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患者図書館訪問

①

東邦大学医療センター大森病院

「からだのとしょしつ」のご案内
岡

は

1.

じ

め

田

に

光

世＊

しの場を提供することである。開設のきっかけは，東邦
大学医学メディアセンター（以下，医学メディアセン

病院内でおこなわれている患者向け図書サービスに

ター）からの提案だったが，当時すでに病院執行部が患

は，大きく分けると，入院生活を穏やかに過ごすための

者図書室の意義を理解していたため，病院長への設立趣

本を中心とした読書支援サービスと，患者や家族に医学

意書の提出から約 1 年半，十分な準備期間を経て開設す

情報を提供することを目的としたサービスがある。ここ

ることができた。
「としょしつ」の開設から初期の運営

では，医学情報を提供する施設を，患者図書室とよぶこ

については押田 1）が，設備については児玉 2）がすでに報

ととする。

告しているので，ここでは省略する。

患者図書室は，2000 年以降，大きな病院を中心に増

医学情報提供のほかに，もう一つの運営目的である

えつつある。その背景として，インフォームドコンセン

「癒しの場を提供すること」については，病院は医療施

トに代表されるような，患者参加型医療の浸透が考えら

設であるが，患者や家族が心を鎮めて病気のことを考え

れる。医療従事者の間では，患者への情報提供が安全な

られる場所が少ない。
「としょしつ」では病気の知識を

医療には不可欠であるという考えが共有されている。ま

得るだけではなく，病気を受け入れ，治療に前向きにな

た，患者側にも情報を正しく理解して病気の治療法を決

るための環境を併せて提供することも心がけている。

定する権利が患者自身にあることが理解されつつある。

筆者は「としょしつ」の業務を 2016 年度より全面的

しかし，医療従事者と患者が持っている情報の質や量に

に前任者から引き継ぎ，医学メディアセンター業務と兼

は大きな差があり，情報の少ない状態で自己決定を求め

務している。前任者は退任する際に次のようなことを話

られて戸惑う患者も多く，情報入手のサポートの重要性

した。「患者に医療情報を提供することの意義を理解し

を実感させられる。

ている病院は多いが，実際に患者図書室を設置している

本稿では，東邦大学医療センター大森病院「からだの

病院は多いとはいえず，そのようななかで「としょし

としょしつ」（以下，
「としょしつ」
）でのサービスや運

つ」が 10 年以上，安定して運営されてきた理由は，企

営について紹介する。とくに「としょしつ」では，開室

画から開設までの 1 年半に運営方針の決定，運営規則の

は無人でないこと，司書とボランティアが協力してサー

作成などの準備が余裕をもってできたことと，開設後，

ビスにあたっていることが特徴である。それについても

運営委員会が十分に機能してきたことにある」
。担当を

触れることとする。

引き継いだ現在，利用者サービスと同時に，運営委員会

からだのとしょしつ概要

2.

「としょしつ」のある，東邦大学医療センター大森病

のコーディネートも大きな役割であると感じている。
3.

利用者ニーズ

院（以下，大森病院）は，特定機能病院，救命救急セン

病院内の図書室のため，利用者はすでに病名がわかっ

ター（三次救急）
，東京都指定二次救急医療機関，地域

ている方，診断を確定するための検査を受けて結果待ち

がん診療連携拠点病院などに指定されており，病床数

の方などが多く，質問は比較的明快である。おもな質問

948 床を有し，東京城南地区医療の中核を担っている。

は次のとおりである。

「としょしつ」（図 1）は，2005 年 4 月に開設された。

・病気や薬について調べたい

施設の目的は，インフォームドコンセントを推進するた

・医師から受けた説明を，資料で確認したい

めに，患者に質の高い情報を提供すること，病院内に癒

・医師との面談に備えて質問事項をまとめたい

＊

Teruyo OKADA
東邦大学医学メディアセンター
〒143─8540 東京都大田区大森西 5─21─16
E-mail : teruyo@mnc.toho-u.ac.jp

・手術後や退院後の生活や食事のことを知りたい
・家族が患者にしてあげられることを知りたい
しかし，なかには混乱した状態で「としょしつ」を訪
れる方もいるため，入り口で必ずスタッフから利用者に

「からだのとしょしつ」のご案内（岡田）

図1
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からだのとしょしつ室内

挨拶の言葉をかけるなど，質問しやすい雰囲気を作るよ
う努めている。また，希少疾患や資料が少ない疾患を調

図 2 「医療情報提供の指針」掲示

べたいと問い合わせをしてくる利用者もいるので，必要
に応じて医学メディアセンターの資料を提供することも

「としょしつ」の資料では足りない情報をインター

ある。
利用者には，大森病院のスタッフもおり，患者への説

ネットで検索し，提供することもある。医療機関の診療

明のためにパンフレットがほしい，知識の確認をした

実績の最新情報や，ある種のがんや難病に指定されてい

い，自己研鑚したいなどの理由で利用する。その他，近

る病気などは，研究機関による最新情報がインターネッ

隣の介護職の方が資料を探すために利用することもあ

ト上で公開されていることもある。インターネットの利

る。

点は専門家による学術情報を誰でも利用できる点にある

4.

情

報

提

が，同時にさまざまな価値観を持つ人々が独自の視点で

供

情報公開していることもあり，信頼できるウェブサイト

利用者への情報提供で心がけているのは，利用者の自

を選ぶことが重要となってくる。
「としょしつ」ではイ

己決定をサポートするために医学的根拠のある情報を選

ンターネット上の情報源の評価については，日本イン

択し提供することである。質問内容について話を聞くう

ターネット医療協議会（JIMA）の「インターネット上

ちに，利用者が自己決定するべき事柄に意見を求められ

の医療情報の利用の手引き」4）を参考にしている。

る場合もある。そのようなときは，司書は医療相談には
応じられないことを伝えて，病院内の相談窓口や他部門
を紹介している。

5.

運

営

「としょしつ」の運営は，大森病院と医学メディアセ

「としょしつ」では開設当初から医療情報提供の指針

ンターの連携によりおこなわれている。運営委員は，病

を掲げている。利用者に留意してほしい事項として，

院長を委員長として，医師，看護師，ソーシャルワー

「としょしつ」利用案内のリーフレットに記載し，室内

カー，薬剤師，検査技師，栄養士，医事課，総務課，司

掲示板にも掲示している（図 2）
。この文書は，日本医

書により組織されている。運営委員会は年 4 回開催さ

学図書館協会の機関誌「医学図書館」に掲載されたスナ

れ，この会議をコーディネートするのが司書の大きな役

イダー足立純子氏の論文 をもとに作成した。

目である。毎回おこなう活動報告は過去 3 カ月間の利用

3）

「からだのとしょしつ」の医療情報の提供について
・決して特定の治療法を薦めているわけではありません
・提供する資料は，ご質問に対して，ごく一部分の回答
でしかありません
・提供する資料は，患者さんご自身の状態と適合してい
るとは限りません
・提供する資料は，患者さんが担当医師と，より具体的
な話し合いを可能にする材料としてご利用ください
患者さんの個人情報について
・「からだのとしょしつ」で受けた質問や利用された情
報について，主治医やご家族，その他の方に伝えるこ
とは決してありません

状況と，司書が受けた質問とその対応である。質問の内
容は，時には病院サービスの見直しに通じることもある
ため必ずフィードバックするようにしている。対応につ
いては，司書の判断の妥当性について委員に意見を求め
たり，別の対応はないかアドバイスをもらったりしてい
る。その他，運営に関することや，資料の選書と除架に
ついて審議する。資料は司書が選書したものを最終的に
運営委員会で内容を確認し，承認を得る。除架する資料
についても同様の判断をしている。
運営予算は，大森病院予算から支給され，おもに資料
購入，消耗品などに充てられる。人件費については，医
学メディアセンター予算から支給される。
スタッフは，医学メディアセンターから司書が，大森
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病院のボランティアコーディネート委員会からボラン

伴い，同じフロア内で部屋を移転した。移転先は廊下の

ティアが配置されており，常時，スタッフがいる体制を

奥に位置し，利用者からは少々わかりにくい場所になっ

保っている。

たこともあり，移転前と比較すると利用者数がわずかに

6.

ス

タ

ッ

フ

「としょしつ」は司書とボランティアの 2 名体制で利

減少した。運営委員会で議題として取り上げるなどし
て，委員からの意見をもらい，利用促進のための広報活
動に力を入れることとなった。

用者サービスをおこなっている。司書は，筆者のほかに

具体的には，2016 年 11 月より，院内の総合受付や各

臨時職員が 1 名おり，交代で担当している。ボランティ

診療科の外来受付などに「としょしつ」の利用案内を設

アは，現在 10 名の方が活動してくれている。みなさん

置した。利用案内を月 1 回程度，ボランティアが各所を

人生経験豊富なシニア世代が中心で，元司書の方もいて

巡回し補充している。1 回に 30〜50 部を補充しており，

心強いパートナーである。活動時間は，午前・午後の半

患者の関心は高いものと考えられる。

日ずつを担当し，なかには外来案内，囲碁・将棋，なの

「としょしつ」の外での活動としては，大森病院公開

はな文庫（後述）のボランティア活動とかけもちしてい

講座での広報がある。講座開始の 30 分前より「としょ

る方もいる。「としょしつ」でのおもな活動内容は，利

しつ」の案内と講座テーマに関する資料を紹介するスラ

用者対応，室内環境の整備，書架の整理などだが，各自

イドを繰り返し上映している。また，会場の外では関連

で自発的に利用者サービスをおこなっている。例えば，

資料の展示（図 4）とブックリストの配布をしている。

医療関連の新聞記事の切り抜きをする方，その記事を整

関心の高いテーマの講座では，資料を熱心にご覧になる

理しファイリングや掲示する方，子ども向けに動物など

方や，ブックリストを持ち帰られる方も多い。

の折り紙を折る方（図 3）や，紙芝居をする方などがい
る。利用者のなかには，小さい子ども連れの方も多く，
診療までの待ち時間に折り紙で遊んだり，紙芝居を楽し
むなど，とても好評を得ている。
司書とボランティアは病院内で，白衣を着ていないス
タッフとして患者からは声をかけやすい存在のようであ
る。利用者のなかには，医師や看護師には話を聞きづら

8.

便利な道具の情報展
利用者のなかには，退院後や治療中の生活に不安を感

じている方が多い。そのような方に，安心して日常生活
を送ることができるような生活補助具を紹介する展示会
を定期的に開催している 5）。
この企画は，東邦大学看護学部高齢者看護研究室との

いという方もいて，調べものをするのに「としょしつ」

共同企画として始まった。実際に展示品を手に取っても

を訪れた際にお話しされる方もいる。話すことで考えが

らい，便利でデザインに優れた道具があることを知って

まとまり，気持ちが落ち着かれる利用者も見受けられ

もらうことが目的である。デザインの優れた道具は積極

る。傾聴も大切な役割の一つである。

的な療養生活を促すと考え，デザインも重視して展示品

無人で運営している患者図書室もあるが，不安な気持
ちで利用する方も少なくないため，スタッフが常駐する

を選ぶようにしている。販売はしないが，入手のための
情報は提供している。

ことは，普段は利用者を見守り，必要があれば質問にお

現在は「としょしつ」独自で，ボランティアの方にも

答えすることで，利用者に安心感を持ってもらえるとい

アイデアを出してもらいながら企画し，近隣の介護事業

う大きな利点がある。

所の協力のもと開催している。展示スペースの都合によ

7.

広

報

活

動

2015 年 5 月，大森病院の耐震工事と院内改修工事に

図3

ボランティアさんの折り紙

図4

公開講座での資料展示

「からだのとしょしつ」のご案内（岡田）
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贈してくださることも多い。また，近隣の公共図書館か
らリサイクル図書の寄贈を受けている。公共図書館との
連携事業の一つと捉えており，
「としょしつ」が連絡窓
口を担当している。
今 後 の 課 題

10.

現在，近隣の公共図書館 5 館と連携しているが，今後
はより一層の公共図書館との連携拡大を検討している。
近年は公共図書館でも医療・健康情報サービスを重視す
る図書館が増えてきており，近隣の公共図書館のなかに
は充実した専用コーナーが設置されている館もある。ま
た，医療・健康情報サービスの開始を検討する公共図書
館が「としょしつ」を見学に来られるケースが増えてい
る。地域住民に医療情報を提供するために，公共図書館
図 5 「便利な道具の情報展」

との連携を通じて，これまでの「としょしつ」の経験を
どのように活かせるのかを考えていきたい。
現在，東邦大学医療センター大橋病院（以下，大橋病

り，小物を中心とした展示である（図 5）
。
「としょしつ」の次のステップとして「QOL の支援」

院）が新病院を建築中で，病院オープンと同時に患者図

を検討しているため，蔵書だけではなく，
「モノ」での

書室の開設を予定している。所在地の目黒区と大橋病院

情報提供にも取り組んでいきたい。

が連携協定を結んでいることから，目黒区立図書館との

9.

なのはな文庫

「なのはな文庫」
（以下，
「文庫」
）は「としょしつ」の
ボランティア活動の一環として，2009 年 8 月から活動
を開始した 6）。立ち上げのきっかけは，
「としょしつ」を
利用される入院患者からの「医学書ではない，ふつうの
本も読みたい」という声であった。
「としょしつ」を開
設した当初，いずれはこのような要望が出ることを予測
していたため，当時のボランティアコーディネート委員
会に相談したところ，病棟のデイルームに本棚があり，
各病棟で管理していること，外来案内ボランティアのな
かに，「入院患者さんに読書を楽しんでもらうための活
動をしたい」と考える方がいることを知り，
「としょし
つ」で活動中の方にも参加してもらい，活動を開始する
こととなった。
患者のアメニティ向上を目的に，病棟デイルームと外
来の待合エリアなど院内 16 カ所を毎週 1 回巡回して，
本棚の本の入れ替えと整頓をする活動をしている。「文
庫」の本はすべて寄贈本である。職員からの寄贈をはじ
め，入院中に「文庫」を利用していた患者が退院後に寄

連携事業を検討中である。より良い相互協力を目指した
い。
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