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CA1660

看護図書館

　研究文献レビュー　

1. はじめに
　看護図書館は、看護大学、看護短期大学、大学の看
護学部・学科等の図書館と看護学校図書室などの「保
健師助産師看護師学校養成所指定規則」第 4 条 7 項 (1)

に設置根拠が規定されている、看護基礎教育機関図書
室を指すことが多いが、本稿では、看護継続教育機関
である看護協会の図書室、医療機関看護部図書室など
を含むものとして扱う。
　菅 (2) のまとめた 1967 ～ 1993 年以降の、看護図書
館に関する研究文献を中心にレビューする。
　病院図書室や医学図書館でも多くの看護資料を扱う
が、『カレントアウェアネス』本号において城山が論じ
ていることから、本稿のレビュー対象からは除外した。

2. 看護学と情報科学
　看護教育環境を取り巻く状況について、簡単に紹介
したい。
　看護教育は基礎、専門基礎、専門の 3 分野で構成
されている。かつては基礎分野の「科学的思考の基盤」
の科目例示として情報科学が存在したものの、現在で
は記述はない (3)。看護大学の情報教育もコンピュータ
リテラシーが中心であった。看護における情報学とし
ては、文献検索など図書館情報学的なアプローチはほ
とんどイメージされていない。医療情報システムなど
看護におけるコンピュータ活用に関した研究が大半で
ある。看護の臨床研究で「根拠に基づく看護（Evidence 
Based Nursing：EBN）」への関心が高まっている影
響もあり、近年では文献検索の概略に触れている教科
書も見られる (4)(5)(6)。このような潮流のなか、藤崎 (7)

は学習のための資料や環境を提供し、基礎看護学の学
びを深める場としての図書館の役割に期待を示してい
る。また中山 (8) は「過去の論文の所産を連結し、そ
の上に新たな知を生み出していく作業が、看護学の知
の蓄積には重要となる。」とし、「看護の知の体系化に
おいても図書館の果たす役割は大きい」と指摘している。
　1998 年以降継続して情報科学教育に関する調査
を行っている中野の 2002 年調査 (9) によれば、421
校の看護教育機関の 90.7％が情報科学教育を行い、
82.9％が情報処理教育施設を有するものの、CAI 教
育に利用している学校は 13.1％、遠隔授業を実施し
ているものは 4％にすぎないと報告している。

　日本医療情報学会やその看護部会では、臨床看護師
による、医療情報システムや看護業務の電子化や標
準化の発表が多く見られる。また看護教員からも、情
報リテラシー教育やビデオ、CD、DVD と時代に応じ
た電子教材開発や遠隔教育に関する報告が行なわれて
いる。渡邊 (10) は情報科学教育の実際と今後の課題を、
真嶋 (11) はｅラーニングコンテンツ開発の取り組みを、
看護図書館に向け紹介している。看護基礎教育を実施
するにあたっては、図書館員と教員の連携による、情
報教育進展への取り組みが必要であろう。

3. 看護図書館の実態
　看護婦学校養成所の図書室は、厚生省（当時）によ
る 1996 年の通知「看護婦養成所等の運営に関する指
導要領について」において、「図書室の効果を確保す
るためには、他施設と兼用とすることは望ましくない」
とされ、はじめて独立した図書室の必要性が記述され
た (12)。看護図書室の資料数値基準は 1970 年の「看
護婦養成所の運営に関する指導要領」に「図書は１課
程に基礎科目関係 500 冊以上、専門教育科目 1,000
冊以上、学術雑誌 10 種以上（抜粋）」と記載され (13)、
1989 年には ｢図書は１課程に基礎科目関係 1,000 冊
以上、専門基礎及び専門科目関係 1,500 冊以上、学
術雑誌 20 種以上、（抜粋）｣ と修正された (14)。しかし
これらは看護学校図書室の基準であり、４年制大学教
育を想定したものではない。看護大学等は 1991 年の
大学設置基準大綱化による量的基準が緩和されて以降
の新設が大半で、蔵書数、専門雑誌のタイトル数も大
学間で大きな格差が存在する。
　1991 年 12 月の「看護図書館協議会」（2003 年 4
月に「日本看護図書館協会」に名称変更、以下、「看
図協」と略）設立は、看護大学新設に呼応したもので、
看護図書館を専門領域として認識させる契機となり、
看護情報学専門誌『看護と情報』の刊行も開始された(15)。
　やや古い調査ではあるが、日本看護協会の 2000 年
基礎教育調査 (16) や、日本看護教育学会調査 (17) など
からも、資料整備や司書配置が不十分な状況が読み取
れる。また「看護学校図書室指導プログラム」で筆者
が訪問した経験からも、全ての看護図書室が資料基準
を満たしているとは、必ずしもいえない。1993 年に
実施された看図協の実態調査報告 (18) は、より具体的
な看護図書館像を明らかにしているが、看図協参加館
は、司書など図書担当者が配置されている、図書室と
しては条件がよいというバイアスがかかっている点に
留意する必要がある。看図協の実態調査は現在も継続
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されており、看図協参加館にはその結果が報告されて
いるものの、一般にはほとんど公表されておらず、分
析もほとんどなされていない (19)。阪野は 2002 年度
までの看図協の実態調査の変遷と各時期の特徴につい
て整理するとともに、参加各館に配布されている調査
結果データの活用について提言している (20)。また今
田は 1998 年に看図協調査と日本医学図書館協会調査
から、医学図書館との比較をおこない、看護図書館と
の大きな隔たりを指摘している (21)。
　大学設置基準で専門的職員配置が示されている大学
図書館でも、常勤司書数は少ない上、公共図書館との
異動も含め平均勤務年数が短いため、職員は専門知識
の蓄積も十分行えない。類縁機関である医学図書館と
比較して、現在でも知識やスキルの落差は決して小さ
くないことは、容易に想像できる。今田の研究以降の
変化について、実証的な調査報告が求められていると
いえよう。

4. 図書館運営と資料管理
　看護図書館は職員が少なく、経験の共有や継承が困
難な側面もあるためか、業務に直結した事例報告が多
くみられる。

4.1. 分類
　かつて日本十進分類法（NDC）8 版では、492.9（看
護学、各種看護法、看護婦試験）以下の下位分類は展
開されておらず、各看護図書館は独自展開を余儀な
くされていた。その影響もあり、看護図書館界では分
類に対する関心が高い。赤十字関係資料分類表 (22) や
NDC、米国国立医学図書館分類表（NLMC）など既
存分類を適用することの検討 (23)(24)(25) の一方、日本看
護協会図書室独自の分類を基に、看護界全体で利用で
きる看護図書分類の作成に、日本看護協会が取り組み、
日本看護協会看護学図書分類表を編纂発表し、2007
年には改訂版が編纂された (26)(27)。今田 (28) は看護図書
館で採用する分類検討や分類変更作業、分類配架と利
用について述べている。

4.2. 目録とシステム化
　蔵書目録作成と図書館システム導入は新設図書館
では大きな課題であり、館種を問わない問題でもあ
る。『看護と情報』でも図書館システム導入のための
パッケージソフト紹介 (29) を掲載したり、看護図書館
へのシステム導入事例の報告 (30) もされたが、図書館
システムパッケージソフトの導入が困難な図書室も、

看護図書館界では少なくない。市販データベースソフ
トを利用した図書館システムが、看護図書館界では未
だ現実的な選択肢の一つであり、2006 年にも事例が
紹介されている (31)。小規模な看護図書館は資料数も
多くないので、検索システムを必要とせず、かつ専任
の担当者もいないところも多くあり、蔵書目録がコン
ピュータ化されているのは当たり前とは言い切れない
状況である。しかし新規導入に際しては、近隣の図書
室などに協力を求めるためであろうか、記事としては
多くない。
　目録に対する看図協の取り組みとしては、看護雑誌
総合目録編纂 (32) やビデオ目録編纂 (33) について報告
がある。いずれも編纂者のボランティア的活動に依存
する部分が多く、ビデオ目録は１回限り、看護雑誌総
合目録は第 3 版（2000 年）以降改訂されていないの
が現状である。

4.3 資料構築
　前述の通り、看護図書館の大半は歴史が浅く、十分
な資料と知識の蓄積を有していない。また図書館と
しての基準も、4 年制大学を念頭に置いたものではな
かったため、多くの 4 年制看護大学や大学院が誕生
した1990年代以降、資料構築に対する関心が高まった。
　学生の研究論文の引用文献を分析し自館の未所蔵資
料の検討と所蔵雑誌の評価を行った望月 (34)、貸出率
が高い本の実態を分析し、複本整備について検討をお
こなった佐野 (35)、資料の選書と廃棄について看図協
加盟館を対象とした調査結果を報告している高橋 (36)、
索引誌採録文献データから購読雑誌を選定する妥当性
を議論した宇野 (37) の研究は、看護図書館界の貴重な
蓄積となっている。
　視聴覚資料の選定や管理については、安藤 (38) と加
賀野井 (39) による論考がある。看護教育で視聴覚資料
は今でも重要な役割を持ち、一部の電子化教材以上に
利用されているが、図書館が管理していない場合も多
く、彼らの考察は重要な意義を有する。
　看護図書館のマルチメディア化や情報化に関しては、
2000 年に実施された看図協のマルチメディア調査で
取り上げられている (40)。報告によると、図書館が扱
うメディアはビデオなどの視聴覚資料が多く、情報化
は蔵書検索（OPAC）や『医学中央雑誌』（以下、医
中誌と略）CD-ROM 版の導入が課題であった。本調
査は前述の中野の 2002 年調査より時期が早いことも
あるが、ネットワーク環境が整備されインターネッ
トに接続可能な図書館は 50 館と回答数の半数弱に留
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まっている。中野の調査でもインターネットへの接続
は全体の 65.6％に留まるが、大学、短期大学と比較
して、専門学校の接続率の低さが指摘されている (41)。
　洋書選定の情報源については、「American Journal 
of Nursing」、「看護研究」の 2 誌の推薦洋書リストの
有効性を分析した荒井 (42) の論考がある。
　看護大学は、看護学校や短期大学で出発後、あるい
は全く新設で４年制大学となり、大学設置４年後に大
半は大学院課程を申請している。看護系大学院数は 4
年生看護大学の急増と歩調を合わせて増加の一途を
たどり、現在では全国で 100 校を大きく超えている。
しかし、大学紀要や学会誌の引用文献においても、雑
誌文献や理論書以外の洋書の記載は多くなく、現状の
看護大学院教育で洋書はどの程度必要とされ、活用さ
れているのか、疑問である。必要性を示す根拠データ
の収集も困難で、選書に迷うことが多いことから、荒
井の研究は、蔵書構築時の参考となるだろう。
　看護図書館の歴史の浅さは、所蔵資料の蓄積の面か
らも窺い知ることができる。多くの学問分野と同様に、
看護研究においても過去の研究業績の検討が必要不可
欠である。だが看護図書館の大半は、過去の研究史を
追跡するために十分な史料を所蔵していない。看護史
は史料に依拠することから、看護図書館が蔵書構築に
より貢献すべき分野であろう。初期の看護書籍につい
ては、平尾 (43) や吉川 (44) が紹介している。六本木 (45)

は海外の歴史的文献検索のための二次資料を紹介して
いる。典拠となる資料の収集を図るために、情報収集
の努力を忘れてはならない。

4.4. 相互貸借と著作権
　看護図書館間における資料の相互貸借は、看図協設
立の目的の１つでもある。資料の相互貸借について登
坂 (46) は、自館の複写提供データの分析、2 次資料の
収載分析のほか、相互貸借利用拡大の要因として、『看
護雑誌総合目録』の出版や利用教育ビデオの効果など
に言及している。また医科大学図書館、看護大学図書
館、看護協会図書館、病院図書室における相互貸借の
実際と、看図協の相互貸借の課題をテーマに、1996
年には『看護と情報』に特集記事が掲載されている (47)。
その後、看護系大学図書館の増加で、相互貸借全体は
もちろん、個々の図書館での文献複写件数も増加の一
途を辿っている。
　2007 年には千葉大学附属図書館で、大学図書館の
相互貸借の実態分析と看護文献提供環境に関する検討
会が開催された。看護文献を供給する相互貸借システ

ムの課題や、十分とは言えない病院図書室の文献供給
機能機能の状況などが多角的に検討された (48)。佐藤
は NACSIS-ILL のログ分析から、ビッグディールによ
り全体の洋雑誌の利用件数が減少する一方、看護系和
雑誌の相互貸借件数が増加しており、全体のILL傾向
とは異なる面があることを紹介しており、注目に値する(49)。
　看護文献は、看護大学・短大・看護学校など約 1,000
校に所属する教員・学生の他、病院 ( 約 9,000 か所 )、
診療所 ( 約 10,000 か所 )、行政部門に所属する勤務
看護師など、総数約 130 万人の潜在ニーズがあると
考えられ、利用件数は更なる増加の可能性さえある。
　文献複写と密接な関係がある著作権については、大
学図書館の著作権ワークショップに関する報告 (50) が
ある。館内のコイン式複写機対応や FAX による複写
物送信、利用者への著作権の啓発などについて参加者
の報告がなされている。しかし看護図書館のうち、看
護専門学校図書室や病院図書室は、著作権法第 31 条
適用の図書館として認められていない点が、文献複写
の活用に大きな障害となっている。看図協による「著
作権問題検討委員会」の活動成果を松本 (51) が紹介す
るとともに、看図協ウェブサイト上で、会長である中
木がこの問題への対応は今後の課題の 1 つであると
位置づけている (52)。

4.5. 図書館運営
　図書館運営については、看護図書館に特有の問題、
その他の館種にも見られる普遍性の高い論点の両者に
ついて、多くの研究がある。
　他館種にも通じる論点の一つとして、開館時間の問
題がある。本来の利用者である学生や教員ばかりでな
く、後述する地域開放の観点からも、高い要望が寄せ
られている。利用に直結する問題であり、人員配置の
工夫や外部委託といった各図書館の模索が報告されて
いる (53)。
　また資料の紛失という課題も、看護図書館における
大きな課題の一つであり、他館種にも共通する問題
点であろう。看図協研究会最初のテーマも紛失対策で
あったことから、看護図書館界における資料紛失問題
への危機感がみて取れよう。概して単価が安い看護図
書の紛失対策として、ブックディテクションシステム
導入は採算が合わないこともあり、さまざまな取り組
みが紹介されている (54)(55)。
　利用者のニーズの受け止めや掘り起こしのため、音、
照明、サイン、レイアウトなど、図書館ごとにさまざ
まな工夫が行われている。西村らは図書館職員に対す
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るアンケート調査の結果から、魅力ある図書館づくり
に大切な要素は、図書館職員そのものであると指摘し
ている (56)。
　災害対策は阪神淡路大震災以降、必要性は認識され
ているものの十分には行なわれていなかった。中越大
震災の発生をきっかけに、防災対策を行った看護図書
館の事例が報告されている (57)。
　次に看護図書館に特有の論点を取り上げる。だが一
見看護図書館特有の問題と思われるものが、実は多く
の図書館にも共通する課題であることが分かるだろう。
　4 年制看護大学の多くは 1990 年代に設立されたが、
大学設置当初の図書館で、司書が直面した課題が報告
がされている (58)(59)。図書館システムの導入、ILL へ
の対応、蔵書構築、講読雑誌の選定など、図書館の新
規開館にあたり検討すべき事項には、館種を超えた共
通性があることを改めて認識させられる。
　看護教育の大学化に呼応し 90 年代以降、看護雑誌
に教育支援機能として図書館を充実させようという教
員の意見も発表されるようになった。千代 (60) は設備
や資料の問題に加え「司書は教育スタッフの一員と考
えるべきであろう」とし、「図書館職員は事務部に統括
されることが多」いが「司書の方々の熱意をいかにサ
ポートするかが図書館長の仕事であろう」と述べている。
　近年行政改革の一環として、公立看護単科大学が公
立大学の看護学部として統合される事例がみられる。
看護学部が医科大学以外の文系大学に設置され文系図
書館に併設したり連携する図書館も存在する。状況は
異なるが高橋 (61) の看護大学と短大の統合事例も、一
部は参考になるかと思われる。

4.6 地域開放
　地域開放は、看護系大学に公立が多く積極的であ
る。地域開放は利用者ニーズから検討されたり、税金
還元として当初から設定されたりすることが多いよう
だが、中尾 (62) は看護大学側から公共図書館に打診し
連携を行った報告をしている。鹿児島 (63) は学外利用
者アンケート結果として、利用頻度が週 1-2 回までの
層が 22％であること、利用目的は仕事に役立てるが
35％、利用者層は看護関係者が 49％で、うち 20 代
の利用者が 65％を占めると報告している。学外者か
ら寄せられる最も多い要望は開館日、開館時間の延長
であったが、これらは今後の課題であると述べている。
図書館運営に必要なコストとしての人員配置が、基本
的に少ないにも関わらず、地域の利用者ニーズは医学
図書館より極端に多いという特性が看護図書館には存

在し、医学図書館の地域連携とはやや異なる傾向が見
て取れる。
　学外者の文献入手の可能性と所蔵雑誌タイトル数
について、五十嵐 (64) は学外の臨床看護師が看護図書
館を利用可能か調査するとともに、看護学部および看
護学科を有する国公立大学図書館を対象に、設置母体
ごとの雑誌種類数について調査を行っている。その結
果、国立大学よりも公立大学の図書館が、タイトル数
が多く、国立大学のほうに蔵書数が多いとする日本図
書館協会（JLA）の「日本の図書館統計」とは結果が
異なると指摘している。このような結果の背景として、
JLA の図書館統計では、調査対象となる公立大学は看
護単科大学が多く、所蔵雑誌タイトルも看護雑誌がメ
インであるが、一方で国立大学は医学部の学科として
設置されることが多く、雑誌タイトル数としてカウン
トされている数値は、看護雑誌を含む医学系雑誌全般
の総数である可能性が高いことに起因すると思われる。
従って調査対象となった国立大学医学部図書館の看護
雑誌所蔵タイトル数は、公立大学の看護学部より少な
い可能性も排除できない。看護雑誌の所蔵タイトル数
の実態は、より詳細な分析をする必要があろう。

5. 看護雑誌とデータベース
5.1. 看護文献と雑誌
　看護雑誌は長らく、少数の商業誌のみが刊行されて
いたが、1990 年代に入り雑誌の創刊が相次ぎ、学会
誌の刊行も開始された。これらを契機として、雑誌に
関する調査が実施されている (65)(66)。
　看護系大学紀要の中で、投稿規定が存在する 66 誌
を対象に分析を試みた川口 (67) の調査は、学内査読の
問題やレベルなどについて言及している。多くの紀要
が国立情報学研究所から電子化公開され、広く流通し
ていることもあり、一読すべき内容である。
　看護雑誌について、質の面からは投稿規定、索引誌
収載率、原著論文の比率など、流通の面からは入手の
容易さや雑誌の継続性など、複数の評価項目を指標と
して設定し、整備すべき雑誌として入手可能で質の高
い雑誌群を評価特定する試みが行われている (68)。円
城寺 (69) は看護雑誌の英語論文を調査している。

5.2 データベース
　日本看護協会看護教育研究センター（旧称：日本看
護協会看護研修センター図書館）が作成している日
本語看護文献データベース『最新看護索引』について、
編纂の経緯を今泉らが報告している (70)。『最新看護索
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引』や『看護雑誌所蔵目録』の刊行は、相互貸借を通
じた研究文献の収集活動に活性化をもたらした。なお、
看護技術文献データベース構築の研究 (71) も行われた
が、エビデンスレベル評価基準設定が課題となり、現
実的に編纂はされていない。
　外国看護文献データベースの“CINAHL”、“Evidence-
Based Nursing” などによる文献検索方法の解説は度々
掲載されている (72)(73)(74)(75)。

5.3 電子化
　電子ジャーナルが看護図書館ではまだ一般的ではな
い時期に、大学紀要を最初から電子ジャーナルで発刊
した事例が紹介された (76)。その後日本看護科学学会
による雑誌電子化の取り組みも紹介された (77)。また
松本は国内所蔵の外国看護雑誌の電子化状況を調査し
ている (78)。
　大学院の研究成果活用に関し、修士論文の公開と電
子化について山内は言及している (79)。
　日本医療情報学会の看護雑誌電子化に関する 2003
年ワークショップでは、看護図書館の学会誌所蔵が十
分でないことから、臨床看護師が多くの文献にアク
セスできるようにするためには、看護学会誌の電子化
が現状では不十分であり、看護雑誌の電子化率の向
上が課題として取り上げられた (80)。2005 年のワーク
ショップでは商業出版社の雑誌電子化や､ 国立情報
学研究所による学会誌等の電子化推進事業（NACSIS-
ELS）により、雑誌の電子化率は格段に飛躍したが、
臨床で必要な情報入手のためにはまだ課題が残されて
いるとしている (81)。佐々波の調査 (82) によると、医中
誌収載の看護文献の電子化は、全体として進展してい
るという。しかしここで看護文献と見なした電子化文
献の多くは、看護専門誌に掲載されたものではない場
合が多いというひずみが明らかになった。2007 年の
看護雑誌電子化ワークショップでは、ようやく看護系
商業誌電子化への進展が見られるとともに、大学紀要
や学会誌は機関リポジトリによるオープンアクセスの
可能性が示唆された (83)。

6. 利用教育
　各種目録、データベース類の充実による文献環境の
整備、臨床看護現場への EBN の浸透もあり、看護師
養成課程における利用教育の重要性は、以前にも増し
て重要視されている。看護図書館員の関心も高く、多
くの事例報告がなされている (84)(85)(86)(87)(88)。日本看護
科学学会調査 (89) と比較した臨床看護師の文献活用調

査 (90) は、看護師の情報探索行動についても分析して
いる。阿部 (91) は卒業後の臨床看護師の、佐藤 (92) は
学生の利用指導に関する調査結果を報告している。
　近年の看護文献利用をめぐる環境の変化を受けて、
図書館利用から文献検索まで看護文献の活用を網羅的
にまとめたテキストが伊藤 (93)、佐藤 (94)、山崎 (95) ら
により発表されている。また文献検索の方法をまとめ
たビデオ『看護と図書館』は、看図協が監修した。こ
のビデオは看図協のプロジェクトとして推進されたも
のであるが、その過程について報告がなされている (96)。
　EBN は臨床看護研究に際しては意識を向けられて
いるが、看護図書館と EBN の接点については、未だ
文献検索方法の紹介やその必要性が語られている状況
である (97)(98)(99)。この現状は、根拠のある医療（EBM）
実践に向けて医学図書館の司書が取り組みを進めてい
る、いわゆるコクランレビューの日本語版作成に向け
た、雑誌論文の確認作業（ハンドサーチ）への取り組み
と比較して、残念な感想を持つのは筆者だけであろうか。

7. 看護図書館の専門性
　看護図書館の専門性については、2003 年の『看護
と情報』に特集として取り上げられている。この中で
は利用教育を専門性の中心に据え、図書館業務の活動
の中で目指していく方向性を述べている (100)。
　高山は専門図書館の情報サービスが電子化により変
化している点や専門情報サービスに求められる付加価
値の付与、情報専門職に求められる資質を紹介してい
る (101)。また公立大学図書館勤務者は公共図書館へ 3
年程度で異動する場合も多く、専門知識の蓄積や継承
が難しい場合も多い。看護司書や保健医療関係図書館
員の資質向上のためのさまざまな研修活動 (102) はそれ
を実現する一つの方法であろう。
看護図書館の新しい可能性として「るかなび」という
市民むけ健康情報サービスは、看護職と司書の協働作
業という新しい試みであり注目に値する (103)。

8. おわりに
　今回の執筆にあたり、取り上げる文献の対象を調査
研究や報告など、一定量の記述がある論文をレビュー
対象に構成を検討したところ、看護系大学が急増し
た 1990 年代後半に、多くの論文や実践報告が公表さ
れていることに気が付いた。本稿ではこのような状況
を反映して、レビュー対象とした文献を 1990 年代に
まで遡った上で、文献の種類はこだわらず、実践の報
告なども含め、幅広く取り上げた。また文献の掲載誌
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についても同様に幅広い目配りを心がけたものの、結
果的に『看護と情報』に集中し、同一著者の文献を複
数採録することとなってしまった。とりわけ近年では、
研究論文が減少傾向にあり、代わって実践報告が主流
となりつつある。
　看護図書館に限らないが、現在の図書館をとりまく
環境は厳しさを増しているためか、論文を発表できる
若手の図書館司書は多くない。特定の雑誌や特定の著
者の論文にレビューが偏ってしまうことは、著者が少
ない実態の反映でもあり、今後は多数の著者に幅が拡
がることを期待したい。
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