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特 集

外来診療部の現在

患者への医学情報の提供

―東邦大学医療センター大森病院「からだのとしょしつ」を事例に―
児玉

閲＊

Health Information Service to the Patient
―The Case of "Karada no Toshoshitsu" in Toho University Omori Medical Center―
KODAMA Tadashi

1.

はじめに

ょしつ」
（以下、
「としょしつ」）という患者図書室があり、

病院の中に設置される患者向け図書サービスには、患
者の「読書を支援するもの」と「医学情報を提供するも
の」とがある。前者はとくに入院生活に快適性を提供す
る公共図書館的サービスのひとつといえる。一方後者は、
患者やその家族に、病気や治療の知識を提供するもので、
そのための施設をここでは「患者図書室」と呼ぶことに
する。

10年以上のサービス実績がある。ここでは患者図書室
の一例として、患者への医学情報提供を紹介する。

2. 「からだのとしょしつ」
2-1.

概

要

「としょしつ」は、2005年４月、大森病院２号館３階
に開設された。施設としての目的は「インフォームドコ

患者図書室は、2000年以降、大きな病院を中心に徐々

ンセントを推進するために、患者に質の高い情報を提供

に増えつつある。その背景にはインフォームドコンセン

する」ことである3）。開設のきっかけは、医学メディア

トといった患者参加型医療の浸透が考えられる。山口は、

センター（東邦大学内にある図書館のひとつ）からの提

その理由として、「パターナリズムからペーシェント・

案であったが、その実現は、押田が記しているように、
「病

センタードへの転換」、
「情報の非対称」を挙げている

院長を中心とする病院執行部が患者図書室の意義をすで

。

1、2）

つまり、インフォームドコンセントによって、患者は医
師から病状や治療について話を聞き、患者自身が治療方

に理解していた」ことが大きい4）。
開設当初は、約80m2の広さに約800冊程度の資料、

法を決めるという点で、診療への参加が可能になった。

書架10連、パンフレットスタンド４基、閲覧テーブル

患者が医師と相談し、決断するには、病気や治療につい

１卓、イス８脚、ソファー１台等を備えた。2015年に

てそれなりの知識が必要になる。しかし、患者は医学情

耐震工事の関係で同じフロア内で移転することになり、

報を容易には得られず、患者と医師とが持っている医学

広さは約70m2とひと回り狭くなったが、書架、閲覧テ

情報量は、乖離しているというのが実情といえよう。

ーブル、イスなどは以前と同じものを使っている。

現在はインターネットが発達し、誰でも容易にさまざ

開室時間は、月～金曜は９時30分〜16時30分まで、

まな情報を入手できる。しかしインターネット上の情報

土曜日は９時30分～14時までである。職員は、医学メ

は玉石混合であり、医学情報に疎い患者や一般市民がそ

ディアセンター司書正職員１名とボランティア１名の２

の真偽を見分けるのは難しい。

名体制で勤務し、サービスにあたっている。

医師がインフォームドコンセントを進める一方で、患
者に対して医学情報を自力で集めさせるというのは、制

2-2.

設備、資料、サービス

「としょしつ」は、地域住民など誰でも利用できるが、

度としてバランスが取れているとは言い難い。そのよう

主な利用者は、患者やその家族である。患者やその家族

な状況から、大学等大規模病院で患者図書室は徐々に開

は病気を抱えているため、少なからず不安を持っている

設されるようになった。患者図書室では、司書らが選書

ことであろう。そこで「としょしつ」では、医学情報を

することによって、学術情報としての信頼性をある程度

ただ提供するだけでなく、調べ物をすることで募るかも

確保できている点が、インターネットと大きな違いであ

しれない不安を少しでも解消できるよう、癒しの空間づ

る。

くりにも努めている。

東邦大学医療センター大森病院には、「からだのとし
キーワード：患者図書室、患者参加型医療、
インフォームドコンセント、医学情報、
癒しの空間
＊

東邦大学 医学メディアセンター 司書次長

（64）

色彩は、人間の心理に影響を与えることから、内装や
什器の色に落ち着きを与えるものを選んだ。壁はベージ
ュを基調とし、床、書架、テーブルは木目調、天井は白
い吸音ボードとし、蛍光灯は光が直接当たらないようカ
バーを付けた。書架も、利用者に圧迫感を与えないよう、
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３段までの低書架とした。このような形で、利用者がリ

理解し易いものも多い。そこで「としょしつ」でも、司

ラックスできる環境づくりを心掛けた（写真１）。

書が目を通し、患者への提供がふさわしいと判断したも

資料は、患者・一般市民向けに書かれた医学専門書が
望ましいが、そのような類の資料の出版は少ないので、

のに限り、置いている。パンフレットの持ち帰りは自由
で、不足した場合は補充している。

比較的理解しやすいと思われる医学部生や看護学部生向

先にインターネット上の情報の真偽は玉石混交と書い

け教科書などを揃えた。近年は患者向け診療ガイドライ

たが、学会のウェブサイトや日本医療機能評価機構が公

ンなど、患者や一般市民を対象にした医学書も刊行され

開している Minds の診療ガイドライン、電子ジャーナ

るようになり、
「としょしつ」でも購入している。蔵書

ルなどは重要な情報源のひとつである。そこで「としょ

数は徐々に増え、現在は1,100冊ほどに達したが、多過

しつ」には、インターネット用 PC とプリンタを２台設

ぎるとかえって利用者が選び難くなることもあるので、

置し、自由に利用できるようにしている（写真３）。ま

これ以上は増やさない方針である。但し、医学資料は最

た最近は高齢者でも操作性のよい iPad も室内専用で貸

新のものが求められるので、旧版や内容が古くなったも

し出している（写真４）。

のについては除架（資料を書架から取り除くこと）し、

一般的な図書館では、従来、資料を汚損する危険性が

新しい資料を追加して、蔵書の更新を行っている。また

あることから、飲みながらの閲覧を禁止している。近年

利用者からの要望で、「としょしつ」の蔵書では対応で

は蓋がしっかりと締まるものに限り、飲料の持ち込みを

きない場合は、医師や医学部生など学内利用者向け図書

認めるところも増えているが、「としょしつ」では給茶

館である医学メディアセンターの所蔵資料を提供するこ

機を設置し、紙コップでの無料のドリンクサービスを行

ともある。

っている（写真５）。これは、資料の汚損よりも、リラ

患者図書室の特徴的な資料として、パンフレットが挙
げられる（写真２）。これは製薬会社などが宣伝用に作

ックスして資料を読めるという癒しの空間を重視したた
めである。

成したものが多いが、簡潔に書かれているため、患者に

写真１ 「としょしつ」室内

写真２
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写真３

写真４

iPad

PC・プリンタ

写真５

給茶機
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2015年の移転の際、インフォメーションボードを設

2-3.

管理・運営

置した（写真６）。これは病院内での待ち時間を、「とし

「としょしつ」は、大森病院と医学メディアセンター

ょしつ」で有効に過ごせるようにとのアイデアによるも

の連携により運営されている。病院長を委員長とし、そ

のであった。現在は採血室の順番しか表示できないが、

の下に医師、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、検

今後、院内のさまざまな順番待ちの情報が表示されるこ

査技師、栄養士、医事課スタッフ、さらに司書を含めた

とを期待している。

運営委員による運営体制が組織されており、運営委員会

「としょしつ」には、絵本や少々のおもちゃが置いて

を年４回開いている。そこでは日々の活動報告や、運営

ある（写真７）。これは子ども連れの利用者でもゆっく

に必要な事項が審議される。活動報告には、利用状況、

りと資料を見られるようにするためである。

司書が受けた質問と対応、貸出した資料などがある。と

資料の貸出は、原則、行っていない。しかし、貸出の

くに司書が受けた質問と対応は、患者やその家族の生の

希望もあることから、入院患者に限り、１晩の貸出を認

声であり、病院にとっても貴重な情報といえる。委員会

めている。ただ、資料は大勢の人が手に取るので、それ

で紹介することで、応対についてのアドバイスをもらっ

をそのまま病室に持ち込むことに抵抗を感じられる人も

たり、今後の運営の参考にしたりしている。審議では、
「と

いることから、「としょしつ」に資料用の除菌装置を置

しょしつ」運営に関することのほか、資料の選書、除架

いている（写真８）。

についても審議する。資料は司書が資料収集方針に従っ

閉室時間の「としょしつ」は、患者や家族向けの緩和

て選書をするが、最終的な判断は、運営委員会で行って

ケア講習会や患児の親の交流会など、いくつかのイベン

いる。資料は患者や家族がインフォームドコンセントで

ト会場として利用されている。また2014年８月からは、

適切な判断をするためのものであることから、病院に都

院内の会議室としても利用できるようにした。これは、

合のよい資料だけを集めるのでは、信頼性に欠ける。そ

医療従事者に足を運んでもらうことで「としょしつ」の

こで、より適切な資料を選書できるよう、委員会の際に

理解者を増やす狙いがある。

選書した資料を実際に見てもらいながら、蔵書への受入

「としょしつ」では、「便利な道具の情報展」という展
示会を５度開いた（写真９）。これは看護学部教授から

れを判断するようにしている。除架についても司書が理
由を説明し、委員に判断してもらっている。

の提案で、退院後の患者が、自宅で不自由なく生活でき

「としょしつ」は、先述の通り、司書１名とボランテ

るような生活補助具を紹介するものである 。お皿、コ

ィア１名の２名体制で運営している。医学情報の提供が

ップ、スプーンなど、健常者であれば何でもないものが、

主なミッションであることから、司書は利用者のニーズ

退院直後の患者には、当たり前のように使えないことが

に応えられる資料を紹介できるよう、主題や所蔵する資

ある。それをデザインや素材を工夫することで、ハンデ

料の内容について、日々勉強している。質問が医療に関

ィキャップを意識せずに使えるようにした道具があるの

する場合は、院内の担当部署を紹介している。

5）

だが、その存在はあまり知られていない。「としょしつ」

患者図書室を無人で運営している病院もあるが、誰の

では、実際の道具を借りて展示した。販売はしないが、

目も届かない場所で、慣れない資料を一人で見させるこ

希望者には入手のためのパンフレットを配布した。利用

とには、多くのリスクがあると考えられる。普段は見守

者には大変好評であった。

り、必要があればアドバイスできる司書を配置すること

写真６

（66）

インフォメーションボード

写真７

絵本・おもちゃ

写真８
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患者図書室は、患者参加型の医療では、患者を支援す
るために欠くことのできない情報提供施設にならなけれ
ばいけない。病気になったらまず患者図書室で調べ、そ
して病院にかかる、医師も患者に適切な資料を読むよう
患者図書室の利用をアドバイスするという、診療サイク
ルの一部に組み込まれることが望まれる。

写真９ 「便利な道具の情報展」

は、患者図書室サービスの重要なポイントである。
「としょしつ」で患者の容体が急変することもある。
そんな時、早急に対応できるよう、
「危機管理マニュアル」
を用意し、緊急時の体制を整えている。初動対応として、
守衛室への緊急コールボタンを設置している。

3.

課題と展望

「としょしつ」を大森病院に設置した時、院内には反
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対する意見も少なからずあった。しかしサービスを継続
することにより、医療従事者から、少しずつ信頼を積み
重ねることができた。今では、病院見学者を受け入れた
時には、必ず見学コースに組み入れてもらえるほどにな
った。
「としょしつ」は当初、廊下に面していたため、存在
に気付いて入ってくる人もいた。しかし耐震工事による
移転後は、廊下から奥まった場所になってしまい、知っ
ている人しか来られないようになってしまったことは至
極残念である。大森病院は狭隘化が進んでいるため、
「と
しょしつ」に一等地をあてがうわけにはいかない事情も
ある。ただ一般論として選ばれる病院となるためには、
患者図書室といった患者支援施設はアピールポイントの
ひとつなので、どの患者にも利用しやすい場所に設置す
ることが望ましいであろう。
「としょしつ」は、設置後10年を迎えたが、医学情報
を提供し、癒しの空間でもある患者図書室があるだけで
セールスポイントになる時代は終わった。次のステージ
に向けて、また新しい一歩を踏み出さなければならない。
そのひとつとして、便利な道具の情報展でみられたよう
な、食事や道具といった患者の生活支援に役立つ情報も
あわせて提供していきたいと考えている。さらに、誰も
が医学情報を活用できるよう、調べ方や利用の仕方の支
援に力を入れたいと思っている。
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