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層特集病院図書館の可能性を探・

アメリカの病院図害館ウェブページにみる図書館サービス

Ｉ･ウェブページ開設のすすめ

アメリカ医学図書館協会（ＭＬＡ）のウェブ

ページの中に“HospitalLibrariesSection”’）

があり、その中に病院図書館のウェブページ開

設を推奨するページ“DevelopyourownWeb

pages'’２)があります。

その内容を下手な日本語訳で紹介してみま

す。「ウェブページは、利用者との優れたコミ

ュニケーション手段であり、また印刷体資料の

利用促進や電子サービスにも有効な手段となっ

ている。すでに、５０館以上の図書館がさまざま

なスタイルと内容のページを開設運営してい

る。“EricRumsey，sMedicalHealthSciences

LibrarieｓｏｎｔｈｅＷｅｂ'’３)では、これらの病院

図書館と医学図書館を紹介しているので、皆さ

んのウェブページ作成にあたって、そのアイデ

ィアやデザインを参考にしていただきたい。ま

た、作成にあたっては何から始めるか、それに

は“WebTeacher'’４１が作成の手順を段階を追

って解説しているので便利です。また、次のサ

イトが手ほどき、スタイル指針、ＨＴＭL解説、

アドオン機能など、技術レベルに応じた説明が

あるので便利でしょう｡」ということで、この

WebTeacherの他、テクニカルな面を指導する

ページがレベルに応じて多数紹介されていま

す。

ここでも述べてあるように、EricRumsey，ｓ

…に紹介されているサイトは、ハーバード大学

の「大学病院」である“MassachusettsGener‐

こだなかてつや：国立京都病院

－６－

小田中徹也

alHospital'’５)やカリフォルニア州立大学サン

フランシスコ校の“SanFranciscoGeneral

Hospital”６)など、多くの大学病院図書館が含

まれています。もっとも、このふたつはさすが

に個性的で一見の価値はあり、内容的にも学ぶ

ところが多くあります。また、…HealthSys‐

tems”のような名前の大規模な医療保健サー

ビス法人のセンター図書館もかなりあり、日本

のいわゆる病院図書館と同列にはできません。

しかし、これから開設予定のアメリカの病院図

書館もウェブページ作成に当っては参考にする

ようなページなら、私たち日本の病院図書館関

係者も何か参考になるはずです。そこで、病床

数が500～1,000床程度の総合病院の図書館ペー

ジを幾つかネットサーフィン（今や死語）して、

そのウェブ事情を探ってみました。

Ⅱ．病院図書館ウェブページ訪問

１．Sai､tJosephHospitalMedicalLibrary7）

コロラド州の州都といっても人口約50万、デ

ンバー市にある“SaintJosephHospital，’は、

｢医療法人」ExemplaHealthcareの中のひとつ

のようです。医療と図書館を辛うじて示す小さ

な画像がふたつだけで、サービス内容、電話番

号、開館時間、理念、あるいは所蔵資料やイン

ターネット関係の利用案内メニューは、本文で

リンクされています。（図ｌ）

この図書館はMedicalProfesionalLibraryと

銘打ってあって一般向の情報は提供していませ

んが、同じコロラド州の田舎町GrandJunction

市にある“CommunityHospital”のConsumer
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図'１．

HealthLibrarysIはその名のとおり一般向

(Consumer）の情報提供を前而に打出してい

ます。大きな二つの川の合流点という土地柄な

のか、天気予報のサイトをメニューに入れてあ

るのが珍しいサイトです。（図２）
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２．WatsonClinicLibrary9’

フロリダ州の冬の行楽地レークランド市にあ

るWatsonClinicLibraryは、先ず住所と図書館

の目的の説明があり、以下、「:１次と本文がいき
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なり表示されるスタイルをとっています。よく

ありがちなメニュー形式をとっていないのは、

クリニックだからでしょうか。それにしては、

図番館職員が５人もいて羨ましい限りです。い

ずれにしても、「病院図書室」のような規模な

らこの程度で十分その内容がわかるので、図で

は示しませんが参考になる一例です。

３．LowellGeneralHospital:HealthSciences

LibraryIo）

マサチューセッツ州の人口１０万の古い町ロー

エル市にある“LowellGeneralHospital”の図

脊館のトップページは、いきなり所蔵資料の検

索画面が現れるので驚きます。しかし、控えめ

なデザインの図書館名画像と最小限の文字数な

ので、読み込みが速くて助かります。（図３）
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４．SaginawHealthSciencesLibrarym

ミシガン州の自動車の都デトロイト市の

"SaginawCooperativeHospitals”のセンター

図譜館のようです。私がネットサーフィンで見

かけた中では最も派手なトップページでした。

ページの上右左にアイコン型のメニューが並

び、医学文献データベースはもとより、サーチ

エンジンもそれぞれのアイコンでリンクしてい

ます。さらには流行のＰＤＡ、“Palm',の医療へ
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の利用法紹介もアイコンでリンクしています。

このサイトは図書館員の余技ではなくプロの仕

事のようです。（図４）

面.,剛Ｅ■ＢＧ

SagInawI-Ie副thSciencesLibrary

｜笹鴬ｗｈ国《'曹伽…slIsい

ｆ登霊i既淵wc…”

議蕊
p園酌neIdIOltales日Istents(PDA)？

ChooEEa準…侭､、瞳ＰＤＡｌ北加ぃIihv率
に血thE助aryIorE噂』ご並yourcopy

鮪]､6946

、脇
Want上oknowmOreaboutp81msl
Hand5prlng5andotherpDA151n
medkine？VlSltou｢webpaCc
dedicatedtothem2d;“ｌｕＳＰｃｆ
ｐａｍ５.

ＷｈａｔＤＯＹＯｕ郊低c(』？

T睦塞9魂wM“ltnSqgng“Ｌたれｒｙｗｍ唾
tom0Q8y餌』rmfpm3abCnneOd3Wowa翼
aPpoO危止ａｔＯｙＤｕｒＣ窃赫1罰t$aboutcWwCp

ZlZQandhopqyOuWmconいCtuZdlt
Zd預hbC,p4【ltrF1u咽u

Quick
Search：

鴬
窯
ＩＸｎｔａｍｅｔＳ函rchI

〉虹駈遡腸｡＊１t・

陽・｡‘堀】｡！”画

し…ト①'nE…

＞166kgI稚『ｔ陸IXT幕Ｆ１

仁や零書昌宰>詞”zごＣｌ

脚t7thekBywordgcfP1mEeyou
W錐lO3e銘EMb7m唖gle堀ｂ､麓

B制出ｃｋｃｎ嘩嘩EmE2g“Eh

E幸巽Qryc唱氷h･窪

剣……削r,弼鴛W蕊:W鰯剛舎…牌

図'４，

５．RapidCityRegionalHospital:HealthSci‐

encesLibraryl2）

サウスダコタ州の山地麓にあるラピッドシテ

ィーという鉱山町の病院図書館ウェブページ

は、朝７時から夜の８時まで開館し、長時間、

図書館員が利用者に応対している図書館です。

トップページはデザインと内容ともに過不足な

く、また、重過ぎでもなく地味過ぎでもなく、

スタンダードなページだと思いました。メニュ

ーの他に文章として表示されているのは、次の

一文だけでした。“TheHealthSciencesLi‐

braryprovidesinformationservicestohealth

careprofessionalsandthegeneralpublic.”こ

こでも述べられているように、病院図書館がウ

ェブで市民に情報を提供しているのは一般的な

傾向のようです。（図５）
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６．Ｓｔ.JosephHospitalMedicalLibrary13）

西海岸ワシントン州のカナダとの国境近くの

町、人''約５万のベリングハム市にある総合病

院の図書館です｡これは今まで見てきた中でも、

文字だけの肢も地味なデザインですが、内容は

他に比べ見劣りせず､立派なウェブページです。

また、雌新更新日は今年の３月28日と、つい簸

近のことでした。ただ、あまりに愛想のない表

情は、日本のウェブページを見なれた眼には寂

しさを感じるのも否めません。（図６）なお、

このワシントン州には病院図書館員の団体

"WashingtonMedicalLibrariansAssociation''脇）

のウェブページが紹介されていて、そこでは会

員募集や研修会活動の案内などがあって、興味

深く読みました。
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Ⅲ、コンテンツの考察

さて、これらの病院図書館のウェブページで

はどのような内容が掲載されているのか、メニ

ューの立て方はさまざまですが、おおむね次の

ような項目がどの図書館でも挙げてあります。

１．図書館案内：図書館名、理念（Mission)、

住所（場合によっては地図も)、電話番号、開

館時間、スタッフとその電話番号やメールアド

レス。これらは、必ずどの図書館でも紹介され

ています。日本の場合、得てしてスタッフの名

前やメールアドレスが掲載されていない場合が

多いように思います。

２．所蔵資料：逐次刊行物所蔵目録、書籍目録

(所蔵検索エンジン付きも)。書籍目録を掲載す

る例はそう多くありませんが、テキストブック

やレファレンス関連の資料を挙げる例は多くあ

りました。

３．サービス：文献検索の相談とサービス、文

献入手、コンテンツサービス、コンピュータ・

トレーニング、個別情報処理相談などがありま

した。また、文献の検索や入手、書籍の貸出予

約について、ウェブページ上で済ませられるフ

ォーム形式を用意しているサイトは、大学の医

学図書館では普通になっていますが、病院図書

館でも幾つかありました。

４．利用案内：日本では利用者教育ともいわれ

ますが、アメリカでも呼び方はさまざまで、

Education、Classes、Instruction、Tutoring、

Workshopなどの形で開かれています。コンピ

ュータ・トレーニング教室はここに含まれる例

もありました。

５．インターネット情報資源：PubMed，ＩＧＭ

をはじめとするMEDLINE検索は必ず紹介され

ています。また、CochraneLibraryなどEBM

関連へのリンクも時々見かけます。フルテキス

トの電子ジャーナルや教科書のリンク集もほと

んどが備えています。その他、看護関係のデー

タベースCINAHLや、OVIDDatabaseあるいは

Harrison，sOnlineなど職員の利用に限ったもの

も見かけました。インターネット情報について

－９－
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Iま、当然のことながら質量ともにどの図書館も

かなりのスペースを割き、生命科学情報に限ら

ず一般のサーチエンジンのリストを挙げている

ページもかなりあります。ある意味では、この

分野の膨大な情報資源をいかに整理し効率よく

利用者に紹介するかが、そこの図書館員の知識

と見識の見せ場かとも思えます。

６．一般向け医学情報：原文ではConsumer

HealthlnfO、FortheGeneralPublic、Patient

Educationなど呼び方はさまざまですが、これ

も多くの図書館でかなりのウエイトを占め、医

療者向けと並列してメニュー化されているとこ

ろもあります。ちなみに、ＭＥＤＬＩＮＥplus，

ClinicalTrials・gov、WashingtonPostHealth

Section、その他がリンク集として紹介されて

いました。

７．ニュースと更新記録：意外に少ないように

思いました。

８．著作権事項：トップページの最後には（C）

として、このウェブページの著作者、発行開始

年、最新更新日付が必ず入っています。これも

日本の病院図書館では徹底していない傾向のよ

うに思います。

Ⅳ、若干の感想

ここで紹介したアメリカの病院は、人口５万

人から最大のデトロイト市でも約100万人程度

の、しかもどちらかといえば地方にある病院図

書館でした◎しかし、インターネットのお蔭で

PubMedをはじめとする文献データベースやさ

まざまなインターネット情報資源は、大都市や

有名大学の医学図書館と同じく享受しているの

がわかります。これは日本も同じことで、イン

ターネット時代では当り前のことながら、こう

して各図書館のウェブページを巡ってみると改

めてその威力を実感します。

さて、各ページを見て思ったことを２，３述

べますと、先ずシンプルなデザインと内容構成

があります。JavaやアニメーションGIF、レイ

ヤー機能などで派手な見栄えを見せるものはほ



WebTeacher(http://www・webteacher,org/winnet/）

EricRumsey，sMedical/HealthSciencesLibrariesontheWeｂ

(http://www・lib､uiowa・edu/hardin-www/hslibs・html）

MassachusettsGeneralHospital:TreadwellLibrary

(http://www・lib・uiowa､edu/hardin-www/hslibs・html）

SanFranciscoGeneralHospital:TheBamett-BriggsLibrary

(http://sfghdean・ucsf､edu/bamett/default・asp）

SaintJosephHospitalMedicalLibrary

(http://www・saintjosephdenver・org/medlib・htm）

CommunityHospital(http://www・colosys・net/~janet､/lib2.ht､）

WatsonClinicLibrary(http://www,watsonclinic､com/html､doc/library,ｈｔｍ）

LowellGeneralHospital:HealthSciencesLibrary(http://lowellgeneral､library・net/）

SaginawHealthSciencesLibrary(http://www・schi・org/shsl/index､html）

RapidCityRegionalHospital:HealthSciencesLibrary

(http://www・rcrh・org/education/1ibralyResources・htm）

St・JosephHospitalMedicalLibrary(http://www､SjhbelLcom／

WashingtonMedicalLibrariansAssociation(http://www､wmla・org/）

とんど無く、また大きな写真を使った重いペー

ジも皆無でした。これは医学図書館にも云える

特徴で、画面一杯に画像やメニューが溢れた商

業サイトとは違い、どこも静かでスッキリした

件まいです。次に、インターネット上の生命科

学情報を医療者のみならず、一般向へも図書館

員が水先案内していることが挙げられます。ま

た、責任の所在を明確にしていること、つまり

スタッフとその役割、アクセス方法が必ず紹介

されている点も特徴的でした。

病院図書館のスタッフ数が日本の場合はｌ、

２名が精々であるのに対し、アメリカでは４，

５名が中心であること、病院の設置基盤の違い

などで事情は異なるとは思います。しかし、日

本でも医療機能評価では「ホームページ」での

情報発信が問われる今日、これらアメリカの病

院図書館のページが何かの参考になれば幸いで

す。なお、先のEricRumsey，s…のサイトでは、

アメリカ以外にオーストラリア、カナダ、ドイ

ツ、イギリス、その他の国々の病院図書館も幾

つか紹介されています。ご興味のある方は一度

訪れてみてください。

ＵＲＬｓ

ＭＬＡ:HospitalLibrariesSection(http://www・hls､mlanet・org/）

DevelopyourownWebpages(http://www・hls・mlanet・org/WebResources/Web-Pages・html）
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