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圏特集図書館ﾈｯﾄﾜーｸ

図書館ネットワーク・各団体紹介

会誌編集部

病院図書館関係の団体をいくつかご紹介します。図書館間の交流が深まる一助となれれば幸いで

す。

なお、会員数はアンケートをお願いした時点のもののため、現在とは若干異なる場合があります。

あらかじめご了承ください。

●
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●日本医学図書館協会

●病院図書室研究会

●日本薬学図書館協議会

●日本看護図書館協会

●日赤図書室協議会

●北海道ライブラリー研究会
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●栃木県医療情報ネットワーク協議会

●埼玉医療関連情報ネットワーク協議会

●静岡県医療機関図書室連絡会
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

病院図書館２００５；２５(3)

特定非営利活動法人日本医学図書館協会

清水英佑（東京慈恵会医科大学環境保健医学講座教授､医学情報センター長）

殿崎正明（専務理事）

日本医科大学中央図書館

Ｔｅｌ：03-5814-6949

1927年

機関会員：１１８個人会員：７７維持会員：３１

会誌名：医学図書館／年４回発行

保健・医療その他関連領域の図書館事業の振興ならびに情報の流通に関

する調査、研究および開発を推進することにより、図書館の利用を通して

高度の知識を習得できる環境を整え、保健・医療の進歩発展に寄与するこ

とを目的として次の事業を実施している。

◆「へルスサイエンス情報専門員」の認定資格

◆保健・医療関連図書館に関する調査、研究ならびに開発

◆機関誌および刊行物の発行

◆保健・医療関連図書館の活動に関する情報の収集、提供

(重複雑誌交換、文献相互貸借、分担収集･分担保存、電子ジャーナル

共同購入ほか）

◆研究会、研修会、講演会、継続教育コースの開催

◆表彰・奨学・助成制度の実施

◆年会「日本医学図書館協会総会」の運営

基礎研修会（年１回)、研究会・継続教育コース（年１回）ほか

医学図書館員基礎研修会（京都大学2005年８月）

医学図書館研究会．継続教育コース（東京歯科大学2005年１１月）ほか

特定非営利活動法人日本医学図書館協会中央事務局

〒160-0015束京都新宿区大京町２６野口ハウス305

Tel：03-5368-6216

E-mail：jmlajimu＠sirius・ocn・nejp

目録名：現行医学雑誌所在目録、医学雑誌総合目録、医学洋書総合目録

ホームページURL：http://wwwsoc､nii・ac・jp/jmla／
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

病院図書室研究会（JapanHospitalLibraryAssociatio、〈略称：JHLＡ>）

直江理子（市立旭川病院教育研修科図書室）

同上

市立旭川病院教育研修科図書室内

〒070-86１０北海道旭川市金星町l-1-65

Tel：0166-24-3181Ｆａｘ：0166-24-1125

E-mail：m-naoe＠city・asahikawa・hokkaidojp

1976年

機関会員｜

名誉会員Ｉ

:４５個人会員｜

:２１V職会貝Ｉ

:１８７賛助会貝：２０

:３０（2005年11月末現在）

会誌名：ほすぴたるらいぶらりあん／年４Ｉｉ１Ｉ発行

会員相互の緊密な連絡と協力，研鐙により病院図書室の向上、発展を目

的とし、次の事業を行う。

(1)機関誌の発行

(2)病院図書室・医療情報業務に関する図書資料の編集・発行

(3)病院図書室・侭療情報業務に関する研修会・セミナー等の開催

(4)病院図書室・医療情報業務担当者の教育および研究活動の支援

(5)病院図審室の社会的地位向上のための活動および関係諸団体との連携

(6)会員の相互連絡機能の増進と図書資料の共同利用の推進

(7)病院図書室の新設および管理・運営の指導

(8)その他必要と認められる諸事業

(会則より抜粋、一部改変）

年２回（５月と11ハ）程度

｡2005年９月１０日（土）

『著作権勉強会一著作権の現状』（会員のみ、東京）

｡2005年１１月１９日（土）

『2005年度第２回研修会』（会員外も参加可、東京）

｡2006年５月12日（金）、１３日（土）

『2006年度第１回研修会』（北海道。札幌市にて開催予定）

会員業務（入退会・会独・会員業務・機関誌配布業務）担当：木崎直美

国際文献印刷社内病院図書室研究会会員業務担当

〒169-0075束京都新宿区高田馬場4-4-19

Tel：03-5389-6346Ｆａｘ：03-3368-2822

E-mail：jhla-post＠bunken､ＣＯ､jｐ

目録名：病院図祥室現行医学雑誌所在目録2004年版

ホームページURL：http://www､jhla,org／
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他
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日本薬学図書館協議会

永井恒司（(財)永井記念薬学国際交流財団理事長）

永井恒司

財団法人永井記念薬学国際交流財団（分室）

〒113-0021束京都文京区本駒込1-27-10-1201

Ｔｅｌ：03-5940-0385

1955年

機関会員：ｌＯＯ個人会員：１１

会誌名：薬学図書館／年４回発行

薬学図書館事業の振興を図り、薬学教育および研究に寄与することを目

的とし、薬学系の大学、製薬企業、研究所、試験所の図書館（室）が加盟

して、薬学の情報や知識などを得るために活動しています。

年３～４回

①平成17年度日本薬学図書館協議会研究集会

日時：2005年９月１日（木）～２日（金）

会場：福岡ガーデンパレス

②平成17年度日本薬学酢1噸協議会中堅職員研修会

日時：2005年１０月７日（金）

会場：キャンパスプラザ京都

③日本医学図書館協会連携事業

｡第７回図書館総合展

日時：2005年11月30日（水）～１２月２日（金）

会場：パシフイコ横浜展示ホール

｡第１２回医学図書館研究会・継続教育コース

日時：2005年１１月14日（月）～１１月１６日（水）

場所：東京歯科大学水道橋病院血脇記念ホール

テーマ：ライフサイエンス情報の未来に向かって

率務局：株式会社メデイ・イシュ内

〒113-0034束京都文京区湯島2-31-141stジエネシスビル５階

Tel：03-5805-1901Ｆａｘ：03-5805-1092

E-mail：hmurata＠medissue､ＣＯ・jｐ

目録名：薬学図書館雑誌目録1991-2000

ホームページURL：http://www､yakutokyojp／
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

日本看護図書館協会（JapanNursingLibraryAssociation〈略称：JNLA>）

徳永哲（日本赤十字九州国際看護大学図書館長）

増田徹（総務担当理事）

藍野大学中央図書館

〒567-0018大阪府茨木市太田3-9-25

Ｔｅｌ：072-625-6369Ｆａｘ：072-627-3355

1991年

機関会員：１１４個人会員：６２賛助会員：１０

会誌名：看護と情報／年１回発行

本会は、看護図書館事業の振興を図り、もって看護における教育、研究

及び臨床に寄与することを目的として、次の事業を行っている。

(1)看護図書館の管理、運営に関する研究

(2)情報資源の収集、保存、交換、相互利用等の共同事業

(3)看護図書館員の育成及び資質向上のために必要な研究・研修事業の推

進

(4)機関誌・会報及び本会の活動成果に関する刊行物の編集と発行

(5)国内外の関係諸団体との情報交換及び協力

(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

年２回

･研修会名：第34回研究会

・日時：2005年10月８日（土）１０：４５～１７：００

･会場：滋賀県立大学交流センター

ｏ内容：

講演愛知医科大学医学情報センター坪内政義氏

｢私の実践する利用者とのコミュニケーション術」

分科会・パネルディスカッション

･参加費：会員無料／会員外１，０００円

次回（第35回）研究会は、2006年１０月下旬、東海アクシス看護専門学校で

開催予定。また2006年度は、隔年開催の「新人研修会」（第４回）の実施

を予定している。

教育・研究担当理事：岩永興佐子

鹿児島純心女子大学附属図書館

〒985-0011鹿児島県薩摩川内市天辰町2365

目録名：看護雑誌総合目録

ホームページURL：http://wwwＳＯＣ・nii・acjp/kantokyo／
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

年｛
ユ

ル
又

一
一
一
一
口

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

１１赤図緋室協議会

松下捷彦（尚山赤十字病院病院長）

飯田育子（事務局）

浜松赤十字病院図沓:室

〒430-0907静岡県浜松市高林1-5-30

Tel：053-472-1151（代）

1994年

機関会員：なし個人会員：５９

会誌名：日赤図書館雑誌／年１回発行

当会は、日本赤十字病院図書室の担当者で構成された会です。会員相互

の緊密な連絡と協力、研鐙により、日本赤十字病院図書室の充実と向上に

努め、医療情報活動を通して赤十字事業の発展に貢献することを活動の目

的としております。

年１

平成１７年度の研修会では、基礎講座、会員による事例報告、公開講座、

業者のデモンストレーションなどを行いました。今後もそれに準じたプロ

グラムを組む予定です。

研修会担当：渡遡幸代（日本赤十字社医療センター図書室

／平成１７年度研修委員長）

会報担当：木下久美子（高山赤十字病院図番室／平成17年度編集委員長）

＊会報は１冊1,000円で販売しております。

ホームページ担当：原田茂（さいたま赤十字病院凹蒋室

／平成17年度ホームページ委貝長）

Ｈ録籍：Ｉ|赤医学雑誌総合目録

ホームページURL：http://jrch-librarypeko・li／
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

北海道病院ライブラリー研究会（HokkaidoHospitalLibraryAssociation）

功まゆみ（北海道脳神経疾患研究所図祥室）

同上

北海道脳神経疾患研究所

〒060-857O北海道札幌市中央区南一条西ｌ４中村記念病院内

Tel：011-231-8555Ｆａｘ：011-231-8387E-mail：isami＠nok.nｍh､orjp

1986年

機関会員：なし個人会員：４８

会誌名：NEWSLETTER／年４回発行

北海道の病院、またはこれに準ずる医療機関の図書室・図書館の緊密な

連絡と協力により、図書室及び職貝の資質向上、発展を目的としていま

す。

研究会の活動は役員を中心として、研修会の開催、広報誌『NEWS

LETTER』、『医学雑誌所蔵同録ｊの発行、文献相互貸借、現況調査、

ホームページ（http://web､sapmed､acjp/hhla/）の公開、各研究会との交

流や情報交換を積極的に行っています。

年２回の研修会ではトピックスをテーマとした講義､ワンポイント講座、

事例報告、研修会参加報告、グループ討論、図書室見学を企画に取り入れ

ています。最近は外部から講師を招いての特別講演もプログラムに取り入

れ、マンネリ化しがちな研修会の活性化を図っています。

『NEWSLETTER』は総会、研修会報告、参加報告、会員からの近況報

告を定番記事として掲載し、昨年秋には１００号を発行致しました。研修会

に参加することが難しい会貝に向け、研修会の講演内容や相互貸借の関連

したシリーズ連載をするなど、内容の充実を心がけてきました。

研究会の活動でも大きな比重を占めている相互貸借は1999年に発行した

『医学雑誌所蔵目録』をもとに行われ、３６施設が相互貸借を行っています。

また、２年に１度、相互貸借を中心とした現況調査を行うことで、会員の

現状を把握し、活動に反映させる等の工夫もしています。

年２回

Ｈ時：2005年１１月５日（土）

会場：札'1兇コンベンションセンターlOl会議室

テーマ：利用者へのオリエンテーション

教育担当：佐藤千春（市立釧路総合病院）

〒085-0822釧路市春湖台1-12

Tel：0154-41-6121（内線1702）Ｆａｘ：0154-41-4080（事務局）

目録名：医学雑誌所蔵目録

ホームページURL：http://web､sapmedac.』p/hhla／
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他
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新潟県病院図書室研究会

有田由美子（新潟県立がんセンター新潟病院情報調査部図書室）

有田由美子

新潟県立がんセンター新潟病院図書室

〒951-8566新潟市川岸町2-15-3

Ｔｅｌ：025-266-5111

1987年

１９機関（会貝区分を設定していない）

会誌名：新潟県ホスピタルライブラリー／年２回発行

会員相互の緊密な連絡と協力により会員相互の技術のレベルアップ、意

見・情報交換を目的とし、病院図書室業務の向上、発展を目指します。

その目的を達成するために次の事業を行います。

(1)会報の発行

(2)雑誌所在目録の編集と発行

(3)文献の相互貸借

(4)その他必要とみとめられる諸事業（勉強会など）

年２回

2005年１２月２日長岡赤十字病院にて

｡患者図書室開設事例報告長井律子（済生会新潟第二病院）

。中越地震における図:iI}:室活動報告安達栄子（長岡赤十字病院）

･長岡赤十字病院例:ilf室見学、同看護専門学校図書室見学ほか

上記代表者へ

目録名：所蔵雑誌合同Ｈ録

－９９－
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

年｛
坐

ル
又

一
三
ロ

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

福島県医療機関図書室協議会

村田繁雄（医療法人昨雲会飯塚病院病院長）

佐野弘子

医療法人昨雲会飯塚病院

〒966-0902福島県喜多方市松山町村松字北原3634-1

Tel：0241-24-3421Ｆａｘ：0241-24-3426

1985年

機関会員：３８個人会員：なし

会誌名：きぴたき／年１回発行

福島県の医科・歯科大学、病院またはこれに準ずる医療機関の図書室．

凶番館（以下、「医療機間脳1.11|:篭」という）相互間の連絡および協力を推

進することにより、医療機関図:『!}:室の充実と職員の資質の向上をはかり、

さらに医療の進歩に貢献するという目的を達成するため、医療機関図書室

の運営にかかる情報の交換および相互協力、研修会等の開催､会報の発行、

その他必要と認められる活動を行なう。

年１回

事例報告会

各種業

会報1５

その他

務マニュアルの作成

号の作成

第２１回福島県医療図書室協議会定例会（総会）にて

竹田綜合病院図書室

〒965-8585福島県会津若松市山鹿町3-27

Ｔｅｌ：0242-29-9932Ｆａｘ：0242-29-2726

卜|録名：所蔵雑誌総合1.1録



団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

病院図書館２００５；２５(3)

栃木県医療情報ネットワーク協議会

大竹一柴（宇都宮社会保険病院病院長）

栃木キイ子

自治医科大学図書館

〒329-0431栃木県河内郡南河内町薬師寺3311-160

Tel：0285-58-7057

1988年

機関会員：２３個人会員：なし

会誌名：とみねっと

栃木県内病院やこれに準ずる医療関係機関の図書室または、図書館相互

間の連絡や協力を推進することにより、医療機関図書室の改善および職員

の資質向上を図り、医療の進歩に貢献する。

未定

会員から研修希望があった場合に幹事会で検討し、必要に応じて実施す

る ０

幹事が輪番制のため未定（代表者連絡先に問い合わせ可能）

未定

病院図書室はひとり勤務体制が多く、研修に参加できない人もいます。こ

れからはホームページを立ちあげ､問題点・疑問点などを自由に書き込み、

会員同士が意見交換できるよう準備した。

－１０１－



病院図書館２００５；２５(3)

団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

埼玉医療関連情報ネットワーク協議会

高橋成美

埼玉県立小児医療センター図書室

1992年

機関会員：１５（大学ｌ病院１３専門学校ｌ）

会誌名：りべら／年ｌ～２回

当会は、県立の７機関を中心として「埼玉県内医療関連図書館／図書室

実務者連絡会」という名称で発足し、各機関の図書室（館）機能の整備や

相互協力基盤作りをメインテーマとして活動していました。やがて民間病

院の加盟を促進し、会則等が整備され、1996年度に名称を変更し現在にい

たっています。

主な活動としては、相互利用、協力状況の調査、研修会、会誌の発行、

総会の開催などがあります。毎年２～３館が交代で幹事を担当し、各事業

の年間計画を立て、企画・立案・編集・実施などを行います。冊子体合同

目録は毎年データを更新し、加盟館の連絡先や担当者なども更新して掲載

しています。

過去の研修会は、表ｌのような

テーマで行われました。会場はいつ

も賑やかかつ和やかな雰囲気で、日

頃聞けない素朴な疑問やもろもろの

情報交換なども活発に行われます。

2001年度から発行が始まった「り

くら」は、研修会の報告・感想、協

力状況報告、新入会員の紹介などで

表１最近５年間の研修会テーマ

･データベースの基礎・応用

･資料整理と管理の基礎、広報、利

用者教育一「病院図書室デスクマ

ニュアル」を参考に

･JOIS、医中誌Web検索実習
･都内大学図書館等見学会

･オンラインジャーナルに触れる

一MD-Consult，ProQuest

構成され、会員相互の意志疎通はもとより、新たに入会した機関に会の雰

囲気を知ってもらうのに役立っています。最近では、他の地区ネットワー

クとの交換も始まりました。

昨今、病院機能評価、臨床研修の受け入れ、オンラインサービスの多様

化など、さまざまな要因によって、各図書室（館）の状況も多様化する傾

向にありますが、当会では、相手の顔の見える会の利点を生かして、会員

相互の協力体制を強化して、各機関が自館のレベルアップを図れるように

運営していきたいと思います。

年ｌ～２回

候補）臨床現場における文献情報一理論と実践一

埼玉県立小児医療センター図書室

埼玉医療関連情報ネットワーク所蔵雑誌合同目録

－１０２－



団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

静岡県医療機関図書室連絡会

筒井祥博（浜松医科大学附属図書館長）

夏目雅代（事務局）

浜松医科大学附属図書館

〒431-3192静岡県浜松市半田山l-20-l

Tel：053-435-2171Ｆａｘ：053-435-5140

E-mail：lib-serv＠hama-med・ac・jｐ

1987年

機関会員：３６個人会員：なし

会誌名：ぶつ〈とらつく／年２回発行

病院図書館２００５；２５(3)

静岡県の病院又はこれに準する医療関係機関の図書室又は相互間の連絡

及び協力を推進することにより、医療機関図書室の改善及び職員の資質向

上を図り、医療の進歩に貢献することを目的とする。

活動としては、定例会、研修会等の開催による実務研修、機関誌の発行、

メーリングリストを通じての情報交換、ネットワークによる相互協力など

が主である。

定例会：年１回研修会 ：年２回

毎年春（６月）と秋（１１月）に研修会を開催

春は浜松医科大学において開催、秋は静岡県・中東部の病院図書室の会場

で開催

浜松地区、静岡県・中東部地区それぞれ担当者による自主的な勉強会・研

修会も行っている。

静岡県医療機関図書室連絡会事務局

代表者連絡先と同じ

目録名：東海目録Ｗｅｂ版に統合

加盟機関の所属職員（医師や．・メディカル職員）は浜松医科大学附属図

書館の貸出しと特別利用（24時間開館）ができる。

－１０３－
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

年｛
ユ

ル
又

一
言
口

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

東海地区医学Ⅸ階:館協議会

花村肇

作野誠（那務局）

愛知学院大学歯学・薬学図書館情報センター

〒464-8650名古屋市千種区楠元町1－１００

Tel：052-751-2561Ｆａｘ：052-752-6664

1972年

機関会貝Ｉ

個人会員（

なし

図書館サービスを通して東海地区（愛知、岐阜、三重、静岡）の医学．

医療に貢献する。そのために、会員の相互協力はもとより、会員・非会員

を問わず、病院をはじめとする医療関連機関図書室との連携を図り、サ

ポートにも努める。

2005年現在の主な事業と活動は次のとおり。

(1)研修会、誹習会、研究会等の開催及び実務者間の情報交換

(2)東海目録ワーキンググループの活動

｡東海'二l録Web版の運営

｡文献相互利用促進のための研修

(3)地区病院向け電子ジャーナルコンソーシアムの運営

(4)医師、歯科医師及びその他の医療従事者への文献提供

なお、本会は、ＮＰＯ法人｢1本医学|訓洲協会東海地区会の関連組織と

して活動している。

年２～３回

１．平成１７年度第１回実務担当者会議「EBM臨床支援ツール、引用デー

タベースの講習」（2005年９月１３F1開催）

2．「文献相互利用入門講座」および「東海目録Web版（TOMCat）の

運常に関する意見交換会」（2005年10月26日開催）

3．平成１７年度第２回実務担当者会議（内容・時期未定）

代表者連絡先と同じ
「言….．－_～－－－－－．，…L,…Ｉ

認応一一‐蹴溌源…画…極＝画＝【１

目録名：東海目録Ｗｅｂ版（機関

会貝及び病院図書室等８２

機関参加2005年８月1

11現在)、冊子2002年版

図．東海目録Ｗｅｂ版トップページ

｜諏悪｜
亜扇垂嘱廼睡割露

会員名簿、各機関の利用案内等を掲載する「要覧」あり。

ホームページURL:http://wwwsoc・nii・ac.ip/jmla/chikukai/tokai/index､htm

:１２（大学図書館８，病院似|:11}:館４）

:なし賛助会員：１０（医師・歯科医師会）



団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

病院図書館２００５；２５(3)

中国四国九州医学図書室ネットワーク〈略称：中四九ネット〉

橋田圭介（高知医療センター図書室）

高須賀京子（事務局）

松山市民病院図書室

〒790-0067愛媛県松山市大手町2-6-5

Tel：089-943-1151（代表）

1990年

49機関（会員区分を設定していない）

会誌名：ネットだより／２カ月に１度

1990年日本医学図書館協会中国四国地区部会総会の席にオブザーバーと

して参加していた愛媛県立医療技術短期大学（現愛媛県立医療技術大学)、

高知県立中央病院（現高知医療センター)、済生会下関総合病院の３機関

でその産声を上げた中国四国地区医療機関図書室（館）ネットワーク（通

称中四ネット）ですが､病院図書室間の文献利用が設立の主な目的でした。

その目的は九州地区か

国九州医学図書室ネッ

らの参加機関も増えて、2003年にその名称を中国四

トワーク（通称中四九ネット）と変更した今でも変

わることはありません。創立15年目の現在では49機関（2005年９月）を数

えることとなりました。図書室の担当者のほとんどが一人勤務もしくは兼

任というなか、「生命を扱う医学知識という情報を提供する」という病院

図書室の使命を十分に果すには、院外に広く情報を求める必要が担当者に

は必要となります。その取り掛りとして、広範囲ネットワークであるとい

うこと、また参加機関が増えたことにより、徐々に困難となってきてはお

りますが、お互いの顔の見える人的ネットワークを築くことを中四九ネッ

ﾄは目指しております。新しい知識・情報を入手し担当者のレベルアップ

を図り、利用者によりよい情報を提供するためにも、ネットワークは大切

と思われます。

中四九ネットの主な活動は文献の中四九ネット内相互利用、「中四九

ネットだより」の発行、２年ごとの所蔵目録の作成、統計調査等です。昨

年の統計調査で中四九ネット内での文献の自給率はほぼ50％を達成してお

りました。また、２１世紀の幕開けを告げる2001年の医学情報サービス大会

を当ネットワークで開催することもできました。コンピューターの出現に

よって大きく図書室が変化したように、これからも図書室は形を変えてゆ

くことでしょう。インフオームド・コンセントの普及と定着により患者

(市民）サービスにもその対象を広げなければならない時はきております。

その時もネットワークはよりよい情報を提供してくれる大切な情報源とな

ることを期待してやみません。

なし

なし

(２年に１度総会を行い、お互いの疑問点やトピックスを話し合っている）

事務局代表者連絡先と同じ

目録名：中国四国九州医学図書室ネットワーク所蔵目録

－１０５－
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団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

生
‐

｛
ユ

ル
又

一
一
一
一
口

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

島根県医療関係機関等図書館（室）懇談会

島根大学附属図書館医学分館（幹事館）

島根大学附属図書館医学分館仰務局）

島根大学図書課医学情報サービス係

〒693-850l島根県出雲市塊冶lIl]､89-1

Ｔｅｌ：0853-20-2094Ｆａｘ：0853-20-2095

1990年

機関会員：２１個人会員：なし

なし

島根県内の医療関係機関凶蒋館（室）相互間の連絡及び協力を推進し、

合わせて医学医療の進歩発展に寄与することを目的として、相互協力や情

報交換を行っている。病院、大学・短大・学院、医師会の図神館・室が加

蝋しているが、病院図譜室の数が妓も多い。

活動の中心は年１回開かれる総会で、研修会を兼ねている。医学医療に

関する学術情報、ミニ研究発表、事例報告、意見交換なども行って、加盟

機関が互いの動向を把握すると共にネットワーク活動を確認する場となっ

ている。

'１常的には、相互協力とレファレンス等で連絡を取り合っている。

年llIIl

未定だが、平成16年度に続き年ｌ同程度、未加盟の病院図書室にも呼びか

け開催したいと考えている。病院凶:iIi:室の運営・サービス・相互協力など

の内容になる見込み。

代表者連絡先と同じ

なし



団体名称

会長名

代表者名

代表者連絡先

設立年

会員数

会誌の有無／発行頻度

活動趣旨

研修会の回数

研修会活動

問い合わせ先

(研修会など）

総合目録の有無

その他

病院図書館２００５；２５(3)

沖縄メディカルライブラリー研究会

演元ゆかり（沖縄協同病院図書室）

同上

沖縄協同病院図書室

Te!：098-850-7951（内線373）Ｆａｘ：098-852-2368

1997年

機関会員：２４個人会員：なし

なし

(1)会員のスキルアップおよび県内医学系図書室の充実

･会員のスキルアップが当研究会のレベルアップにつながることを期待

し、更には他県のネットワークと足並みが揃えられるようにしていきたい。

･当研究会の会員は病院図書室だけでなく、看護大学附属図書館、専門学

校図書室、クリニックなど多種の医学系図書室が参加しており、それぞ

れの視点からの発表があり、非常にユニークで皆の刺激となっている。

(2)相互協力の強化

･文献の依頼をすぐに他府県のネットワークや図書室に頼るのではなく、

まず県内のネットワーク間で情報（文献）の入手ができるようにする。

(3)会員の交流

･年１回の総会と年２回の研修会を中心に、他研究会や研修会などからの

情報の伝達や呼びかけ、懇親会（忘年会など）を事務局会議（会長・庶

務・会計・編集員）にて計画し、開催している。

o業務で抱えている問題などを相談しあえる関係を築きたい。

年２回

沖縄メディカルライブラリー研究会第16回研修会

2005年８月12日（金）

(1)図書室紹介：仲里律子（オリブ山病院）

(2)研修会報告：中山英子（浦添総合病院）

(3)発表演題「文献の探しかた」：徳森えり子（北部地区医師会病院）

(4)図書室見学：①北部地区医師会病院図書室

②北部看護学校図書室

重川須賀子

沖縄県立中部病院医学図書室

Ｔｅｌ：098-973-4111

なし※2006年度には発行できるよう計画中

まだまだ至らない面が多い研究会だが現在の持ち味を生かしつつ、焦ら

ず、気張らず、沖縄の「いちゃりぱ、ちよ－でえ－」（袖振り合うも他生

の縁）精神でがんばっていきたい。

－１０７－
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