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きっとあこがれの●●さんの足元くらいには達するかも

Ⅰ．はじめに：研究発表のきっかけ

しれない。そう信じて，研究や調査のやり方について学

今回の特集にあたり，編集委員の方からお問い合わせ

習し，誰かの前に立って説明するといった経験を重ねた。

をいただき，これから研究発表をしようとしている若手

それから数年，毎年その勉強会に参加させていただき，

の方に向けて，発表したり論文を書いたりする際のヒン

いつの間にか（気が付くと）司書という立場で情報の扱

トになるような特集を組みたいという目的をうかがっ

い方のヒントを紹介していた。異職種同士の参加者全員

た。気持ちはいつまでも初心者なのだが，この業界に

が，全力で私の話すことを理解しようとしてくれている

飛び込んで今年で 13 年目になった自分の立ち位置を再

ことを肌で感じ，知らない分野のことでも共に学ぶとい

認識した。今まさに，我が子の “小 1 の壁” と仕事との

う姿勢に感動を覚えた。もっとこの中で，この方々に役

バランスにもがき苦しんでいる私をみて，同じようにも

立つことを伝えたいと感じ始めたことが，何かを調べた

がいている方，そして近い将来この壁に立ち向かう方々

り，書いてまとめたりすることへとつながっていった。

に，ほんのわずかでも力になればと思って執筆をお引き
受けした。もちろん，そうではない方にとっても何かし

Ⅱ．私にとっての研究とは
1 ．当たり前の裏にある新しい発見

らのヒントになれば幸いである。
私が発表や調査を行うようになったきっかけは，病院

「研究」と言えるほど大それたことはしていないが，研

図書室司書として働いていた際，仲間に誘われて勉強

究とは何かについて少し考えてみたい。研究（research）

会に参加するようになったからだろう。誘ってくださっ

とは広辞苑 1）によると「よく調べ考えて真理をきわめる

た方は人望や能力もあり，職場のみに留まらず，医師

こと」であり，Oxford 英英辞典 2）には「a careful study

や看護師，コメディカルスタッフ，編集者など，多職種

of a subject, especially in order to discover new facts or

の集う勉強会グループに参加されていた。初めて参加

information about it（特に新しい事実やそれに関する情

した際は，交わされる専門的な内容や忌憚のないディス

報を見つけるために，対象を慎重に調査，観察するこ

カッションに理解が及ばず全くの異空間で気後れしてい

と）
」と記載がある。疑問について不明な部分を調べ，答

たことを今も覚えている。まだ研究も発表も自力でやっ

えを探すこと，その疑問を科学的なプロセスを踏んで調

たことがない私にとっては，自分のいた世界の狭さと

査し，報告する過程そのものが研究である。つまり，研

実力のなさを突き付けられた出来事でもあった。こんな

究の第一歩は疑問である。何かを調べたりすることは疑

時，“やっぱり自分にはできない” と思うか，悔しさで

問から始まる。科学的とは，
「一方的な『感情（主観）
』
『思

“もっと経験を積もう！” と思うかで，その先はずいぶ

い込み』
『コツ』
『独善』によらず『観察』
『実験』といっ

ん違ってくるのだろうが，私は後者であった。理解でき

た客観的な根拠に基づいて『筋道（理屈）
』を立て『現

ない，上手にできない，はまだ自分に経験が足りないか

状を認識する過程（process）
』
」とされている 3）。つまり，

らであって，できないのではないはず。理解できなかっ

研究の第一歩は疑問である。何かを調べたりすること

たら理解できるよう自分で調べたり，周りに聞いてみた

は疑問から始まる。
「Research is to see what everybody

り，すぐに上手にはならなくても何度も練習を重ねれば，

else has seen, and think what nobody else has thought.
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Szent-Györgyi）氏の言葉である。私たちは普段あれ？と
思うことがあっても，“まぁそんなもんか” と流してしまっ

2 ．どうして研究するのか？：自分が必要とされ続ける
ために

たり，あれ？と思うことすら少なくなってしまったりして

私は縁あって，2009 年から子供を出産する 2011 年ま

いるかもしれない。あれ？どうして？？の気持ちが大切

でと，成長した子供を連れて 2017 年と 2018 年にアメリ

だとジェルジ氏は言っている。疑問を持つには，好奇心

カの医学図書館員が集う Medical Library Association の

と観察，仮説（推察）が欠かせない。これらは，私の場

年次総会に参加する機会に恵まれた。アメリカの特に大

合は自分の個人的な経験から降って湧くことが多い。あ

学図書館司書は専門職で，図書館情報学修士号と専門分

るいは業務としてテーマを与えられたり，ふと目を通し

野での修士号・博士号取得が求められる。部門ごとに担

た資料が刺激となったりして，疑問・問題の発見につな

当が明確でアシスタント，シニアアシスタント，マネー

がることが多い。好奇心のアンテナがビビッと反応した

ジャーなどと職位と責任が分かれる。そこに参加してい

とき，これってどういうこと？と研究へのモチベーション

たライブラリアンたちは皆，学ぶ意欲と自信にあふれて

が湧いたところで，メモ程度でもよいのでその気持ちを

いるように映った。日本の図書館員がそうでないわけで

文字にしてみるのだ。誰もが知っている当たり前の裏に

はないが，モチベーションの温度差を毎度実感して帰国

は，まだわかっていないことが隠れているかもしれない。

し，しばらくは自分も熱い気持ちで頑張ろう！と思うこ

例えば，11～12 年前，私は先の勉強会で，特にシステ

とができる場である。2019 年の年次総会はシカゴで開

マティック・レビュー（以下，SR）という検証の方法に

催予定だが，大会スローガンの “Elevate（向上，高め

興味を持つようになった。最初にその概念や図書館員と

る）
” に沿って，スキルごとにプログラムが用意されて

して関わることができる方法について調べ，自分なりに

いる。総会案内ページを眺めてみるだけでも，刺激にな

理解をした。そうやって SR について少しずつ知識を深

る 4）。「Librarian educators never stop learning. Elevate

めているところに，SR の文献検索の部分で参加する機

your skills and knowledge in teaching evidence-based

会があり，実際にやってみて “どうすればより網羅的な

practice (EBP),」「Librarians are at the cutting edge of

検索ができるのだろうか” という疑問を持つようになっ

innovation and research.」4） などと，変化し続ける時代

た。そこで，SRのための網羅的な検索について調査した

と技術に合わせて，知識や能力をアップデートし続ける

文献を読み漁った。その中から，“同じことをやってみた

必要があり，自分たちにはそれができるのだ！という意

らどういう結果になるのだろう？” と，自分にもできそう

識の高さを感じる。自分が必要とされ続けるには，イノ

な内容の調査を真似てみた。Matthew らの Epidemiology

ベーション（一般的には技術革新などと言われる。本稿

and Reporting Characteristics of Systematic Reviews of

では幅広く新しく取り入れること，取り入れたものを意

Biomedical Research: A Cross-Sectional Study を日本の

図する）と研究の最先端で自分も成長し続けなければな

文献検索データベースを使用し，規模を小さく簡素化し，

らないのである。

真似てみた調査が2015年医学情報サービス研究大会でポ
スター発表したシステマティック・レビューにおける文
献検索である。真似てやってみた結果を一度整理するこ

Ⅲ．研究・調査した結果を発展させる
自分が研究した結果を公表することは，新たな知識体

とで，もっとこうやればよかったと気づくところもあり，

系の構築に貢献することにもつながる。一般的には，学

次の調査につながる。それを文字にして誰かに見てもら

会で発表したり，論文にまとめたりする方法がある。同

うと，意見を頂戴できたり，自分では気づけなかった点

じ学問分野や職業分野の仲間が集う学会に出かけ，口頭

を発見できたりする。

発表やポスターセッションで報告する場が学会発表であ

また，誰かが話すのを見聞きしたり，誰かの文章を読

る。口頭発表は文字通り参加者に口頭で自分の調査につ

んだりしたときに，わかりやすいと感じた話し方や記述

いて発表し，学会に参加している多くの人に聞いてもら

方法，見やすいスライドや資料についてメモしておき，自

うことができる。ポスター発表は自分の調査を示した資

分のストックにしている。それが自分の調査・発表のお

料（ポスター）を掲示し，決められた時間に自分のポス

手本となる。これから何か調べ物や研究を始めたいとい

ターの前に集まってくれた参加者に対し説明を行うもの

う方には，自分がわかりやすい・見やすいと感じた発表

で，学会会期中参加者の自由なタイミングで自分の発表

の仕方や文章の書き方をたくさんストックし，まずはそれ

を見てもらうことができる。口頭発表のように，いきなり

を真似ながら頭と手を動かしてみることをお勧めしたい。

たくさんの参加者の前で，決められた時間内に自分の考

92

医学図書館

2019；Vol．
66

No．
2

必要とされ続けるために：私はこうしている

えを話すのは勇気がいるので，小心者の私は，自発的な

返して，やっと文章をひねり出すという作業を行ってい

発表はもっぱらポスター発表ばかりである。また，現在

る。書いては消して，書いては直しての作業を繰り返し

の私のライフステージにおいても幼児を連れての参加の

て生み出した文章や発表資料を，人目にさらす前に今一

都合上，演壇に上がっての発表は困難なため，ポスター

度見直してみる。

発表というスタイルは選択しやすいものでもある。最初

この時意識するようにしていることがある。⑴単純で
あること⑵確実であること⑶統一がとれていること⑷見

の内はポスター発表で経験を積むことをお勧めしたい。
ただし学会発表には，その場に参加した人の中でのク

やすいこと 3）の 4 つと “急いでいるときほど丁寧に” と

ローズドなコミュニケーションとなってしまう側面があ

いうことである。以前上司に発表資料のチェックをお願

り，参加できなかった人には（運が良ければウェブで公

いした際「やったことを活字で表現する際，（大切なと

開された抄録を眺めるくらいはできるが）どんなに興味

ころを端折らず）丁寧に表現すれば質の高いものにな

深い発表があっても聴くことができない。そこで，論文

る」と言われた。この言葉はその後何かを文字にする

にまとめるという作業をもうひと頑張りすることで，よ

際，あわてんぼうの私にとって一番大切な呪文となって

り多くの人に自分の考えを目に留めてもらえるチャンス

いる。
口頭発表やポスター発表で話す際も同様に，時間コン

を広げることができる。
学会発表や論文執筆の方法論については，専門家が多

トロールと上の 5 つを意識することが大切だと考える。

数まとめているので，自分がわかりやすいと思える資

話す時間（質疑応答の時間含め）は主催者が割り当てた

料を参考に手を動かすのみである。私がお世話になっ

時間を守るよう，自分が話している時間をきちんとコン

ている資料を挙げるならば，ライフサイエンス系図書

トロールしながら発表すること。自分が調べて分かった

館員ならご存知かもしれない医学情報サービス研究大

ことを読む（見る）人や聴く人に正確に伝える。貴重な

会（MIS）の第 31 回時に実行委員会によって作成され

調査結果を持っていても，整理して伝えないと正確には

た「“QOL” for MIS31 ～学びの質を高めるために～」

伝わらないし，理解してもらえない。せっかくの調査が

と，その中でも紹介されている『トム・ラングの医学論

台無しになってしまう。何かを発表したり書いたりする

5）

文「執筆・出版・発表」実践ガイド』 を紹介したい。

際には気をつけたい。

Ⅳ．発表や書くために大切なこと：時間コントロー

Ⅴ．最後は練習と経験

6）

ルと意識

演題・論題に関して期待通りの内容が提供される発表

まずは，時間のコントロール術を身につけることをお

は，聴く人や読む人を惹きつけ，理解されやすいと考え

勧めしたい。調査・発表をするには，ある程度のまと

る。私も人前で話すのは苦手なのだが，なるべく正確に

まった時間が必要となる。しかし，自分でコントロール

伝えることができるよう発表スライドを使って事前に何

可能な時間は，人それぞれライフスタイルやライフス

度も何度も練習したり，文章を推敲したりして人前に立

テージによって異なる。保育園児（4 月からは小学 1 年

つ（出す）ようにしている。しかし，練習や経験を重ね

生）と生活している私の場合，子供を起こす 6 時半まで

たとしても，必ずしも緊張せずにいられるようになると

の間に，家事と子供の登園準備と自分の調査や書き物時

も限らないので，シナリオをお守り代わりに持ちながら

間をコントロールしている。また，“何時間も書く” と

の発表でも構わないと考える。“やってみる！” その気

いうのは苦手なので，まずは “1．緒言 2．目的

持ちこそが前に進む力となる。また，たとえ自分では振

方法

4．結果

3．

5．考察 6．結論” と項目を書いて，

り返りたくないほどの失敗だと感じる経験になったとし

“今日は緒言の日”，“今日は目的の日” というように区

たとしても，それは失敗ではない。経験を積み重ねるこ

切って書くようにしている。日によってはすぅっと考察

とは必ず自分の財産になると信じている。

まで書きあげてしまうこともあるが，緒言の緒だけで筆
が進まなくてもそれはそれでよしとしている。疑問やふ

Ⅵ．おわりに

と思いついた仮説で動き出した思考を原動力に進めてき

ここまでエピソードのように私の経験と考えを綴って

ても，情報を整理したり，文章にしたりしようとすると

きた。仕事と子育て，一つだけでも大変なことを同時期

途端に手が止まってしまう。それでも他の人が書いた研

にこなさなければいけない一図書館員の例として，読ん

究論文や自分の目の前にある調査結果を何度も何度も見

でいただければ幸いである。ここまで，そして今仕事と
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子育てを両立していられるのは，正規雇用で，子育てに
理解のある職場や職員の中で働いているという恵まれた
環境があるおかげでもある。私はこれからもその期待に
こたえられるように，そして，これから研究や発表をし
ようとする方々に多くのチャンスと協力が与えられるこ
とを祈念したい。
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