとしては・・・

（１）記入漏れはないか？

　　　住所・団体名・代表者名・（照会時の連絡先）・活動内容・・・など

（２）わかりやすい表現で書かれているか？

　　　読み手に理解しやすい表現

　　　記入欄のスペースにあった簡潔な表現
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（３）申請書の控え（写し）を取っておく

　　　　内容に関して、助成団体から照会があった場合などに備えて、

　　　申請書の写しを取っておくとよい。

５．助成団体一例

『伊藤忠記念財団』子ども文庫助成 ・子どもの本購入費助成

・子どもの本100冊助成

　　　　http://www.itc-zaidan.orgl/

『読売光と愛の事業団J　http://www..omiuri.com゜/hikari/work/do

.htm

r毎日新聞東京社会事業団Jhttp://www.mainichi.com゜/shakai゛i　o/

『丸紅基金J　http://www.marubeni.com'/kikin/‘osei05.htm1

『NHK厚生文化事業団　わかば基金J　http://www.n.wo.org‘/to

ics/#03

『キリン福祉財団J　http://www.kirin.com./active/socia1/foundation/６．助成情報出版物

◆(財)助成財団センター発行

　　　｢助成財団　募集要覧　2006｣

　　　｢NPO ・市民活動のための助成金応募ガイド｣

◆日本ＮＰＯセンター・アリスセンクー共著

　　　｢知っておきたいＮＰＯのこと～資金編～｣

◆全国社会福祉協議会発行

　　　｢社会福祉事業関係助成団体要覧｣

◆東京ボランティア・市民活動センター

　　　｢ボランティア・市民活動助成ガイドブック｣

◆(財)損保ジャパン記念財団発行

　　　｢ＮＰＯ活動資金確保の手引き｣
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[講　演]

全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.12006

　　「なのはな文庫」活動と患者図書サービススタイル

～千葉大学病院院内移動図書「なのはな文庫」６年間の活動から～

　　　　千葉大学病院地域医療連携部

ソーシャルワーカー　葛　田　衣　重

1.はじめに

　病院患者図書サービスは、患者サービスのひ

とつとして位置づいてきている。その目的は、

病気の知識や治療法を患者自らが学び選択する

ことを推進するものと、入院生活中の気晴らし

や楽しみを提供するものとに大別される。運営

はボランティア、外部委託、職員などが担って

いる。従って患者図書サービスの提供においては、なんのために（目的）、だれが（担

い手）、どのように（運営方法）が重要な要因となる。そこで千葉大学病院院内移動図

書「なのはな文庫」６年間の活動をとおし、これらの要因と患者図書サービスのスタ

イルについて検討した。

2.なのはな文庫の活動

　なのはな文庫は、入院患者の気晴らしや楽しみのため、ボランティアが中心となっ

て運営する院内移動（屋台形式）図書サービスである。きっかけは、当時の院長が「医

学部学生が医師になる前に患者と接する機会を作りたい」と考え、意欲のある学生を

選んでいたこと、旧国立大学病院において院内ボランティア活動が急速に進展してお

り、開院としても「病院ボランティア活動に取り組みたい、手始めに患者図書サービ

スはどうか」と考えていたこと、ボランティア活動を統括する部門が設置され、そこ

にソーシャルワーカーが配属されたこと、などであった。

（1）歴　史

　前述のような背景があり、1999年11月、医学部学生３名、職員（医事課長、ソー

シャルワーカー）により開設準備をスタートした。入院棟地下１階に書庫を確保し、

学生が中心となって本を集め貸出しルールを作成した。貸出しは入院棟３階エレベー

タホールに本を並べて（屋台形式）行なうこととした。 2000年６月、名称を「なの

はな文庫」と決め、オープンした。 2002年には寄贈本が増え手狭になったこと、作業

環境として適切でない、などの理由から、書庫が地下１階から12階に移動した。医
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学部学生を中心としてきた学生メンバーが卒業や就職により2004年頃より減少して

きた。そこで活動メンバーを補充するため、千葉市ボランティアセンターを通じ募集

を開始した。2006年６月創立６周年を迎え、メンバーは25名の登録があり中高年女

性が中心となっている。

（2）活　動

　①貸出し

　なのはな文庫の貸出しは、週１回、土曜日の14時から16時までの２時間、入院患

者と家族を対象に、入院棟３階のエレベータホールで行なっている。ブックトラック

３台のほかに、折りたたみ机３台にパンケース９ケを並べ、利用者が本を自由に選べ

るようにしている。貸出し期間や冊数の制限は設けていない。返却は同３階エレペー

タホールに設置してある返却ポストに入れるか、貸出時に受け取っている。本のほぼ

全てが、患者、職員、学生などからの寄贈である。入院棟12階の書庫から本の運び

出しがあるため、ボランティアは３～４名が必須である。また、毎回14時と15時に

は院内放送を利用し、図書サービスの案内を行なっている。

　②返却整理

　平日の日中、土曜日の午後、返却本の整理や寄贈本の処理などを行なっている。

（3）貸出し統計（2005年実績）

　貸出し冊数:11､359冊（1回平均2 14.3冊）、貸出し人数:2､664人（1回平均50.2

人）

　貸出しジャンル：マンガ5､978冊（52.6％）、文庫3､491冊（30.7％）

　貸出しボランティア人数：のべ289人（1回平均5.4人）

　2005年は毎土曜日に開くことができた。毎回約50名に200冊を貸出し、そのジャ

ンルはマンガと文庫で８害ﾘを超えていた。気楽に読めるマンガや文庫の人気が高かっ

た。その他として料理や編物、園芸などに関する本のリクエストも少なくない。絵本

や写真集もわずかではあるが常時借り出されていた。一方、病気に関する図書も提示

しているが、利用はわずかであった。

　蔵書は2006年６月現在10､131冊あり、内訳はマンガ4､089冊（40.4％）､文庫3､407

冊（33.6％）、その他である。貸出し時に並べている本は、ブックトラック、パンケー

スの合計で約2､150冊であり、蔵書の約２害Gこすぎなかった。

（4）ボランティアの実態

　登録メンバーは25名。女性19名、男性６名。年齢は16歳～63歳までと幅広い。

年齢構成は、50代が８名と最も多く、次いで10代５名、20代４名、30代３名と続

く。中高年女性が中心であるが、若者も３割を超えている。活動経験年数は、1～2

年が８名と最も多く、次いで１年未満が５名であり、新人が多く入れ替わりが激しい

ことが浮き彫りとなった。参加頻度は、月１回が半数を占めているものの、不定期参
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加が約20％であった。第１週担当グループ、第２週担当グループ、と担当週とグルー

プリーダーを定め定着しつっあるが、担当選を決められないメンバーも２割おり、安

定した運営とは未だいい難い。メンバーの職業有は、パート・学生を含むと80％に達

しており、仕事や学業をしながらの参加が多いことが明らかとなった。

（5）活動の課題

　以上より､今後の活動の課題は①ボランティアの確保②ボランティア間の連絡調整

③ボランティアの意向の汲み取り④貸出しスタイルの検討、であると考えられる。

　　①ボランティアの確保

　千葉大学病院のボランティア活動が開始された1999年当初より、院内には同院に

おけるボランティア募集のポスターが掲示されている。

　加えて2004年から千葉市ボランティアセンターを通し、年１回「なのはな文庫」

ボランティアを募集している｡2005年は20名の問い合わせがあり18名を面接した。

このうち活動に参加したのは17名で、継続しているのは９名である。またメンバー

の年齢構成からも分かるとおり、高校生や専門学校生がおり、進学や就職により活動

を終了するメンバーが毎年後を絶たない。従って、引き続きメンバーの募集が必要で

ある。

　　②ボランティア間の連絡調整

　むこう３ヶ月の月間活動予定表と選担当表を書庫に張り出している。活動参加時、

この予定表を各自がチエックし、欠席や担当週以外に参加できる場合は、書き込むこ

とになっている。それにより各自が活動日の確認と早めの欠席把握ができるようにな

った。書き込みに間に合わない欠席は、担当選のグループリーダーか地域医療連携部

に連絡することになっている。　しかし欠席を補充するシステムが構築されておらず、

地域医療連携部担当者の介入でやりくりしている。

　活動メンバー名簿（氏名、電話番号、担当週等、年１回更新する）を作成し、メン

バー同士の連絡に役立てるよう配布している。

　メンバー同士の交流を図るため､文庫開設当初より年１回の交流会を開催している。

仕事をしているメンバーや学生メンバーが多いため、開催は土曜日の午前中に大学病

院の講堂を利用して行なっているが、同日の貸出し担当メンバーにとっては、一日が

かりになるため参加がほとんど見られない。学生が多かった数年前は、貸出し後に夕

食を兼ねて流会を行なっていた。　しかし主婦が多くなった現在は、夕方の参加は更に

難しく午前中への変更を余儀なくされた。

　メンバー間の連絡調整を推進するために、リーダー会議の開催とニューズレターの

発行を検討する。リーダーは経験年数が比較的長く安定して参加しているメンバー（4

名全員が50代女性）が担っており、相互に連絡を取り合えている。今後は交流会と

は別に年２回程度のリーダー会議を開催し、欠席補充システムの構築を含み連絡調整
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の有効なシステムをリーグ一間で検討していきたい。またニューズレターを発行し、

メンバー同士の意思疎通だけでなく、新規メンバーの紹介や活動終了メンバーからの

メッセージ、利用者からのお礼の言葉などを掲載していきたい。

　　③ボランティアの意向の汲み取り

　年１回の交流会だけでは、とてもメンバーの要望や意向は把握できない。25名は少

人数ではあるが、全員が集まり意見交換し総意をまとめるのは難しい。　リーダー会議

を開催し、メンバーの意見を丁寧に聞いていく必要がある。メンバーが与えられた活

動だけでなく、新たに取り組みたい内容を提案し実現できることが、メンバーの活動

意欲を高め継続する力になると考えられる。

　　④貸出しスタイルの検討

　2006年の定期交流会において、メンバーの要望は「専用図書室」であった。開設当

初の６年前からこの要望は変わっていない。専用図書室が実現するまで現行の「屋台

形式」で実績を重ねる方針である。　しかし2005年の貸出し実績からは、蔵書の２害り

程度しか利用者に提示できていないことが明らかとなった。千葉大学病院は2007年

春にむけ新棟を増設中であり、専用図書室確保のまたとないチャンスである。実績を

まとめメンバーとともに病院組織に対し訴えていく必要がある。

　同時に専用図書室以外の方法も検討し提示しなければならない。病院はなんといっ

ても最優先されるのは医療サービスであり、その後にその他のサービスが続く。従っ

て限られたスペースを配分する際に、院内図書室への配分が「無い」または「併用」

ということを覚悟しなければならないだろう。無い場合はこれまでどおりの屋台形式

を継続しつつ、常に組織に訴えていくが、併用の場合は貸出しスタイルを検討する必

要が生じてくる。例えば、新たにできる待合ホールにオープン書架を設置し貸出しが

可能になる、などである。いずれにしても、メンバー自身から実現可能な貸出しスタ

イルが考え出されなければならない。

3.他院の活動

　　「なのはな文庫」開設にむけ、いくつかの病院の図書室を見学した。またその後も

患者図書サービスについていくつか情報を得た。これらをまとめ以下に表で示した。
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表１　各病院の患者図書活動

施設名 目的 担い手 運営･貸出規則など

千葉大病院 娯楽 ボランティア 屋台週1回2時間

東京大病院 娯楽 ボランティア 専用図書室

聖路加病院 学習 専任職員 専用図書室

がんセンター 学習 職員 オープン書架

貸出禁･コピー可

娯楽 ボランティア 移動　ワゴンで巡回

富山大病院 娯楽 ボランティア オープン書架

表２　サービススタイルの長所と短所

スタイル 長所　　　　　　　　　　　　　　短所

専用図書室 多くの本を見せることができる

少ない担当者で貸出ができる

貸出と返却整理が同時にでき効率

的

独自の活動も可能

来室できない人に対応できない

外来患者への提供は？

閲覧コーナー 多くの本を見せることができる

いつでも本を見ることができる

外来患者も利用しやすい

貸出担当者が不要

返却率は？？

移動

(ワゴン巡回)

入院患者の総てに対応できる

細やかな個別対応も可能

外来患者に提供していない

提示する本の量に限りがある

継続に担当者確保が必須

移動(屋台)

り り

● 　 ■

来場できる入院患者のみに対

応

外来患者に提供していない

並べる本の量に限りがある

貸出準備に時間と人手がかか

る

継続に担当者確保が必須

　表２から、なのはな文庫の移動「屋台形式」は、サービスの利用者と提供者（ボラ

ンティア）双方に不十分な点が多いことが分かる。　しかしボランティアメンバーは、

このスタイルに愛着を感じ、変えようという意見はなく、専用図書室を得るまで実績

を重ね継続していく意志であった。
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4.患者図書サービスのスタイル

　娯楽を主な目的とする場合、サービスのスタイルを形づける要因は、(1)組織(病院)

の考え方(2)担い手(ボランティア)の意識、である。

　（1）組織の考え方

　どんな組織でも新しい事業を展開する場合には、どのような方法でおこなうか、と

いう考えと具体的な手段があり、それに基づいて準備し実現していく。千葉大学病院

の患者図書サービスも同様である。なのはな文庫開設について、その考えと具体的な

手段は「病院ボランティア活動を行なう。その一つとして図書サービスを行なう。専

用図書スペースはなく、外来ホール等でのオープン書架提供もなく、予算もない。運

営は医学部学生と職員に任せる」というものであったと推察する。これを篤志とアイ

ディアをもった学生が中心となり図書サービスの提供を実現していった。従って、利

用者と提供者双方にとりよりよいサービススタイルに変えていくためには、祖織に働

きかける必要がある。働きかける時期、相手、有効なデータ等を検討し準備すること

が重要である。

　（2）担い手（ボランティア）の意識

　多くの病院において、娯楽を目的とした図書サービスの担い手はほとんどがボラン

ティアである。従って、ボランティアがサービススタイルの鍵を握っているといって

も過言ではない。ボランティアの確保、育成はもちろんのこと、彼らの意思が尊重さ

れ意欲を持って取り組める環境を創りあげなければならない。これはボランティアと

組織の両者に求められることである。利用者からみれば、組織もボランティアも病院

サービスの提供者としては一体である。

5.まとめ

　患者図書サービスのスタイルは、「なんのために、だれが、どのように行なうか」に

より決まる。換言すれば、運営にあたる組織の考えと担い手の意識がスタイル決定の

要因となる。今や患者図書サービスは病院サービスの一環であり、病院はサービスの

総体向上を常に図っていく時代となった。従って、患者図書サービスを運営する組織

と担い手は､サービス向上という側面において一体となって努力しなければならない。

そのために、組織には担い手の意思を尊重し、意欲が持続できる具体的な考えの提示

が求められ、担い手には実績の提示とよりよいサービス提供の考えが求められる。
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全国患者図書サービス連絡会2006年　総会・講演会に参加して

川崎市立川崎病院図書室

　　　　　篠　原　寿美江

　今回「患者図書サービスの資金作り　一助成金の活用Ｔ」という宮田由紀氏の講演

を拝聴する機会を得て、日の前が明るくなり資金稼ぎにチャレンジする勇気が湧いて

きた思いです。

　近年では、多くの病院でボランティアを中心とした患者図書サービスが盛んになっ

てきています。当病院も2002年に「ボランティア推進委員会」が設置され、毎月定

例会議が開催されています。ボランティア活動時のエプロン、マスク、消毒用エタノ

ール、その他消耗品等は、病院で購入してもらえるが、個々の活動に対しての予算は

付いていない。患者図書サービスも資料購入費は計上されておらず、患者図書･絵本・

紙芝居など全て患者様、市民、公共図書館と職員からの寄贈で賄われています。　しか

し、ボランティア活動が盛んになればなるほど、活動費の必要性が生じ、費用を得る

ために何か良い方法はないかと病院の事務方とも相談をしてみましたが、名案は無く

今日に至っています。

　宮田氏の講演の中で「資金の調達方法とその特徴」は、大変良い参考となった。そ

の方法としてつぎの項目があげられています。

　　　１．病院で予算化　　２．会費　　３．寄付金　　４．地方自治体の事業

　　　５．チャリティーバザー　　６．古書の売却　　７．助成金

などが紹介されました｡それぞれ得た資金には､その使途に対して拘束や義務があり、

比較的自由に使えるのは「６．古書の売却」の場合のようです。私は、「７．助成金」

について以前から関心がありとても参考になりましたので少しご紹介します。

助成金の定義　…さまざまな助成組織が、特定のテーマや目的にかなう社会

　　　　　　　的・公益的な活動を育み成長を助けるために提供される資金

助成組織には…１．行政系の助成組織…基金。

　　　　　　　２．民間系の助成組織…助成財団。

　　　　　　　３．その他の助成組織…企業、ＮＰＯなど。

助成金情報法の収集　…

　　　　　　　１．社会福祉協議会…全国・都道府県・市町村社協

　　　　　　　２．各地のボランティア・ＮＰＯ支援センター

　　　　　　　３．助成財団センター
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　　　　　　　　　　　４．インターネット・ホームページ

　　　　　　　　　　　５．新聞・雑誌（全国紙より地方紙、月刊福祉掲載多）

　　　助成団体一例の紹介　…

　　　　　　　　　　　１．「伊藤忠記念財団」こども文庫助成

　　　　　　　　　　　２．「読売光と愛の事業団」

　　　　　　　　　　　３．「毎日新聞東京本社事業団」

　　　　　　　　　　　４．「丸紅基金」

　　　　　　　　　　　５．「ＮＨＫ厚生文化事業団　わかば基金」

　　　　　　　　　　　６．「キリン福祉財団」

などが紹介された。

　後日、インターネットで「助成金」を入力すると3､400､000件の検索結果が表示さ

れ、「助成金と絵本」を入力してみると99､700件もありました。その中には、上記の

助成団体も紹介されていました。また、当日来賓としてご出席されました「伊藤忠記

念財団」こども文庫助成を担当しておられる方のお話も伺えて、今後の患者図書サー

ビスに明るい希望が持てた一目でした。

(渡辺順子氏の布の絵本の説明)
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全国患者図書サービス連絡会会報　VOL.13 N0.12006

講演『「なのはな文庫」活動と患者図書サービススタイル』をきいて

浦安市立中央図書館

　　　　　柚　木 聖

　当連絡会では、これまで「小児患者への図書サービス」「病院ボランティア」「医学

情報サービス」といったテーマの講演会を開催してきた。筆者の勤務する市立図書館

では、市内の二つの病院の図書コーナーでサービスを行ない、うち一病院では小児病

棟入院児への読みきかせをしている。また、いくつかの公共図書館や病院図書室での

一般への医学情報サービスの取り組みについては、レファレンス・サービスの新しい

動向として深い関心を持っている。このため、毎回の講演はどのテーマも得るところ

が大きい。今回の千葉大学病院における「なのはな文庫」の活動についても、同じ千

葉県内からの事例発表であり非常に興味深くお話しを伺うことが出来た。

　詳細については、本会報に発表者の葛田衣重氏による原稿が掲載されるそうなので、

ここでは講演中で印象に残った点について触れたい。

　第一点は活動の変遷についてである。ボランティアによる活動メンバーは1999年

の発足当初の学生中心から一般市民へ移行した。その原因のひとつとして現在の医学

部学生が習得すべき専門知識の量が増えており学業が忙しくなってきた事が挙げられ

ていたのが印象的だった。このことは残念ではあるが、その後の変化は一般市民がボ

ランティア参加を通じて病院への理解や関心を深めていただくよい機会となったので

はないかと思う。

　もう一点はボランティアの受け入れ態勢についてで、病院側に求められる事項が良

く分かった。具体的には「人員確保」「病院とボランティア、ボランティアのメンバー

間の連絡調整」といった事務的事柄から「ボランティアの要望や意向の把握」といっ

たより発展的な事柄をあげられていたが、これらを多くの病院の担当者は兼任業務と

して執り行うわけであるから、非常に大変なことであろう。なお、「なのはな文庫」で

は開設以来一貫してボランティアからあがる要望が「専用図書室の確保」だという（現

在は屋台式の巡回サービスを行なっている）。現在、千葉大学病院では新棟を増築中と

いうことなので、このまたとないチャンスを生かし、ボランティア・担当の協力で専

用図書室をぜひ実現して欲しい。

　最後に、今回のふたつの講演は病院職員の葛田氏とボランティアの宮田氏という異

なった立場の方からの発表だった。当委員会にはさまざまな館種の職員・ボランティ

アが参加していることが特徴である。各地の患者図書サービスの担い手が集い情報交

換する場としての連絡会の重要性をあらためて感じた。
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＜編集後記＞

　会報13巻１号をお届けいたします。

今号は、７月１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13回総

会と講演会の特集号といたしました。

　総会では定例の議題は承認されましたが、主としてホームページ（HP）に関

するご意見等がありました。そのご意見に対して、HPを全面的に見直し、可

能な限り改善するための準備を始めました。　しばらく時間を要しますがご期待

ください。

　総会後の講演会では、第１演題は、千葉大学附属病院で実施されている移動

図書「なのはな文庫」の活動の詳細が葛田さんによって報告されました。第２
演題は、皆さんがご苦労されている患者図書サービスの資金作り（助成金の種
類とその活用方法）について、宮田さんが調査を基に報告しました。これら２

演題の講演内容は本誌に掲載しました。また、参加記は篠原さんが資金作りの
手がかりを得たことを、お書きくださいました。読者の皆様に必ずやご参考に

なるものと思います。また、柚木さんが「なのはな文庫」についてお書きくだ

さいました。
　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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