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東京慈恵会医科大学学術情報センター

 蔵書冊数
和図書 57,332冊／洋図書 36,132冊
製本済和雑誌 5,469冊／製本済洋雑誌 95,591冊

 受入誌数
和雑誌 738誌／洋雑誌 341誌

 受入図書数
和図書 1852冊／洋図書 182冊

 電子ジャーナル
和雑誌 4誌／洋雑誌 3700誌

第79次日本医学図書館協会加盟館統計(平成19年度)より



図書館資料購入費年次推移
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第75～79次日本医学図書館協会加
盟館統計より

東京慈恵会医科大学学術情報センター
図書購入費

JMLA平均 （単位 千円） 本学 （単位 千円）

和図書 洋図書 和図書 洋図書

平成15年度 6,164 3,072 7,896 3,848

平成16年度 5,990 3,661 4,817 2,974

平成17年度 7,302 3,650 7,352 3,484

平成18年度 5,630 2,406 9,935 3,575

平成19年度 5,569 2,314 11,397 3,805



全図書購入費における和・洋図書の割合
（本学とJMLA平均）
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図書購入における問題点

 図書館予算の削減

 雑誌価格の高騰が図書購入費を圧迫

 学生向け図書を確保すると、洋図書の購入
が厳しい状況

図書館委員会で検討した結果、蔵書構築の
重要性を示唆



蔵書構築への取り組み

 蔵書構築マニュアルの作成

 コア雑誌

 基本図書

 洋図書購入選定

 保存図書選定



蔵書構築マニュアル

 第1版 平成10年12月発行 / 第2版 平成18年3月改訂

 図書館の目的や大学における役割を明記

・大学における教育、研究、診療活動を支援するために、単
行書や雑誌をはじめ、さまざまな形態で出版されている資料
の収集と提供を進めている。

・限られた予算とスペースの範囲において利用に適合した

資料の収集と提供を進めるため

・より厳選された収集と提供を目指し、大学の諸活動を最大
に支援できる図書館



蔵書構築 目次
 利用対象者

 図書館職員・図書館委員会・図書係の役割

 資料の選択･入手

・収集範囲

・選定のためのツール

・評価基準

・入手方法

 資料管理

・保存

・蔵書の見直し

・除籍･廃棄



コア雑誌(168誌)
当センターの学外向サイト
からもご覧いただけます。



基本洋図書
当センターの学外向サイト
からもご覧いただけます。



洋図書購入選定の流れ 1

(1)洋図書推薦のための新刊情報や書評を配付す
る。

(2)推薦図書を提出してもらう。

(3)学内向ホームページに推薦図書リストを掲載す
る。

(4)選定会議2週間前

・推薦図書リストを配付し、評価してもらう。

・書店に見計らいが可能な図書を問い合わせる。



洋図書購入選定の流れ 2

(5)選定会議1週間前

・評価のついた推薦図書リストを配付し、会議ま
でに目を通してもらう。

(6)選定会議で購入図書を決定する。

(7)選定会議後

・購入図書を発注する。

・学内向ホームページに、購入決定図書を掲載
する。



洋図書購入希望リスト
（推薦図書リスト）
学内向ホームページ



平成20年度
第2回洋図書選定
購入決定図書



当センターの図書選定方針

 学生用図書

 最先端の研究用図書ではなく、すでに確立さ
れている主題の研究用図書で、複数領域の
研究者の参考となるもの。

 広範囲に利用されるための図書館で備えて
おくべき図書



洋図書購入選定のまとめ

 基本図書の購入が最優先

 基本図書以外の専門的な図書の購入

 ホームページへの掲載により、学内にアピール

 まとめて（年２～３回）選定することで、各分野間で
の調整ができ、厳選して選定を行うことができる。

 代理店の協力により、見計らい図書を用意すること
で内容の確認ができる。

 選定から外れた図書は、購入図書全体のバランス
を考えて、再度購入検討をすることもあるため、保
留図書としてリストをホームページに掲載している。



購入保留図書リスト



今後の課題と方向性

 共用性を考慮すると、電子ブックの検討は必
須。

 電子ブックのパッケージものが出てきており、
検索などの利便性も考慮されている。

 まずは、基本図書から検討。



電子ブック・パッケージの比較

A社 B社 C社 D社 E社 F社 G社 H社

タイトル数 800以上 120,000以上 50,000以上 170,000以上 5,000以上 442（2008年）
12 (Clinical 
Medicine) + 
Lange

100以上
(Brandon, 
Doody's, 
Essential)

1,300（医の
み）

6,000以上(医
のみ)

500以上
(medical 
core)

832（医）
100以上（医
薬）

収録分野
医学薬学看
護学

全分野 全分野 全分野 全分野
全分野／医
薬

医学 医学薬学

契約形態
購読式と買
取式

購読式と買
取式

購読式と買
取式

タイトルごと
の買取式

購読式と買
取式

タイトル,パッ
ケージでの買
取式

購読式 購読式



電子ブックのまとめ

 各パッケージでの収録図書が被っていること
が多い。

 基本図書のパッケージ収録率は、約30％
（203冊中、60冊）。最も多く収録していたパッ
ケージでも約２３％。



保存図書選定

 書庫内の環境整備

 本学関係者の著書など、一定の基準を設け
て選定対象から外している。

 発行から一定の年月を経た図書を、図書館
に保存するかを選定。

 図書館委員や関連部署を中心に選定しても
らう。
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