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〈巻頭言〉
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肥満対策手術の論文を読んで

全国患者図書サービス連絡会

　会長小山靖夫

　メタボリック・ジンドロームなどといわれて、糖尿病や高血圧、動脈硬化など各種成人

病の予兆としての肥満が我が国でも話題になっています。“肥満をコントロール出来ない

でいる人間は、自らの教養(自制)のなさを露呈していると受け止められるので、その様

なヒトは指導者にはなれない"といった話は、アメリカ杜会では常識だと、随分以前に聞

いたことがあります。しかし、欧米の先進工業化杜会では肥満の蔓延に歯止めが掛からず、

極度の肥満対策として、胃の容量を減少させ、大食できないようにする手術*が行われて

いるという話も聞かれるようになっていました。肥満を病気と考え、しかもその治療法と

して外科的な手段を本気で考えるなど、医学の本来のあり方から逸脱した邪道ではないかと、

私は考えていて、ほとんど興昧を持ってきませんでした。

　ところが、白己管理不能の肥満者に対するこの類の手術の結果、体重が滅少し、糖尿病、

心・血管疾患、癌などによる死亡の滅少がみられ、手術を受けなかった同程度の肥満者に

較べて、明らかにＱＯＬの高い生存の延長を享受している、という研究結果が、第一流の

英文医学誌(N ENGL J MED 357 ；8 AUGUST 23 2007)に発表されました。これ

までは、肥満が寿命の短縮につながっていることは解っていたのですが、意図的に体重を

滅少させることが寿命の延長をもたらすかどうかについては、検証されていなかったよう

です。つまり、体重を指標としての従来の後ろ向き研究では、健康状態の悪化、或いは疾

患の進行による栄養低下の結果としての体重減少と、肥満対策としての意図的体重減少と

の区別ができていなかったようで、がん末期や不治の病、食料不足などのために、望まず

して起こった体重減少が寿命を縮めるのは当然でしょう。

　今回の発表は独立した２編で、それぞれスエーデン(Sj6str6m他)とアメリカ(Adams他)

での別個の研究結果です。何れもＢＭＩ〔体重(Kg表示値)÷身長(メートル表示の自乗値)〕

が33又は34以上を対象にしています**。夫々平均10.9年(Sj6strE)m)、7.1年(Adams)の追

跡で、全死亡が５分の3(Sj6strl)m)或いは63％(Adams)に、心筋梗塞、心不全による死

亡が何れも半分に、がんによる死亡が何れも３分の２に滅少しています。糖尿病や、冠動

脈硬化に対する効果はなるほどと思えますが、がんによる死亡までがこれほど明らかに滅

少するのは何故だろう？と、先ずは疑問と興昧が湧きます。肥満の軽滅でがんの早期診断

がし易くなることなどが想定されていますが、実証はこれからの問題です。また、上記以

外の疾患での死亡が若干増加しており、特に疾患でない死亡(事故死や中毒死など)が、手

術を受けなかった対照群に較べて増加しています。これらには肥満症そのものに関係した

心理面の関与なども考えられ、外科治療以外の治療を受けた場合との比較の詳細は今後の
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課題でしょう。

　それにしても、人間社会にみられる地球の富の偏在、経済発展のアンバランスの中で、

慢性的絶対的な食料不足のために痩せ細った子供達が、今も飢えて亡くなってゆく。国連

やＷＨＯの活動ではなかなか先も見えず、その解決への道は逼かに潅かに遠い厳しい現実

があります。片や、飽食社会の産物としか思えない疾患が増加の一途を辿り、肥満症とい

う立派な病名を冠せられて、その治療として外科的な介人法まで工夫され、多くの人手や

お金が遣われています。関与する治療者からは“肥満症を意志や性格など患者側の責任に

帰せしめるのはとんでもない考え違いで、歴然たる病気と認識し、シンパシーをもって患

者に対応すべき”との啓発の発言もあります。そのこと自体は間違ってはいないのでしょう。

ただ「肥満対策の手術が良い結果を倫したことを、素直に¨医学の進歩¨と受け止める気持

ちにはなれない］のが、私の率直な読後感でした。

＊：体重減少のための手術(bariatric　surgery)の方法は、胃緊縛法(gastric　banding)、

　　胃バイパス手術(Roux　enY gastric bypass)、胆・豚路変換手術(Biliopancreatic

　　diversion)などの方法があり、それぞれ開腹手術と腹腔鏡下手術がありますが、外科

　　的手段の宿命として、頻度は高くありませんが、それなりの危険性や合併症は避けら

　　れません。

＊＊：ＢＭＩ値　18.5＞

　　　　　　　　　　18.5～25＞

　　　　　　　　　　25　～30＞

　　　　　　　　　　30＜

痩せ

標準

肥満

高度肥満

ご自分のＢＭＩを計算して比べてください。相当な肥満であることがわかります。

２
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〈総会報告〉

日
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　　　　　全国患者図書ｻｰﾋﾞｽ連絡会

平成19年度　第14回　総会　議事録

時：平成19年６月30日（土）13:00～13:50

場　　所：聖路加国際病院１号館５階研修室Ａ

総合司会：石井保志

　　　　　別紙資料「平成19年度総会・講演会　第14回総会議案書」

開会挨拶：小山会長から、役員改選、議案も多くあります。皆様のご意見・ご協力・ご理

　　　　　解をよろしくお願い致します。

議長選出：立候袖者がなかったために、役員会からの推薦の柚木聖氏（浦安市立中央図書

　　　　　館）が承認された。

書記選出：立候補者がなかったために、役員会からの推薦の秋月由紀氏(EDITEX)が承

　　　　　認された。

総会の成立：会員数は103名であり、出席者数が25名、委任状の提出者43名、合計68名で

　　　　　あり、過半数にて総会は成立した。

議事審議

［議案Ｉ］平成18年度　活動報告（案）

事務局・山室真知子氏から報告があり、承認された。

［議案Ⅱ］平成18年度　会計報告（案）

事務局・山室真知子氏から報告があり、繰越残高については、会報を支出をおさえるた

めに２／３号合併号としたが、発送を委託しているヤマト運輸のミスがあり、発送費が

無料となった。本来は消費されるべきものであるとの報告があった。

質問・意見

武藤：会報について、来年度から、ＰＤＦで送っていただくことを検討していただきた

　　　い。また、印刷費はもっと安くできると思う。

３



山室：会報は印刷物のほうがよいという方もいると思うので、印刷物が必要だと思う。

　　　また、現在の印刷費は最も安価な方法をとっていると思う。

議長：武藤さん、よろしいでしょうか。

武藤：ＰＤＦ希望の人がほとんどいないなら対応していただく必要はないが、検素性の

　　　面からも使利なので、ある程度の人数の希望者がいるなら、ぜひ対応していただ

　　　きたいと思う。

議長：役員会等でも検討していきたい。

承認された。

［議案Ⅲ］平成19年度　活動報告（案）

事務局・山室真知子氏から報告があり、承認された。

［議案Ⅳ］平成19年度　予算計團（案）

［議案Ｖ］会則改正（案）

議長：議案Ⅳと議案Ｖは、併せて説明と承認をとりたいと思う。

［議案Ⅳ］平成19年度　予算計圃（案）

事務局・山室真知子より報告。

収人について、滅少している。会員の滅少と講演会参加者の滅少が原因である。講演会

参加者の減少としては、図書サービス関連の講演会がほかにも増えてきたこと、日程の

重複なども理由と考えられる。

収支の予算対比の不足分について、議案Ｖの会費値上げにより、補いたいと思っている。

［議案Ｖ］会則改正（案）

事務局・山室真知子氏から脱明。

議長：予算計画（案）の「会費」が4,000円となります。

質問・意見

武藤：議案ｍで会報の印刷費について述べたが､会費1､000円アップで収入を10万円アッ

　　　プという考えなら、10万円支出を減らせばよいと思う。支出の印刷費160､000円

　　　について、これは純粋な印刷費だけか？（編集費等は入っていないのか？）純粋

　　　な印刷費だけで16万なら、もっと滅らすことが可能だと思う。

山室：純粋に印刷代だけである。編集は、拒当役員がボランティアでやっている。印刷

　　　は各杜に見積をとり、安いところでやっている。今、用紙代が値上がりしている

　　　ということもあり、予算は安全な金額をとっている。

４
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武藤：１号のページ数が50ページ以下なら、数万円は下げられると思う。うちで見積を

　　　出すことができる。印刷費が安くなった分、逆に編集をきちんとお金を支払って

　　　やったほうがよいのではないかと思う。

山室：編集を外注したらおそらくだいぶ高い金額になると思う。印刷については、印刷

　　　だけでなく発送までのサービスを含めて考えないといけない。安く、円滑にやっ

　　　ていただけるところがあるなら、お願いはしたいと思う。

武藤：発送については、印刷費と別に定期発送費を各号15､000円ずつとってある。個人

　　　情報保護がクリアできるなら、印刷会杜で発送までやってくれるところもあると

　　　思う。

山室：武藤さんのご提案で、どれくらい滅らせると思うか。

武藤：編集については外注するということではなく、現在の方法で、編集を担当されて

　　　いる役員さんへの報酬を考えている。印刷についても検討していただきたい。

議長：事務局のほうで、できる限り支出を減らせる方法を考えていく。

武藤：会員が減少しているが、具体的に会員を増やす作はあるか？　これから検討する

　　　ところか？

山室：これから患者図書室をやろうとしている方たちが今いらっしゃるので、個人的に

　　　話しをしていっている。また、賛助会員を増やせるよう、出版社・図書サービス

　　　などに、役員から話しをしている。

議案Ｖ、議案IVについて、承認された。

［議案Ⅵ］役員の改選

藤井暁子氏は辞任。残りの９名について、承認された。なお、藤井氏の後任については

立候袖者がなく、役員会推薦者の秋月由紀氏（EDITEX）が承認された。

５



［議案｜］

平成18年度　活動報告

１．総会と講演会の開催

　１）　平成18年７月１日（土）に文京区シビックセンター・シルバーホールを会場とし

　　　て第13回総会を開催した。総会に引き続き、千葉犬学の葛田衣重氏と高知医療セン

　　　ターのボランティア組織「ハーモニーこうち」副代表の宮田由紀氏）による講演会

　　　を開催した。内容は会報13巻１号に掲載した。

　２）　当会主催の６回目の講演会を、平成19年１月13日（土）14 : 00～16 : 30に東京

　　　犬学医学部付属病院犬会議室において開催した。今回はパネルディスカッション形

　　　式でテーマを「健康情報提惧サービス関運団体のコラボレーション」として以下の

　　　３団体の講師を招聘して行った。

　　　①東邦犬学医学メディアセンターの山□直比古氏は厚労省科研費研究班の立場から、

　　　②日本図書館協会常務理事の常世田良氏と浦安市立中央図書館の柚木聖氏は日本図

　　　　書館協会の健康情報研究委員会の立場から、

　　　③ＮＰＯ法人日本医学図書館協会理事の木村博氏と東京慈恵会医科犬学学術情報セ

　　　　ンターの阿部信一氏は日本医学図書館協会の国立ライフサイエンス情報センター

　　　　（仮称）推進準備委員会の立場から

　　　内容は会報13巻４号に掲載した。

２．会報の発行

　　　今年度の会報は、第13巻１号から４号を発行した。

３．コンサルテーション業務

　　　最近、患者さんへの健康・医学情報の提供が主体のような様相を呈しているが、一

　　方では従来からの患者図書サービスや子供への読み聞かせなども地道に行われており、

　　このようなサービスの開始や改善についての問い合わせに事務局をはじめ役員が対応

　　した。

４．会員の動向

　　　平成18年度末の会員数は106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。

５．広報活動と関連活動

　　　昨年度も会員が外部において、活発に活動した。

６
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収入の部
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平成18年度　決算報

(平成18年度)

声Ｅ
口

平成19年６月15日現在

予算額 支払金額 増／減
前　年　度　繰　越　金 96,098 96,098 ０

会　　費　　（18年度） 330,000 270,000 -30,000 会費＠3,000×90(17年度済２､退会4､未納14)

会　　費　　（19年度） 18,000 18,000 会費＠3,000×6

賛　助　会　員　費 90,000 90,000 ０ 医中誌・サンメディア・ＪＳＴ

講　演　会　参　加　費 50,000 40,500 -9,500 1,000×27＝27,000十1,500×9＝13,500

総　会　講　演　会 10,000 17,300 7,300 500×33=16,500十800

銀　　行　　利　　息 ６ ６

雑　　　　収　　　　入 9,600 9,600 会長、17年度役員会交通費返却

合　　　　　　　　計 576,098 541,504 -34,594

支出の部

費　　　　目 予算額 支払金額 残　　額

会　報　発　行　費 210,000 169､565 40,435

印　　　刷　　　費 140,000 153,090 -13,090 12巻４号(N0.43)～13巻3,4合俳号印刷費

定　期　発　送　費 60,000 14､435 45,565 12巻４号発送・配布用送料・校正発送

13巻2/3,4号(N0.45,46)発送費(19年度へ繰越)

発　　送　　諸　　費 10,000 2,040 7､960 会報(N0.45,46)著者校正依頼発送費

講　　演　　会　　費 180,000 Ｈﾌ,567 62,433

講師謝礼・交通費

総会時講演会 20,000 20,000 ０ 10,000×2

講　演　会 100,000 55､000 45,000 5,000×5十30,000

講演会関係諸費 50,000 42,567 ﾌ,433 配布資料作成用紙･コピー代･講師､座長飲料水

講師等懇親会(総会時) 講師分4,000×2

講師等懇親会(講演会時) 講師･座長･会場提供者分4,000×6

講演会案内発送費＠80×106

講　演　会　場　費 10､000 ０ ０

総　　　　会　　　　費 30,000 24,899 5,101

総会講演会会場費 10,000 9,720 280 9,300十420（振込手数料）

総会関係事務費 20,000 15,179 4,821 総会案内発送費等

ホームページ公開惜用費 54,000 ０ 54,000

役　員　交　通　費 50,000 74,430 -24,430

事　　務　　局　　費 20,000 20,516 -516 事務用品費･通信費等

予　　　備　　　費 32,393 15,000 17､393 10/21役員会会場費

合　　　　　　　　　計 576,393 430,457 145､936

平成19年６月15日現在 収　　入 支　　出 繰越残高
収　　　人 541,504 430,457 111,047

〈会計監査施行〉

ＵＦＧ銀行普通預金残高　　　　　　　　　42,987

郵便貯金振込□座残額　　　　　　　　68､060

合　　計　　　　　　　　　　111,047円〈会計監査施行〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　　計　　　　　　　　　111､047P

　I.期　　日：平成19年６月26日

　２．場　　所：高知医療センター

　３．監査報告：平成18年度経理執行について金銭出納簿・各領収書類およぴ預金通帳との照合の結果、

　　　　　　　　いずれも正確であり、計画に沿って適正に執行されていることを認めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事宮　田　由　紀容

７



[議案111]

平成19年度　活動計画

１．総会と講演会の開催

　１）　第14回総会･講演会を本日（平成19年６月30日（土）に聖路加国際病院１号館５階

　　　研修室Ａで開催を計圓した。総会後の講演会では４名の方の講演を予定している。

　　　第１演題は聖路加国際病院副院長であり小児総合医療センター長である絹谷亮太先

　　　生に「小児に対する絵本を用いたインフォームドコンセント」について講演してい

　　　ただく、第２演題は　「すずらん文市」主宰の渡辺順子氏に「今なぜＯ才から絵

　　　本なのか？；すべての子どもにことば（母語）の喜びを」と題して講演を、第３演

　　　題は神奈川県立こども医療センターのボランティアコーディネータである梶山祥子

　　　氏に「こども病院のボランティア活動」について、第４演題は浜桧医科大学附属病

　　　院ボランティアの石原幸子氏と学生ボランティアの近藤真理氏と犬塚祐子氏に「浜

　　　桧医科大学医学部附属病院病院図書室での活動～経過報告と今後の問題点～」に

　　　ついて報告していただく予定である。

　２）　当会主催の７回目の講演会・事例報告会を平成19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14巻１号から第13巻４号の発行を予定している。

　　　当運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場としても重要な

　　役割を持っていることからも、会員の動向や論文・事例とともに自主講演会の内容を

　　積極的に掲載して会員の期待に応えるべく努力したい。

３

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図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。

８



[議案IV]

収入の部

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.14 No.12007

平成19年度予算計画

費　　　　　　目 金　　額 収　　　人　　　内　　　訳

前　　年　　度　　繰　　越　　金 111,041

コ　　　　　　　　　　　　　　費 291,000 平成19年度会費（3,000×97）（注記）

33,000 平成18年度会費（3,000×11）

賛　　助　　会　　員　　費 90,000 ＠30,000× 3 ＝90,000

講　　演　　会　　参　　加　　費 15,000 総会時＠500×30＝15,000

30,000 講演会＠1,000×30＝30,000

合　　　　　　　　　　　　　　計 570,041

（注記）会員数103　保留３会員（住所変更先不明）

　　　　　　　　　　18年度に支払済＝６

支出の部

費　　　　　　目 金　　額 支　　　出　　　内　　　訳

会　　報　　発　　行　　費

印　　　　　　刷　　　　　　費 160,000 印刷費＠40,000×4＝160,000 N0.47－50

定　　期　　発　　送　　費 60,000 送　料＠15,000×4＝60,000 N0.47－50

20,000 送　料＠20,000　N0.45,46

新会員等不定期発送費およびその他諸経費 10,000

講　　　演　　　　会　　　費

講　師　謝　礼　　　交　通　費 111,000 総会時（注記）

100､000 講演会

講　　演　　会　　場　　費 20,000

講　演　会　関　係　諸　費 30,000 講師懇親会招待費を含む

総　　　　　　会　　　　　　費

総　会　　　講　演　会　場　費 ０

総　会　関　係　事　務　費 30,000 案内･出席･欠席･委任状キ等（含送料）議案書作成費

ホームページ維持費 10,000

事　　務　　局　　費（通信費等） 30,000 封筒・領収書・通信費等

役　　員　　会　　交　　通　　費 50,000

予　　　　　　備　　　　　　費 10,000

合　　　　　　　　　　　　　　計 641,000 予算対比　△100､959

(註記)細谷Dr.30,000 / 渡辺10,000十3,000(交通費)／梶山5,000十3,000(交通費)

　　　石原・近藤・大塚10,000(講演料)十20,000十15,000十15,000(交通費)

９



[議案Ｖ]

［承認事項］会則の改訂（会費値上げ）

　収支決算および予算計團での報告でもお分かりのとおり現在の財政状況は厳しく、講演

会講師を遠方から招聘することができない、また、会報の充実にも支障をきたしているの

が現状である｡また19年度の活動を実施するために、会員の年会費を3､000円から4､000に

値上げをしても500､000円の財政規模であるが1､000円の値上げをしたい。これに伴い以下

のとおり会則を改訂することとしたい。（該当箇所は下線部分）

全国患者図書サービス連絡会会則

　(名　称)

第１条　本会は、全国患者図古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恵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、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる活動を行う。

　　　∩）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勤。

　(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　本会に人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。
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　(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4､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。

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。

附　則

１１

この改定は、平成19年４月１日から施行する。



[議案VI]

役員の改選

新役員名簿

　小　山　靖　夫（会長）

　山　室　屏知子

　石　井　保　志

　秋　月　由　紀

　奈良岡　　　功

　宮　田　由　紀

　山　□　文　子

　松　坂　敦　子

　嶋　　　大二郎

　滝　沢　鷹太郎

藤　井　暁　子

〈栃木県立がんセンター顧問〉

〈京都南病院図書室〉

〈東京医科歯科大学図書館〉

〈有限会杜EDITEX〉

〈自治医科犬学看護学部学務課〉

汀高知医療センター｣ハーモニこうち〉

く神奈川県立こども医療センター図書室〉

く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〉

　◇

<浦安市立中央図書館＞　辞任

［賛助会員の紹介］

　　１）ＪＳＴ科学技術振興機構

　　２）医学中央雑誌刊行会

　　３）株式会社　サンメディア
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〈講演要旨〉

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.14 N0.12007

　今なぜＯ歳から絵本なのか？

～すべての子どもにことば(母語)のよろこびを～

　　　　　　　　　　　　　　すずらん文庫

　　　　　　　　　　　　　　　主宰渡辺順子

Ａ　すべての子どもに読書の喜びを

Ｂ　Ｏ歳児と絵本の出会い・二つの全国運動

Ｃ　今なぜＯ歳から絵本なのか？

Ｄ　心の発達と絵本の関係

Ｅ　育児支援の課題と展望

資料①②

資料③

資料⑩亘0⑦⑧

資料⑤

・行政内部の連携（保育園、幼稚園、図書館、保健センター、児童館）

・行政と住民の連携（文庫など読書推進ボランティアと）

・家庭の養育力と地域の教育力の回復=人間性の回復

１３



[資料①]

すべての子どもに言葉（母語）の喜びを

　　　～すずらん文庫34年の歩みから～

生涯学習と地域文化創造のために

ともに学び合い、育ち合いながら

第１期　「家庭文庫時代」～わが子と地域の子どもたちと

　　　　　＊テレビッ子に、読書の楽しさを！

　　　　　＊白主性・主体性を育てながら。（脱・管理主義で）

第２期　「第二文庫時代」～障害をもつ子どもたちと共に

　　　　　＊すべての子どもに言葉の喜び・読書の喜びを！

　　　　　＊可能性と個性を大切に。（脱・比較、競争主義で）

第３期　「乳幼児文庫時代」～赤ちやんと親たちと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（通称：保健所文庫）

　　　　　＊子育てに絵本を！

　　　　　＊直接体験をより豊かにしつつ。　（多様な遊びで）

第４期　「アジア文庫時代」～発展途上国の子どもたちと共に

　　　　　＊すべての子どもに母語を、生きる希望を！

　　　　　＊異文化を絵本で楽しみつつ。　（共存共栄の心で）
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[資料②]

児童憲章

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.14 N0.12007

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1951年５月５日公布

　われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての

児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。

　　　　児童は、人として尊ばれる。

　　　　児童は、社会の一員として重んぜられる。

　　　　児童は、よい環境の中で育てられる。

　１　すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保証される。

　２　すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵ま

　　　れない児童には、これにかわる環境が与えられる。

３

すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまも

られる。

４　すべての児童は、管匪と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を白主的

　　に果すように、みちびかれる。

５　すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳

　　的心情がっちかわれる。

６　すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整った教育の施設を用意さ

　　れる。

７　すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。

８　すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会

　　が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないように、十分に保護され

　　る。

９　すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。

10　すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちを

　　おかした児童は、適切に保護指導される。
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11　すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切

　　な治療と教育と保護が与えられる。

12　すべての児童は、愛とまことによって結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に

　　貢献するように、みちびかれる。

　　　　　　　　子どもの読書活動の推進に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成13年12月12日　法律第154号

　(目　的)

第１条　この法律は、子どもの読書活勤の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

　　　方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必

　　　要な事項を定めることにより、子どもの読書活動に関する施策を総合的かつ計團的

　　　に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

　（基本理念）

第２条　子ども（おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　　　葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものにし、人生をより深く

生きる力を身に付けていく上で矢くことのできないものであることにかんがみ、す

べての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において白主的に読書活動を行うこと

ができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
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[資料③]

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.14 N0.12007

今なぜＯ歳から絵本なのか？

１．生育環境の変貌

　　・非対面型文化の時代（テレビ・ビデオ・カセット・電子おもちや・ＦＡＸ・パソコ

　　　ン・携帯電話…）

　　・核家族、都市化（家庭の養育力、地域の教育力の衰退）

　　・大量生産、大量消費、大量廃棄社会（地球環境の危機）

　　・早期教育の情報過多（新しいタイプの言葉遅れ）

２．脳の発達上から～ユニセフ「仕界子供白書２００１」抜粋より

　　・なすべき選択「こどもが３歳になるまでに脳の発達がほぽ完了する。……シナプス

　　　（神経細胞相互間の接続部）による接合が急速に拡大して、終生のパターンがっく

　　られる。わずか36ヶ月の間に子どもは考え､話し､学び､判断する能力を伸ばし、成

　　人としての価値観や社会的な行勤の基礎が築かれる。

　　生後の何年かは子どもの人生にとって､非常に大きな変化の時期であり､長期的な影

　　響をもつので、子どもの権利の保障は子どもの人生のスタートの時点で開始されな

　　ければならない。この大事な時期に子どものためにどのような選択をし、行動をす

　　るかが､子どもの発達だけではなく、国の前進に影響を与える。･‥子どもの人生をよ

　　り豊かにするための努力に最も適した出生から３歳になるまでの時期をむだにすベ

　　きではない」（ｐ９）

　　・脳の早期の発達「母親が手のひらで隠していた顔を突然のぞかせたとき、強い期待

　　~　　をもって見つめていた赤ちゃんが喜びの声をあげるのを見たことがあるだろうか。

　　この簡単に見える動作が繰り返されたとき、発達中の子どもの脳の中の細胞が数秒

　　のうちにそれに反応して､大いに劇的な何かが起こる。細胞の一部が興奮し､細胞同

　　士つなぐ接合部分が強化され、新たな接合が生まれる。脳内の細胞の接合は生後３

　　年間に爆発的に増殖…

　　・新生児は1000億箇の脳細胞をもっが、大部分は互いに接合されておらず、脳が機

　　能するためには神経細胞の相互間の何兆もの接合部（シナプス）によって脳細胞が

　　ネットワークに組織されなければならない。」（p12）

３．言葉の臨界期

　　　F狼に育てられた子j　シング著　中野善達・　清水知子訳　福村出版
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[資料④]

絵本はこころの栄養

～絵本のもつ力８か条～

・現在、テレビ子守、ビデオ漬け、ゲーム機、パソコン、携帯電話……電子メディア時代

　に生まれ育ってきた子どもたちの「コトバの遅れ」や「本離れ」が問題になっています。

　「絵本時代」は、読み聞かせを通して、親や祖父母との心のふれあいを、たっぷり満た

すことのできるチャンスであり、やがて一人で読書をするための大事な、土壌づくりの

時代です。

・とくにＯ歳から６歳頃までの読み聞かせの積み重ねは、「コトバの発達」と「心の成長」

　に驚くほどの効果がみられます。なによりも豊かな心と家族の絆を育むことができます。

　「あせらず、背仲びせず」お子さんとご一緒に、絵本の世界を楽しみながら読んであげ

てください。

「もっと、読んで！」と言われたら、本好きのはじまりです。絵本の世界、読書の楽し

さを、知り始めたと思ってよいでしょう。

　「読み聞かせ」をするということは、子どもの心の畑に、種を蒔くことです。大人は芽

を出し、花を咲かせることは出来ません。それは子ども自身、長い人生の析々に、一つ

ずつ芽を出し、花を咲かせ、やがて人生の実をつけるのです。

＊食事＝体の栄養

＊絵本＝心の栄養

く子どもに

*心の三犬栄養素

⊃ｊ

　　　　　　　　　　　　　　（

とって絵本とは？〉

１）

言言言゛二直接体験２）人とのふれあい

３）絵本とのふれあい

18
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１．親と子のふれあい

２．ことばの発達

３．絵を楽しむ

４．知識の拡がり、深まり

５．自立

６．心の解放
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絵本のもつ力８か条

(満足感、信頼感、豊かな感性が培われる)

(正しい、美しい母国語のひびき、文学的表現力)

(形、色彩、暖かさ、明るさ、絵團的表現力)

(知る喜び、好奇心を満たす、追体験、心の冒険)

(基本的生活習慣、社会生活のルール、モラルを学ぶ)

(大人からの抑圧、ストレス解消)

フ．子どもの成長がつかめる　（好きな絵本の変化から）

８．子育てのあり方、ヒントが学べる　（楽しい、余裕のある育児に）

19



[資料⑤]

　絵本・ことば・文字

～言語は個の生命のルーツ～

【１】言語の役割

　（１）人間はことばを使ってものを考える（思考）

　（２）自分の考えを伝え、人の話を聞く（コミュニケーション）

　（３）人類の文化を享受（読む）

　（４）新しい文化の創造、伝承（書Ｏ

【２】言語の世界とは

聞く

読む

話す

書く

（理解活動）（表現活動）

-

一

-

-

〈音声言語〉

〈文字言語〉

∩）音声言語（胎児、Ｏ歳からの言葉は、それぞれの民族、国の母語が犬事）

　　＊「言語権」＝母語で考え、話し、生きることを、誰からも妨げられない権利。

　　＊人間は、生まれながらにして、すぐれた模倣本能をもっている。

　　＊乳幼児は、具体的事物にふれつつ、生活体験とともにことばを身につける。

　　＊豊かな体験→豊かなことば→豊かな心→豊かな、充実した人生

（２）文字言語（低学年までは､子どもの文字読みの喜びと､親の読み聞かせの喜びを!）

　　＊４～５才頃から、文字への認識（関心・興昧）が芽生え、拾い読みが始まる。

　　＊個人差が大きいだけに、その子の機が熟す時（子どもペース）を大切に。

　　＊文字の先取り押しつけは知的発達への喜びを枯らし、犬事な心のふれあいも失う。
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[資料⑥]

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.14 No.12007

読み聞かせとは

Ａ　なぜ、子どもに絵本の読み聞かせをするのか？

・「ことば」を持つ人間として、母国語を求めている

・「思考」する人間として、豊かな言語体験を求めている

・言語体験の基本は第一には「直接体験」、第二は「絵本」（間接体験）である

・映像文化、電子メディア時代に、肉声での言葉がけ、読み聞かせを通して言語環境

　の回復を！（人と人が向き合う対面型育児）

Ｂ　読み聞かせの場と人

・基本は個人＝家庭……親、兄弟、祖父母、叔父叔母など

　保健センター、乳児院などＯ歳児施設・・・保健師、保育士、シスター

・集団読み聞かせ＝図書館、文庫、保育園、保健センター、幼稚園、小学校、中学校、

　養護学校、小児病院‥・図書館員、ボランティア、保育士、教師、看護師、助産

　師、医師、家族

・海外での読み聞かせ＝難民キャンプ、スラム街……派遣図書館司書、国際ＮＧＯ、

　読み聞かせ研修を受けた現地スタッフ

Ｃ　読み聞かせの対象と目的

～具体的思考期～

・Ｏ才～１才半＝絵本は赤ちゃんとの心のふれあいのための媒体＝手段…絵本読みは

　１割、赤ちゃんの表情を読むが９割、抱っこでは無理、絵本と赤ちゃんの両方が読

　める位置に座る（絵本はことばかけのヒントになる絵本、わらべ歌、童謡絵本、繰

　り返し音のある絵本、食べ物､生き物等の認識絵本）

・１才半～２才…絵本はふれあいのための手段から目的への移行期（絵本は上記にプ

　ラス生活絵本､簡単なストーリー絵本）

・２才～３才……絵本の内容を楽しむ＝絵本読みが目的に。読み手はひざに抱っこし

　て、心をこめて､歯切れよく読む（絵本は上記にプラス物語､乗り物絵本など個別興

　昧にあわせて）

・３才～６才……絵本の読み聞かせ黄金期＝生活絵本､認識絵本､物語絵本（国内外の

　民話､創作絵本）、科学絵本（生物、天文、気象、地学、物理、化学）、言葉あそび

　絵本（しりとり、なぞなぞ）、美術、工芸（おりがみ、あやとり、えかきうた）

・６才～９歳……上記絵本プラス童話、活字本への移行期

～抽象的思考期～（活字本へ＝読書の世界ヘ一人旅）
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[資料⑦]

　月齢別　絵本のよろこび

～親と子の豊かな心のふれあいを！～

・胎児期、新生児、１、２、３ヶ月の赤ちゃんには肉声での言葉がけをたっぷりと！　そ

のためのヒントにこの一冊を。

１「あかちゃんのうた」　桧谷みよ子　文　　岩崎ちひろ　絵　　　　　童心社

・世界中の赤ちゃんは、子守唄を通して母国語と出合ってきました。歌い継がれてきた

　童謡やわらべうたを肉声で歌ってあげましょう！こんな歌絵本で。

２「うたえほん」全３巻　つちだよしはる　絵

３「いっしょに　うたって曰４「いっぱい　うたって！」

　　　グランまま杜

ましませつこ　絵

　　　　　こぐま社

・３、４ヶ月ぐらいから、視力が機能してきます。耳からの音声の楽しさに、プラス目か

らの絵の楽しさ、スキンシップの喜びも広がります。その頃には

５「いない　いない　ばあ」　桧谷　みよ子　文　　瀬川　康男　絵

６「くっついた」　三浦太郎　作

７「ママだいすき」　まど　みちお　文　　ましませつこ　絵

　童心社

こぐま社

こぐま社

４ ５ヶ月から１歳の誕生日ごろまでに喜ぶ絵本は、擬音、擬態語（繰りかえしの音表

現）が出てくる絵本です。Ｏ歳の前半は音の響きを「聞く」楽しみとして喜び、後半は

徐々に真似して白ら「発音」する楽しさとして、読んでもらいたがります。そのときの

コツは二つ。①ヽお気に入りの２、３冊を毎日子守唄のように繰りかえし読んであげるこ

と。その場合　②絵本の「文字」を読むのは１割、赤ちゃんの「表情」を読むのが９割

のウエイトで。親の読む声の出し方で、赤ちゃんの反応は多様です。その反応をキャッ

チし始めると、読み聞かせはやめられなくなります。そのためには、赤ちゃんの顔が見

える関係に親は座ること｡抱っこでは赤ちゃんの後頭部しか見えません。

８「じゃあ　じゃあ　びりびり」　まつい　のりこ　作　　　　　　　　偕成杜

９「まてまてまて」　10「ととけっこう　よがあけた」

　　　　　　　　　　こばやしえみこ　案　　ましませつこ　絵　　　こぐま社

11「がたん　ごとん　がたん　ごとん」　安西　水丸　作　　　　　福音館書店

12「おひさま　あはは」　前川かずお　作　　　　　　　　　　　　　　こぐま杜

　　保健所文庫では５、６ヶ月くらいから「ばいばい」を親もスタッフも投げかけてり

ます。 ７，８ヶ月には自ら小さな手を個性的に振っています。挨拶はコミニケーショ

ンの始まりです。繰りかえし音で始めるには次の1冊がよい。

13「ばい　ばい」　まつい　のりこ　作

・父親の育児参加として、絵本の読み聞かせがあります。子育ての柱は

　つ。おっぱいはママですが、心のおっぱいはパパにできること。

偕成社

「体と心」の二

14「おとうさん　あそぼう」　わたなべ　しげお　文　　おおとも　やすお　絵

15「あそぼう　あそぼう　おとうさん」浜田　桂子　作　共に福音館書店
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・赤ちゃんの読書は、お□に持っていって噛むことから始まります。聞いて（聴覚）、

　眺めて（視覚）いる段階から、絵本を手に持って、噛んだり、めくったり、落とした

　り、拾い上げたり……と触覚からの楽しみも加わって、人間のみがもつ「本」という

文化を知り始めます。その頃の絵本は、本文も一般紙ではなく、表紙と同じ、破れな

い厚紙が使われ、なめても安全な素材で製本されているボードードブック絵本を身近

なところにおいてあげましょう。

16「おたんじょうび」　まつい　のりこ

17「てん　てん　てん」こどものとも0，

18「もう　おきるかな」こどものとも０，

作

１

１

２

２

わかやましずこ

まつの　まさこ

作
作

偕成社

福音館

福音館

・７、８ヶ月頃からは、食べるもの、生きもの、乗りものなど、認識絵本にも興昧をもち

　始めます。そのときのポイントは本物そっくりの写実的な絵を。

　19「くだもの」　20「やさい」　21「いちご」　平山　和子　作　　福音館書店

　・さらに赤ちゃんは、親の目をよく追っています。絵本の絵の目も大好きです。

　22「のりものいっぱい」　23「やさいだいすき」　24「おうちのともだち」

　25「かおかお　どんなかお」　26「ゆめ　にこにこ」　柳原良平　作　こぐま杜

・８、９ヶ月頃からは、自立に必要な基本的生活習慣を示唆する、生活絵本のジャンルに

も入っていくことができます。例えばＯ才時代なら、

27「きゅっ　きゅっ　きゅっ」　28「おててがでたよ」　林　明子

・１才半から２才頃にかけてなら、

　29「こぐまちゃん　おはよう」　30「こぐまちゃんおやすみ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わかやまけん　作

作

福音館書店

こぐま社

・医学上の赤ちゃんは１歳未満ですが、出版界の赤ちゃんは２才までのようです。その

　ことは福音館書店の¨こどものとものＯ、１、２”でもわかりますが、次の絵本の31

　　「のせて　のせて」からも知ることができます。これは「いない　いない　ばあ」と

　同じ、“松谷みよ子あかちゃんの本”シリーズの１冊ですが、楽しめるのは１才半過

　ぎからです。リストアップした理由は、この年齢で必要な“繰りかえしの表現”の大

　事さを、親たちに伝えるためでした。つまりＯ才時代の繰りかえし音が、日本語の出

　合いとして必要であったように、次の段階として日本語の表現として必要なのです。

　子どもは気に入った場合、同じ一冊を10回も、20回も読んでもらいたがります。一方

　親たちはやがて繰り返しの部分を、はしょって読みはじめます。何度も読んで欲しい

　のは、新しい言葉や表現を楽しく、主体的に獲得している証なのです。楽しく繰りか

　えし聞いたそのひとつひとつが、やがてその子が一生使う言語として蓄積されていく

　のです。

31「のせて　のせて」　松谷みよ子　文　　東光寺　啓　絵　　　　　　童心社

(保健所文庫２３年間の実践からのリスト・すずらん文庫　渡辺　順子)
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[資料⑧]

　幼児・小学生親子の絵本

～今こそ　親子の絆と言葉の力を！～

絵本選びの基本～心の主食絵本を！

１「つるにょうぽ引

２「よあけ」

３

４

　　　　　　矢川澄子　再話／赤羽末吉　絵

ユリー・シュルヴィッツ文・絵／瀬田貞二　訳

　　　　　　沢田としき　作「アフリカの音」

「しまふくろうのみずうみ」 手島圭三郎　作

家族の基本確認～誕生、育つ、生きる

５「あやちゃんのうまれたひ」　　　　浜田桂子　さく・え

６「あかちゃんのゆりかご」　レペッカ・ボンド　作／さくまゆみこ　訳

7「14ひきのひっこし」　　　　　　　いわむらかずお　作

８「いもうとのにゅういん」　　　　　筒井頼子　作／林　明子　絵

９「ピーターのいす」　　ジャック・キーツ　作・絵／きじまはじめ　訳

10「このにおい　なんのにおい」　　　柳原良平　作

11「月夜のみみずく」

　　　　　　　　ヨーレン　詩／くどうなおこ　訳／ショーエンヘール　絵

12「川はどこからながれてくるの」

　　　　　　　　　　　　　　トマス・ロッカー　作／みのうらまりこ　訳

13「雨　あめ」　　　　　　　　　　　　　ピーター・スピア　作

14「かあさん、わたしのこと　すき？」

　　　　　　　　　バーバラ・ジョシーさく／バーバラ・ラバアレー　え

15「おかあさん　だいすき」　　　　　マージョリー・フラック　文と絵

16「ちいさい　タネ」　　　　　　　　　エリック・カール　作

17「さびしがりやのほたる」　　　　　エリック・カール　作

18「おばあちゃん」　　　　　　　　　犬森真貴乃　作

19［わすれられないおくりもの］

　　　　　　　　　　　　　　スーザン・バーレイ　作・絵／小川仁央　訳

科学絵本・環境絵本・人権絵本～この生きる舞台を大切に！

20「パパお月さまとって」

21「だんまりこおろぎ」

22「鳴く虫の世界」科学のアルバム52

エリック・カール　作

エリック・カール　作

佐藤有但　写真／小田英智　文

24

福音館書店

　　講談社

　ペネッセ

福音館書店

　　偕成杜

　　童心社

福音館書店

　　偕成杜

　こぐま社

偕成社

偕成杜

評論杜

　　偕成社

　岩波古店

　　偕成杜

　　偕成社

ほるぷ出版

評論杜

偕成社

偕成社

あかね書房
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23「夏の虫　夏の花」「冬の虫　冬の自然」

　　　　　　　　　　　　　　　　　たかはしきよし　絵／奥本大三郎　文

24「まいご」「かりのけいこ」　勤物絵本シリーズ　　吉田遠志　作・絵

25「海」「宇宙」「地球」　　　　　　加古里子　文・絵

26「せいめいのれき」「ちいさいおうち」

　　　　　　　　　　バージニア・リー・バートン　文・絵／石井挑子　訳

27「ふたつの島」「うさぎの島」「ぽくはくまのままでいたかったのに」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イエルク・ミュラー

28「きつねやまのよめいり」　　　　　わかやまけん　作

29「せかいのひとびと」　　　ピーター・スピア　文・絵／桧川真弓　訳

30「酋長シアトルからのメッセージ」

　　　　　　　　　　　　　スーザン・ジェファーズ　絵／徳岡久生

31「オキクルミのぼうけん」

32「バスラの図書館員」

萱野　茂　文／斉藤博之　絵

ジャネット・ウィンター　絵と文／長田

25

福音館書店

　ペネッセ

福音館書店

岩波書店

ほるぷ出版

　こぐま杜

　　評論杜

訳　JULA出版局

　　　　　小峰書店

弘　訳 晶文杜



[資料⑨]

　子どもと絵本に関する

ヽ一著書･執筆･監修　関係資料～

　（○　入手可能）

・「絵本の世界と育児文化の針造」　渡辺　順子　著　　　　　　エイデル研究所　1994

・「絵本　ひと　心の旅」　　　　　渡辺　顛j’･　著　　　　　　エイデル研究所　1995

・「布の絵本からのメッセージ」　東京布の絵本連絡会　企圃・発行（和英俳記）1996

○「絵本で子育て･親育ち」冊子　　　　　　　　　　　（社汗ﾄ本家族計画協会2002

○「ことばのせかいＯ・１・２」「ひろがる絵本のせかい３・４・５」［ａＪ　上　　2004

○「作って遊ぼう布の絵本」ビデオＤＶＤ ＣＤローム版（杜）日本家族計圃協会2006

○「心と心を結ぶ布の絵本・おはよう、おやすみ」ビデオＤＶＤ ＣＤローム版　同上

・「赤ちゃんへの読み聞かせＢＯＯＫ」主婦の友杜（「わたしの赤ちゃん」2000･11付録）

・「絵本が結ぶ親子のきずな」　　診断と治療社（チャイルドヘルス2001年12月号執筆）

・「絵本でコミュニケーション」　　　　婦人生活村づベビーエイジ2002年10月号=執筆）

・「赤ちゃんがゼッタイ喜ぶ絵本10」

○「絵本と出会う」冊子

○「絵本と赤ちゃん」冊子

Ｏ「絵本と赤ちゃん」ビデオ版

○年報「了･どもの図書館」2002年版

・「読書の意義と図書館の役割」

仁婦の友杜(ペビモ2002年11月号執筆)

　　(社)全国保健センター連介公2002

同
　
同

Ｌ
　
上

2003

2004

兄童図書館研究会編　日本図書館協会2003.3

文部科学省（「教育委員会月報」2003.3執筆）

・「絵本と出会う」　　　医学書院「保健師ジャーナル」2003･4～2004･3まで逓載監修

・「赤ちゃんに読んであげたい絵本大集合」

　　　　　　　　　　　　　　　　（財）出販文化産業振興財団「この本よんで！」2003
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こども病院のボランティア活動

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 梶　山　祥　子

１　発足と歴史

　神奈川県立こども医療センターのボランティア活動は、開設５年後1975年に開始されま

した。それは一人の篤志家の呼びかけから始まりました。日本病院ボランティア協会会員

善意会オレンジクラブから、200円の会費で入会した人々71名でこども医療センターで活

動をしたいとセンターに中し入れがあり、受け入れられて院内のさまざまな行事・学習ボ

ランティア、病棟でのお話し会、院内の飾り付けなどさまざまなグループによる自主的な

活動が始まりました。

　会費はやがて500円から1､000円となり、活動はますます盛んになり活動開始15周年記

念行事が行われ、種々の賞を受けて、病院ボランティア活動の黎明期に輝かしい足跡を残

しました。しかし、グループ間の調整や病院との連携が困難になり、オレンジクラブは一

旦解散することを決めました。病院はこのとき、ボランティア活動を全面的にバックアッ

プしてゆくこととし、2004年すべてのグループを包括して新オレンジクラブとして再出発

することになりました。このとき病院が行ったことは、ボランティア室の整備、必要な物

品の準備、ボランティア保険の手続き、新加入者の募集などでした。またボランティアか

らの強い希望がありボランティアコーディネーターを採用することにしました。

　長年の旧オレンジクラブの活動の中で培われてきた基本理念を病院としてのボランティ

アのあり方に関する基本的考え方として掲げました。それは以下のようなものです。

　１　ボランティアは個人の自発的な意思によって行われるものである。

　２　ボランティアは病院機能のひとつであり、病院の労力ではない。

　３　ボランティアをする者とボランティアを受け入れる者は対等な人間関係をつくる。

　４　ボランティアが行う活動内容は、ボランティア検討会議が決定する。

２　現在のオレンジクラブの活動

　コーディネーターは2005年４月に採用され、その主な業務は、ボランティアの募集と配

置、年３回の研修会の開催、各グループの活動のサポート、グループミーティング開催の

サポート、年１回のボランティア週間の企画運営、広報（ホームページ、ニュースレター）、

センター各部門との調整などです。常にボランティアが誇りを持って生き生きと楽しく活

動できるように、当初からの「主体的活動」「無報酬」「個人の自発的意思」を大切にし

ながら、各グループや個人の活動をサポートしています。

　現在の活動グループは20あり、それぞれ活発に活動しています。二、三ご紹介しますと、
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　「外来ボランティア」は、外来ホールでご案内や短時間のお子さんのおあずかり、荷物を

持つなどし、雨の日は傘をさして駐車場までおおくりしたりもします。一番大切なことは

笑顔で「おはようございます」、「こんにちは」とお迎えし「おつかれさま」「お気をつ

けて」とおおくりすることです。戸惑っている方には「どこかお探しですか」「おてつだ

いいたしましょうか」と声をかけ、ときには子ども達と析り紙をしたり絵本を読んだりして、

ご家族にはほっとできる空間を子どもたちには楽しい時間を提供しています。「病棟ボラ

ンティア」は、面会のないお子さんたちのお相手、「お話会ぽぽんた」はブックトラック

を押して毎週１回全病棟を廻って絵本の読み聞かせ、パネルシアター、指人形などを行っ

ており、子･どもたちが楽しみにしています。外来図書室ボランティアは、専門書や医学用

語事典、各サポートグループのファイル、パソコンなどを備えた外来図古室で、病気につ

いて調べたいご家族のために医学情報検索のサポートをしています。

３

　オレンジクラブ以外の活動グループ

「難病の子供支援ネットワーク」による「ピアサポート」活動が2005年から外来図書室

で週３回行われています。専門職による保健福祉相談室はありますが、お子さんの病気や、

障害を経験したお母様がたにお話を聞きたい、聞いてもらいたい、というご家族が気軽に

相談できる場所です。また「チャイルドウイッ

シュ」は犬学生のサークル活動で、土、日に面

会にこられる人院児のきょうだいといっしょに

プレイコーナーで道ぶ活勤です。「育兜支援ピ

アサポート」はあかちゃんを育てるおけ様万の

ための講座と相談で、月に１回活勤しています。

ボランティアコーディネーターはこれらの活勤

グループもサポートしています。
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４　まとめ

　ボランティアは病院にとって専門職と同様に重要な人材です。ボランティアが生き生き

と楽しく充実感をもって活動できると、病院の雰囲気は変わってきます。そしてボランテ

ィアが明るく活動できるためにはコーディネーターの役割は重要です。管理部門や、病棟・

外来の看護科長その他さまざまの部署と連携を保ち、問題が生じたときはすぐに解決をは

かる必要があります。ボランティアの目で見る病院環境には改善すべき点も多く、できる

ことはボランティアの力で行い、できないことは管理部門に情報提供をしたり改善のため

の提案をします。提言をしても状況が変わらなかったり、患者サイドからの苦情が繰り返

されることが続くと、ボランティアの「やる気」は削がれてしまいます。子どもたちやご

家族のために役立ちたいという熱意を持つ多くの方々の善意を意義あるボランティア活動

という形に表してゆくために、まだまだ課題は山積しており、これからも努力を続けたい

と思っております。
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　浜松医科大学医学部附属病院

「病院図書室」での活動

ボランティア

学生ボランティア

病　院　部　長

看護部副部長

子
理
子
修
り

　
　
　
　
ど

幸
真
祐
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藤
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１．はじめに

　病院図書室は、「患者様及びご家族等の皆様が病気のことを十分に理解し、医療及び健

康に関する科学的知識を得て、自己管理に意欲を持って一緒にベストの診療を実現するた

めの読書という袖助手段を提供する場」を病院内に設け、積極的に支援して行くことがこ

れからの病院の犬きな杜会的責務であると衆議一決し設置されました。

　さらに、医学医療関係の文献類を提供するとともに、闘病生活の気分転換も図れるよう

小説やコミック類の寄贈本も配架し、肩の凝らない図書皇を目指しております。

２．設置の経緯

　平成16年４月「日本医療機能評価認定」を取得し、病院内全面禁煙となりました。

　同年７月禁煙の措置に伴い空室となった外来棟一階喫煙コーナーの跡地利用について検

討され、「病院図書室」に転用することが決定し改修工事が実施されることになりました。

　平成17年１月には、浜松医科大学敦職員にポスター、ちらし、ホームページ等で本の寄

贈を呼びかけはじめました。

　同年７月に厚生労働省東海北陸厚生局から病院構造設備の変更使用承認を得ましたので、

ボランティア運営による企團をまとめ、同年９月に浜松市杜会福祉協議会にボランティア

活動への協力依頼をいたしました。

　準備作業は、当初二名のボランティア要員が寄贈本の清拭、分類、登録、カード・イン

デックス貼付等を行うとともに、教職員か書棚、机、椅子等を移設しました。

　寄贈図書447冊の整理が終わり、平成17年11月22日に「病院図書室」がオープンされた

ものです。

３．開室日時

　平成17年ｎ月から不定期で開室し、平成18年１月から毎週木曜日の午前10時半から午

後２時まで、ボランティア２人でこぢんまりと楽しみながら運営されておりました。

　その後、一般の方が２人、学生が13人と運営側の人数が増えましたので、現在では毎週

火・金曜日の午後１時から３時半と毎週木・日曜日の午前10時半から午後２時まで定期開
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室し､･その他の曜目と時間は不定期ながら週６日オープンを目指しております。

４．図書整理作業

　図書は全て、患者さん（入院・外来∧教徴員、犬学図宍館、他多くの方々からの寄贈

で集められています。本年５月末現在で介計約4､100問･の蔵書数に至っております。

　寄贈本はボランティアが合帳に記入し、豊録番号ラベルを背表紙に付け、浜桧医科犬学

病院蔵書印を押し、裏表紙にカード袋を糊付けしブックカードを挟み込んでいます。

　利用される方は、ボランティアに借りたい本を渡レボランティアがブックカードを取

り出してお持ち帰りとなる貸し出し方式です。貸し出し期限なし・冊数制限なしです。返

却は「病院図書室レ前に設置した「［月書寄贈・返却ボックス］に入れていただくという形

をとっております。

５．図書の種類と配架

　図書の種類は「一般図書、子惧図書、美術・工芸、文芸・雑誌、闘病記、医学書、コミ

ック」に７分類し配架しました。なお、闘病記だけは「疾病別」に細分類されています。

　部屋が手狭であり、書架もオーバーフローとなりましたので、こども図書やコミック誌

は４台のカートに積載し、開室時には廊下へ並べて閲覧に供しています、

６．利用状況

　貸し出し状況は出来る限り統計メモを取るようにしています。平成18年５月から約一年

の統計によりますと、コミックの刊用が多いことが判ります。患者さんは、気軽に読める

本を選んでおられる方が多いようです。

　このように、利用数の１位はコミックで、特に入院されている男性の方の利用が多い傾

向にあります。なお、２位が一一般匿茜（文庫本・小説）、３位がこども図書、４位が闘病

記となっています。闘病記のご利用は女性が多いようです。

フ。レフアレンス事例

　①「病室に居づらい。ひとりにして欲しい時に図書室を自由に利用したいが…。」

　　・気分転換に読書されたいケース。サービス時間の拡大検討中。

　②「先生からの説明は受けたが、判りにくい。もっと質問したいが何か怒られそうで怖い。

　　自分で、白分の治療法を探りたいので、専門図書や情報を気軽に利用したいが…。」

　　・主治医に相談するよう勧めることが前提。

　　・希望される図書を検素されたいケース。情報端末の設置を検討中。

８．今後の課題

　①患者様（利用者）の期待に、どう応えるか検討しています。

　　・長時間開室（無人化、モラルの徹底が図れるか不安）
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・医学専門書に関する情報サービスのあり方

・希望される図書の調達（いつでも、どこでも、だれでも）

・交流プラザ（ボード、掲示板、‥）の設置

・サービス応対の限界（全ての相談には応じられない‥･）

②ボランティア活動の拡大を検討しています。

　（浜松医大登録者数17名、内４名が図書活動）

　・浜松医大の問題（国立イメージ・・・）

　・浜松市全体が病院ボランティア不足

　・浜松医大学生へのアピール不足？・・

９．としょいいん（浜松医大生）からの報告

　①依頼を受けて

　　平成19年３月　病院側から学生へ協力依頼

②立ち上げ　→

　平成19年４月

　名前決定（工夫）

　本学医学部生８名（２～５年生）で立ち上げ

　グループ名を「院内としょいいん」に決定

・親しみやすく

・堅苦しくない…etc

③ボランティア募集作戦口

　比較的授業日程のゆとりがある新人生をターゲットにしぽる。

　・新人生の部活説明会に参加

　　　チラシ配り（切り取り式アンケートなし）・呼びかけ⇒　Ｏ人

　・学生ボランティアグループ「四つ葉」の説明会に参加

　　　チラシ配り（切り取り式アンケートあり）・呼びかけ⇒　５人

　・その他の学年にも呼びかけるため、学内にポスター貼り出し

④現在の活動状況

　◆「院内としょいいん」の人数

　　１年生５人、２年生２人、３年生１人、４年生３人、５年生３人の合計13人で活動。

◆活動を始めた動襖

　・活動場所が本学の附属病院で、活動がしやすx、

　・作業が簡単

　・基本的に１人で活動するため気楽
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・自らの人院の経験から、患者さんの人院中の楽しみを作りたし

◆実際活勣をしてみて感じたこと

　　・患者さんの反応がいい

　　・やっている側が思っているよりも患者さんが楽しみにしてくれている

　　・院内図書室の必要性を感じた

◆活動をしていて困ったこと、気になったこと

　・本の破損、汚れ

　・本がしっかり作品ごとに並べられておらず、本が探しにくし

　・本を並べる空きスベースがない

　・１人でいるとき、男性利用者と２人きりになると怖い

◆今後の夢

　・病棟への移動図書館

　・患者さん同士の交流の場に

　・図書室横のソファーを利用

　・本のランキング

　・掲示版の設置

　・傾聴
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〈参加記〉　　　　　　　細谷亮太先生講演

「小児に対する絵本を用いたインフォームドコンセント」を

　　　　　　　　　　　　聴いて

　　　　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構富山病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　小児科嶋　　　大二郎

　聖路加国際病院小児科部長（副院長）細谷亮太先生のご講演を拝聴した。

　細谷先生は、小児科医としての診療のみならず、多くの著書やメディアを通じての多彩

なご活躍でも高名な方なので、改めてのご紹介でもないのだが、要点のみを。

　東北大学医学部を卒業後、聖路加国際病院小児科に勤務。その後、小児がんの先端的治

療を学ぶためにテキサス大学総合がん研究所に３年間の留学。帰国後は再び聖路加病院で、

小児科医として、特に血液病を専門領域として診療に携わっておられる。

　当日は、「小児に対する絵本を用いたインフォームドコンセント」というタイトルでの

お話を伺った。

　あいまいな記億とメモなどをもとに我流にまとめたので、感想と共に記し、参加者とし

ての責を果たしたい。細谷先生のご趣旨と異なる点があれば、ひとえに筆者の責任である。

　　『言葉は耳から入って形成され、それで母国語が作られるし、更に目でも見て理解する。

目と耳の両方を使って子どもとつながるのは絵本である。また、動物としては弱い存在の

人間が生き延びられたのは、群れ、特に調和の取れた杜会を作ることができたからだ。そ

の歴史から見ても、耳と目を使うコミュニケーションはとても重要で、絵本は昔から重要

な道具であったはずだ。絵本が道具だという考えには異論もあろうし、自分自身、絵本は

道具というよりも、人間のとても重要な生活の一部、自然と同じようなものだと思っている。

しかし、時に絵本はとても役に立つこともある。白らの小児診療の仕事を通して、｢どん

な絵本がどういう風に役に立っているか｣ということと、｢必要に応じて作られる絵本｣

というような話をしたい』

　　『子どもはおとなに比べ治療に反応しやすく、白血病など悪性腫傷もかなり治せるよう

になって、現在８割方は枚える。一方で、２割の子は枚えないわけで、そういう子には、

それぞれの段階でのQOL(Quality Of Life)を考えてあげる必要がある。それには、患者

さんと家族を囲むチーム(医療職だけでなく、司書やボランティアも含めた)によるアプ

ローチが重要である。そして、病院で子どもたちとつきあう人は、それなりの死生観を持

つことが必要だ』

　　『今や普通となったインフォームドコンセント(IC)。日本では20年前でも抵抗が強く、

子どもに病気の話をする風潮になかった。自分が米国留学から持ち帰った宿題はそれを行

うことにあり、家族の依頼を受けて小児がんの10歳の子にICを行うと、前後に描かせた絵

から、ｴC後にはポジティブな変化があると捉えられた。また、別にICの有無による心理の
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違いを研究すると、ちゃんとしたICを行えば、化学療法の間も患者の内的エネルギーや適

応度が高く保たれることが立証できた』

　　『病気の子に話す際には二つの要点があり、「嘘をつかないこと」と「わかるように話す」

ことが重要である』

以上のようなことを踏まえた上で（筆者の思い込みをもとに強引に分類すると）、

・病気の本人にどんな話をしたらよいかを示唆するもの。子どもの病気は洽り、復帰で
　　　　ｰ
　きるのだというメッセージ性のあるもの。

・梢気で死んで行く子の兄弟が昧わう苦悩、そして生活面での影響も広く捉えたもの。
　　　　　　　　　　　-
・病気で死んで行く子の友だちへのメッセージ性のあるもの。

34

・世の中には、命が新しく生まれいつかは死ぬという生死があること、その間に加齢と

　いう現実があること、死ねばもうもどらないこと、もどらないが残った人の心には住

　み続けることで意昧が犬きいこと、などを小さな子にでも観念として少しずつ伝える

　もの。

等に分けて、実例を挙げながら話された。

　実例として、『チャーリーブラウンなぜなんだい』（チャールズ・Ｍ・シュルツ）は、

子どもが梢気になってもちゃんとまた復帰できることがわかるように書かれていたり、病

気の子本人の大変な思いをわかってあげなければいけないとか、同時に兄弟や友人などそ

の子の周りの状況もわかるように工夫されていて、秀逸な絵本として紹介された。

　また、兄弟の悲しみに対して、死は苦しいものではなく、その後はまた同じように活勤

できるという「再生感」を伝えるものとして『わすれられないおくりもの』（スーザン・

バーレー）、そして友を病気で失った子どもへのメッセージ例として『レアの星』（パト

リック・ジルソン）、更には、老いの観念を扱った例として『とっときのとっかえっこ』（サ

リー・ウィットマン）なども挙げられた。

　具体例はもっとあったように思う。

　要は、「作品」と「（道具として負う）役割」とは一対一の関係ではない。「絵本には、

そういう思いで見ればそういう風に見えるものがいっぱいある。実際はどんな絵本でも良い」

という細谷先生のお言葉が物語るように、準備するおとなの側の「現状の捉え方」と「絵

本が持つメッセージ性の感じ方」次第ということに集約されるのだろう。

　また、「必要に応じて作られる絵本」の例として、演者ご自身の手になる絵本『ぼくの

いのち』を紹介された。

　アルバムの古い写真から、幼少で記憶にない頃に悪性腫傷で治療を受けたことを知った

子どもが、主治医から当時の模様や一緒に闘病していた友達のその後の様々な結末を聞き、

　「治った子も治らなかったお友達もみんな自分と同じ人間で、みんな仲間みたいに感じられ、
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帰り道にいままでとちょっと違った感じでお日様の光を感じた」という、締めくくりがた

いへん印象深い絵本で、細谷先生ご自身の経験や死生観に基づく面が大きく、先生のお人

柄とそれに裏付けられた臨床での姿勢がそのままに出ている作品と受け止められた。

＊ ＊ ＊

　最後に、ご講演の本筋とは多少離れるが、同じ小児科医として細谷先生のお言葉に便乗

させていただいて二つほど。

　一つは、『生物は加齢に伴い順にいなくなるのが自然で、子どもは本来死ぬ存在ではない。

　「子どもが、死ぬような病気になる」のは不自然というわけで、子どもは治療に反応しや

すく、かなり治せるようになった』というお話があった。

　私は、診療経験から「急病を含め、成人に比べて子どもでは生命に関わる病気が少ない」

という漠とした確信みたいなものを持っているが、具体的なデータを持つわけでもなく、

根拠に乏しい自分の思い込みかもしれないという思いも長く捨てきれないで来た。

　この細谷先生のまとめ方は、生命の真理を端的に言い切った表現で、今までの自分の中

でのモヤモヤとした意識を整理できる一つの表現で、感銘を受けた。

　もう一つ、『テレビは、見る側の都合と無関係に、内容を考える暇もなく次に行ってし

まう。映像を通しての人間同士のコミュニケーションがないのが特徴。人間の人間たる所

以を考えれば、テレビは身体に悪い』とのご指摘。

　現在、「小さな子どもにテレビやビデオは不適当。内容の良し悪しの問題ではなく、一

方的伝達手段であるテレビは、悪い影響こそあれ良いことはない」というのが、多くの小

児科医の一致した見解となっている。小児科医の団体である日本小児科学会

　（http://www.jpeds.or.jp/saisin-j.html）や小児科医会などは同趣旨の主張をしている

し、もちろん図書に関心の深い連絡会会員の方々にはもはや常識的な考えであろう。しかし、

今回のこの席で、小児科医として強いメッセージカをお持ちの細谷先生が適切な表現でこ

のことをはっきりと話されたことは、たいへん意義の深いことであったと思う。

　蛇足になるが、細谷先生は「暁々」という俳号をお持ちで、俳句をもよくされる。あち

こち探していたら、

凭は)られても　患児の軽し　初時雨　　暁々

小児科臨床医の一人として、心に響く一句に出会った。
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<参加記〉

「細谷亮太先生のおはなし」をお聴きして

市民グループ｢子どもと本｣

　　　金　渫　和　子

　この度このような素晴らしい企画を立ててくださった事務局の皆様に心から感謝を。そ

して私が感想を書かせていただく栄誉に重ねて感謝を…。

　随分前になりますが先生は朝日新聞の家庭欄に小さなコラムを連載され、それは、品格・

高い志・深い情感に彩られた大変香り高いものでした。恥ずかしながらその時から先生の

ファン（虜）になってしまい、さらに追い討ちをかけるように、あの自由人山頭火を愛し

てやまぬ俳人でいらっしゃると伺い、もう矢も立てもたまらず、ワーッとお手紙を差し上

げてしまいました。丁度10年前の1997年頃のことです。

　その後「絵本の可能性を考える」という講座で柳田邦男氏をお招きした祈、細谷先生と

とてもご縁が深いことを知り、二重に嬉しかったことを覚えております。そして引き続き「絵

本の可能性を考えるＨ一絵本を通したインフォームドコンセント」というテーマで先生に

ご講演を…と密かに夢を温めてまいりました。このような憧れの先生にここでお会いしお

話をお聴きすることができましたことをとても幸せに思います。想い描いていた通りの先

生でした…。

　さて、今回の「小児に対する絵本を用いたインフォームドコンセント」というテーマは

犬変時宜を得たもので、團像を交えた懇切丁寧な絵本の紹介や事例は、日々のご診療に繋

がることゆえとても説得性があり、病に臥した子どもたちやそのご家族を取り巻く実話や

エピソードは、涙なくしてお聴きすることが出来ませんでした。想像していた通り絵本の

可能性を垣間見、先生のお心の深さや熱さに加え、絵本の力をも再認識した次第です。

　今、死を受け入れなければならない重い病を背負った子どもたちは勿論ですが、どの子

にもどの人にも必ず訪れる死というものに対するＤＥＡＴＨ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮとしても、絵

本には犬変大きな力があると考えます。

　中でも興昧深かったのは、『チャーリー・ブラウンなぜなんだい？』が１通の看護士さ

んの手紙からうまれた本であることや、オランダの絵本『レアの星』に描かれた友だちが

亡くなって星になるという死を静かに受け入れる死生観や、さらにまた谷川俊太郎氏の『も

こ　もこもこ』が生と死さらに再生の意昧合いがあるというご指摘や、『とっときのとっ

かえっこ』が描く“子どもと老人が人生のその時その時でそれぞれに担い支え合うものの

豊かさ”や、加えて『星の王子さま』『サンタクロースっているんでしょうか？』等に描

かれた“目にみえないものの大切さ、こころで見なければ物事はよく見えないんだよ…”
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など、人間の生き方・心の在り様に触れるお話は大変胸打たれるものでした。ご多忙の中、

絵本をより丁寧に深く読み込まれ、様々な場で絵本を用いていらっしゃる先生には只ただ

敬服するばかりです。

　そして、先生がご紹介してくださった絵本をご講演後改めて噛み締めるように読み返し

てみますと、不思議なことに今まで見えなかったものが見えてきたり、先生のお話された

一言一言が深い意昧合いをもって響いてきたり、また特に『わすれられないおくりもの』は、

気持ちが揺れて揺れて先に読み進められない程でした。

　日夜、真摯に医療に携わる先生は、子どもたちばかりでなく私たち大人にとっても枚世

主です。 10年前にお手紙を差し上げたご縁がここにあることを再度感謝しながら、先生に

心からエールを送りたいと思います。

　先生、「ちょっと涙目」でがんばってください…。
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<参加記〉

渡辺順子氏の講演を聴いて

｢すべての子ど訓

静岡県立こども病院

　　　塚　田　薫　代

こことば（母語）のよろこびを」

　30年以上にわたる渡辺順子氏の実践に基づく“ことば”には、確信がみなぎっておいで

でした。その実践を、さらに豊富なエビデンスで裏打ちされたところが、お話に厚みと信

頼感を生み出していると感じられました｡

　次々と引用される、なじみの絵本。その絵本に熟中する幼い子どもの姿は、とても豊か

な印象です。その豊かな空間を、すずらん文庫にとどまらず、保健所文率にまで広げた渡

辺氏の情熱が、ひしひしと伝わってきました。

　　「すべての子ども」そう、そこには、私達が関わる「病気の子ども」も含まれます。人

院という特殊な環境であっても、いえ、だからこそ、このような視点をなおざりにしては

いけないのだと、改めて心を強くしました。

　殼後に実演下さった「布の絵本」のなんと雄弁だったことでしょう。その場の大人全員を、

たちまち”宇宙旅行”へ誘って、しばし美しいファンタジーの世界へお連れ下さいました。

余韻の残るご講演となりました。

◇　　◇　　◇　　◇　　◇　　◇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡市役所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　下　多津美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（娘を想う父）

　　「すずらん文庫」の渡辺順子氏のお話を伺っている途中で、彼女が『図書館への道』（ふ

の著者である渡辺有里子氏のおほさんであることに気がついて、感慨深いものがありました。

　実は、私の娘が、今年の２月に帰省した祈、突然、［今年の12月からガボンに行くこと

に決めた］と報告したのです。「青年海外協力隊」の一員としてアフリカ西海岸の途上国

に行くというのです。私にとっては、それこそ「青天の霧痘」です。娘ではあるし、親と

しては、エイズは？風土病は？治安の状況は？と色々心配になります。

　その後『図書館への道』を読み、ことばとは文化そのもの、図書館は、ことば、言語、

文化を守り・育てる上で、かくも重要な役割を果たすことができるものかとつくづく感心
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していました。まさに、図書館の原点がここにあると思いました。業種としては、渡辺有

里子氏の司書に対し、私の娘は精神衛生関係のソーシャルワーカーと内容に大きな違いは

ありますが、同じような道を選択した渡辺有里子氏のすばらしい活動にいたく感動したと

いう経緯が私の心の中にあったのです。

　渡辺順子氏は、きっと、一抹の心配はしつつ、快く娘さんをビルマに送りだしてあげた

のだろうなと思いながら、わが娘のことを脳裏に浮かべ、しみじみと講演を聴いていまし

た。お話を伺いながら、改めて、本、特に絵本の持つ力はすごいものがあるものだと認識

すると共に、「この親にしてこの子あり」との思いを強くした次第です。

　　「青年海外協力隊」の実施母体は、あの緒方貞子氏を理事長とする国際協力機構、略称

ＪＩＣＡ（ジャイカ）ということで、信頼のおける組織です。私は、心中複雑な思いもあ

りますが、この際、娘の意思を尊重し、背中をそっと押してあげようと思います。

（註）渡辺有理子著「図書館への道」－ビルマ難民キャンプでの1095日－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すずき出版2006
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<参加記〉

渡辺順子氏の講演を聴いて

浜桧医科大学5年

　　　近　藤　真　理

　渡辺さんは子どもの頃から絵本や本に触れることが犬事ということをおっしゃっていま

したが、感性を高めるためにもたくさんの絵本や本を読む機会があるといいのではないか

と私も思います。私が家庭教師をしていた生徒さんの中学では、朝に読書タイムというも

のが設けられていましたが、現在はこのような時間をとらないと読書の時間がほとんどな

いということなのかもしれません。また、ＴＶをつけておけば楽ではありますが、絵本の

内容が分からないような幼い子でも、親や周りの人たちが読み聞かせをしてあげることで

コミュニケーションが取れると思います。渡辺さんが紹介されていた布絵本も魅力的でした。

手触りを楽しんだり、指先を勤かしたりすることは、不どもの発達過程においても重要な

ことではないかと思います。私は小さい頃、お昼寝の前には母親に絵本を読んでもらって

いましたが、そのうち自力で本を読んでみたくなって母親にせがんで字を教えてもらった

記憶があります。おかげで幼椎園に入る頃にはひらがなはだいたい書けました。そのよう

な意欲が出たのも本を読んでもらっていたからこそだと思いますし、たくさん本を読んだ

おかげで漢字や言葉も覚え、知識も増えました。もし私に子どもができたら、私の母親が

そうしてくれたように、子どもには絵本の読み聞かせをしてやりたいと思います。素敵な

講演をありがとうございました。

ｃｄ全国患者図書サービス連絡会講演会に参加して

　　浜桧医科犬学附属病院図書室

ボランティア　石　原　幸　子

　すずらん文庫主宰の渡辺順子氏は家庭文庫を始められたきっかけとなった「子守りをテ

レビに任せてしまうことの弊害」のお話しは、私にとって耳の痛いものでした。

　　『すべての子どもにことば（母語）のよろこびを』という活動の原点を示されました。

その活勤の根底にある意識は子育てをより高い次元で捉え、子どもが健やかに育つために、

犬人は何をすべきかを問いかけてくれました。また、絵本のもつ役割の犬きいことを具体

的に示して頂きました。
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　手作りのすばらしい「布の絵本」の実演もあり、楽しく、温かい時間を感じることがで

きました。

所感

　図書室ボランティアとして、知恵を出しあいながら、手さぐりで一歩一歩活動を始めて

二年を迎えようとしています。限られた時間と人数ではなかなか思い通りにはまいりませ

んが、手さぐりで始めた活動もやっと地に足がついて来たように思えておりました時に、

今回の仝匪兜者図書サービス運絡会に参加でき数人の方から「がんばってね！行動と実践

だよ」とお声をかけていただき、今後の活動の励みになると同時に必要性を実感しました。

より多くの方々に利用していただけるよう微力ではありますが、ボランティアの灯りがと

もり続けるよう運営していきたいと思います。

機会がありましたら、また参加させていただきたいと思います。

ありがとうございました。
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〈参加記〉 　　　浜松医科犬学医学部附属病院

｢病院図書室｣での活動について

ーボランティア活勤と公共図書館との違いー

　　　　　　　　　　　　　　　　浦安市役所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　林　順　子

　近年、公共図書館では医学情報サービス、健康情報サービスといったレファレンスサー

ビスにおいて焦点を絞ったサービスの展開がなされています。私白身、公共図書館に勤務

していた当時、ハンディキャップサービス（何らかの事情で図書館に来館できない、ある

いは図書館の資料をそのままでは読むことができない人へのサービス）の一つとして、市

内の総合病院に人院している患者さんにベッドサイドまで資料を運び、貸出しを行うとい

った病院サービスを開始しました。当時は公具図書館が病院に出向いて本を貸出しすると

いった事例は犬田区や品川区など、ほんのわずかな事例があるだけでした。一方、病院内

では患者図書館として公共図書館より以前から司書を中心にボランティア活勣が行われて

いることがわかってきました。その後、公其図書館では病院サービスの普及の犬きな進展

は見られませんが、ボランティア活勤は当団体の毎年の総会時に事例発表でもわかるように、

活勤団体は増加していると思われます。

　ボランティアの構成は多くは病院職員と一一般、あるいは病院職員と学生（医学生、看護

学生）から構成されている場合が多いのですが、今回の浜桧医科大学附属病院での活動は

一般の方と学生が中心になって活勣が行われています。

　平成17年11月に病院図書室が開室。蔵書は寄贈図書447冊からスタートし当初週１回の

活勤であったのが、平成19年には学生が参加することで今では蔵書は約4100冊、週４日困

曜日含）までに至り、約２年という短い期間で活勤が飛躍した理由の一つとして、ボラン

ティア精神と恵者さんに対する思いが学生の皆さんと一つになった結果ではないでしょうか。

　発表された今後の課題（医学専門書に関する情報、リクエストの対応、交流の場の提供、

サービス応対の限界など）が挙げられ、ボランティアの皆さんの意気込みが感じられます。

特に課題の「サービスの限界」を挙げていますが、決してマイナスのことではなく、でき

ること、できないこと、してはいけないこと等、明確にすることは重要なことで、運営を

成功させるためにも必要なことだと思います。また、交流の場の設置を考えているようで

すが、公共図書館が院内でのサービスを行うことはできても交流の場の設置はできません。

公共図書館員ができることは資料の貸出しやリクエストに応える、絵本の読み聞かせ等で

あって、コミュニュティーの場をつくることは難しい。患者さんは本を通して、あるいは

院内でいつも顔をあわせているボランティアの方たちがいるからこそ、そこを起点に交流

が始まるのではないでしょうか。ボードや掲示板などの設置も考えているようで、明るく

活発な場になることを期待しております。
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　発表時には図書室の写真も拝見でき十分に整備されている様子を伺うことができました。

闘病記、小説、文庫本、コミック、絵本と巾の広い蔵書構成です。また、教職員からの寄

贈による医学書の棚もあり、患者さんが利用することによって今後の患者さんの治療に変

化がどのように現れてくるのか、とても興昧深いところです。

　　「病院図書室」の活動報告を伺って、思い出すことは奈良岡氏が創められた自治医科大

学患者図書サービスです。現在では学生ボランティアとして医学生、看護学生が中心とな

って活動され平成17年には活動20周年を向かえています。小さなボランティアが20年以

上の活動がなされている要因はどこにあるのでしょうか。「自治医科大学患者図書サービ

ス開始20周年記念文集一日本患者図書館研究会設立20周年」の高野氏（文集掲載時自治

医科大学６年）によれば、経験から「組織として一定のサービスを提供する」ことだと言

われています。一定のサービスを維持していくことは、難しいことです。公共図書館に置

いても同様で、年数を重ねていくごとにルーチンワークとして職務は果たしていきますが、

当初の目的、サービスの向上を考えることが無くなってくることは少なくありません。そ

こにある原因は何か？

　先述した「患者さんに対する思い」が継続されにくいのではないでしょうか。

　公共図書館とボランティア活動との違いはどこにあるのか？

　まさしく「患者さんに対する思い」がボランティアでは一本の線のように引き継がれて

いくことではないでしょうか。

　浜松医科大学の病院図書室は、まだ歩き始めたばかりです。起動にのせるためには時間

を要すると思いますが、頑張っていただきたいと応援すると共に、ご活躍されることを願

っております。
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<参加記〉

　　　神奈川県立こども医療センターの発表を聴いて

岩手県立中央病院

　ボランティア　ひまわり

　　　佐々木　愛　子

　対象がこどもさんだけなので、自分たちとは活動面でかなり異なった内容なのだろうと

思いつつお聞きしていた。やはり活動の範囲も規模も内容も全ての面で自分達とは大きな

差があった。

　まず、範囲だが、その広さに驚いた。約20班ぐらいもある。これはそれだけの活動可能

なボランティアの数（約300人）を要しているという事なのだろう。あれもやりたいこれ

もやりたいという思いがあっても、ボランティアの数不足（当方は約50人）ではどうにも

ならない当方の現状ある。今は６班のみである。ボランティアの数をいかにして増やすか？

をいつも課題として抱えている。ボランティアの募集や採用に至るまでの経緯等にも犬い

に興昧がある。

　数多くある活動の中でも、特に図書に関する事に興昧を持って聞いた。

　まず外来図書室だが、医学に関する専門書から娯楽書まで広く置いていることが当方と

の違いである。子供たちが順番待ちの間に気軽に読書でき、家族の方々はその間に専門書

で病気の事を調べる雅が肝来るというのは本当に素晴らしいことである。

　室内には、小児科を中心に一般医学関連、闘病記、患者の会会報、福祉関係貢料リスト

等があり、更にお絵かき・折り紙道びも出来、学習や宿題をする時にも利用可能という事

のようだ。本当に素晴らしい部屋である。吏にインターネットの利用も可能で、ＤＶＤに

至ってはなんとアンパンマンとドラえもん、世界の絵本（１～６）もあり、こどもセンタ

ーならではの在りように思える。又隣室には、個人面接が出来るお部屋があり、ピア・サ

ポート・ボランティア（病気や障害をもつお子さんを育てた径験のあるご家族によるボラ

ンティアで別団体）との運携もうまく機能しているようだ。患者さんやそのご家族にとっ

て心強いスペースであるなあと感心した次第。

　その他に、図書に関する活勤として移動文庫の活勤がある。こちらは、外来図書室とは

また別にある図書室（職員用と同室）からブックトラックに本を積んで12病棟を巡回して

いるとか。病棟によって人院患者さんの質が異なるので、その病棟にふさわしい本の選択

に気配りがなされている。当方では、トラックの数不足もあり、せいぜい多少の入れ替え

をする程度に留まっている。又当方では、人手不足から毎週必ず、とはいいがたい現状だ。

しかし、こちらでは頻回に実施されておりその点でも羨ましい限りである。

　又、外来の至る所にちょっとした本棚が置いてあり、そこはどなたでも自由に読めるし

くみのようだ。こちらの本の管理は、病院図書室担当者（職員）の方々によるようだ。こ
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こも当方と大きい違いである。
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　その他に、やはり活動資金獲得のためのバザーは何処も同じだ。しかし、当方との違い

は、日常的にバザー用の品をせっせと手作りしている点だ。（毎月第２水曜日の午後）こ

れもやはりボランティアの数の違いが大きいようにも思う。

　一番の羨望は、なんといってもコーディネーターの存在である。この存在は本当に大き

い。しかし不在ながらも当方では、会の代表を中心に細々ではあるが、みんな笑顔を絶や

さず日々活動に励んでいる。今回の講演から学んだ事柄（見学もさせていただきました）

を自分たちの活動に役立たせ今後も自信を持って活動を続けて行きたい。

　　（尚、８月７日こども療育センターの訪問をさせていただきました。皆さんとても親切

に対応して下さり心から感謝致しております。特に、梶山コーディネーターさん・図書室

の山□さんには大変お世話になりました。この紙面をお借りしてお礼申しあげます。有難

う御座いました。）

〈夕t来図書室〉

こども医廉センターのポランティア活鋤ヴ11,－7

゜ ･ ｀ ● ゝ ● S .

ゝ ゝ
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・
／

／
‐
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.
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/
/

45

●称:オしンジクラ7

　　　　　｡･'゛之‘～｀へ、



　〈編集後記〉

　会報14巻１号をお届けいたします。

　６月30日(土)に聖路加国際病院において開催された第14回総会と講演会の特集

号として編集しました。講演会では、念願が叶い細谷亮太先生の小児科医としての

思想に裏付けられた講演を拝聴できました。また、渡辺順子氏の理路整然とした講

演は参加者を魅了しました。梶山祥子氏の神奈川県立こども医療センターでのボラ

ンティア活勤を詳しく知ることができました。浜桧医科犬学病院の石原幸子氏と２

名の学生さんの活動も新鮮なものでした。

　これらのすべてを講演要旨として掲載することはできませんでしたが、可能な限

り参加記(感想)として掲載することで、当目、参加することができなかった会員

の皆様にお伝えしたいと考えて編集しました。

　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。
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