
 

プログラム 

 

【第 1 日目】2019 年 8 月 11 日（日・祝） 

11:00 ～ 12:00 受付   

    

12:00 ～ 12:20 開会式,幹事会挨拶,事務連絡 

    

12:30 ～ 13:30 記念講演   

クリスパーとゲノム編集－遺伝子工学技術の 30 年史－ 

   石野 良純 教授（九州大学 農学研究院） 

    

14:00 ～ 15:30 口頭発表Ａ（O-01 ～ 04） 

O-01 オープンアクセスには地域格差があるか？ 

－文献数とオープンアクセス文献数の，国・地域による変遷－ 

 城山 泰彦（順天堂大学学術メディアセンター） 

  O-02 医学電子書籍の配信コンテンツの実態について 

－個人向け・機関向けサービスの比較を通して－ 

 伊藤 民雄（実践女子大学図書館） 

  O-03 クリニカル・クエスチョンを用いた臨床支援ツールの比較 

－6 年前と現在－ 

 大瀬戸 貴己（奈良県立医科大学附属図書館） 

  O-04 20世紀前半の医学研究者の業績発表と，抄録・索引誌でのその収録状況

－ある臨床医学者の事例－ 

 小野寺 夏生（文部科学省科学技術・学術政策研究所），児玉 閲（東 

 邦大学医学メディアセンター） 

  

16:00 ～ 17:00 プロダクトレビューＡ[E-01 ～ 08] 

  

17:00 ～ 17:30 事務連絡，写真撮影 

  

17:30 ～ 18:00 ポスターセッション待機時間 

  

18:30 ～ 20:30 懇親会（九州大学生協） 

  



【第 2 日目】2019 年 8 月 12 日（月・振替休日） 

9:00 ～ 9:30 受付（2 日目からの参加者のみ） 

  

9:30 ～ 11:00 口頭発表Ｂ（O-05 ～ 08） 

  O-05 研究データ管理支援人材に求められる標準スキルの策定とその活用 

 尾城 孝一,古川 雅子,常川 真央（国立情報学研究所） 

  O-06 更なる“図書館員力”アップのすすめ：IAAL認定試験の軌跡から 

 岡田 智佳子（ＮＰＯ法人大学図書館支援機構） 

  O-07 The International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA:国際図書館連盟)；Health and Biosciences 

Libraries Section(HBS)活動紹介 

 佐藤 正惠（IFLA HBS ; Corresponding Member） 

  O-08 気が付けば，非正規雇用で 15 年 

不安を愉快に変える処方箋は，いかがですか？ 

 北川 妥穂（国立精神・神経医療研究センター図書館） 

  

11:00 ～ 11:30 ポスターセッション待機時間 

  

11:30 ～ 12:30 プロダクトレビュー[E-09 ～ 15] 

  

12:40 ～ 13:40 参加者企画（ランチョンセミナー） 

F-01 看護図書館員のとまどい 

～悩みや課題を共有し，仲間との協働を模索しよう～ 

 企画提案者：日本看護図書館協会 30 周年記念事業実行委員会 

 釜堀 千恵（鹿児島純心女子大学附属図書館） 

F-02 メディアドクター＠福岡：医療・健康ニュースを吟味しよう！ 

 企画提案者：メディアドクター研究会 

 佐藤 正惠（メディアドクター研究会） 

F-03 絵本セラピー体験講座 

～大人のための絵本セラピーを体験してみませんか～ 

 企画提案者：平山 紀子（久留米大学医学図書館） 

 講師：榊田 純 氏 

  

13:50 ～ 15:20 口頭発表Ｃ（O-09 ～ 12） 

  O-09 国立大学病院における「患者図書室」の現状と課題 

 折井 匡（信州大学医学部図書館） 

  



  O-10 高齢者のヘルスリテラシー向上のための教材開発と教育方法の提案 

 三輪 眞木子（放送大学），佐藤 正惠（千葉県済生会習志野病院図書 

 室），山下 ユミ（京都府立図書館），磯部 ゆき江（日本図書館協会），  

 阿部 由美子（放送大学） 

  O-11 公共図書館における医学書の蔵書構成分析 

 児玉 閲（東邦大学医学メディアセンター） 

  O-12 都道府県立図書館での医中誌 Webの提供について 

 山下 ユミ（京都府立図書館） 

  

15:20 ～ 15:40 事務連絡，閉会式 

  

  

施設見学（希望者のみ） 

【第 1 日目】2019 年 8 月 11 日（日・祝） 

10:00 ～ 16:00 医学歴史館（時間内常時見学可） 

13:30 ～ 14:00 久保記念館 

15:30 ～ 16:00 久保記念館 

 

【第 2 日目】2019 年 8 月 12 日（月・振替休日） 

15:50 ～ 16:20 医学図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【両日共通】 

ポスターセッション  

  P-01 メディアドクター指標を活用したワークショップにおけるヘルスリテラシ

ー向上の取組み 

 佐藤 正惠（メディアドクター研究会）,北澤 京子（メディアドクタ 

 ー研究会，京都薬科大学）,渡邊清高（メディアドクター研究会，  

 帝京大学医学部内科学講座腫瘍内科） 

P-02 医療系図書館員の課題解決に向けた地域発勉強会の成果と課題 

－千葉県 EBM勉強会の進化と広がり－ 

 村上早苗（千葉県 EBM勉強会,日本医学図書館協会(JMLA)正会員個 

 人）,小田 伊佐子（千葉県 EBM勉強会, 東葛病院図書室）,佐藤 正惠 

 （千葉県 EBM勉強会,日本医学図書館協会(JMLA)正会員個人,千葉県済 

 生会習志野病院図書室）,山口 直比古（千葉県 EBM勉強会,日本医学 

 図書館協会(JMLA)正会員個人, 聖隷佐倉市民病院図書室） 

P-03 ゲーム性を取り入れた「図書館演習」の効果と今後の課題 

 古谷野 ありさ，佐藤 菊代，川崎 かおる（岩手医科大学附属図書 

 館） 

P-04 東邦大学医学メディアセンター本館における 改修前後の入館者の分析 

 村上 千晶（東邦大学医学メディアセンター） 

P-05 基礎医学科目の教科書・参考書調査の報告 

 亀井 雄大,橋本 郷史,児玉 閲（東邦大学医学メディアセンター） 

P-06 PubMed の変更と検索行動への影響 

 阿部 信一（東京慈恵会医科大学学術情報センター） 

P-07 日本赤十字九州国際看護大学図書館における１年生対象 情報検索ガイダ

ンスの課題－受講者アンケートによる分析－ 

 多川 綾子，白倉 理絵，松本 英里，伊東 泰子（日本赤十字九州国際 

 看護大学図書館） 

P-08 リポジトリの過去・現在・未来 

 浦上 みつ子（順天堂大学学術メディアセンター） 

P-09 リハビリテーションに関する国内研究者の広がりについて 

 石立 裕子（帝京平成大学中野キャンパスメディアライブラリーセン 

 ター） 

P-10 歴代 HPからみる利用者サービスの変遷： 

東邦大学医学メディアセンターの事例 

 大谷 裕，黛 崇仁（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  

展示+プロダクトレビュー（発表順）   

E-01 株式会社医学書院 

E-02 株式会社メテオ 

E-03 シュプリンガー・ネイチャー 

E-04 NPO 医学中央雑誌刊行会 

E-05 株式会社サンメディア 

E-06 エルゼビア・ジャパン株式会社 

E-07 iJapan 株式会社/iGroup Japan 

E-08 株式会社紀伊國屋書店 

E-09 株式会社カーリル 

E-10 丸善雄松堂株式会社 

E-11 株式会社ブレインテック 

E-12 ユサコ株式会社 

E-13 株式会社南江堂 

E-14 EBSCO Information Services Japan 株式会社 

E-15 ワイリー・ジャパン株式会社 

 

展示のみ 

E-16 株式会社ウォルターズ・クルワー・ヘルス・ジャパン 

E-17 株式会社 NTTデータ九州 

E-18 金剛株式会社 

 

http://www.igaku-shoin.co.jp/
http://www.medicalonline.jp/
https://www.springernature.com/jp/
http://www.jamas.or.jp/
http://www.sunmedia.co.jp/
https://www.elsevierjapan.com/
https://www.kinokuniya.co.jp/
http://calil.jp/company/
http://yushodo.maruzen.co.jp/
https://braintech.co.jp/
http://www.usaco.co.jp/
http://www.nankodo.co.jp/
http://www.ebsco.co.jp/
http://www.wiley.co.jp/
http://www.teammatesolutions.com/home.aspx?LangType=1041
https://www.nttdata-kyushu.co.jp/
https://www.kongo-corp.co.jp/

