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第 35 回医学情報サービス研究大会（MIS35 東京サマーフェスティバル 2018）
開催報告
大谷

裕*

東邦大学医学メディアセンター

の実行委員会を開催した。その後，2018 年 10 月に締め

Ⅰ．はじめに

の実行委員会を開催し，全 12 回の開催となった。

第 35 回医学情報サービス研究大会（以下，MIS35）

第 4 回実行委員会までにメンバーが出揃った。またこ

は，2018 年 8 月 4 日（土）～ 5 日（日）の 2 日間にわた

の頃に「MIS35 みんなのアイディア Planning from each

り，東京都渋谷区の国立オリンピック記念青少年総合セ

other!」と銘打ったプランニングシートを作成した。こ

ンター（以下，オリンピックセンター）で開催された。

のプランニングシートをもとに，実行委員それぞれが大

東京での開催は 6 年ぶり，オリンピックセンターでの開

会のイメージを出しあうことで，テーマや方向性を共有

催は，2004 年の第 21 回医学情報サービス研究大会東京

することができた。
この結果，大会の愛称は「MIS35

大会以来 14 年ぶりであった。
参加者数は 300 名（一般参加者：256 名，講師：2 名，
企業参加者：42 名）と，大変な盛況となった。ご参加

東京サマーフェス

ティバル 2018」
，テーマは「夏祭り」と，陽気な実行委
員会の気風を反映したものとなった。

いただいた皆様に改めて御礼申し上げる。
本稿では，MIS35 実行委員会として，大会の運営と

2 ．会場，日程
1）会場の検討

当日の様子について報告する。

過去に東京で開催された医学情報サービス研究大会の

Ⅱ．準備と運営

参加者数や企業展示数を参考に，会場の検討を行った。

1 ．実行委員会

具体的には 300 人規模のメインホールと 20 社程度の企

1）実行委員の構成

業展示スペースを同時に確保できることを最低限の条件

MIS35 実行委員会は，医学，薬学，歯学，健康科学

として，都内近隣の大学施設や公共施設をあたった。こ

の大学図書館員，病院図書館員，NPO 法人職員と様々

の結果，オリンピックセンターが最有力候補となった。

な館種・職種のメンバー10 名が集い，準備と運営にあ

会場選定の過程で，大学や公共機関の施設使用料が，

たった。特に意図したわけではないが若手，中堅，ベテ

近年かなり高騰していることが判明した。医学情報サー

ランと世代的にもバランスのよい構成となり，世代や職

ビス研究大会は会員制度を持たないため，各回の参加者

種を超えて集う医学情報サービス研究大会の特徴をうま

の参加費から会場費をまかなうこととなる。このため高

く反映した実行委員会となった。また，今までの医学情

額な会場費を支払うことは難しく，今後も会場選定は大

報サービス研究大会に参加したことがないメンバーも複

会開催の課題となると思われた。

数おり，フレッシュな視点を持って準備を進めることが

2）日程

できた。

2017 年 7 月中旬に，オリンピックセンターに提出す

2）実行委員会の開催

る書類を整えた。オリンピックセンターは会場使用日の

2017 年 7 月に第 1 回実行委員会を開催した。この後，

ちょうど 1 年前の朝 9 時より窓口で受付が開始され，先

第 3 回までは隔月開催であったが，2017 年 12 月の第 4

着順で予約可能となる。そこで 2018 年 8 月 1 週目の土日

回以降は，月 1 回の開催となり，大会当日までに 11 回

である 2018 年 8 月 4 日から 5 日を大会開催の第 1 候補日

*Yutaka OTANI：ヘルスサイエンス情報専門員（上級）
〒 143-8540 東京都大田区大森西 5 － 21 － 16.
y-ootani@mnc.toho-u.ac.jp
（2019 年 7 月 31 日

として，2017 年 8 月 4 日にオリンピックセンターへ出向
いた。オリンピックセンターで 300 人規模の部屋は 1 つ
受理）

しかないため，早朝に出発したが，6 時 30 分に窓口へ到
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着した時点で，すでに 3 名の先客がいた。落ち着かない
2 時間半を過ごしたが，幸い希望の部屋を確保すること
ができた。

示一覧」などを配置した（図 2）
。
「1 カラム」レイアウトの難点として，ナビゲーショ
ン項目が増加した場合，見た目が煩雑となり，メリット

3）会場の配置

であるわかりやすさが失われてしまうことが挙げられる

メイン会場はセンター棟 4 階のセミナーホール（定員

が，MIS35 の場合，開催までの約 6 ヶ月の間にナビゲー

300 人）を，参加者企画・クロークなどは同じ階の小規

ション項目が著しく増加するとは考えにくく，このレイ

模な部屋を使用した。企業展示会場は同じセンター棟

アウトを採用した。

の 102 室（定員 200 人）を使用した。メイン会場と企業
展示会場を同じ棟で確保できたのは幸いであった。また
102 室は企業展示ブースを設置してもなおスペースに余
裕があったので，参加者の動線を考慮し，ポスター展示
も同室で実施することとした。
4）懇親会
懇親会は，利便性を優先しオリンピックセンターの
「レストランとき」にて開催した。
3 ．ロゴマーク
2017 年 12 月の第 4 回実行委員会で，実行委員及び実
行委員の友人が作成したロゴマークを持ち寄り，検討を

図 2．ホームページ

行った。いずれも東京にちなんだもので，甲乙つけがた
く，候補となった 5 案すべてを採用し，適宜，利用して

2）案内ハガキ・ポスター

いくこととした（図 1）。

大会の案内ハガキを 2 月下旬に送付した。送付したハ
ガキの数は，過去の参加者リストから 1,175 件（教育機
関・医療機関・企業などの主な図書館 527 件，個人 648
件）である。案内ハガキをもとに作成したポスターを 4
月上旬に司書課程がある関東圏の大学 75 校の図書館に
も送付した。
3）Facebook ページ

スカイツリーロゴ

達磨ロゴ

菖蒲ロゴ・朝顔ロゴ

4 月中旬に Facebook ページを開設した。その後，大会

東京タワーロゴ

終了まで継続的な投稿を行い，15本の記事を発信した。

図 1．ロゴ一覧

4）そのほか
各種メーリングリストでの案内，関連定期刊行物への

4 ．広報

案内掲載，関連団体へのチラシ配布を行った。

1）ホームページ
2018 年 2 月 23 日 に ホ ー ム ペ ー ジ を 正 式 公 開 し た。

5 ．記念グッズ

MIS35 では，過去の医学情報サービス研究大会で多く

「東京っぽいもの」というくくりで，まず全員でアイ

採用されていた，メインコンテンツを 3 つの段組みで構

ディアを出し合った。約 30 種類ものアイディアが発案

成する「3 カラム」レイアウトから，ヘッダーエリアに

され，皆で想像を膨らませ，あれこれと意見を出し合

主要なナビゲーション項目を配置する「1 カラム」レイ

う作業はとても盛り上がった。その中から，グッズ班

アウトへ変更した。

を中心にニーズや季節感・予算を考慮した上で，7 種

「1 カラム」レイアウトは，最も目立つ場所に，注目

類のグッズ（T シャツ，ポロシャツ，マスキングテー

してほしい項目や利用が多い項目を配置する，わかりや

プ，バッグ，マグネット，付箋，おせんべい）と，2

すさを優先したレイアウトである。MIS35の場合，へッ

種類の無料配布用グッズ（不織布バッグ，うちわ）を

ダーエリアに「プログラム」や「参加申込」や「企業展

作成した。
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おせんべいは販売用と無料配布用を準備した。これ
は七転び八起きにちなみ，小袋に 8 つの達磨型せんべい
が入ったもので，このうちの 1 つのせんべいの表面には
MIS35 の達磨イラストを刻印した。また小袋の表面に
MIS35 のスカイツリーロゴのシールを添付した。

Ⅲ．大会当日
1 ．特別講演
日本医学図書館協会のヘルスサイエンス情報専門員認
定ポスターを制作いただいたご縁もあり，漫画家の埜納

マスキングテープをグッズとすることについては，男

タオ先生にお願いした。

女の意見が見事に割れたが，今までにないグッズであ

埜納タオ先生の著書「夜明けの図書館」は，地方の公

り，ここ数年のトレンドアイテムということで作成する

共図書館を舞台に，新米司書の葵ひなこが奮闘しながら

こととした。テープの表面には，MIS35 の達磨イラスト

成長していく物語である。第3巻収録の医療情報サービス

を様々な角度で配置し，達磨が回転する様子を表現した。

をはじめ，毎回，図書館が直面する問題や図書館の新し

グッズには，5 種類のロゴの中から，それぞれのグッ

い取り組みが描かれており，興味深い内容となっている。

ズに合ったロゴを使用した。数量や値段については，過

そこで本講演では「物語の力をかりて理想の図書館を

去に東京で実施した医学情報サービス研究大会の実績を

描く－『夜明けの図書館』制作過程を交えて－」と題し

参考に，6 年ぶりの東京開催ということで，少し多めに

て，創作の裏側や取材にまつわるエピソードをお話しい

発注し，不足のないよう準備した。

ただいた。事前に寄せられた質問にも丁寧にお答えいた

グッズの構想，選定，デザイン，見積り，発注，納品

だき，先生の人柄が表れた温かい講演であった。また講

までの一連の作業を通して，自分たちがイメージしたも

演後の質疑応答では，制作協力者である吉田倫子氏にも

のが形になる楽しさを知ることができ，充実した作業と

ご登壇いただき，講演を盛り上げていただいた。

なった。
2 ．一般演題・参加者企画
6 ．抄録誌

一般演題は「公共図書館」
「サービス・資料」
「Web・

の のう

特別講演講師の漫画家，埜納タオ先生に表紙を描いて

歴史」「データベース・分析」という 4 つのセッション

いただいた（図 3）
。今回のテーマである「夏祭り」にふさ

で構成され，全 17 題の口頭発表があった。発表時間 14

わしい，賑やかで明るい表紙が完成し，大会に華を添え

分，質疑応答 5 分の計 19 分とやや長めの時間設定とし

た。抄録の内容や構成は抄録作成要領に準拠したものと

たが，いずれの発表においても活発な質疑応答がなさ

したが，グッズ紹介，ロゴマークなどのページには MIS35

れ，白熱した時間となった。

らしい遊び心も盛り込み，楽しい抄録集が完成した。

参加者企画は「ライブラリアンの医療・健康情報発
信を考える」「メディアドクター＠ MIS35」「ワンパー
ソンライブラリーの生産性向上を目指して」の 3 つが催
された。いずれも多様な館種，業種からの参加があり，
様々な角度から意見交換が行われた。
3 ．ポスターセッション
7 題の発表があり，1 日目・2 日目ともに待機時間を設
けた。待機時間のみならず，各休憩時間にもメイン会場
から参加者が大移動する光景がみられた。
4 ．企業展示，プロダクトレビュー
展示およびプロダクトレビューを実施した企業が 15
社，展示のみを実施した企業が 3 社であった。企業展示
会場はメイン会場と階が離れていたため，ポスター展示
を同じ会場で実施する，景品を用意してシールラリーを
実施するなどして，集客を図った。これが効を奏し，多

図 3．抄録集

くの参加者が企業展示会場へ足を運んでくれた。
190
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医学情報サービス研究大会の内容をより充実させるに

学情報サービス研究大会が「Learning from each other!」

は，企業の皆様の力添えが必須である。ご協力いただい

の旗のもと，令和，そしてその先の時代まで続くことを

た企業に改めて御礼を申し上げる。また展示およびプロ

願って報告を終えることとする。

ダクトレビューのみならず，サポーターとして当日の
シールラリーの運営にご協力いただいたことにも感謝の

※本稿は，実行委員が分担執筆したものを再編集してま
とめたものである。

意を表したい。

●第 35 回医学情報サービス研究大会プログラム

5 ．懇親会
懇親会は，本会場に隣接したカルチャー棟 2 階「レス
トランとき」で開催され 185 名の参加者があった。懇親

※ M：モデレーター，T：タイムキーパー
・第 1 日

2018 年 8 月 4 日（土）

会場では，MIS35 のテーマである「東京サマーフェス

11：00 － 12：00

受付

ティバル 2018」にちなみ，夏祭りを模した企画を実施

12：00 － 12：05

オリエンテーション

するなど趣向を凝らした。具体的には，かき氷，綿あ

12：05 － 12：20

開会式・幹事会挨拶

め，チョコレートフォンデュ，駄菓子のつかみ取り（企

12：20 － 13：50

特別講演

業シールラリーの景品）
，さらに実行委員お薦めの夏ら

「物語の力をかりて理想の図書館を描く－『夜明け
の図書館』制作過程を交えて－」

しいお酒を集めた特設テーブルの設置などである。
駄菓子は，上野のアメ横へ買い出しに行き，お酒は東
京青梅にある「澤乃井」で有名な小澤酒造へ出向いて吟
味するなど，実行委員が足を使って集めたものも多かっ

埜納タオ先生（漫画家・
『夜明けの図書館』著者），
吉田倫子氏（『夜明けの図書館』の協力者）
14：00 － 15：20	口頭発表 A（O-01 ～04）：公共図
書館

た。参加者の皆様に楽しんでもらえたなら幸いである。
会の中盤に，最も遠方から来た参加者への記念品贈
呈，終盤には次回の第 36 回医学情報サービス研究大会

［M：柚木聖（浦安市立図書館）
，T：西さやか（東
京医科大学図書館 八王子医療センター分館）］

福岡大会の実行委員会のお披露目が行われ，にぎやかに

O-01 健康医療の協働選書における要件と課題

幕を閉じた。

	池谷のぞみ（慶應義塾大学文学部），押田いく

「レストランとき」の担当者の方が，打ち合わせを重

子（東邦大学医学メディアセンター）
，後藤綾

ねるうちに，こちらの企画を楽しく感じてくれたのか，

野（けいゆう病院），齋藤晶子（河北総合病

企画に合わせた場所の使い方の提案や，レンタル機器の

院健康生活支援室），佐藤晋巨（聖路加国際大

受け渡しなどを積極的に対応してくれたのも印象的で

学），須賀千絵（実践女子大学），田村俊作（元

あった。改めて感謝申し上げたい。

慶應義塾大学），柚木聖（浦安市立図書館）
O-02	公共図書館のがん情報サービスの課題（続報）

Ⅳ．おわりに

－アンケート調査・インタビュー調査の結果－

MIS35 は，奇しくも平成最後の大会となった。偶然

	磯部ゆき江（日本図書館協会），佐藤正惠（千

ながら，このような節目に，実行委員として大会に関わ

葉県済生会習志野病院図書室（JHIP 上級）），

ることができ，うれしく思っている。

三輪眞木子（放送大学）

医学情報サービス研究大会は，所属機関を越えて個人

O-03	既存の地域図書館が始める医療サービスのかた
ち－大田区立蒲田駅前図書館の取り組み－

が自覚的に集い，職業人として互いに学びあうという

井上彩（大田区立蒲田駅前図書館）

設立趣旨をもっている。MIS35 でも，口頭発表の場や，
企業展示・ポスター展示会場はもちろん，喫茶施設や廊

O-04	医療・福祉機関との “連携・協力” について

下の片隅で，参加者同士が，職場の課題や，新しい取り

－既存の機関との “つながり” を再考する－

組みなどについて，熱心に意見交換をしている光景を多

舟田彰（川崎市立宮前図書館）

くみることができた。実行委員会として，今までの尽力

15：30 － 16：20	プロダクトレビューA［E-01 ～E-08］

が報われる喜ばしい瞬間であった。

16：30 － 17：00

今後も多くの人に，参加者として，発表者として，ま

17：00 － 18：20	口頭発表 B（O-05 ～08）：サービ
ス・資料

た実行委員として，この大会をぜひ楽しんでほしい。医
医学図書館
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［M：浅野泉（旭川医科大学図書館）
，T：岡村夢

12：15 － 13：45

（北里大学白金図書館）
］

F-01	ライブラリアンの医療・健康情報発信を考える

参加者企画

O-05 国家試験問題の提示が来館状況に与える影響

－私たちの “伝えたい” ことは “伝わっている”

	依光朋子，嶋沙織，山﨑裕司（高知リハビリ

のか・“伝えるべき” ことなのか－

テーション学院）

企画提案者：小嶋智美（Independent Librarian）

O-06 高知学園短期大学図書館における ILL の傾向

F-02	メディアドクター＠ MIS35：医療報道をどう

	諏訪有香，梶本市子，中平憲一（高知学園短期

読むか－情報の受け手と伝え手の視点を考える

大学図書館）

－メディアドクター指標を用いた記事評価ワー

O-07	
「病院図書室基本和図書目録」と「初期研修向

クショップ「情報源としてのプレスリリース：

け参考図書リスト」－特徴と作成過程から見え

臨床研究の結果をどう伝えるか」

てくるもの－

企画提案者：メディアドクター研究会

	森脇麻子，岩橋綾乃，小寺麻理子，藤本衣代，

	佐藤正惠（千葉県済生会習志野病院図書室）
，

堀越純子（日本病院ライブラリー協会）

渡邊清高（帝京大学医学部腫瘍内科），北澤京

O-08	医学薬学関係学会の抄録集の収集・保管・提供
について

子（京都薬科大学）
F-03	ワンパーソンライブラリーの生産性向上を目指

	小山政子（一般財団法人日本医薬情報センター

して－インバスケットゲームを利用したワーク

附属図書館）
18：30 － 20：30
・第 2 日

ショップ－
懇親会（レストランとき）

企画提案者：済生会図書室連絡会

2018 年 8 月 5 日（日）

	深谷里子（埼玉県済生会栗橋病院），相澤まゆ

9 ：00 － 9 ：25

受付（2 日目からの参加者のみ）

み（東京都済生会中央病院）
，相澤康惠（済生

9 ：25 － 9 ：30

オリエンテーション

会横浜市東部病院）
，石井恵（群馬県済生会

9 ：30 － 10：50	口頭発表 C（O-09 ～12）
：Web・

前橋病院），佐藤正惠（千葉県済生会習志野病

歴史

院），髙崎千晶（千葉県済生会習志野病院）
，吉

［M：谷澤滋生，T：古川沙希子（星薬科大学図書館）
］
O-09	ライブラリアン主体の医療・健康情報サイト

原理恵（大阪府済生会中津病院）
13：45 － 15：25	口頭発表 D（O-13 ～017）
：デー

『hlib.jp』の構築と運用

タベース・分析

	小嶋智美（Independent Librarian）
，ふじたま
さえ（株式会社カーリル）

［M：阿部信一（東京慈恵会医科大学学術情報セン
ター），T：吉新裕昭（獨協医科大学図書館）］

O-10	データ管理計画（DMP：Data Management Plan）

O-13 データベースのゆくえ

作成支援ツールの開発とその機能拡張の可能性

青木仕（國學院大學文学部日本文学科）

	尾城孝一（国立情報学研究所）
，常川真央（千

O-14	循環器集中治療室（CCU）における絵本朗読

葉大学アカデミックリンクセンター）
，山地一

による患児・家族への支援とその影響－保護者

禎（国立情報学研究所）

へのインタビューによる質的分析－

O-11	東 京 大 学 本 郷 キ ャ ン パ ス 構 内： 医 史 跡 案 内

	塚田薫代（地方独立行政法人 静岡県立病院機

－ Google マイマップと Amazon 音声ガイド－

構 静岡県立こども病院）

	堀江幸司（シソーラス研究会）
，阿部信一（シ

O-15	クリニカルパスを事例とした統制語で検索され

ソーラス研究会・慈恵医大）

ない文献の報告

O-12	医療活動や衛生・健康教育の歴史から見えてく

	岡田英孝（東京医科大学八王子医療センター病

るもの－郷土資料を教材とした健康教育の可能
性を探る－

歴センター）
O-16	UpToDate と DynaMed Plus における参考文献

関和美（亀田総合病院図書室）

取り下げ時の対応の比較

11：00 － 11：45	プロダクトレビューB［E-09 ～

	大瀬戸貴己，鈴木孝明（奈良県立医科大学附属

E-15］
12：15 － 12：45
192
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第 35 回医学情報サービス研究大会（MIS35 東京サマーフェスティバル 2018）開催報告

量的分析－国際誌を志向する学内誌の特徴と，

E-02 株式会社医学書院

引用文献の動向－

E-03 丸善雄松堂株式会社

城山泰彦（順天堂大学学術メディアセンター）

E-04 iGroup Japan 株式会社

15：25 － 15：50

事務連絡・閉会式・集合写真撮影

・ポスターセッション

E-05 株式会社メテオ
E-06 株式会社南江堂

P-01	日本病院ライブラリー協会 web 目録「HospiCa」
による相互協力の形－情報環境の変化の中で－
	石川美奈子，吉冨まち子，伊藤理恵，濱元ゆか

E-07 ワイリー・ジャパン株式会社
E-08 株式会社カーリル
E-09 株式会社サンメディア

り，大沼由紀子，長谷川湧子（日本病院ライブ

E-10 オックスフォード大学出版局株式会社

ラリー協会）

E-11 シュプリンガー・ネイチャー

P-02	病院図書室ネットワーク研修会プログラムの傾

E-12 株式会社紀伊國屋書店
E-13 ユサコ株式会社

向調査
	清水麻紀（藤沢市民病院図書室）
，伊藤友香（湘

E-14 エルゼビア・ジャパン株式会社

南藤沢徳洲会病院 医学情報センター）
，和気た

E-15 EBSCO Information Services Japan 株式会社

か子（藤沢市民病院 図書室）

展示のみ

P-03	医中誌 Web 索引データにおける原著論文を中心
としたオープンアクセス論文の投稿誌分析：2017
	眞喜志まり（東邦大学習志野メディアセンター）

E-16 富士通株式会社
E-17 株式会社カルガージャパン
E-18 株式会社タックポート

P-04	中学校国語教科書に載っていた医学・衛生を題
●第 35 回医学情報研究大会実行委員会

材にした教材
菅修一（花園大学文学部図書館司書資格課程）

大谷

裕（東邦大学医学メディアセンター：実行委員長）

P-05	地域包括ケアシステム時代における地域医療従

阿部

潤也（東京歯科大学図書館：事務局長・会計・

事者の学術情報探索行動（調査）
（第 1 報）

抄録担当）

	髙崎千晶（千葉県済生会習志野病院）
，相澤まゆ

相澤まゆみ（東京都済生会中央病院 医療情報センター

み（東京都済生会中央病院）
，石井恵（群馬県済

図書室：企画・懇親会担当）

生会前橋病院）
，工藤女恵（天使病院）
，小林飛

荒木亜紀子（川崎市立井田病院図書室：企画・懇親会

鳥（鳥取市立病院）
，佐藤正惠（千葉県済生会習
志野病院）
，吉原理恵（大阪府済生会中津病院）

担当）
石立

裕子（帝京平成大学中野キャンパス メディアラ

P-06	東京慈恵会医科大学学術情報センターにおけるオ
リエンテーション・情報検索演習の学内協働事例
	鈴木岳史，田中満恵，大崎泉，阿部信一（東京

イブラリーセンター：参加者・グッズ担当）
岡村

夢（北里大学白金図書館：参加者・グッズ担当）

白土 裕子（特 定非営利活動法人 医学中央雑誌刊行

慈恵会医科大学学術情報センター）

会：会場・ホームページ担当）

P-07	東邦大学における電子ジャーナルの ILL 提供

西

さやか（東京医科大学図書館 八王子医療センター

について

分館：プログラム・抄録担当）

大谷裕（東邦大学医学メディアセンター）
・プロダクトエキシビジョン

古川沙希子（星薬科大学図書館：プログラム・会計担当）
吉新

裕昭（獨協医科大学図書館：会場・ホームペー

展示＋プロダクトレビュー（発表順）

ジ担当）

E-01 NPO 医学中央雑誌刊行会
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図 4．集合写真

図 5．実行委員会
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