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〈会員の声〉

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.21 N0.12014

「なるほどライブラリ」の将来は

　　　　　　　　　　高知医療センター　司書

　　　　　　　　　　　　　　　　　橋　田　圭　介

　高知医療センターには「なるほどライブラリ」という、病院職員と患者さん兼用の

どなたでも利用できる図書室があります。当センターは2005年に高知県立中央病院と

高知市立市民病院が統合してできた病院です。患者図書サービスは高知県立中央病院

時代の1997年にボランティアさんによる病棟巡回サービスとして始まり、週Ｉ回の巡

回で40名程の利用がありました。最初は娯楽的な本だけでしたが2000年からは食事療

法や健康図書の提供も始めました。詳しくは当会報4（2）:34-38､1997をご覧くださ

い。この時の一般書と両病院の医字書を元に「なるほどライブラリ」ができ、患者さ

んがご自分の病気について「なるほど」と納得して治療していただきたいと医学舎や

医学雑誌も自由に閲覧できるようになっています。

　図書室は外来の前に置かれ、広さは約350�、座席数40席、インターネット端末５

台、蔵書数は28､566冊で内12､000冊程が一般書（小説･マンガ･絵本など）です。蔵書

はこの他にも外部倉庫に医学書･製本雑誌を約30､000冊収蔵しており、医学電子

ジャーナルも約5､000タイトル契約しています。図書室担当者は病院職員で司書２名、

平成25年度の利用者は14､867名、貸出冊数は17､663冊でした。患者さんには職員と殆

ど同じサービス（複写･文献検索･文献取寄せ･参考調査･電子ジャーナル閲覧）を提供

しています。医学専門書･医学雑誌のみ患者さんには貸出をしていません。けれども

分かりやすい医学書や健康図書を患者さん貸出用に1､000冊以上用意しています。病

棟巡回もボランティアさんにより週Ｉ回行われています。

　現状はこのような「なるほどライブラリ」ですが、デジタル技術の急激な発達によ

り図書室にも大きな影響が出始めています。図書室にあるインターネット端末は開院

当初と比べ利用が少なくなっています。原因としてはスマートフォンの普及により各

自でネット接続していると思われます。また、貸出冊数も開院当時に比べここ数年は

２割ほど減っています。電子書籍が普及してスマートフォンやタブレット･電子書籍

端末等の携帯端末で読みたい時に読むことができ、また蓄積された蔵書を病室へ持ち

込むことができるようになりました。デジタル社会では娯楽的な部分も大きく変わ

り、大人は各自で対応できる情報環境が整って来ています。平成25年10月には学校･

公立図書館向け電子書籍貸出サービス提供の準備を始めるための会社「日本電子図書

館サービス」も設立されています。一般図書は電子版での提供や公共図書館からの直



接利用に代わる目が来るのかもしれません。「なるほどライブラリ」の今後としては

限られた予算の中で、情報機器の鍛えない子どものための絵本･児童宍や病院本来の

目的である医学･健康情報に一回重点を置いて資料を収集し、その分野の蔵書を充実

させるべきではないかと考えている今日この頃です。

２
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全国患者図書サービス連絡会

平成26年度総会議事要録

日時:平成26年６月28日(土)13:30～14:20

会場:雑司ケ谷地域文化創造館第１会議室Ａ

議長の選出:磯野威（日本医学図書館協会）

書記の選出:竹花昭子（岩手県立中央病院ボランティア･ひまわり）

総会成立の報告

　　会員数84名

　　出席（委任状･メールで連絡を含む）55名

　　＊総会は出席･委任状が55名以上で成立。

議事審議

　　［議案Ｉ］平成25年度　活動報告（案）

　　　　　＊審議の結果承認された。

　　［議案II］平成25年度　決算報告（案）

　　　　　　会計監査報告

　　　　　＊審議の結果承認された。

　　［議案HI］平成26年度活動計画（案）

　　　　　＊審議の結果承認された。

　　［議案IV］平成26年度予算計画（案）

　　　　　＊審議の結果承認された。

　　［議案Ｖ］会則改正（案）

　　　　　＊審議の結果承認された。

以上で全ての議題の審議が終了した。

(記録:岩手県立中央病院ひまわり代表竹花昭子)

３



く議案Ｄ

平成25年度活動報告

1.総会と講演会

　　１）第20回総会を平成25年７月６日（土）に日本図書館協会研修室を会場に開催した。

　　　総会後の講演会では、〔第１演題〕は認定ＮＰＯ法人「難病のこども支援全国ネット

　　　ワーク」事務局の丸山節子氏による「難病のこども支援全国ネットワークの活動と

　　　病院のかかわり」、〔第２演題〕は岩手県立中央病院ボランティア「ひまわり」の竹

　　　花昭子氏による「ボランティアが運営する患者図書サービス」の内容で開催した。

　　２）当連絡会主催の第14回講演会･事例報告会を平成26年２月22目（上）に開催した。

　　　第１演題は慶応義塾大学図書館･情報学系准教授の酒井由紀子氏による「北米におけ

　　　る健康医学情報サービスの今」、［第２演題］は金原出版（株）宣伝部の青木伸行氏によ

　　　る「医字書はどのようにして出版されるのか」、［第３演題］は東京理科大学野田図書

　　　館の山日直比古氏による「サイエンスを市民に伝える;科学コミュニケーションの役

　　　割」、最後は公益財団法人伊藤忠記念財団電子図書普及事業部の矢部同氏による「マ

　　　ルチメディアDAISY」の紹介がなされた。

2.役員の辞任

　　　役員３名の辞任があった。できるだけ早く後任役員を役員会で決定したい

3.会報の発行

　　　平成25年度は19巻３号から20巻３号を発行した。

　　　当連絡会の会員が全国に散在していることもあり、情報交換に場としても重要な役

　　　割を果たしていることからも、会員の動向や論文･事例の寄稿原稿とともに自主講

　　　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発行した。

4.広報活動と関連活動

　　　日本回書館協会発行の図書館年鑑に平成25年度の活動内容の執筆を行った。

　　　会報の総目次（第１巻～第20巻）を作成した。

5.当連絡会の活動方針の見直し

　　　平成６年Ｕ引こ設立総会を開催して来年には20年目を迎えるに当たり、活動方針や

　　　会則の見直しを行った。

４



〈議案II〉
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平成24年度決算報告

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月10日現在

費　　目 予算額 収入 増/減

前年度繰越金 341,162 341，162

26年度　会費 64,000 64000 納付済16名
25年度　会費 300,000 252,000 -48000 未納12会員
24年度　会費 36,000 4,000 -32,000 未納８会員
23年度　会費 28,000 ０ -28,000 未納７会員

賛助合口費 60,000 60,000 ０ @30000×2社

講演会参加費 33,000 27,000 -6､000 会員⑥1000×21+非会員1500×4

総会講演会 10,000 8,900 -1,100 総会講演会⑥500×13+800 × 3

会報掲載広告料 10,000 20,000 10,000 会報19巻3-4号20巻1-2号

銀行利息 ３ ３

その他

合　　　計 818,162 777,065 -41,097

支出の部

費　　目 予算額 支払金額 増/減

会報発行費 320,000 214,321 105,679

印刷費 80,000 66,013 会報19巻3呼-4号

160,001 97,083 会報20巻1号-3呼

会報発送費 60,000 39,288 会報19巻3号－4号　発送料

L定期発送費］ 会報20巻1号-3号　発送料

諸　　費 20,000 11,937 会報19(3)-20(3)、初校・両院依頼、

校丁済原稿等沃付料

会報作成資料の作成・アドレスシート等

講演会費 260,000 182,770 77,230

講演会講師謝礼 200,000 62,000 総会講演会講師謝礼(2名)
56,000 講演会講師謝礼(3名)

講演会会場費 30,000 9,855 総会・講演会会場費
16,170 講演会会場費

講演会/関係諸費 30,000 38,745 講演会講師派遣依頼書送付料
講演会講師懇親会費１名

総会費 20,000 5,250 14,750 総会・講演会案内コピー代

議案書ｺﾋふ代

役員会費 80,000 36,890 43,110 役員会会場費・資料費・交通費

事務局費 80,000 77,022 2,978

1.事務用品 61,616 FAXｲﾝｸ･ｶｰﾄﾘｯｼﾞ代･ｺﾋこ用紙等

事務用ﾒﾝﾃ∩ﾝｸﾞﾃｰﾌﾊ糊･ﾎｯﾁｷｽ針

５



費　　　目 打算額 支払金額 増/誠

アドに川紙･製本ﾃｰﾌ　・ｺﾋｰ用紙他

A4(角2)白封筒(会報発送用)

プリンター・インク他

2.会費請求･督促送料 7,256 賛助会員継続依頼と会費請求

平成26年度会費請求および督促代

3.通信・交通費 6､700

4.その他諸費 1,450 会報総目次作成にﾊ≒ｻﾝﾊﾞ一送付

ｺﾋｰ代(会長交替通知･会費請求書)

ホームページ維持費 25,000 6,430 18,570 ﾄﾞﾒｲﾝ管理科研-ﾉﾆﾚﾝｸﾙ

会員名簿作成諸費 20,000 ０ 20,000

雑費 13,162 ０ 13,162

合　　計 818,162 522,683 295,479

繰越残高

ゆうちよ銀行　　　振替預金 210,466

三菱東京Ｕ日銀行　普通預金 36,296

手持金残高（郵貯へ入金） 7,620

合計残高 254,382

平成25年度　会計監査報告書

＜会計監査施行＞

　　　1.期　　日:平成26年６月21日

　　　2.場　　所:北杜社

　　　3.監査報告:平成25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、計画に沿って

　　　　　　　　　適正に施行されていることを認めます。

６

監　事 成　田　俊　行 ④



〈議案Ⅲ〉
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平成26年度活動計画

1.総会と講演会

　　Ｏ第21回総会を平成26年６月28目（土）に雑司ケ谷地域文化創造館第１会議室を会

　　　場に開催する。総会後の講演会では、〔第１演題〕は北里大学薬学部非常勤講師の浅

　　　野マリ子氏による「ペッドサイドに図書を届ける;図書を通して患者さまとの関わ

　　　り」、〔第２演題〕は静岡県立こども病院医学司書の塚田薫代氏による「こども目線

　　　の連携;小児病院の現場から」の内容で開催したい。

　　２）当連絡会主催の第15回講演会･事例報告会を平成26年度中に開催したい。

2.役員の辞任と後任人事

　　　役員３名の辞任があり、できる限り今年度中に後任の人選を行いたい

3.会報の発行

　　　平成26年度は20巻４号から21巻３号の発行を行いたい。

　　　当連絡会の会員が全国に散在しているため、会員の動向や論文･事例の寄稿原稿と

　　　ともに自主講演会の内容を積極的に掲載していきたい。

4.報活動と関連活動

　　　日本図書館協会発行の図書館年鑑に平成26年度の活動内容の執筆を予定している。

　　　会報の総目次をホームページ上で閲覧できるようにする。

5.当連絡会の活動方針の見直し

　　　設立20年目を迎えるに当たり、活動方針や会則の見直しを行い、会則の改正を本総

　　　会に提案した。審議願いたい。

７



〈議案IV〉

平成26年度予算計画

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月lo日現在
費　　目 予算額

前年度繰越金 254,382

26年度会　費 260,000 (⑥j1000×65)会員81名のうち前年度納人済16名)

25年度会　費 20,000 (⑥4000×5)

賛助会員費 60,000 則0000×2匠

総会講演会参加費 20,000 総会講演会⑥1000×20

講演会参加費 33,000 講演会(引000×30+1500×2

広告掲載費 10,000 会報20巻3犬1け

合　　計 657,382

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年6月lo日現在
費　　目 予算額

会報発行費
印刷費 35,000 20咎1げ

140,000 21巻レ几ﾝ

定期発送費 50,000 発送料20巻がy･20巻トハy

諸　費 20,000

講演会費
講演会バ背師謝礼･交通費 130,000 講師謝礼/交通費(偕総今時講演会)

講演会会場費 10,000

講演会/関係諸費 10,000 案内発送費/百科作成費/講師接待費

総会費
総会関係事務費 20,000 案内発送/議泰西作成費等

役員会費 30,000 公議室料･資料代等関係諸費

事務局費 70,000 事務消耗品費･会費請求六回促送料

事務局川PC代･通信費等

ホームページ維持費 10,000 仁ﾀｰﾈｯﾄｻｰﾊﾞ使用料･

ドメ仁侠川料(23年分)連絡合口問]

会員名簿作成諸費 10,000 合川このみ配布

予備費 122,382

合　　計 657,382

８



〈議案Ｖ〉

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.21 Noj 2014

全国患者図書サービス連絡会会則改正

新 旧

　（名称）

第１条　同

　（目的）

第２条　同

　（活動）

第３条
　（１）～（３）同

　（４）その朧＿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

団体又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又は個
　　　　　　　　　　　　　　　－　　　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

　　　又は個人は、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又は個

　　　人は、賛助会員となることができ

　　　る。
　５　同

　（代表及び幹事）
第５条　同

　２　代表、監査及び幹事錨。役員会にお
　　　　　　-　　　いて協議により選出と乙訓胆こよユ
　　　立

　３　同

　（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係っている団

体または個人の、相互の連携と協力を推進

することにより、患者図書サービスの発展
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。
　Ｏ）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）研修会又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は

　　　個人は、賛助会員となることができ

　　　る。

　５　退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）

策５条　本会に代表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、再任を妨げない。

９



新 旧

　(定例会)
第６条　代表は、必要に応じて正会員によ

る総会を招集才藻ｴ
　２　同

　(会費)
第７条　同

　(事務)

第８条　同

　(政府)
第９条　本会則の改廃は、役員貪座法皇経

て行う。
一以下、同

附則
この会則は、平成26年６月28目から施行す

る。

　(定例会)

第６条　代表は、毎年Ｉ回総会を招集す

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　本会の正会員および購読会員は、

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。

　(改廃)
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目から施行す

る。

附則
この会則は、平成８年６月15目から施行す

る。

附則
この会則は、平成10年４月15目から施行す

る。

附則
この会則は、平成16年５月15日から施行す

る。

附則
この会則は、平成17年６月４日から施行す

る。

附則
この会則は、平成19年４月１目から施行す

る。
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　　　　　平成26年度

総会講演会記録

[講演要旨]

　ベットサイドに図書を届ける

　　　　　　　　　　一図書を通して患者さまとの関わりー

　　　　　　　　　北里大学薬学部　非常勤教員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅　野　マリ子

こども目線の連携一小児医療の現場からー

　　　　　県立病院機構　静岡県立こども病院

　　　　　　　　　　　　　　医学図書室　　塚　田　薫　代
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　〈講演要旨〉

　　　　　　　　ベッドサイドに図書を届ける

　　　　　　　～図書を通して患者さまとの関わり～

　　　　　　　　　　　　　　　　　北里大学薬学部　非常勤教員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅　野　マリ子

図書ｻｰﾋﾞｽを始めたきっかけ
＊幼児体験が影響

＊母親による病床時の読み聞かせ

＊豊富な図書の選択

＊病状に合わせる心づかい

＊病気の不安からの解放

＊病弱のため読書が友人

　終戦の色濃い疎開先で私は７か月の未熟児として生ま

れました。

　そのために幼少期は幼稚園にも行くことが出来なく、小

学校３年生まではほとんど学校よりお医者さんに通う方

が多いという虚弱児でした。

学校を体む日々が続くこともしばしばで、特に遠足や運動会の日に限って病気になって悔

しくさみしい思いをしました。

　のちに母親から聞いた話ですが、もう１日登校日数が満たなければ、その小学校開校以

来初めての留年生になるほどの病弱な生徒だと聞かされました。

　そのような時私の枕元に母親が必ず数冊の本を特ってきました。

　今になって母親の行為がよく理解できます。しょげている私に何とか病気の

持ちを遠ざけるために、おそらく集めてきたのではないでしょうか。

ことから気

　図書の種類は多岐にわたりました。実は母親の友人が出版社で児童文学の編集を担当し

ていましたことあり、多くの児童文学をいただきました。

　「キュリー夫人伝」「野口英世伝」「スエズ運河物語」「小公女」「小公子」「黒い

チューリップ」「アルプスのハイジ」「日本昔話」産経新聞に連載中の「少年ケニヤ」な

ど、今思いつくままに並列しました。

　読み聞かせも自分の母親ながら、実に豊かで臨場感にあふれていました。

　自然に私も本への関心が深くなり、体調がすぐれないときは自分でも好きな本を読んで

いました。また私を応援するかのように父親も大変読書室だったこともあり、本を沢山揃

えてくれるという、ある意味では恵まれた環境下にありました。
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図書と活動

　＊病院での患者さまとの話し相手に図書を使用

　＊事例紹介

　　・昼夜逆転の患者さま

　　・一瞬でも病気のことを忘れていただくため

　　・図書を通して社会の風（外の様子）を届ける

　　・図書による社会の風：ベストセラー・本屋大賞・映画化・テレビドラマ化

　約23年前､母親の入院先でご高齢の患者さまに湯冷ましを差し上げたことが医療（病院）

ボランティアの始まりでした。

　同室の母親より高齢の方が、唇の皮がむけて熱いお茶が飲めないためでした。それに気

づいた私は至極当たり前の場澄ましをして差し上げたことを、たまたま当時の婦長さんが

見ていらしたようで、ボランティアのお誘いを受けたということです。

　その後、緩和ケア病棟（ホスピス）、終末期を迎える患者さまやそのご家族から心の痛み

やつらい気持ちを伺う機会も多く、患者さまと「お話し相手」という立場で関わらせてい

ただくことが増えました。

　看護師長さんから「昼夜逆転の患者さんを何とか日中は起こしてほしい」との依頼があ

りました。

　患者さまにお目にかかるとサイドテーブルの犬の写真に気が付いた払は､早速、犬の話

題から、犬の図書を探しましたところ病棟の図書棚に犬の本をみつけ、患者さまにお持ち

しました。

　ご高齢なので読んでほしいと、払はかつての自分の体験が役に立ちました。

約１時間近くしっかりと目を開き、時には頷いたり、とても表情に変化が見いだされます。

　きっとご自宅でお留子番をしている愛犬に思いをはせていらしたことでしょう。

朗読をさせていただいた時問は病気のことを忘れていただけたのではと、私は思います。

　病弱な幼年期の私にとって、母親の読み聞かせの時間は私から病気のことを忘れさせて

くれました。

　その時の体験がおそらく私のボランティアのベースになっているように思います。

ボランティアを始めて20数年、私は一瞬でも良いから病気のことを忘れていただきたいと

の想いを持って患者さまに臨んでまいりました。

　このように図書が患者さまの気持ちを和らげる力になったのではないでしょうか。

　患者さまに喜んでいただけるように開敗のニュースやベストセラー、本屋大賞､映画化、

テレビドラマ化とか情報にはアンテナを広げるように心がけています。

図書と患者さまの変化

　＊コミュニケーションがスムースになる

　　・共通の話題ができる
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・表情が和む

・会話が弾む：病気から解放される

・次回へのコミュニケーションにつながる
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　患者さまにお目にかかるとき、最初は緊張しますが、ペッドサイドやパジャマなど何か

話題になるものを探します。もちろん挨拶と自分がボランティアであることを済ませたの

ちのスッテップに進むときです。

　先ほど話題探しに触れましたが、これをチャネルまたはチャンネル探しといいます。

その時にとても頼りになりますのが、ベッドサイドに一冊の図書（週刊誌、文庫、漫画本、

月刊誌、新聞）が置いてあれば、もう私の緊張が取れます。

　このＩ冊をツールにお話しのきっかけを作ります。

　病状にもよりますが、できるだけ患者さまにお話をしていただくようにいたします。

　聞き手にまわり、その話題の中で共通項をみつけることで会話がスムースに運びます。

　患者さまも表情を和ませ、相槌を打って下さったり、内容に触れてご自分の意見や感想

をお話になります。また私にも意見を求めることもあります。

　お互いに図書をツールに話題のキャッチボールをしている時間が続きます。

　会話が弾んでいるとき、患者さまは病気のことを忘れていただければとの想いを心に秘

めて、患者さまの表情を気遣いながら向き合っています。

　多くの患者さまは表情も豊かになり、声も大きくなって下さいます。

　抗がん剤治療のために点滴の時間に、朗読をしてほしいと希望される患者さまもいらっ

しやいます。静かに点滴が終わるまで目を閉じて聞いて下さいます。

　朗読は次回に続けることが多く、患者さまとの心の交流に貴重な役割になります。

図書の力

　＊医療ボランティア実習に図書サービスを導入

　　・患者さまとのコミュニケーションの取り方

　　・図書をツールにアプローチができる

　＊コミュニケーションが成立した時の変化

　　・実習生の表情が明るくいきいさとしてくる

　　・自信と達成感を実感

　これまでは私の医療（病院）ボランティアの体験を通した図書との活動を中心にお話を

させていただきました。その体験から現在北里大学薬学部の３年生に「医療ボランティア

実習」の講座を担当しています。

　すでに2005年度から医学部や歯学部を持つ全国の大学では、患者さまとのコミュニケー

ション能力の判断をするための一環として「客観的臨床能力試験」が始まり、2010年度か

らは、薬学部でも同様に導入することになりました。
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　また薬剤教育を取り巻く環境の変化として、対面職種としての能力が欠かせない重要性

を持ってきました。

　医療施設にも各病棟には薬剤師が配属され、者汚職同様に薬剤師も専門性が求められて

います。

　先日も新聞に学生はまだコミュニケーションが苦于とのデータがありましたが、薬学部

の実習生もやはり患者さまに接する時かなり緊張してしまうと訴えます。

例えば、今服用している薬に対しての不安や疑問を取り除くためにも納得のいく説明が要

求、必要となります。

　今後、薬剤師も専門化の傾向にあり、在宅医療への移行によってもまた店頭販売にも薬

剤師の必要な状況になりました。

　それらのことを踏まえて「コミュニケーション」が重要な位置を占めてきました。

実習項目の中に「図書サービス」を取り入れ、ペッドサイドに約80冊近くをカードで巡回

します。

　約20～22歳の若い男子学生や女子学生がボランティア実習生であることを告げますと、

患者さまは暖かく接して下さることが多く、学生のほうが緊張しています。

　しかし|叉|書というツールがこの緊張関係を和らげることにつながり、翌日、「昨日の患者

さまが声をかけてくださった」、自分から「昨日の本はいかがですか」とか図書サービス後

の学生の表情が生き生きと変わってきます。

　本当にわずか教名の方と、平均10～20分の会話ですが、学生は自信と達成感、そして患

者さまから感謝の笑顔に触れることを体験します。

　本当に図書の「力」を改めて私も実感しています。

ご質問に答えて

　図書の管理、特に医療の現場では「衛生管理」の重要性が問われると思います。

　巡回する前後に確認作業をします。公立図書館で点検しています方式を参考にしていま

す。

　特に図書の汚れですが、食べ物でも特に「チョコレート」と「血液」の区別に悩まされ

ます。また水よれについてもその原因が明確にわからないケースの場合は、除籍図書とし

て　思い切って廃棄処分しています。

　毎回の点検以外に、図書専門のクリナーを使用するようにしています。

　心がけていますことは、これまでに患者さまの貸し出しました図書の記録をもとに、予

め持参していくようにしております。

　患者さまのご希望に添え、喜んでいただくことができた時は、払には励みになります。

　何度も申しLげていますが、患者さまが図書を通して一瞬でも病気のことを忘れていた

だけたのではないでしょうか。

14



全国患者図書サービス連絡会会報VOL.21 No」2014

〈講演要旨〉

　　　　　こども目線の連携　一小児医療の現場からー

　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県立こども病院医学図書室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塚　田　薫　代

Ｉ　はじめに

　平成26年度全国患者図書サービス連絡会総会･講演会

　（６月28目開催）において「こども目線の連携」をテーマ

に講演をさせていただきました｡その内容をここにお示し

します。

２　連携の多機能化

　さまざまな機関との「連携」は、目的ではありません。

あるべき姿を実行するための手段です。

目的は「退院後の子どもを支え、正しい医学知識を広め

る」ことです。当室が実践している院外との連携をご紹介

します。

ｌ
ｆ

ｔ
ｙ

Ｉ
、
　
　

宍
八
八
八 …

…
　
…
…

｀
、

｀
Ｉ
゛

①公共図書館

　公共図書館において、正しい医学情報を提供するメリットは以下の３つです。

　　Ｏ間口が広く敷居が低い無料のサービスである。

　　iO医療機関にはない、多角的でナラティブな資料を多く待つ。

　　ｉ）予防医学に貢献できる。

　医療機関には病気になった人しか来ませんが、広く一般市民が利用する公共図書館で

　「予防」の情報を入手できれば、医療費抑制に効果が期待出来るでしょう。そこを根拠と

して行政に働きかけ予算を確保することも可能です。また49部門（ＮＤＣ分類で医学）以

外にも、例えば病気になったときの労働問題や衛生環境、法律情報、育児や料理、美容な

ど生活に密着した多岐にわたる情報を得られるのも大きなメリットです。そして大いに注

目すべきは児童書コーナーです。解剖生理や病態生理は、児童書コーナーに有効な資料が

たくさんあります。例えば『講談社の勤く図鑑MOVE人体のふしぎJI』は、すぐれたビジュ

アルで大人にもとてもわかりやすい内容です。これらは難解と思われている医学情報の

ハードルを下げ、入門編としてぴったりです。

　これらを的確に紹介し、実践のしかたをアドバイスし、おすすめブックリストを配布す

ると、それまで手をこまねいていた公共図書館員も、確実にやる気になっていただけます。
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さらに定期的に研修を重ね、二次レファレンスをバックアップするなど継続的支援を続け

れば、確固たるものになってゆくでしょう。

②学校図書館

　退院した子どもが戻ってゆく社会は学校です。学校図書館とつながり、病気についての

正しい情報を提供してゆくことは、退院した子を支援することにダイレクトに結びつきま

す。またヘルスリテラシーを育てることにより、将来、病気に遭遇しても、正しい情報に

たどり着くことが出来るでしょう。がん対策推進基本計画でも「子どもに対するがん教育

のあり方を検討する」と謳われています2）病気に対する考え方は、11歳で大人のそれに近

づくといわれています（エリクソン:臨床発達心理）つまり小学校４年生くらいなら、充分

病気のメカニズムを理解できます。筆者は、心臓をテーマに、小学４年生の授業で話しを

したことかあります。聴診器のおもちやや心臓マッサージを通じて理解を深め、ついには

心室中隔欠損3）の話しにたどり着きました。

　教育現場への医学情報提供は、全国学校図書館大会や日教組研修、養護教諭の勉強会な

どで新鮮な話題として注目を集めました。現在、学校教育現場は、発達障がいやうつなど

のメンタルヘルス問題で大変悩んでいます。的確な医学情報を提供することにより、何よ

り当事者の子どもたちを支援できます。子どもを中心とした大人の連携により、困ってい

る子どもたちを少しでもサポートできたらと思います。

３　苛烈な体験が人を成長させる

　心的外傷後成長(Post Traumatic Growth : PTG)4)という概念があります。｢危機的な出

来事や困難な経験との精神的なもがき･闘いの結果生ずるポジティブな心理的変容の体験｣

と定義されています5)がんサバイバーが、命の尊さや日々の生活のかけがえのなさを実

感したり、他者への感謝を感じることはよく知られています。筆者も、小見がんを繕験し

成長したすばらしい人物を知っています。病気による入院は、経験しないに越したことは

ありませんが、決してただつらいだけのものではなく、精神的な成長をもたらす可能性が

あるのです。そのためには、第三者によるサポートが重要になってきます。私たちが患者

図書サービスに携わる大いなる意義が、ここにあると思います。　ＰＴＧは私たちに希望を

示してくれます。

４病気や障がいを理解するための絵本･児童書

　エビデンスを伝える医学情報と対をなす、ナラティブな資料としての絵本･児童書につ

いては先に述べましたｏ　危機的な状況にある人ほど、その人に寄り添うナラティブな情

報が必要になります。「ストーリー」をもつ絵本の実力は、目からウロコを落としてくれま

す。子どものみならず大人へのヘルスリテラシー教育にも、絵本は大変有効です。

　今まで単なる読み物として扱われてきたこれらの絵本･児童書に改めて着目し、偕成社

と連携し『子どもの「からだ」と「こころ」「さまざまな障がい」について理解を深める本
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のリスト』を作成しました。今後、新たな可能性に期待しています。

おわりに

　今般､貴重な発表の機会をいただき、全国患者図書サービス連絡会に御礼申し上げます。

　ご自身の体験から深い示唆を与えて下さった、浅野マリ子様に深く感謝致します。
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５）宅香菓子.がんサバイバーのPosttraumatic Growth.腫瘍内科.2010;vol.5（2）:2II-217

6）塚田薫代.医療ツールとしての絵本.全国患者図書サービス連絡会誌.2014;vol.20（4）:66-69
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　　＜コラム＞

　　　　　　　　　　　　　「後進国（１）」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構　富山病院（小児科医）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嶋　　　大二郎

　厚労省「平成24年結核登録者情報良夜」によると、目本の結核罹患率（人目10万対の新

抄録患者数）は16.7で、米･独･豪の各々4.9、3.9、3､1倍。減少傾向だが、まだ年間２万人

以上の新患者が出る現状で、「結核の中途国」とされる由縁だ。

　もっとひどい話があって、日本は「予防接種では後進国」と郊楡され､先進他国からは「感

染症輸出国」と罵倒されている。麻疹が限りなく撲滅状態に近い米国では、まれに患者が

出ると「日本人旅行者が持ち込んだ」ことになるらしい。そして目本の専門家は「恥ずか

しくてワクチン関連の国際会議で発言できない」と嘆く始末だ。

　VPD（ワクチンで予防できる病気）において、他の先進諸岡でごく当たり前のワクチン

が日本では無料化（定期化）が人幅に遅れていることは、残念ながら薗かだ。

　例えば、小児の化膿性髄膜炎の原因菌として３／４を占めた肺炎球菌とインフルエンザ

菌に対するワクチンが近年受けられるようになり、この深刻な病は尾実に減っている。た

だ、ワクチンは、まず市町村毎の判断で無料化を進めさせたあと、遅れて国が定期化した。

生まれた市町村の見識と経済力に命運を左右された子もあったはずだ。

　また、この秋からやっと水痘ワクチンが定期化されるが、なぜかおたふくかぜはそうな

らず、インフルエンザや肝炎ワクチンも希望者の自費接種が基本のままだ。

　国がそうだから、地方自治体もピントがずれている。　うかつにも日本脳炎ワクチンなど

全国で定期化されていると思い込んでいたら、北海道のみが例外であることを最近知って

驚いた。「北海道には日本脳炎がない」という論理だ。催かに、近年は年間数名程度に過ぎ

ない日本脳炎発症者はほぼ西日本、殊に九州に限定されており、もともと北の県ほど少な

かったことも事実だ。

　しかし例えば富山県でウイルスの宿主たる豚を調べると、近年でも相当数が日脳ウイ

ルス感染の痕跡ありとされている。発病がないのは、病原体がいないからではなく、ヒト

との間を媒介するコガタアカイエカの少ない環境が整い、人間も予防接種で免疫を持って

いる、その２点による綱渡り的な安全に過ぎないと考えるべきだろう。

　北海道出身者が道内で一生を送るとは限らない。むしろ、他県や東南アジアに出かけて

生活する機会も増えている今の時代を考えれば､「北海道除外」の発想がいかにあきれたも

のであるか理解できそうなものであるが。

　日本のワクチン行政が貧困だという指摘はその通りだ。　しかし我々市民の側にも問題

はあると思う。紙数が尽きたので、その問題点を次号では考えてみたい。
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＜会　則＞

全国患者図書サービス連絡会会報VOL.21 N0.12014

　　　　　　　　　全国患者図書サービス連絡会会則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成６年１月30日制定

　(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

係っている団体または個人の、相互の連携と協力を推進することにより、患者図書サービ

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。

　Ｏ)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)研修会又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又は個人をもって会

　員とする。

２　本会に入会を希望する団体又は個人は、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又は個人は、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又は個人は、賛助会員となることができる。

５　退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　本会に代表１名、会計監査１名及び幹事若干名を置く。

２代表、監査及び幹事は、役員会において協議により選出し、会報によって会員に報告す

　る。

３代表、会計監査及び幹事の任期は２年とし、再任を妨げない。

　(定例会)

第６条　代表は、必要に応じて正会員による総会を招集する。

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　本会の正会員および購読会員は、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。
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　(改廃)

第９条　本会会則の改廃は、役員会の議を経て行う

　附則

この会則は、平成６年１月圓目から施行する。

　附則

この会則は、平成８年６川15目から施行する

　附則

この会則は、平成10年４月15日から施行する。

　附則

この会則は、平成16年５川1引｣から施行する。

　附則

この会則は、平成17年６月４目から施行する。

　附則

この会則は、平成19年４月Ｉ[|から施行する。

　附則

ニの会則は、平成26年６川2肘]から施行する。
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　　　　　　　　　　　　　　全国患者図書サービス連絡会会報投稿規定

I.本会会員（購読会員を含む）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Ｌます。

3.投稿原稿の採否は、役ｎ会で決定します。

4.投稿原稿の長さは問いません。

5.投稿原稿の執筆･提出要領は次の通りです。

　①用紙は問いませんがワープロソフト搭載のパソコンを用い、また手書きの場合は桐害で編集者が読みやすい文字

　　で書いてください。

　②パソコンで作成した場合は、メールの添付ファイルでお送り下さい。

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

　　ルアドレス等を明記してください。

　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川いてください。

　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、本文中の該当箇

　　所に（図□などと指示Ｌてください。原稿を含め、投稿されたものはお返ししませんので、特に手書き原稿に

　　添付する貴重な写真などはコピーをとってください。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

　目記載順序は出処順とし、１）、２）、３）の書式に従って下さい。

　ij）雑誌の場合は、著者名。標題。雑誌名。発行年;巻（号）:開始ページー最終ページ。の順に記載。

　ｉ）単行本の場合は、著者名。書名。版表示。（シリーズ名;シリーズ番号）。出版地:出版者;出版年。開始ページー

　　最終ページ｡。

6.　原稿送付先：メール添付＝yamamuro（財b3.so-net.ne､jp

　　　　　　　　郵送の場合は　〒236-0053　横浜市余沢IX能見台通16-16　アイネス能見台101　宮田方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全国盛者図書サービス連絡会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔2012.7.31　改訂〕

[編集後記]

　今号は去る６月28日に開催された総会･講演会の報告号としてお届けします。

　総会後の講演会では浅野マリ子氏と塚川魚代氏から日頃のご活勤のご報告をいただ

きました。両氏の利用者に対しての行き届いたサービスを拝聴させていただきました。

　今号の＜会員の声＞欄では高知の橋田圭介氏にご執筆を頂きました。

近年のスマートフォンでの読書や調べものの広がりの中でのこれからの図書館、図書

室の利用と司書のサービスはどう変化していくべきか？を考えさせられます。
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