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＜巻頭言＞

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.13 N0.2/3 2(X)6

癌サーパイパー

全国患者図書サービス連絡会

　　　会長　小　由　靖　夫

　色付きか遅く、今ひとつ華やかさに欠けるかと危惧されていた今年の紅葉も、このとこ

ろの冷え込みと好天の恵みで、急速に色付きを深め、朝夕田舎道の車窓を流れる里山の紅

葉は日々濃さを増しています。後数日で師走に入るというのに、樹々はまだまだ紅葉完成

への歩みを止めようとはしていないようで、毎日眺めて通る私は、このような今年の紅葉

の変化をタップリと楽しませて頂いています。不順とか異常気象などといわれても、自然

の歩みの大きさ、豊かさ、大らかさは、浅はかな人知の及ぶところではありません。

　と言うわけで、もう今年も終わりに近づいています。私たちの患者図書サービスも、何

か出来たのか、この一年を振り返ると、講演会、総会、ホームページの改良刷新、会報の

定期発行と、役員諸氏のかんばりにも頭か下かります。“継続は力“です。

　話は飛びますか、胃を切った人・胃腸のリハビリ情報紙“ALPHA CLUB” という月刊

の刊行物があります。胃癌で手術を受けた人達の体験や医師達のアドバイスか主ですか、

最近号の巻頭を飾る“あるふぁ随筆”欄の“現役バンカーの「七転びハ起き」人生”と題

する関原健夫氏（日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代

表取締役）の一文が眼に留まりました。私には我々への強力なメッセージとも受け止めら

れましたので紹介します。

　氏は、36歳でニューヨーク在勤中1984年に、現地で大腸癌手術を受け、「リンパ節転移

かあったので再発の可能性は高く、5年生存率は20％」と告げられます。絶望に近い数値

の宣告です。予告どおり（？）再発か次々と起ります。しかし、七転びハ起きです。

　「1986年から1990年の間に、肝転移の手術2回、肺転移の手術を3回受け、奇跡的に生き

残った」。淡々と書いておられますか、これは尋常な体験ではありません。その後16年間

お元気で還暦も迎えられて、尚ご活躍中ですから、この癌は正に奇跡的に克服されたに違

いないでしょう。そしてこの間、ご自分の体験を「がん6回　人生全快」（朝日新聞社刊）

として出版されたのがきっかけで、多くのマスメディアを通じ、或は個別に、多数のがん

患者・家族との交流を深められ、彼・彼女らの闘病を援助されます。

そして、これら経験の蓄積を通して、氏は日本の現状を、「日本は癌研究・癌治療の面では、

課題山積みとはいえ、先進諸国に比肩しているが、患者支援を主体とした対癌活動やそれ

を支える募金活動は発展途上国並みである。」と、分析しています。痛烈な現状批判です。

氏は米国の癌サーバイバーが対癌活動に積極的にボランティアとして参加し、癌情報の提
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供、癌相談などの患者支援活動や資金集めに大きな働きをしていることを挙げ、日本の癌

サーバイバーに、対癌活動への積極的な参加を呼び掛けておられる。

我々としては、医療費についての現状分析と、健康・福祉についての長期的視野での基本

的な考え方についての議論を抜きにしたまま、単なるそろばん勘定合わせに過ぎない医療

費削減を振り回す政府や政治家を批判することを休むわけには行かないが、日本にも目覚

め始めたこのような、“癌サーバイバーの動きに連動できる体制造り”を早急に整備しな

くては！ということを痛感させられました。
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2006年度　全国患者図書サービス連絡会

　　　　　　役員会議事録

日時:2006年10月21日（土）13 : 00～17 : 00

場所：ハ重洲倶楽部　第9会議室

住所：東京都中央区ハ重洲2-1　ハ重洲地下街中1号

＜報告事項＞

１．会報の発行

　　　　　　第13巻1号　現在印刷中　10月中に発送予定

　　　　　　　　　2号/3号　11月中に発行（10月末一’切）

　　　　　　　　　4号　講演会特集号

　　　　＊2号・3号の原稿集めに苦労している。

　　　　　　役員一人1題を目標に協力を願いたい。

（現在依頼中）「るかなび」について（石川さん）

（候補）　　　医学情報サービス研究大会千葉大会の報告（柚木さん）

　　　　　　　枚方公共図書館の病院サービスについて（山室さん）

　　　　転載：神奈川県立こども医療センター

　　　　　　～ボランティアのイギリス子供病院見学記～（山口さん）

　　　　転載：出版ニュース　　　　　　　　　　　　　（石井さん）

２．会計報告　会計報告書（事務局）

　　　　　訂正：①　＜予算執行状況＞

　　　　　　　　②　＜予算執行状況＞

発送費諸費

予備費

支払金額:8640→0

支払金額:o→8640

＜検討事項＞

１．ホームページの移行・改善について（担当：藤井）

　　（１）ホームページ・役員同報メールの移行

　　　　「’yahoo!ジオシティーズ　ジオプラス１ＧＢ」

　　　　　　価格：月額525円

　　　　　　URL : ドメイン名か変わる（独自ドメインオプションあり）

　　　　　　付属する機能：

　　　　　　　同報メール→　役員の同報メールを移行

　　　　　　　メール転送機能→　メールでの新規入会申し込み者への返信が可能

　　　　　　　カウンタ
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（２）検討事項

　　　　移行方法：現在のまま移行・・・徐々に改善していく

　　　　　　　　　現段階で工事中のコンテンツは一旦削除

　　　　ＨＰのイメージ：シンプルで親しみやすいイメージに。

　　　　　文字ばかりでなく写真入りに。

　　　　　　　　　　　　　（講演会風景・ハンドブック・会報など）

　　　　更新手続きの流れ：

　　　　　更新日：毎月１日

　　　　　更新内容の提案期限：更新日の15日前まで

　　　　　更新の流れ：各役員?奈良岡?ホームページ担当者

　　　　　書式について：①　～です、～ます調

　　　　　　　　　　　　②年は西暦で表記一一2006年

２．講演会企画

　（１）企画案（別紙資料参照）

　　　　　山口案・・総会時に改めて依頼。

　　　　　宮田案・・次回以降にアイディアを残しておく。

　　　　＊奈良岡案を採用決定

　（２）平成18年度講演会企画（奈良岡案）

　　　　　テーマ　：健康情報関連団体のコラボレーションの可能性を探る

　　　　　講演内容と講師：

　　　　　　①「市民への健康情報提供サービス研究班会議」

　　　　　　　　活動趣旨と今後の方向性について

　　　　　（講師）山口直比古氏・牛沢典子氏（東邦大学医学メディアセンター）

　　　　　　②「JLA　健康情報提供サービス研究委員会」

　　　　　　　　活動趣旨・現状・今後の方向性について

　　　　　（講師）中山康子氏（都立中央図書館）柚木聖氏（浦安市立中央図書館）

　　　　　　③「国立ライフサイエンス情報センター（仮称）検討委員会」

　　　　　　　　活動趣旨・現状‥今後の方向性ついて

　　　　　（講師）阿部信一氏（東京慈恵会医科大学医学情報センター）

　　　　　　　　　木村博氏（現委員長）

　　　　講演会スタイル：パネルディスカッション形式

　　　　　　コーディネーター・・小山靖夫氏（栃木県立かんセンター名誉所長）

　　　　　　　　　　　　　　　　坪内政義氏（愛知医大医学情報センター）

34



全国患者図書サービス連絡会会報VOL.13 N0.2/3 2006

聖路加健康ナピスポット「るかなぴ」

看護大学が開設している健康情報サービスコーナー

聖路加看護大学看護実践開発センター

「るかなび」コーディネーター

　　　　　　　　　　　石　川　道　子

Ｉ．はじめに

　聖路加看護大学では、聖路加看護大学21世紀COEプログラム「市民主導の健康生成をめ

ざす看護形成拠点」の一部として、People Centered･Careをめざした市民への健康情報サ

ービスを目的に、2004年5月に健康情報サービススポットか開設されました。　聖路加の

「るか」「健康情報ナビゲーション」の「なび」をとって、通称「るかなび」と私たちは

呼んでいます。成員は、教職員、専任のコーディネーター（看護師・司書）、ボランティ

ア（看護職・医療専門職）、研究員です。

　・【サービス内容】は、健康相談・健康チェック・健康情報の提供、さらに2006年6月

　　より闘病記閲覧コーナーもオープンしました。

　　・【場所】は、看護大学2号館1階で、通りに面しています。

　　・【サービス時間】は平日の月曜日から金曜日。10時から16時です。

　・【広報活動】は不特定の利用者に「るかなび」存在を広める重要なポイントでした。

　　地域との交流や、大学内への広報を行っています。

　聖路加看護大学が積極的に主として中央区民にその活動を広めるのはかつてないことで

した。町内会との交流、保健所のイヴェントに参加、中学生職場体験の受け入れ、中央区

の市民講座の開催、などを通して地域との交流を学びはじめています。また、ほとんど教

育・研究活動しか知らない大学内に市民に直接働きかける「るかなび」の存在を浸透させ

ることにも工夫をしています。主な成果を、学会・紀要・研究会において報告しています。
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Ⅱ。『るかなび』の特色

　■　看護大学が市民に開いている

　■　通りがかりの人が誰でも入ることができる

　■　無料によるサービスの提供

　■　看護師と図書館司書が協働している

　■　病院でもなく、公共図書館でもない

　■　ボランティアによる相談業務

　■　研究的な取り組みと学生への教育活動の場

１．健康相談の目標

　■利用者が心配していること、不安に思っていること、困っていることに耳を傾け、相

　　談者と一緒にその問題を考える姿勢で対応する

　■利用者が求める健康情報にたどりつける情報の求め方や使い方を示す（ナビゲートす

　　る）

　■電話、手紙、ネットなどの間接的な媒体を通した相談はうけず、対面の相談を大切に

　　する。心の交流を利用者、相談者がより正しく理解し会えるためである。

２．求められる情報（相談内容）

　　　　2004年度　来訪者数:228名
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（2005年度は来訪者数か833名になっている）

- ¶ ¶ － －

　情報の求め方には、人との関わり方、施設のことも加えて、二次的な資源、図書・パン

フレット・ネットの利用があり、2004年度の相談分析の結果にも現れています。

相談は延べ件数:360件（2004年度）でした。

内容としては、１．病気や体に関すること（77％）　2.医療システムに関すること（10

％）3.生き方に関すること（９％）　４．当該施設・関連施設などの情報収集（4％）と、

大きく4領域にわけられます。

３．対応方法

対応延べ件数は475件（2004年度）でした。

対応の内容は、１．健康チェック１６％、２．相談以外の媒体（図書、パンフレット、ｐｃ検索）
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利用１４％、３、説明、アドバイス、話を聴く、は合わせると相談対応の67％になり、対

面して健康情報を提供するという「るかなび」のスタイルが出ています。

�。情報ツールと活用

「るかなび」の健康情報の提供は相談活動を基本としています。相談時に活用できること

を主眼として収集・整備・提供を心がけています。

　１．資料

　　１）パンフレット；生活習慣病が中心

　　２）図書；医学書・一般医学・医療制度・心の援助・看護学

　　3）PC検索；大学公開HPあるいは大学研究活動の広報サイト「看護ネット」紹介

　２．活用の基準を次のようにしています。

　　・相談者が説明の根拠を調べる

　　・利用者の選択・決定のための資料として

　　・利用者と相談者か一緒に根拠を調べる

　　・利用者が自分で選択・決定をするために情報を探す

　３．闘病記コーナー

　　　民間研究団体健康情報棚プロジェクトより病名別に分類された闘病記1000冊が寄贈

　　　されました。「るかなび」はいわる図書館としての活用を考えるよりは、相談活動

　　　とどのように結び付けられるかと考えています。現在他所からの寄贈闘病記300冊

　　　も準備中です。

Ⅳ。おわりに

１．「るかなび」の課題

これは現在進行中のことでもあります。具体的な方策として、ボランティア育成講座の開

催、現在、活動中のボランティアによるボランティア会議の開催を実施して、以下の課題

の分析と評価を試みています。

　■「るかなび」運営に関わる仝成員の協働

　　　・ボランティア活動の意義と継続

　　　・成員として市民の参加を準備

　　　・全成員が立てる共通基盤作り

　■情報ツールの再検討と整備

　　　・協働を可能にする情報整備

　　　・成員の自己研讃に資する情報整備

２．「るかなび」の健康情報サービスのめざすもの

　看護職および医療専門職か、利用者と直接向き合って話をする中で相談者・利用者か互

いに求める情報とその解決方法を探すところにあります。利用者は対話か経過する時間の

流れの中で、自力で考える自信をもつようになり、また、相談者は利用者との会話の結果

から対応方法の成否を分析し、より深い相談活動を目指します。
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３．「るかなび」活動の原動力

　ボランティア相談員の継続性を高めるのは、「るかなび」のボランティアをすると、楽

しい、あるいは、なにか得るものがあると感じることか継続に繋がる。医療専門職のボラ

ンティアに加えて、地域市民の「るかなび」運営参加を計画しています。利用者により近

い思いをもてる人か運営に参加すれば、より深く現実に迫ったサービスが可能になるとお

もわれます。運営の参画にだいじなポイントは共通の基盤に立てることだと思います。セ

ンターではこの秋、医療職、地域の人が同席できるボランティア講座を開催します。これ

らの流れをふまえて情報ツールの工夫と整備をしていきたいと思っています。

　　（このレポートは2006年7月の医学情報サービス研究大会ワークショップで報告した

　　　ものに加筆・訂正したものです。筆者）

文献

　菱沼典子　他　看護大学が開設している健康相談からみた市民の健康問題と看護職の対応

　聖路加看護学会誌2006;10(1)38-45

　高橋恵子　他　｢看護大学が市民に提供する健康相談における相談内容と利用者の傾向｣

　2006年9月聖路加学会発表

　松本直子　他　看護大学の市民健康情報サービスにおける資料選択の課題．医学図書館

　2006,53(2):156-160
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　　　　　　　　　　　英国訪問記（1）

　　　　ロンドングレートオーモンドストリート子ども病院を訪ねて

（Great Ormond Street Hospital for Children, NHS Trust ,London,United Kingdom）

神奈川県立こども医療センター
外来図書室　　三　木　美　雪

　今回大変幸運な事に、イギリスロンドンの中心部にありますグレートオーモンドスト

リート小児病院（ＧＯＳＨ）を、神奈川県立こども医療センターボランティアコーディネー

ターであり、日本小児がん看護研究会会長も務められていらっしゃる梶山さんと御一緒に

訪問することができました。同日は、小児がん看護の現場の第一線でご活躍されているプ

ロフェショナルな方々も参加され、さらに充実した訪問となりました。

　ロンドンのラッセルスクエアー駅からGOSH（Great ormond Street Hospital for

Children）小児病院へと向かう道は、色とりどりの花が窓辺を飾り、緑あふれる公園を横

切ると、やがてＧＯＳＨ小児病院の正面玄関へとたどり着きます。玄関脇には目の高さほど

の花壇がありピーターパンの銅像か優しくお出迎えをしてくれます。子ども達や親子さん

がピーターパンと毎日挨拶を交わしながら病院へと入っていくのかなと思いなから入り口

へと向かいます。このピーターパンの銅像は、ピーターパンの作者であるSir J M Barrie’s

の遺言により、本の著作権をすべてＧＯＳＨ小児病院に寄付をされたことを記念し建てられ

たものです。病院は多くの方々の善意により成り立っているのです。もちろんイギリス国

営（ＮＨＳ）の病院で予算が限られた病院であるのですが、さらに充実した諸施設を有する

ことができるのは、多くの人々の寄付によるものであり、日常的にチャリティが国民の中

に当たり前の事として存在しているイギリスの人々のふところの深さに感心させられます。

いざ入り口へ入ると、壁一面に大きなロンドン名物の2階だてバス、受付などがあり、受

付の反対側には2人程座れるボランティア専用の机もあります。なんと楽しい雰囲気なの

でしょう。「ここは病院？」と一瞬考えてしまいます。

ＧＯＳＨ小児病院の中にはおもに次のようなDepartment（部局）があります。

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

Transport Service　移送サービス

Outpatient Department　外来

Patient Advlce Liaison Service 母子健康室、保健福祉相談室　地域医療連携室

Hospital School 院内学校

Activitie8 Center 子供の遊び場

Chapel　祈りの場

Ward　病棟
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　では、諸部局の役割・機能を日本と比較してみましょう。

1、トランスポートサービス　では、すべての患者さんの輸送に関するサービスを一手に

引き受けています。家からの救急車の手配やタクシーを呼んでくれる。イギリス全土から

患者さんが集まってくるのでロンドンが初めての方にも地下鉄やバスの案内など、何から

何まで輸送に関する手配をしてくれます。

2、ペイシエント　アドバイス　リエソンサービス、日本ですと保健福祉相談室のような

役割を持つもので、入り□近くの売店の目の前にあり、広い病院の中を探し回らなくても

良いよう気軽に利用相談ができるよう配慮されています。相談は、経済的援助、学校の事、

治療に関すること等、多岐にわたります。よろず相談所と言った所です。

３、ホスピタル　スクール　院内学校は、中央に大きな机が置いてあり、それを取り囲む

ように本棚が置いてあります。挟いスペースですが外で遊べるようになっています。また

外には地下鉄実物大車両模型が置いてありイギリスＢＢＣテレビ局が取材の為に利用してい

ます。 ＢＢＣチャンネルでは、毎日のように小児病院の様子を朝の番組で放映しています。

日本では、病気の子ども=かわいそう、と言うイメージをもたれる方が多いと思われます

が、取材の中では、「僕たち私たちの生活の場が少しの間、病院へ移っただけ、こんな楽

しいこともできますよ。」と希望に満ちた明るいメッセージで放送されています。

５．アクティビティセンター　遊び場ではホスピタルプレイスペシャリストと呼ばれる専

門職のスタッフか子どもと一緒に遊ん七います。「遊ぶ？」それなら私にもできるとお考

えになる方もいらっしゃるでしょうが、ここで働くホスピタルプレイスベシャリストとは、

病院という環境や治療に対するストレスを和らげるために、遊びという手段を使い不安を

解消することができる高度な専門技術を持った人だちなのです。日本ではまだ一般的では

ありませんが遊びのﾌﾟ口です。このプレイルームにはたくさんのおもちゃが用意されてお

り、粘土あそび、お絵描き、まま　ィとセット、高学年の子どもにはゲームやカラオケ

DVDなどもあります。なんと言っても一番特徴的なのは、「病院ごっこ」かできるホスピ

タルコーナーがあることでしょう。レントゲン、注射器、点滴装置、聴診器、治療を受け

る人形がおいてあります。プレイスペシャリストはこのコーナーを使い、これから子ども

たちが受けるであろう治療についてお人形を使い説明したり、子どもか実際に遊んだりし

ます。このプレイルームは入院している子どもの兄弟の面倒も見てくれます。こんなプレ

イルームが神奈川県立こども医療センターにもあったらいいなあと切望しながら次の部屋

へと移動しました。

６．チャペル　祈りの場　イギリスは色々な人種の人々が暮らしています。キリスト教、

ユダヤ教、イスラム教、ヒンズー教、仏教など、色々な宗教の方々がいます。この方々に

祈りの場を提供しています。いつでも神に祈りをささげることができるようにとの配慮か
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らです。わが子を想い、祈りをささげる場が身近な病院内にあることは、親御さんたちが

心の平穏を保つのに必要不可欠な場となっていることを痛感しました。

7.Ward　病棟　今回は血液腫瘍科病棟を見学しました。病棟には象、キリン、ライオ

ン、ちょうちょ、など、それぞれ名前がついています。病院の床にはそれぞれの動物の顔

や足跡があり、それをたどっていくとそれぞれの病棟に着けるようになっています。子ど

もは、自分の行くべき病棟の動物を知っているので、足跡をたどっていくことを小さな楽

しみにしつつ、心の準備をしながら病棟にやってくるとナースから説明を受けました。

このように創意工夫に満ちたGOSH小児病院には、日本から来た、小児看護専門看護師で、

英国認定のホスピタルプレイスペシャリストの資格も取得された元気あふれる若い女性か、

日々切磋琢磨しながら活躍されていました。やがて日本へ帰国されるとの事、日本の小児

医療の向上に必ずや力を注いでくれると強く感じました。

　私も、病気と闘いながらこども医療センターを訪れる子どもたちにどんなお手伝いかで

きるのかと知恵を絞り、外来図書室での利用がより楽しくなるようにと願いながら活動を

続けてまいります。

＜『神奈川県立こども医療センター　オレンジクラブ　ボランティアニュースＪ

Vol.7，2006年10月号より許諾を得て転載＞
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図書館間の連携

京都南病院図書室
　司書　由室　償知子

はじめに

　現在､公共図書館と大学図書館、または専門図書館と館種を超えた図書館間の連携のも

とに相互協力として資料の相互貸借などが図られていることは周知のとおりである。また

各専門資料を有している図書館では同種の図書館間で、また地域での館種を超えた連携が

多くみられる。１）八2）ヽ3）

　われわれ病院図書室（館）でも各地域での病院図書室間の連携組織があり、その地域の大

学医学図書館（以下､医学図書館）および薬学図書館の組織との同種資料を有する館種を

超えた連携のもとに相互協力がなされている。

　この稿では病院図書館を中心とした近畿病院図書室協議会の同種図書間の連携と、京都

南病院図書室の館種を超えた連携の現状を述べ、これまであまり関わりのなかった公共図

書館との医学情報をめぐっての連携を考えてみたい。

Ｉ　医学系図書館の連携

　１）近畿病院図書室協議会

　われわれ病院図書室は1979年京都･大阪地区の病院図書室で、わか国では初めての病院

図書室の組織として近畿病院図書室協議会（以下、近病図協）を設立した。当時はまだ図書

室を設置している病院は少なくわずか22病院の機関加盟の組織であった。その主目的は、

近畿地区医学図書館協議会註）との連携のもとに医学文献の協力要請と図書室担当者の研修

指導であった。その後近畿2府6県と中四国、東海、関東からの参加希望病院を含めで、現

在の加盟機関は122機関となった。加盟機関は病院図書室が主で、看護専門学校をはじめ

医療系専門学校、研究所等の図書室間での相互協力を目的としている。

　註）日本医学図書館近畿地区加盟館

　その活動としては会誌の発行、研修会･勉強会の開催、文献相互貸借のための会員機関

の所蔵雑誌目録の作成等である。所蔵雑誌目録は1980年から冊子目録を作成、その後改訂

版、現行目録を刊行してきたが、本年の改訂版よりWeb版として会員に公開した。参加機

関の一部はこのWeb版を一般公開として、公共図書館をはじめ各種あからの文献依頼にも

応じることにより医学情報を広く公開することになった。医学関係の文献数は増加の一途

を辿り、各図書館において文献の相互貸借は欠かせないのが実状である。近病図協加盟館

の2004年度年次統計における文献相互貸借は［表1］の通りである。
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　２）近畿地区医学図書館協議会との連携

　近病図協発足以来、近病図協加盟会員内で所蔵していない医学文献複写による相互協力

と例会には近病図協からもオブザーバーとして出席している。また近畿地区医学図書館協

議会､日本薬学図書館近畿・中国・四国地区協議会と近病図協の各組織から実行委員を選出

して年1回のシンポジュウムを開催されている。

　３）全国患者図書サービス連絡会

　近年盛んとなった医学図書館や病院内に設置されている「患者図書室」「患者情報室」、

または患者やその家族への図書サービスに関わる公共図書館や子ども医療センター、ボラ

ンティア団体と個人参加による組織内での連携である。患者や一般市民への医学情報の提

供サービス、入院患者への読書サービスの関する情報交換のための会報発行、講演会、コ

ンサルタント活動を行っている。特に最近では医学図書館､病院図書室、公共図書館におけ

る患者や一般市民に対しての医学情報の提供に多くの関心がよせられ、各機関における患

者図書室、医学情報室それぞれの立場での患者やその家族、または一般市民への医学情報

の提供サービスと読書サービスについての情報交換とサービスのレベル・アップに役だつ

講演会の開催には会員外からの参加者か多くみられている。［表２］特に最近では公共図

書館に医学情報を求める利用者の増加に伴って、公共図書館側も資料の整備とサービスに

も強い関心と努力がされている。

[表2] 患者図書室の連携

「全国患者図書サービス連絡会｣の結成

　　　　1995年設立　会員数１１２

病院図書室の一般公開

患者図書室･患者情報室のﾆｰ一般公開

公共図書館
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II　京都南病院図書室の一般公開

　１）病院図書室について

　病院図書室とはその病院に勤務する医師、看護師をはじめおする医療スタッフのために

設置されている図書室を指し、殆どすべての病院に設置されている。従って多くの場合利

用者はその病院の医師･看護師らその病院の医療スタッフに限られ、図書室担当者を経由

して医学図書館や他の病院図書室との連携のもとに文献の相互貸借を行っている。最近病

院内に設置されている患者さんが利用できる図書室は多くの場合この病院図書室とは別に

「患者図書室」と「患者情報室」という名称で設置されている。ここでは一般書の読書サ

ービスを主流としている例が多く、医学関係資料を整備している場合でも一般向きのわか

りやすい健康図書的なものに限定されており、専門書をもつスタッフのための病院図書室

との連携は、残念ながらその病院の規程であまりなされていない。また年間購入予算もな

く患者さんへのサービスはボランティアに依存されて例が多く、病院図書室を患者やその

家族にも公開している例は全国でもまだ僅かである。

　京都南病院図書室（以下当院）は近病図協設立以来から加盟し、特に医学文献の相互貸

借には各加盟機関と大学医学図書館の恩恵を受け、入院患者の読書サービスには公共図書

館からの団体貸出しサービスを受けていた。特に医学・看護系以外の一般事項のレファレ

ンスには、医学関係資料しか特たぬ病院図書室においては、専ら公共図書館に依存せざる

をえなかった。近年ではインターネットの普及によりほとんどその利用によって緩和され、

絶版本についてもネットでの購入が可能となり、近年ではあまり公共図書館の手をわずら

わせることは少なくなった。しかし近年になって社会的に一般市民の医学情報への関心が

たかまり、医学情報をめぐっての公共図書館との関わりをもつことになりつつある。

　２）図書室の一般公開

　当図書室の開設は1966年で医療スタッフのための図書室として開設、その3年後に図書

室内に小説などの一般図書のコーナーを設置して入院患者への読書サービスを開始した。

その後インフォームドコンセントと患者さんからの医学専門書の閲覧希望の高まりから

1997年より地域住民をはじめ一般市民へも公開し、医学資料に関してはミニ公共図書館的

サービスヘの拡大した。

　３）院外からの利用者

　文科系大学図書館においては一般市民にも公開されているところは多く、医学図書館で

も国・公立の医学図書館は公開ということになっているが、実際には医療関係者か紹介者

に限られている場合があり、また一般市民にはまだ敷居が高い。従って当図書室の公開に

よって院外からの利用者は予想外に多かった。医学専門書は専門書店や大型書店にはあっ

ても一般市民にとって非常に高価であり必要な部分はその一部ということで購入しにくい。

当院図書室が一般公開してからは公共図書館や文科系大学図書館からの紹介の利用者やレ

ファレンスで新たな館種を超えた連携ができたようである。［表31､［表41､［表5］
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【表a】
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　　　　　京都南痢鏡図書室

専門書を必萎としたﾆ院外からの利用者

!1.製薬会社など医療関係業務者

2.医療･ﾌ臨床心理学関係の研究者

3｡医学部を併設しない大学生･大学院生

ﾚ4.介護者1*=-ﾑ｡･ﾍﾙﾊ'j-

5,公共図書館からめ=紹介者……

　6,行政職員　　……　…

　?｡院外がらの患者とその家族

ﾚ8;==愚者図書室/情機宜からの紹介者

　京都南幽麹菌巷塵マツダ';ﾄﾞ………………y=="……:=゜=　'･=:1=:=lt唐茜]

他図書館からの利用ヅ=.………:=……111=J'1;J　　………=

2005年度年次統計より
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　●文献複写(52)

　II　公共図書館の医学情報サービスヘの挑戦

　　　　一一公共図書館への期待一

　これまでの公共図書館では医学情報に関する資料の提供やレファレンスはあまり行われ

ていなかったか、近年「患者さんへ医学情報を提供しよう」という動きか多くの公共図書

館にみられるようになってきた。これまで自分や家族の病気に関しては一切病院や医師に

お任せだった一般市民や地域住民が、マスコミやインターネットの普及によって医学情報

への関心の高まりに、公共図書館に医学関係情報を求める利用者が多くなったためではな

かろうか。

　入院中の患者さんは大学病院や受診した病院の医学図書室、または患者図書室を利用し

やすいか、外来（通院）患者さんやその家族か最も身近で、気兼ねなく利用できるのは公

共図書館である。当院へ専門書の閲覧に来られる一般利用者も一度は公共図書館を利用さ

れており、医学専門書かなかったという利用者が多いことからも明らかである。そのよう

な利用者のために、いま公共図書館が医学関係資料を収集して医学情報の提供サービスも

しようとの動きがみられる。しかし公共図書館員が医学図書館員と同様に資料についての

知識と検索機能などの研修を積んで利用者からのレファレンスに応えられる医学知識と技

術を習得するには自ずから限界かあろう。なぜならわれわれは医学という、公共図書館と

は比較ならないほど狭い分野に存在しているからである。従って公共図書館と医学図書室

との連携を密にしてその機能の有利性を共有することか非常に重要であると考える。その
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ためにはまず医学図書室が患者へのサービスを根づかせ、公共図書館からの依頼にも応じ

られる体制を整えることが急務である。公共図書館の利用者から医学資料やレファレンス

を求められたときに医学図書室との連携がスムーズに行われるようわれわれ医学図書館は

門戸を開らかねばならない。

しかし公共図書館を訪れて医学の分類棚をみると（散見）医学書、医学情報という言葉の

解釈がわれわれ医学図書館員と、公共図書館員とは大きな違いを感じる。　医学図書館員

が扱う資料のすべてか医学関係資料であること、利用対象が医師ら医療従事者であること

と一般市民との違い、専門図書館と公共図書館という館種の違いで当然のことである。

･NDCの490に該当する図書には、①「医学に関する本」、②「病気に関する本・闘病記」、

③「医学専門書」に分けられる。公共図書館には①と②を所蔵して、医学図書館には③の

みである。近年のマスコミやインターネットの普及トインフォームドコンセントで医師か

ら患者への病状説明がこれまでより詳しく専門的にされるようになってきたなどで、一般

市民が求める医学情報は専門情報へと移行しつつあることと、専門分野の境界域が広がり

から医学の専門情報を必要とするのは医師や医療関係者のみという限界がなくなって、文

科系の学生や研究者にも医学の専門情報プ方が必要とされている。当図書室の院外利用者

の1例を示すと、心理学の分野では臨床心理学･精神医学・心療内科等の資料が要求されて

いる。

また医学分野においては書籍よりも新しい情報として雑誌や諸学会誌の論文か重要である。

その上書籍、雑誌は非常に高価であることも見逃せない。

　インターネットでの医学文献を検索は非常に簡便となったが、その導入にも費用が必要

なことで導入されている公共図書館もまだ少ないと思われる｡米国国立医学図書館のPub

Med註のように無償で公開されるのが望ましい。

　註　文献検索のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ。無料。

　Ⅲ。公共図書館ができる読書サービス

　医学図書室か公共図書館のサービスに望むのは患者さんの読書サービスではないだろう

か。患者さんにとっての関心は自分自身の病気とその治療へや快復についてであろうが、

病気に立ち向かって快復への活力を養う心構えや人生観を本から学ぼうとする人々は多い

と思う。　最近闘病記が見直され多くの人々に読まれているのは、患者さん自身か病気と

付き合いながら生き方を学ぶためと思う。しかし病院図書室では読書のための図書を購入

する余裕はなく、寄贈本や公共図書館のリサイクル本で賄われているのが現状である。ま

た司書にもそれぞれの専門性があるとしたら、読書サービスこそ公共図書館員にまさるも

のはないと信じている。

　また、入院されている患者さんは病気のために住まいを病院に一時的に移動された地域

住民であるので、地域住民と同じように恐々図書館のサービスが受けられるべきである。

その意味からも入院されている患者さんにもサービスの手を差し伸べて欲しい。病院とい

う精神的に地域から隔離された患者さんにとって、公共図書館からのサービスによって地
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域とのつなかりが得られるであろうし、力づけにもなる。「入院したら患者図書室」と区

別せずに、地域住民としてサービスをお願いしたい。その代わり医学関係の資料や医学知

識としてのサービスか必要なときには、医学書を豊富に所蔵している病院図書室や医学図

書館が協力できるような連携ができると嬉しい。

おわりに

　「患者中心の医療」といわれ、患者さんや一般市民、地域住民にとって最も必要であり、

関心がもたれる健康　、医学情報に関しての図書館サービスは、今後ますます高度化され、

広範囲にわたって必要となろう。そのためには公共図書館、医学図書室、そして大学の医

学図書館などの図書館との連携によって、医学情報を必要とする利用者に確かな情報を適

切に提供することは不可能である。

　すべての人々の生命にかかわる医学情報の提供は、常に信頼性のある情報の選択と細心

な注意をもったサービスを心かけねばならない。患者さん本人への癌告知も生存余命も医

師から告げられる今日、求められる医学情報を提供するわれわれ図書館員は研修を重ね、

さりげない行動のなかにも慎重な配慮をもって行うことを忘れないでほしい。
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健康・医療情報提供のレファレンスと役立つツール

東京都立中央図書館

サービス部情報サービス課自然科学係長

　　　　　　　司書　　中　由　康　子

1.はじめに

　都立中央図書館は平成16年に「医療情報サービス」を開始した。都立中央図書館の自然

科学室では約４万冊の医学資料を所蔵し，従来から医学の質問や資料の利用が突出して多

かった。増加する健康・医療情報のニーズに応えるため，「医療情報サービス」では「医

療情報コーナー」を設置し，調査の手がかりになる参考図書・名簿・教科書などを集め，

ホームページを開設した。平成17年には，闘病記研究グループ「健康情報棚プロジェクト」

から闘病記931冊の寄贈を受け，「闘病記文庫」を開設した。

　医療情報関連の利用者からの質問で最も多いのは病気に関するもの，次いで，医療機関

や医師，薬についての質問である。図書館でこれらの情報を提供するときには，職員の解

釈や価値判断をさしはさまず，資料・情報のみを伝えるよう注意し，利用者にもその方針

を明示している。以下に，これらの質問について，日頃のレファレンス調査の流れと使用

ツール等をご紹介する。

2.病気について調べる

　（1）利用者に確認すること

　　プライヴァシーや利用者の気持ちを尊重しつつ，レファレンスインタビューで以下を

　　確認している。

　①調査済みの資料・情報はあるか?　②どの程度専門的な情報か必要なのか？　③情報を

　　必要とする人の年齢性別　④病気の患部と診療科　⑤情報の利用の目的（学生の勉強

　　ならある程度自分で調べてもらう）⑥患者の体験・心情なども知りたいか？　等

　（2）病気の概要

　　利用者が病名を記憶違いしている場合もあるし，職員も医学用語の知識は乏しい。多

　　くの場合詳しく調べる前に，以下について確認する。

　①病気の概要　②字遣い　③患部　④診療科　⑤キーワード（上位概念と同義語，医学

　　用語と日常語の対応）等

　（3）病気の概要を調べるツール

　〈家庭医学事典〉

　『家庭医学大全科：ビッグ・ドクター』（法研　2004）

　広範囲の病気について簡潔に説明。図版も多い。

　　『メルクマニュアル医学百科　最新家庭版』（日経BP社　2004）日常語と医学用語の

　対応を理解するのに役立つ。家庭用・医師用ともＷＥＢ版がある1）。
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〈医学辞典〉

『医学書院医学大辞典』（医学書院　2003）

『最新医学大辞典』第３版（医歯薬出版　2005）

『南山堂医学大辞典』第19版（南山堂　2006）

『ステッドマン医学大辞典　英和・和英』改訂第５版（メジカルビュー社　2002）

CD-ROMもある。

　<医学事典等〉

　『医科学大事典』（講談社　1982-93　全50巻・索引・年刊補遺版）小項目で記述か

詳しい。基本的な概念の理解には今でも頼りになる。

　『ダイナミック・メディシン』カラー版（西村書店　2003　全７巻　別巻）収録項目

か多い。

　『今日の治療指針』（医学書院　年刊）臨床医を対象に最新の治療法を伝える。索引

が豊富。

　〈検索エンジン〉

Google，yahooヘルスケアなどをとりあえず検索すると，職員の概要把握に有効である。

（4）病気の詳しい情報を探す

　病気の概要が確認できたら，詳しい情報を探す。なお実際には（2）（3）（4）を往復しなから

　調査している。

　　〈健康図書・医学教科書等を探す〉

　医学図書館では雑誌論文とデータベースがサービスの中心だが，公共図書館では，基本

　的な情報をまとめた資料か必要であり，図書か役立つ。個別には利用者の求める専門性

　に適合する資料を紹介するか，以下のシリーズ等は多くの質問で役立つ。

　　『新・病気とからだの読本』（暮しの手帖社　2000～2006　全10巻）病気の概要，

　診断，治療，生活上の注意などを一問一答式で説明し，全体像か把握しやすい。

　　『からだの地図帳』（講談社　1989）

　　『こどもの病気の地図帳』（講談社　2002）解剖図と病気を対比させ，わかりやすい。

　　『看護のための最新医学講座』（中山書店　2002-全36巻　第２版刊行中）　多数の疾

　患の情報があり，医学書より読みやすく，索引が詳細。

　　『標準シリーズ』（医学書院）医学部学生用教科書で収録範囲が広い。

　　〈専門機関のWEBサイトを探す〉

　わかりやすく詳しい情報か得られる。

　　「がん情報サービス」2）（国立かんセンター）

　　「よくわかる循環器病」3）（国立循環器病センター）等

　　〈診療ガイドラインを探す〉

　　「医療情報サービス　Minds」4）（日本医療機能評価機構）学会等作成のガイドライ

　ンを疾患別に検索できる。
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　<患者会を探す〉

冊子体のガイドと，対応するWEBサイトがある。

『全国「患者会」ガイド』（学習研究社2004）

「いいなステーション」5）（いいなステーション）

『全国患者会障害者団体要覧』第３版（プリメド社　2006）

「患者会と障害者団体のリンク集」6）（プリメド社）

〈闘病記を探す〉

「闘病記ライブラリー」7）（連想出版）書架のイメージで検索し，表紙や目次情報等

が見られる。

「パラメディカ」8）（パラメディカ）病気別の闘病記リストを掲載。

「闘病記文庫」9）（都立中央図書館医療情報サービス）病気別闘病記リスト，50音順

索引を掲載。

　「都立図書館の蔵書検索」1o）件名「闘病記」「病名」により蔵書中の闘病記を検索

できる。

　<一般向け医学情報誌など〉

雑誌「かんサポート」（エビデンス社　月刊）等

特にがん関連で，病気や治療の新しいトピックを一般向けに解説する雑誌があり，公共

図書館の利用者がほしい健康雑誌と医学雑誌の中間レベルの情報が掲載されている。

　<医学雑誌の特集記事を検索する〉

すでにある程度情報を調査している利用者には，図書の次の段階として医学雑誌の特集

記事が役立つ。検索手段として以下のWEBサイトがある。

　「和雑誌特集記事索引データベース」11）（東京大学医学図書館）

　「北里大学雑誌特集記事検索システム」12）（北里大学医学図書館）

　「臨床医学和雑誌特集記事データベース」13）（サンメディア）

　<医学文献を検索する〉

　「医中誌WEB」14）（医学中央雑誌刊行会）

職員がレファレンスに活用するほか，2006年８月から試験的に利用者に開放している。全

く初めての方方も，医学情報が必要だがデータベースの利用環境が無い方も，簡単な説

明のあと自力で検索している。

3.医療機関・医師について調べる

　切実なニーズがありながら，網羅的な調査ツールが無く，断片的な情報を紹介する場合

　が多い。また検索ＷＥＢサイトが多数公開される一方で，冊子体名簿類の刊行中止が相次

　いでいる。

　（1）利用者に確認すること

　　調査済みの情報，特定の医療機関・医師を探すなら字遣い・地域・どこで情報を得たか，

　　等を確認する。
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（2）調査の流れ

　所在地・名称などがわかっていれば冊子体などの名簿類を，診療時間，診療科目など

　の条件から探す場合は検索WEBサイトを調査する。評価・評判を知りたい利用者には，

　あくまでも参考程度にと一言添えてランキング本を紹介している。

（3）医療機関の調査ツール

　　〈冊子体名簿・リスト類〉

　　『関東病院情報』（医事日報）2006年版では１都６県の2,158病院を収録。診療科

　目，病床数，医院長，主な職員名などを記載。

　　『病院要覧』（医学書院）～2003-2004年版

　　『全国病院名鑑』（厚生問題研究会）～2002年度版　いずれも上記以後刊行されて

　いない。

　　<検索WEBサイト〉

　　「病院機能評価結果の情報提供」15）（日本医療機能評価機構）　公表に同意した病

　院機能評価認定病院の情報。収録数は少ないが，情報は詳しい。

　　「東京都医療機関案内サービス　ひまわり」16）（東京都福祉保健局）細かい条件

　で検索可能。相談窓口の案内も掲載。

　　「けんぽれん病院情報　ぽすぴたる」17）（健康保険組合連合会）病院情報の他，都道

　府県の医療情報等も掲載。

　　「病院・診療所情報　WAM NET（ワムネット）」18）（福祉医療機構）厚生労働

　省の全国の病院，診療所データを収録。病名，体の部位など多様な検索項目がある。

　　〈病院ランキング〉

　選定評価方法が明示されているものは，情報として提供している。「週刊朝日」「別

　冊宝島」などの特集号としても刊行される。

　『全国優良病院ランキング』（日経BP社　2004）等

（4）医師・研究者の調査ツール

　　<冊子体等の名簿・リスト類〉

　　『日本医籍録』（医学公論社）大正14年創刊～78版で終刊

　　『医籍総覧』（医事公論社）東日本版と西日木版を１年ごとに刊行。医師は個人開

　業を含め収録。記載事項は勤務先，学歴，改行年月日，趣味等。

　　『全国歯科医師名簿』（ドクターズファミリー　東日本編，西日本編等ＣＤ-ＲＯＭ４枚）

　医院名，氏名，医院所在地，電話番号，郵便番号のリスト。

　　『医学研究者名簿』（医学書院）～2004-2005で終刊

　　『医育機関名簿』（羊土社）大学医学部，医科大学の講師以上の名簿。所属・出身

　校・卒業年次・研究領域などを掲載。

　　〈医学研究者の検索WEBサイト〉

　　「ＲｅａＤ　研究開発支援総合ディレクトリ」19）（科学技術振興機構）研究者名，
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　　研究機関，研究課題から検索可能。

　　この他，医師名や病名から「医中誌WEB」で論文を検索し研究状況を紹介したり，学

　　会などのホームページから認定医・専門医の名簿を探して，参考情報として伝えてい

　　る。

4.薬について調べる

　　「処方された薬がどのようなものか知りたい」という質問がほとんどである。医師から

　きいた薬の名前，薬現物に書いてあったという商品名や薬剤識別コードから薬の説明を

　探す。

　（1）利用者に確認すること

　　診療科や病名などを確認する。薬品名は利用者の記憶違いが多いが補足する情報かあ

　　れば，再確認することもできる。

　（2）薬の調査ツール

　　　〈医薬品集〉

　　添付文書の情報。専門家向けだが詳細で網羅的。

　　　『JAﾐPIC医療用医薬品集』（日本医薬情報センター）

　　　『日本医薬品集一般薬』（じほう）

　　　<一般向けの医薬品案内〉

　　　『くすりの事典』（成美堂出版　2006）

　　　『写真でわかる処方薬事典』（ナツメ社　2005）　等

　　　<添付文書検索のWEBサイト〉

　　　「医薬品医療機器情報提供ホームページ」2o）（医薬品医療機器総合機構）

　　　「医薬サーチ」21）（日本医薬情報センター）

5.健康・医療情報提供の展開

　鳥取県立図書館をはじめ，公共図書館による健康・医療情報提供は全国的に広まりつつ

　ある。また日本図書館協会の「健康情報研究委員会」は，平成17年度から公共図書館職

　員対象の研修を実施し，基礎的な知識・情報の共有を図っている。

　国公立大学医学図書館の市民開放が行われ，病院の患者医療図書室も急増している。

　こうした図書館と連携し，市民に身近な公共図書館が，健康医療情報への「入り□」や

　「ナビゲータ」の役割を担っていく必要がある。皆が手探りの段階だが，一歩一歩ノウ

　ハウを蓄積し，共通認識を積み重ねていきたい。

＊ＵＲＬはいずれも2006年10月20日現在確認。

　１）「メルクマニュアル」

　　http://www.banyu.co.jp/content/corporate/merckmanua1/index.htm1

　2）「がん情報サービス」

　　http://www.ncc.go.jp/jp/index.htm1
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３）「よくわかる循環器病」

　http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/pubjnfo.html

4）「医療情報サービス　Minds」

　http://minds.jcqhc.or.jp/to/FGuideLine,aspx

5）「いいなステーション」

　http://www.e7station.coｍ

6）「患者会と障害者団体のリンク集」

　　http://www.primed.co.jp/selfhelp/

7）「闘病記ライブラリー」

　　http://toubyoki.info/

8）「パラメディカ」

　http://homepage3.nifty.com/paramedica/

9）「闘病記文庫」

　http://www.1ibrary.netro.tokyojp/1n/1n05.htm1

10）「都立図書館の蔵書検索」

　http://catalog.1ibrary.metro.tokyo.jp/imainja.html

11）「和雑誌特集記事索引データベース」

　　http://www.1ib.m.u-tokyo.ac.jp/cgi-source/tokushu-1.html

12）「北里大学雑誌特集記事検索システム」

　　http://mlib.kitasato-u.acjp/pub/

13）「臨床医学和雑誌特集記事データベース」

　　http://www.sunmedia.co.jp/e-port/tokusyu/ search1.html

14）「医中誌WEB」

　　http://login.jamas.orjp/

15）「病院機能評価結果の情報提供」

　　http://www.report.jcqhc.or.jp/

16）「東京都医療機関案内サービス　ひまわり」

　　http://www.himawari.netro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

17）「けんぽれん病院情報　ぽすぴたる」

　　http://www.kenporen-hios.com/

18）「病院・診療所情報　WAM NET （ワムネット）」

　　http://www.wam.go.jp/iryo/

19）「ReaD　研究開発支援総合ディレクトリ」

　（科学技術振興機構）

　　http://read.jst･go.jp/

20）「医薬品医療機器情報提供ホームページJ　http://www.info.pmda.go.jp/

21」「医薬サーチ」

　　http://database.japic.orjp/

＜LISN.N0.130　p5-8　2006年11月から許諾を得て転載＞
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編集後記

　会報13巻２／３号の合併号ををお届けいたします。

　毎号、会長の巻頭言を楽しみにされている方が多いと思います。今回は癌サ

ーバイバーについてでした。

今号は、聖路加看護大学看護実践開発センターの石川道子氏にお願いして、聖

路加看護大学が開設している健康情報サービスコーナーについてご寄稿いただ

きました。

　また、転載記事を３篇を紹介いたしました。一つ目は神奈川県立こども医療

センター外来図書室の三木美雪氏の英国訪問記です。二つ目は京都南病院図書

室の山室佩知子氏の図書館間の連携、三つ目は東京都立中央図書館の中山康子

氏の健康・医療情報提供のレファレンスと役立つツールに関するものです。転

載を快諾していただきました３氏および『神奈川県立こども医療センター　オ

レンジクラブ　ボランティアニュース』編集部とLISN発行のキハラ株式会社に

感謝申し上げます。

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用紙は問いませんかワープロを用い、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。

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

Ｏ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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