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平輪麻里子 *
東邦大学医学メディアセンター

Ⅰ．はじめに
2012 年 11月5日（月）から7日（水）まで特定非営利活
動法人日本医学図書館協会（以下，JMLA）主催，日本薬

会場となる部屋が空いている日で，他の図書館系イベン
トや研修会と重ならない日とした。このため，週の後半
で開催することが多い研究会・継続教育コースが，今回
月曜からの開催となった。

学図書館協議会協賛により，第 19 回医学図書館研究会・
継続教育コース（以下，研究会・継続教育コース）を開催

2 ．第 2 回実行委員会（6 月 1 日）

した。会場は東京医科歯科大学の共用講義室と図書館内

この日までに全体テーマを「ILB360 〜医学系図書館

の情報検索室で，メインテーマは「ILB360 〜医学系図書

360 度指向型サービス〜」と決定し，演題募集の広報を開

館 360 度指向型サービス〜」とした。

始した。ILB360（アイエルビーさんろくまる）とは，Igaku

3日間の構成は，11 月 5日午後から 6日午前までを研究

系LiBraryが目指す全方位型サービスという意味の造語で

会，6日午後から 7日午前までを継続教育コースとした。

ある。これにより幅広いテーマの演題募集を目指した。

1 日目には見学会を行い，その後東京医科歯科大学内で

継続教育コースの講師は，国立国際医療研究センター

交流会を開催した。

国府台病院長の上村直実氏が臨床研究について 1 時間講

参加者は，研究会延べ 65 名（2 日間参加 58 名，5 日の

演してくださることが決定した。さらに，看護師の学術

み 3 名，6 日のみ 4 名）
，継続教育コースⅠ：59 名，継続

情報利用をテーマに茨城県立医療大学の富田美加氏に講

教育コースⅡ：62 名，研究会・継続教育コース 3 日間で

演依頼したことを委員長より報告した。

合計 84 名であった。

Ⅱ．開催準備
2012 年 2 月に JMLA からの依頼により，関東地区の 4
館から実行委員会が組織された。実行委員会の会議は，
会場に決まった東京医科歯科大学図書館の館長室をお借
りして当日までに計 5 回開催し，文書の確認や広報など
細かな調整はメールで打ち合わせた。

研究会と継続教育コースの会場を見学し，設備や受付
場所を確認した。
3 ．第 3 回実行委員会（8 月 15 日）
東京医科歯科大学の人事異動により斎藤委員から石井
委員に交代となった。
研究会演題締切日（7月20日）までに7題の応募があっ
たが，さらに積極的な広報活動を行い，最終的に 12 題
の演題が集まった。その 12 題を 4 グループに分けてプ

1 ．第 1 回実行委員会（3 月 30 日）
最初に役割分担を決定した。実行委員長は平輪（東
邦），会計担当は斎藤（医歯）
，事務局は上條（女栄）
，
書記担当は高橋（国医療）とした。

ログラムを作成し，第 2 報（参加者募集）を作成・広報
することとした。
研究会・継続教育コースの会場下見を行い，交流会の
候補 3 カ所に足を運んだ。

次に，開催日程及び会場について検討した結果，会場
は文献検索演習のできる部屋を持つ東京医科歯科大学に
決定した。日程は，例年同様 11 月に開催することとし，

4 ．第 4 回実行委員会（10 月 11 日）
事務局担当の上條委員から，参加申込者に請求書を順
次発行していることと，予稿集の作成状況報告があった。

*Mariko HIRAWA：〒 143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16.
Tel.03-3762-4151（内線 2467） Fax.03-3764-1642
hirawa@mnc.toho-u.ac.jp
（2013 年 5 月 30 日 受理）

参加者が80 名を超えたので事務処理が煩雑となった。
会場のネットワーク環境チェックなど機器確認を行っ
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た。交流会のレストランは貸し切りとなったので，知り合

ビスに直結する発表も多かったためか，時間内に質問者

いを増やせるようなアトラクションを検討することとなった。

すべての声を拾うことができない場面も生じたほどであっ
た。会場が時間借りで終了時間が延ばせないため慌ただ

5 ．第 5 回実行委員会（11 月 2 日）

しくなり，参加者の方には申し訳なかった。

配付資料確認と封筒詰め作業，参加証明書と修了証の

モデレーター，タイムキーパーの方々は全員任務初体

チェックを行った。会場の最終確認と当日の詳細なスケ

験とのことだったが，発言のとりまとめや会場への質問

ジュール打ち合わせを行った。

など，質疑応答のスムーズな進行に貢献していただいた。

会場の設営は，当日の午前中に行うこととなった。

Ⅳ．継続教育コース

6 ．第 6 回実行委員会（2013 年 1 月 11 日）

1 ．継続教育コース 1

開催後の実行委員会であり，会計報告，アンケート結

「医師と看護師の研究活動を知る」とのテーマで講演

果報告，教育・研究委員会への報告，反省事項などを話

を企画した。当日は，イントロダクションとして筆者が

し合った。これをもって最後の開催となった。

「NEJM など臨床医学雑誌について」と題し，医学雑誌の
歴史と New England Journal of Medicine を筆頭とした臨

Ⅲ．研究会

床医学雑誌のビッグ 5について簡単に説明したあと，ふた

テーマの副題を「360 度指向型サービス」としたので，
自由な視点での様々な図書館サービスについて 12 題の

つの講演を行った。
まず国立国際医療研究センター国府台病院長の上村直

演題をいただくことができた。研究会の進め方は，12

実氏には，
「NEJMも夢じゃない：臨床研究最前線」とし

題を主題により 4 つのセッションに分け，各発表 15 分，

て，ピロリ菌の第一人者になられるきっかけとなった研究

質疑応答 5 分という形式で行った。

の詳細から，ピロリ菌と胃癌の関係性までお話いただい

演題の内容は，自館の歴史についての研究やリポジト

た。アンケートでは NEJM や Lancet への論文投稿のプ

リ開発，Twitter やタブレット端末を使った図書館サー

ロセスについての話が興味深かった

論文の背景となっ

ビス，文献管理ツールの広報活動，病院図書室での講習

た医療現場での研究動機なども伺え，またピロリ感染につ

会事例，EBM セミナー，ガイドライン作成支援のため

いての知識も得られて大変興味深かった などの感想を

の文献検索について，文献検索結果の評価，ILL キャン

いただいた。

セル調査や卒業生へのサービス事例であった。アンケー

もうひとつは，茨城県立医療大学保健医療学部看護学

トの感想では， 研究発表については業務の中で研究を

科准教授の富田美加氏に「看護師の学術情報利用におけ

続ける姿勢に刺激を受けました

る潜在的な情報ニーズ」をお話いただいた。看護師を経て

事例報告中でいくつ

か取り入れてみたい部分がありました
コール研究と感じた

専門図書館イ

とあるように，研究発表から事例

から図書館情報学を学ばれ，現在は看護学生や看護師の
方々へ学術情報利用講義も担当されている富田氏からは，
私たち図書館員に何ができるかという提案もあり，サービ

報告までバランスの良い内容であったと思う。
質疑応答が活発になるか危惧していたが，自館でのサー

ス対象者として大グループである看護師へのアプローチ

図 1．研究会

図 2．継続教育 1（上村講師）
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図 4．継続教育 2（文献検索演習）

中誌 Web は特に利用者への説明に，PubMed は自分の勉
強に役立つ内容だと感じた などの感想をいただいた。

図 3．継続教育 1（富田講師）

今回の演習は，受講者が自身の検索スキルを確認でき，
の参考になったと思う。アンケートでも 利用者が何を期

自館の講習会のレベルアップに役立つ質の高い内容で

待して来館しているのかが掴みやすく充実した講演となっ

あった。演習内容のスライドは，JMLA のホームページ

た

攻略ポイントなど具体的な例が出てとても参考に

なった

看護師の方への研究サポートについて悩んでい

た点があったので大変良かった などと大好評であった。

に掲載しており，JMLA の会員であれば受講者以外の方
もご利用いただける。文献検索演習は，JMLA にとって
継続開催が望ましい事業であると感じた。

Ⅴ．見学会

2 ．継続教育コース 2
「文献検索演習・中級編 医中誌とPubMed」は，教育・

東京医科歯科大学図書館は，2009 年に完成した 26 階

研究委員会から開催を依頼された。
「JMLA 文献検索 医

建のタワー内 3，4 階に引っ越しをした新しい図書館であ

中誌 Web・PubMed 講習会 アドバンストコース ガイドラ

る。今回は 30 分間の自由見学とし，製本雑誌の自動書庫

イン」に沿った内容を，杏林大学医学図書館の笹谷裕子氏

については，東京医科歯科大学図書館の五百部凡也氏に

（医中誌 Web）
，慶應義塾大学信濃町メディアセンターの園

説明していただき好評であった。さらに近隣の順天堂大

原麻里氏（PubMed）に依頼した。中級レベルの位置づけ

学図書館がご協力くださり，会期中に 32 名の見学希望者

に苦慮されたようだが，講師によりテーマは「SGK24（質

を受け入れていただいた。アンケート結果でも今後見学

問を吟味して検索スキルを高めよう！ 平成24 年度版）
」と

会は継続して欲しいとの意見が多く，要望は高い。開館

決定され，以下 2点の理解習得を主な目的とした。SGK24

時間中に大勢の見学者を受け入れられるかと，ツアーを

とは，質問，吟味，検索，24 年度のローマ字変換頭文字

担当する人員を確保できるかどうかが見学会開催のポイ

からとった造語である。

ントだと思う。

1．利用者（質問者）の情報要求をインタビューを通し
て的確に把握する技術
2．質問内容から適切な検索語を抽出したり，絞り込み
項目を設定し，検索式に反映させる技術

できるだけ多くの方に参加していただきたいと考え，
会場に近くスカイツリーの夜景を楽しめる東京医科歯科

本演習では，PICOフレームや講師が実際に受けた質問
事例を用いて詳細な解説がなされた。

大学病院内の「オークラカフェ＆レストラン メディコ」
を貸し切りで利用した。会話のきっかけになるように，

アンケートでは それなりに使えていると思っていた
医中誌がまだまだ使えていないことを自覚できたと同時
に，より深い使用法を学べて大変有意義だった

Clinical

Queries などは使ったことがない機能で大変参考になっ
た。今後当館の講習会に生かしていける内容だった
240

Ⅵ．交流会

医学図書館

お互い自己紹介をしながら進めるジャンケン大会を催し，
女子栄養大学の洋菓子製造直売店の商品を景品とした。
継続教育コースとは別の日だったため，講師の方々に
参加いただけなかったのが残念であった。
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集計結果は，教育・研究委員会へ提出し，一部を本稿

Ⅶ．アンケート結果

の最後に記載した。

参加者へのアンケートを実施した結果，84 名中 73 名
の回答をいただき，回収率は 86.9％であった。参加者の

Ⅷ．終わりに

所属は大学図書館が 75％で大半を占めた。経験年数は

発表演題や講演の魅力の他に，会場が御茶ノ水駅すぐ

1 年未満から 30 年以上まで幅広かった。開催時期と開

という利便性の高い東京医科歯科大学ということもあ

催期間については 9 名から変更希望があり，雑誌や電子

り，大勢の方に参加いただき実行委員一同嬉しく思いま

ジャーナルの契約時期を避けて欲しい，期間短縮などの

す。少人数の実行委員で至らない部分が多々あったにも

要望が出た。確かに，実行委員会内でも雑誌契約業務を

かかわらず，ご協力いただいた講師，参加者の皆様に感

担当する委員は，厳しい仕事状況であった。

謝申し上げます。会期中ご協力いただいた事務局の宇佐

研究会への参加動機は， 興味を持った演題があった
ため

が最多のほか

情報交換

最新情報を得るため

自身のスキルアップ

他館との

などが多く，職場や

上司からの推薦もあった。

見由美氏，東京医科歯科大学図書館，順天堂大学図書館
の皆様にもお礼申し上げます。
少しでも，楽しく学び，交流を深められる場所になれ
たなら幸いです。
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第 19 回医学図書館研究会・継続教育コースプログラム

受託事業委員会

全体テーマ「ILB360 〜医学系図書館 360 度指向型サー

ンググループ）

ビス〜」

10：20 〜 10：45

10．再現率からみた EBM 診療ガイドライン
作成における文献検索の性能
山口直比古（東邦大学佐倉病院図書室）

Ⅰ．医学図書館研究会 東京医科歯科大学 M＆Dタワー共用講義室2
◆ 11 月 5 日（月）
12：30

受付

13：00

開会・ガイダンス

13：15 〜 14：30

発表 1

10：45 〜 11：00

休憩

11：00 〜 11：45

発表 4
モデレータ：中島志保（藤田学園医学・保健衛
生学図書館）
タイムキーパー：関根志保（防衛医科大学校図

モデレータ：大野圭子（朝日大学図書館）

書館）

タイムキーパー：増子三奈子（横浜労災病院図
11：00 〜 11：25

書室）
13：15 〜 13：40

11．日本医科大学図書館における ILL キャン
セル事例の検討

1．原爆投下以前の長崎医科大学附属図書館

大谷有意（日本医科大学図書館）

松村悠子（長崎大学附属図書館医学分館）
13：40 〜 14：05

14：05 〜 14：30

診療ガイドラインワーキ

2．東京女子医科大学学術リポジトリTwinkleの

11：25 〜 11：45

12．事例報告 卒業生に対する図書館サービス

構築と運用

の実施：文献複写送付サービスを中心に

野田久愛（東京女子医科大学図書館）

能勢春奈（日本歯科大学生命歯学部図書館）

3．XooNIps（ズーニプス）を利用した東邦大

11：45 〜 12：00

参加証授与・閉会

学学術リポジトリの構築
黛崇仁（東邦大学習志野メディアセンター）

Ⅱ．継続教育コース

14：30 〜 14：45

休憩

◆ 11 月 6 日（火）東京医科歯科大学 M ＆ D タワー 共用講義室 2

14：45 〜 16：20

発表 2

コース 1「医師と看護師の研究活動を知る」

モデレータ：清水麻紀（伊勢原協同病院図書室）

13：15

受付

タイムキーパー：清野智子（防衛医科大学校図

13：40 〜 14：00

前座：NEJM など臨床医学雑誌について

書館）
14：45 〜 15：10

平輪麻里子（東邦大学医学メディアセンター）

4．奈良県立医科大学附属図書館におけるTwitter

14：00 〜 15：00

演題「NEJM も夢じゃない：臨床研究最前線」
講師：上村直実氏（国立国際医療研究センター

による情報発信

国府台病院長）

森三紗（奈良県立医科大学附属図書館）
15：10 〜 15：35

5．タブレット型コンピュータを使った図書

15：00 〜 15：15

休憩

館サービスの検討：図書館委員を対象にし

15：15 〜 16：45

演題「看護師の学術情報利用における潜在的
な情報ニーズ」

たテスト結果報告

講師：富田美加氏（茨城県立医療大学保健医療

古関美津子，大崎泉（東京慈恵会医科大

学部看護学科准教授）

学学術センター）
15：35 〜 16：00

6．文献管理ツールの広報計画：ツールの選

16：45 〜 17：00

修了証書授与

び方から活用まで
◆ 11 月 7 日（水）東京医科歯科大学

田口宣行（埼玉医科大学附属図書館）
16：00 〜 16：20

7．病院図書室における文献検索セミナーの事例
佐藤正恵（千葉県済生会習志野病院総務
課図書室）

16：30 〜 17：00

東京医科歯科大学図書館見学

17：30 〜

交流会

コース 2

キルを高めよう！ 平成 24 年度版）」
9：00

受付

9：30 〜 10：50

医中誌 Web：
講師

東京医科歯科大学 オークラカフェ＆

レストラン メディコ

M ＆ D タワー 情報検索室

文献検索演習 中級編「SGK24（質問を吟味して検索ス

笹谷裕子氏（杏林大学医学図書館）

10：50 〜 11：05

休憩

11：05 〜 12：45

PubMed：講師 園原麻里氏（慶應義塾大学信

12：45 〜 13：00

修了証書授与

濃町メディアセンター）

◆ 11 月 6 日（火）
9：00

受付

9：30 〜 10：45

発表 3
モデレータ：原千延（国際医学情報センター）
第 19 回実行委員会

タイムキーパー：高橋徹也（北里大学医学図
書館）
9：30 〜 9：55

8．図書館員を中心とした EBM ワークショッ

平輪麻里子

東邦大学医学メディアセンター：委員長

上條

女子栄養大学図書館：事務局

庸子

斉藤 昌宏 東京医科歯科大学図書館情報メディア機構（〜 7／31）
：

プ開催について
山下ユミ（京都府立医科大学附属図書館）
9：55 〜 10：20

9．診療ガイドライン作成支援に必要な図書

会計
石井

保志 東京医科歯科大学図書館情報メディア機構（8／1〜）
：

高橋

成美

館員の能力と教育プログラム：

会計

JMLAの委員会活動の文献検索講習上級編

国立国際医療研究センター図書館：書記

小嶋智美，河合富士美，坪内政義（JMLA
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