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［巻頭随筆］

「気持ちよさ」をもたらす看護ケア理論の創成を目指して


保健医療学研究科長

私が教育・研究者として本格的に研究を始めたのは、
1997年聖路加看護大学大学院博士前期課程に入学して
からである。修士論文のテーマを検討する上でのキー
ワードは、
「快さ」「気持ちよさ」であったが、約20年
の研究の積み重ねを経て、やっと「気持ちよさ」をも
たらす看護ケア理論の創成までたどり着いた。年月を
費やした理由は、私の研究能力の未熟さ、つまり失敗
を繰り返さないと理解・納得できない・懲りないやっ
かいな性質にある。しかし、あきらめずに研究を続け
られたのは、私を育ててくれた患者さんやご家族、諸
先輩方や仲間達に、実践に活かせる研究成果を届ける
ことが私の使命だと思い続ける「志」が消えなかった
からである。
「志」と言えば、私の名前は『秀志』であり、父と
祖母の一文字を繋げて父がつけてくれた。男子として
間違えられる思い出も多くあったが、なぜか小さいこ
ろからお気に入りの名前であった。
「名は体を表す」
と言うが、
『秀志』とは「こころざしがひいでる」と
言う意味で、私が研究者として続けられたのは、名前
のお蔭かもしれないと、いつしか思う様になった。
さて、本題に入ろう。
「気持ちよさ」を研究テーマ
として追い続けた原体験は、共済組合連合会虎の門
病院のCCU（coronary care unit：冠疾患集中治療室）
での看護体験にある。新人看護師としてCCUに配属
になった私は、現場の緊張感に呑みこまれそうになり
ながら実践経験を積んでいった。患者さんの命に直結
する医療処置が多い中で、私の大好きな看護ケアは、
患者さんのからだを拭いたり、髪を洗ったりする清潔
ケアだった。
今から25年も前の心臓手術は、侵襲も大きく、患者
さんは手術が終わっても気管にチューブを挿入された
ままCCUに入り、少なくとも１晩は人工呼吸器を装
着して過ごす。朝までに何度か目を覚ます患者Bさん
に「無事に手術は終わりましたよ、安心してください、
のどにチューブが入っているのでお話し出来なくて辛
いですね。苦しいと思うので、朝まで眠れるようにお
薬使いますね」と声をかけ、鎮静剤を投与し、眠って
頂く。翌朝、自分で呼吸ができる状態を見極めて、気
管チューブが抜かれ、人工呼吸器から離脱できる。そ
の直後の患者Bさんは、
「深呼吸しましょう」
「痛みは
ありませんか？」「手は握れますか？」「足は動かせま
すか？」と言う私の問いに、ゆっくりと深呼吸をした
り、
「ううん」と小さく首を振ったり、弱々しく手を

縄

秀

志

握り返してくれたり、足先を動かしてくれたりするの
がやっとである。
全身状態の観察をして、状態が安定していれば最
初にするケアが清拭と更衣である。当時のCCUでは、
バスタオルを用いて蒸しタオルをつくり、患者さんの
背中に当て、しばらくしてからからだを拭くことが
ルーティンケアであった。
蒸しタオルを背中に当てると患者Bさんは、「ああ
〜気持ちいい」とため息をついた。からだを拭いて着
替えをして、ベッドの背中を徐々に上げ、ベッドの上
で座位になった時に、CCUの入り口から医師が入っ
てきた。Bさんは、その医師に向かって手を挙げ、
「お
はよう」と声をかけた。ケア前には声掛けに最小限の
反応しか示せなかった患者Bさんが、わずか20分のケ
アをすることで、自ら進んで手を挙げて「おはよう」
と声をかける、この反応に私はびっくりした。
心臓手術を受けた患者Bさんから個としてのBさん
に変身した現象に「これぞ看護の力だ」と大きな喜び
を感じた。これこそが、患者に「気持ちよさ」をもた
らす看護ケア理論の創成に向けての原体験である。
この現象を説明したいと文献を探したが、1990年代
に国内で「気持ちよさ」に焦点をあてた看護研究は全
く行われていなかった。
問題解決思考の強い看護では、
患者の苦痛や生活上の問題に焦点をあてた研究が主流
であり、「気持ちよさ」などは重要な概念として取り
上げられなかったのである。しかし、私の中には、問
題重視の看護の見方に対する疑問と「気持ちよさ」を
もたらす看護ケアは絶対に患者さんの役に立つという
確信があり、研究をする意義を強く感じ、研究に取り
組んだ。
その後、研究成果を発表することを通して、
「気持
ちよさ」に興味・関心を向ける研究者が増え、
「気持
ちよさ」をもたらす看護技術のエビデンスの構築に向
けた研究が散見されるに至った。これらの研究を統合
すると、
「気持ちよさ」を感じた患者の反応は豊かで、
苦痛緩和、意欲や関心の広がり、生活行動の拡大など、
看護の目的の通りに「その人らしく生きる」の構成要
素であることに気づかされる。
現在、「気持ちよさ」をもたらす看護ケア理論の創
成に向けて研究に取り組んでいるが、私も定年まで残
すところ８年となり、理論を創りあげ、患者さんやご
家族、実践家の方々に届けられるように、残りの研究
者としての時間に情熱を傾けたいと思う。
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『菜根譚』洪自誠著 守屋洋訳著 PHP 研究所 2007


健康福祉学部医療情報学科教授

長

澤

亨

「菜根譚（さいこんたん）」は、時代をこえて読み継がれて

くのことを成し遂げることができる」という意味である。尊

いる処世訓の最高傑作のひとつである。洪自誠（こう・じせ

崇する豊田佐吉の座右銘「百忍千鍛事遂全」に通じている。

い）が万歴帝の時代（1572―1620）に著したものである。洪

洪自誠は「人は逆境において真価が試される」という思いを

自誠は、明代末期に優秀な官僚として活躍した人物で、政治

込めて名付けたと思われる。辛酸を経験したからこそ生まれ

闘争に巻き込まれ隠遁したと推測されている。菜根譚は、前

た「生きるヒント」に満ちあふれている。現代のような世相

後２集に大別され、前集222条は人の交わりについて記され、

において何を縁に生きていいのか分らない人や価値観がゆら

後集135条は自然との閑居の楽しみを記している。「菜根」と

ぐ世の中において戸惑いながら生きる現代の人の指針の書と

いう言葉は「人はよく菜根を咬みえば、すなわち百事をなす

して、座右の書のひとつに推薦したい。原文は漢文のため守

べし」という故事に由来している。つまり「堅い菜根をかみ

屋洋の訳が読みやすい。

しめるように、苦しい境遇に耐えることができれば、人は多
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『衣服と気候（気象ブックス 039）』 田村照子著 成山堂書店 2013


健康福祉学部社会福祉学科教授

朝出かける前、その日の天気予報をチェックして衣服を選

内

田

幸

子

てきた衣環境学のスペシャリスト。本書は、ヒトは何故服を

んでいる人は多いはず…今日出かける場所や会う相手、つま

着るのかという着衣の起源から、定点観測による実態観測、

りTPOにあわせてコーディネートしている人も多いことで

環境に対する身体の適応、皮膚の温冷感湿潤感の感受性等、

しょう。最近は、その日の天気や気温、湿度、紫外線の強さ

気候と快適着衣の関係について、データを基に一般の皆さん

から花粉情報まで伝えながら、服装をコーディネートしてく

にもわかりやすく解説しています。さらに寝衣やスポーツ

れる「おしゃれ〇〇」というアプリまで登場し、男女を問わ

ウェア、乳幼児から高齢者に至るまで、様々な観点からの分

ず話題になっているそうです。

析と考察を行っている本書は、衣服に興味があるかどうかは

衣服は「持ち運べる小さな環境」。私たちの個性や社会性

ともかく、誰にでも面白く読むことの出来る教養書といえま

を表現する絶好の、そして最も身近で手軽な手段です。著者

しょう。

の田村照子先生は45年の長きに渡り、衣服を科学的に解明し
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『平常心のレッスン（朝日新書）』 小池龍之介著 朝日新聞出版 2011


健康福祉学部健康栄養学科教授

ストレスの多い現代社会では、専門分野を問わず、「心」

村 松 芳 多 子

ための秘訣が記されています。
自分の中にあるプライド
（慢）、

について深く考えるきっかけを与えてくれる本は重要だと思

支配欲、快楽への欲求、老いなど諸々、心を苦しめているも

います。そこで、この一冊を紹介いたします。

のの正体を知り、あるがままの自分の心をみつめ、すべてを

人はなぜ平常心でいられないのでしょうか？
嫌いになるのでしょうか？

なぜ、人を

受け容れること、つまり、できる自分もできない自分も自分

皆さんもいろいろな問題にぶつ

自身であるから、
受け容れる必要があるということです。
「ま、

かり、感情を上手に表現できなくなったり、喜怒哀楽が激し

いいか（ちょっぴりいいかげん）！」の精神で、失敗に動じ

すぎたり、自分が嫌いになったり、悩み、苦しんだことがあ

ないことが平静さを保つ一つの方法です。完璧な自分を求め

るでしょう。著者の小池龍之介氏は、『苦しみを減らし、幸

ないことも必要です。皆さんに、是非一度読んでいただきた

せに生きるために最も大切なものが、平常心である』と説い

い本です。

ています。本書には、日々の習慣の中で平常心を身につける
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『山怪

山人が語る不思議な話』田中康弘著 山と渓谷社 2015



薬学部薬学科講師

石

嶋

康

史

読書は時間を要する作業であり、なかなか小説などを読む

ような小話に過ぎないが、昨今の情報化や核家族化、山村の

時間も取れないが、最近「山怪」という本を読んだので紹介

過疎化などの進行に伴い、いずれ消滅に向かうという危機感

したい。本書の筆者は、日本各地の農村やマタギ等の狩猟の

から筆者はこの本を上梓したということである。科学によっ

現場を取材するカメラマンであり、取材中に山で暮らす人々

て説明が付かないような話は眉唾物だと思うが、各地に似た

から彼らが体験したという不可思議な話を聞くことが度々

ような不思議な話が存在するのは、同じような体験をした人

あった。筆者は、山で不思議な現象を生み出すモノを妖怪な

が大勢いるからなのか、あるいは単に誰かのエピソードが伝

らぬ「山怪」と呼んでいるが、本書は山怪に関する様々なエ

播しただけなのか、興味深く感じる。信じるか信じないかは

ピソードをまとめたものである。山怪の話は、テレビやイン

別にして、時にはこのような勉強と全く関係の無い書物を読

ターネットが無い時代には、山里で一つの楽しみとして年寄

んで気分転換をするのも良いのではなかろうか。

りが子供達に語り聞かせたような話であり、民話の種になる
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『自閉症の僕が跳びはねる理由』 東田直樹著 エスコアール 2007


保健医療学部看護学科准教授

この本は、東田直樹さんという自閉症の人が中学生時代に

田

邊

要

補

作家のミッチェルさんにも重度の自閉症の息子がいます。

書いた本です。私がこの本を知ったきっかけは、NHKで放

息子が何を考えているのか分からず、どう愛すればいいのか

送された「君が僕の息子について教えてくれたこと」という

途方に暮れていました。ずっと探していた答えをこの本の中

番組でした。それは、自閉症である自分自身の心の内をエッ

に見つけました。番組の中で、ミッチェルさんは「ナオキの

セイに書いた東田直樹さんと、それを英訳した作家のデイ

言葉を借りて息子が話しかけてくれるのを感じたのです。
」

ビット・ミッシェル氏の交流を描いた番組でした。その番組

と言っていました。

の中で、ノルウェーの人が「ノルウェーでは記録的な売れ行

本はエッセイで、質問形式で書かれています。そのため、

きです。ここでは、村上春樹、三島由紀夫、そして東田直樹

とても読みやすい本です。しかし、内容はとても深いものが

です。」と言っていました。また、この本は世界20か国以上

あります。自閉症の人を少しでも理解したいと思っている人

で翻訳され、大手通販サイトでベストセラー入りを果たしま

は、是非一度読んでもらいたいと思います。

した。英訳名は「REASON I JUMP」です。
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『七帝柔道記』増田俊也著 角川書店 2013


保健医療学部理学療法学科助教

七帝柔道とは別名、高専柔道ともいい、場外無し、待った

千 木 良 佑 介

持を踏みにじられ、己の限界に挑んでいく、その姿は私の心

なし、時間無制限の戦前から現在まで旧帝国大学で行われて

を打ちました。

いる柔道です。競技特性から寝技の攻防になることも多く、

この作品の中で印象深いのが「なぜ北大に来てまで、将来

靭帯を伸ばし、骨を折ることが多い競技です。

柔道で食っていくわけでもないのにこんなに苦しい練習をし

主人公は二浪の末、北海道大学に入学し以前からあこがれ

なければならないのか」と泣くシーンです。私も格闘競技を

ていた高専柔道部に入学します。しかし、高専柔道部はとて

続けて長いですが、何でこんなに人生の時間を費やしてボロ

も厳しく、ほぼ全編で泣きながら生活しています。

ボロになりながら怪我をしながら、何を求めているのだろう

他の一般学生が恋に趣味に大学生活を満喫するなか、ひた

と思うことが良くあります。得意ではないことを、一生懸命

すら寝技柔道だけをこなす毎日。旧帝国大学に入学できるほ

にやる人間の格好良さを再確認できる作品です、是非ご一読

どの「学力」を持ちながら、「強さ」という新たな世界で矜

を。
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『日本語練習帳』 大野晋著 岩波新書 1999


人間発達学部子ども教育学科准教授

皆さんの中に、
「日本語の文章をもっと上手に書けるよう

中

村

博

生

問題が38ほど用意されていて、語句の使い方、意味、文章の

になりたい」といつも思っている人はいませんか。文章を上

書き方などが腑に落ちるように解説してあります。

手に書くということは、使用する語句の意味や使い方を正し

レポートや報告書、あるいは論文などを立派に書きたいと

く知っていて、文章の組み立て、展開、そして敬語の基本な

思っている方にぜひお薦めいたします。

ど日本語の特徴を理解していなければなりません。そのため
には、本や新聞、自分の専門に関する著書などをたくさん読
んでいなければなりません。とても時間がかかり大変なこと
です。でも、この本『日本語練習帳』さえあれば、この悩み
はやがて解決するでしょう。練習帳ですから、練習問題があ
ります。例えば、右の練習⑨のような問題です。このような

2015 電子ジャーナルの利用
この１年間（2015年１月〜 12月）に全文アクセス回数（ダウンロード）の多かったジャーナルについて紹介します。
なお、本学で購入しているタイトルは図書館ホームページにてご覧いただけますので、ご利用ください。
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
16
17
18
19
20

回数
810
545
439
419
396
367
274
273
251
235
232
222
222
206
198
194
190
185
175
125

誌 名
Journal of Biological Chemistry
Nature    
Blood
Drug Metabolism and Disposition
PNAS
The Journal of Immunology
Cancer Research
Nature Medicine    
Biochemical and Biophysical Research Communications
European Journal of Pharmacology
Nature Reviews Drug Discovery *
Nature Communications *
Science
Cell
Journal of Allergy and Clinical Immunology
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Oncogene *
Molecular and Cellular Biology
Molecular Cell
Antioxidants & Redox Signaling
* 印のあるジャーナルは PPV によるダウンロードです

2015

電子ジャーナル

2014年 のNature社 に 続 き、2016年 は
エルゼビア社のScienceDirectについても
PPVを導入いたしました。条件を満たした
一部の利用者が既に利用していますが、
「必
要な論文が手に入る」と概ね好評です。
今後も経費削減のみを目的とせずに契約
見直しを検討してまいりますので、どうか
ご理解ご協力をお願いいたします。

全文アクセス回数（2015年１月〜 12月）

4

年間ベストリーダー
この１年間（2015年１月〜 12月）に貸出回数の多かったものを「ベスト30」として紹介します。
なお、同一書名でかつ図書IDの異なるものは回数をまとめてあります。（※英語多読は除く）

本
回数
40
18
15
14
14
13
13
12
11
11
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7

館

書 名
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2015
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試験の要点 2015年版
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2012
植物図鑑
管理栄養士国家試験問題と解答 2015
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2013
クエスチョン・バンク管理栄養士国家試験問題解説 2014
情報資源組織法
キャロリング
管理栄養士国家試験問題と解答 2014
火花
基礎からしっかり学ぼう!管理栄養士国家試験の要点 2014年版
贖罪
女子栄養大学のカフェテリア
給食のおにいさん [1]
聲の形 5
聲の形 6
聲の形 7
就職試験受かる小論文・作文模範文例 2015年度版
内定者はこう書いた！エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR 2016年度版
面接・自己PR・志望動機 2016
レインツリーの国
阪急電車
女子栄養大学の学生食堂
女子栄養大学の毎日おかず
女子栄養大学のサラダレシピ
豆の上で眠る
365日毎日のおかず献立
子どもがすくすく育つ日本一の給食レシピ
聲の形 4
管理栄養士国家試験問題と解答 2013
最新最強の作文・小論文 ’16年版
前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市のⅠ種・上級・大卒程度 2016年度版
管理栄養士国家試験受験必修キーワード集 第7版
エコ蔵じいさんの楽しい腹部超音波診断 改訂2版
ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方
解剖生理学

分
著者名
医療情報科学研究所 編集
栄養セントラル学院 編著
医療情報科学研究所 編集
有川浩 著
日本栄養士会栄養指導・情報センター 編
医療情報科学研究所 編集
医療情報科学研究所 編集
志保田務 著
有川浩 著
日本栄養士会栄養指導・情報センター 編
又吉直樹 著
栄養セントラル学院 編著
湊かなえ 著
小笠原章子 著
遠藤彩見 著
大今良時 著
大今良時 著
大今良時 著
新星出版社編集部 編
坂本直文 著
才木弓加 著
有川浩 著
有川浩 著
PHP研究所 編
湊かなえ

回数
83
82
59
57
56
49
45
45
42
41
37
36
30
30
28
28
28
28
28
28
28
27
26
26
25
22
22
21
21
19
19
19
19
19

著

松丸奨 著
大今良時 著
日本栄養士会栄養指導・情報センター 編
和田竜 著
公務員試験研究会 編
女子栄養大学管理栄養士国家試験対策委員会 編
中村滋 著
石井一成 著
高野康夫 編

館

書 名
疾患別看護過程の展開 第4版
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図 第2版
ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図 第2版
生活機能からみた老年看護過程 +病態・生活機能関連図. 第2版
発達段階からみた小児看護過程+病態関連図 第2版
根拠がわかる疾患別看護過程
ナーシング・グラフィカ 小児の発達と看護 第3版
根拠と事故防止からみた老年看護技術
疾患別小児看護 基礎知識・関連図と実践事例
エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 改訂版
病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図
根拠と事故防止からみた母性看護技術
疾患別看護過程の展開 第3版
根拠と事故防止からみた小児看護技術
ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図
疾患別病態関連マップ 第3版
看護診断ハンドブック 第10版
現場ですぐ使える標準看護計画 第1巻
周術期の臨床判断を磨く
根拠がわかる症状別看護過程 第2版
病気がみえる 3 糖尿病・代謝・内分泌 第4版
生活機能からみた老年看護過程 +病態・生活機能関連図
消化器疾患 疾患の理解と看護計画 Super select nursing
疾患別看護過程セミナー 統合改訂版
動作分析臨床活用講座
臨床実践動きのとらえかた
慢性疾患を生きる
高齢者と成人の周手術期看護 3 第2版
慢性疾患の病みの軌跡
病気がみえる 7 脳・神経
病気がみえる 2 循環器 第3版
経過別看護過程の展開
ゴードンの機能的健康パターンによる精神科看護アセスメント
運動療法学 障害別アプローチの理論と実際. 第2版

著者名
山口瑞穂子
井上智子
佐世正勝
山田律子
石黒彩子
新見明子
中野綾美
亀井智子
本間昭子
小板橋喜久代
井上智子
石村由利子
山口瑞穂子
浅野みどり
佐世正勝
山口瑞穂子
リンダ J. カルペニート
香川大学医学部附属病院看護部標準看護計画検討会
鎌倉やよい
関口恵子
医療情報科学研究所
山田律子
前谷容
中村あや
石井慎一郎
山岸茂則
Anselm L.Strauss
竹内登美子
ピエール ウグ
医療情報科学研究所
医療情報科学研究所
関口恵子
白石壽美子
市橋則明

薬学部図書・資料室
回数
38
29
28
28
28
28
27
27
26
26
25
24
23
23
22
22
21
21
21
20
19
19
19
19
19
18
18
18
18
18
18
18
18
18

書 名
薬と疾病 1 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 4
薬と疾病 2 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 5
化学系薬学 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 2
薬がみえる 1
薬理 2014 年版 青本シリーズ 5
治療薬マニュアル 2015 年版
化学 2014 年版 青本シリーズ 2
病態・薬物治療 2014 年版 青本シリーズ 7
生物系薬学 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 3
薬剤師国家試験過去問題集 第 93 回
生物 2014 年版 青本シリーズ 3
物理系薬学 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 1
薬剤 2014 年版 青本シリーズ 6
薬剤師国家試験過去問題集 第 91 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 92 回
薬と疾病 1 改訂第 3 版 コアカリ重点ポイント集 4
健康と環境 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 8
薬剤師国家試験過去問題集 第 95 回
化学系薬学 改訂第 3 版 コアカリ重点ポイント集 2
今日の治療薬 2014 年版 ( 第 36 版 ) 解説と便覧
薬学と社会 改訂第 3 版 コアカリ ・ マスター 9
薬剤師国家試験過去問題集 第 90 回
物理 2014 年版 青本シリーズ 1
循環器 第 3 版 病気がみえる 2
New 薬理学 改訂第 6 版
薬理学 ベーシック薬学教科書シリーズ 16
薬剤師国家試験過去問題集 第 94 回
薬物治療学 改訂 3 版 Visual core pharma
Organic chemistry study guide and solutions manual.
生物系薬学 改訂第 3 版 コアカリ重点ポイント集 3
薬剤師国家試験過去問題集 第 89 回
薬剤師国家試験過去問題集 第 86 回
生薬単 改訂第 2 版
免疫・膠原病・感染症 病気がみえる 6

著者名
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
医療情報科学研究所
薬学ゼミナール
北原光夫
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
浦部晶夫
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
医療情報科学研究所
田中千賀子
金子周司
薬学ゼミナール
吉尾隆
Paula Yurkanis Bruice
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
薬学ゼミナール
原島広至
医療情報科学研究所

編集後記
高崎健康福祉大学図書館報「藤波」15号をお届け
します。
縄保健医療学研究科長をはじめ、ご協力をいただ
いた先生方ありがとうございました。縄先生の巻頭
言は学ぶことの意味を先生の貴重なご経験からお書
きいただきました。また、諸先生の「私の薦める１
冊の本」は古今の名著です。学生諸君も是非手にとっ
てお読みいただければ、何かしら心に残るものと確
信します。
また、デジタル情報源が学問の世界で使われてい
る昨今、少しずつではありますが、電子書籍を本学
も導入しております。「調べる」ということを考え
ると、これからは有効な情報源になると思います。
本という媒体に慣れている私たちには少しとっつき
にくいと思いますが、これも時代の趨勢としてどん
なものか利用してみるのもいいのではないでしょう
か。当面は看護系の情報ではありますが、利用状況
によって、拡げてみたいと思っています。
図書館も時代に応じた対応を考えていかなくては
なりません。
今後とも、ご理解、ご協力よろしくお願いします。

（井ノ口）
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