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回 年度（西暦） 年度（和暦） 協会賞 対象業績 受賞根拠

52 2021 令和3 該当なし ― ―

51 2020 令和2 該当なし ― ―

50 2019 令和元

加藤砂織（東女医大）
河合富士美（聖路加）
重川須賀子（東女医大）
新藤暁子（聖路加）
鈴木孝明（奈医大）
山口直比古（聖隷佐倉市民病院図
書室）

小島原典子, 河合富士美編. PICOから始める医学文
献検索のすすめ. 東京:南江堂;2019.

小島原典子, 河合富士美編. PICOから始める医学文
献検索のすすめ. 東京:南江堂;2019.

49 2018 平成30 該当なし ― ―

48 2017 平成29 城山泰彦（順大）
電子ジャーナル時代における蔵書構成評価の試み
医学系Open Access Journalの計量的分析.

医学図書館. 2016;63(1):17-25.

47 2016 平成28 該当なし ― ―

46 2015 平成27 該当なし ― ―
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45 2014 平成26 蒲生英博（名大医）
「医学部資料室のデジタルアーカイブとの連携による
企画展示の実施」の活動

1)　近代医学の黎明　デジタルアーカイブ―医学部資
料室へのご招待―．館燈. 2012;182:1-4.
2)  医学部図書館における医学史資料の保存と活用
―「近代医学の黎明デジタルアーカイブ」と展示会．
(特集2・2014年度夏の学校「科学史・医学史とアーカ
イブズ」）生物学史研究. 2014;(91):64-68.
3)  『近代医学の黎明デジタルアーカイブ』と展示会に
よる史料の活かし方．第31回医学情報サービス研究
大会抄録集. 2014;38.
4)  近代医学の黎明デジタルアーカイブ．名古屋大学
医学部資料室．[internet]. http://www.med.nagoya-
u.ac.jp/medlib/history/ [accessed 2015-02-18]
5)  名古屋大学医学部付属図書館医学分館．企画展
示会（ミニ展示会）開催．2012年9月～2015年5月　計
9回開催．2015年3月1日現在

44 2013 平成25 該当なし ― ―

43 2012 平成24 該当なし ― ―

42 2011 平成23 該当なし ― ―

41 2010 平成22 酒井由紀子（慶大医）

1)　LibQUAL+(ライブカル)による図書館サービス品質
評価　慶應義塾大学信濃町メディアセンターにおける
実践.
2)　酒井由紀子, ドハティー後藤喜子監訳;ドハティー
後藤喜子[ほか]訳. NLMコレクション構築マニュアル．
東京:日本医学図書館協会;2009.
3)　JMLA認定資格制度の推進に関する活動
4)　その他JMLAに係る活動に対して

1)　医学図書館. 2010;57(2):181-186.
2)　酒井由紀子, ドハティー後藤喜子監訳;ドハティー
後藤喜子[ほか]訳. NLMコレクション構築マニュアル．
東京:日本医学図書館協会;2009.
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40 2009 平成21 該当なし ― ―

39 2008 平成20 東邦大学医学メディアセンター ホームページを通じての「診療ガイドライン」の公開

1)　東邦大学医学メディアセンターホームページにお
ける診療ガイドライン情報の管理と運営．医学図書
館．2008;55（1）:34-39．
2)　東邦大学医学メディアセンター「診療ガイドライン」
ページのご紹介．医薬品情報学．2007;8(4):320-
322．
3）　診療ガイドラインの入手方法―ウェブサイトの紹
介．Urology View．2006;1(6):28-34．
4)  診療ガイドラインの利用調査．医学図書館．
2005;52(2):157-160.
5)  診療ガイドライン．病院図書館．2004;24(2):51-
54．
6)  情報提供手段としてのホームページの活用―東
邦大学医学メディアセンターを事例として―．日赤図
書館雑誌．2003;10(1):12-15．
7） 診療ガイドライン．医学図書館．2002;49(4):340-
348．

38 2007 平成19 山室真知子（京都南病院図書室） 患者図書サービスの先駆的な活動

1)　医学・医療情報を必要とする人々へのサービス：
京都南病院図書室一般公開での利用状況．医学図
書館．2007;54(2):150-154．
2)　病院図書室と患者図書室の現状．医学図書館．
2004;51(2):113-115．
3)　患者と地域の人々への医学情報提供の実践―
京都南病院における図書館サービス―健康･医学情
報を市民へ（JMLA叢書3）．東京:日本医学図書館協
会;2004:39-65．

37 2006 平成18 該当なし ― ―
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36 2005 平成17 該当なし ― ―

35 2004 平成16 該当なし ― ―

34 2003 平成15
阿部信一（慈恵）
奥出麻里（川鉄）

1)　阿部信一, 奥出麻里. 図解PubMedの使い方：イン
ターネットで医学文献を探す. 東京:日本医学図書館
協会;2001.
2)　阿部信一, 奥出麻里. 図解PubMedの使い方：イン
ターネットで医学文献を探す. 第2版. 東京:日本医学
図書館協会;2003.

1)　阿部信一, 奥出麻里. 図解PubMedの使い方：イン
ターネットで医学文献を探す. 東京:日本医学図書館
協会;2001.
2)　阿部信一, 奥出麻里. 図解PubMedの使い方：イン
ターネットで医学文献を探す. 第2版. 東京:日本医学
図書館協会;2003.

33 2002 平成14 該当なし ― ―

32 2001 平成13 該当なし ― ―

札幌医科大学附属図書館
Proxyサーバーを使った異種データベース間連動シス
テムの開発

―

新潟大学附属図書館旭町分館 貴重医学資料のデータベース化と一般公開 ―

30 1999 平成11 該当なし ― ―

31 平成122000
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29 1998 平成10 該当なし ― ―

28 1997 平成9 該当なし ― ―

27 1996 平成8 該当なし ― ―

26 1995 平成7 該当なし ― ―

25 1994 平成6 該当なし ― ―

24 1993 平成5 該当なし ― ―

23 1992 平成4 該当なし ― ―

22 1991 平成3 該当なし ― ―

21 1990 平成2 青木仕（順天）
医学分野のレビュー文献に付与されている新MeSH
Descriptor の分析

1)　医学図書館. 1989;36(3)：133-44．
2)　第17回医学図書館員セミナー論文集．1991;146-
163．
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20 1989 平成元 該当なし ― ―

19 1988 昭和63 該当なし ― ―

18 1987 昭和62 板橋瑞夫（昭和） 雑誌総合目録編纂事業に対する長年にわたる功績 ―

17 1986 昭和61 該当なし ― ―

16 1985 昭和60
第5回国際医学図書館会議日本組
織委員会事務局

第5回国際医学図書館会議の組織・運営について ―

15 1984 昭和59 該当なし ― ―

14 1983 昭和58 該当なし ― ―

13 1982 昭和57 該当なし ― ―

12 1981 昭和56 該当なし ― ―
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11 1980 昭和55 該当なし ― ―

10 1979 昭和54 該当なし ― ―

9 1978 昭和53 該当なし ― ―

飯島正裕（獨協） 国内医学雑誌におけるReview掲載の実際とその検索 第4回医学図書館員セミナー論文集. 1978;1-13.

内山きぬ子（慈恵） 文献入手の可能性を拡げるために 第4回医学図書館員セミナー論文集. 1978;165-190.

佐々木裕道（札幌）
＜1席＞
洋雑誌におけるSupplementの取扱い

第11回医学図書館員研究集会論文集. 1977;84-96.

高野史子（東医）
＜2席＞
医学雑誌の投稿規定における参考文献リスト記入案
内の分析

第3回医学図書館員セミナー論文集. 1977;180-190.

平井昭子（獨協）
北村聡枝（獨協）
飯島正裕（獨協）
篠原巳貴子（獨協）

＜2席＞
医学図書館における分類上の諸問題

医学図書館. 1975;22(4):271-282.

7 昭和511976

8 昭和521977
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中川千代子（川崎）
＜1席＞
洋書目録法における会議録の基本標目の選定につ
いて:NLM Current Catalog の場合

医学図書館. 1974;21(2):95-104.

川崎百代（国がん）
＜2席＞
現場から見た相互協力とネットワーク

第2回医学図書館員セミナー論文集. 1976;150-160.

山口直比古（阪大）
＜2席＞
主題別抄録誌の有効性－収載誌を中心に－

第10回医学図書館員研究集会論文集. 1976;216-
227.

廣井聰（奈良）
＜2席＞
自然語キーワード抽出規準の設定とその規準による
主題抽出実験およびその評価

医学図書館. 1974;21(2):111-123.

尾崎恵子（札幌）
＜3席＞
医学資料提供の全国的ネットワーク

第2回医学図書館員セミナー論文集. 1976;31-44.

6 昭和501975
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藤川俊三（阪大）
岩本速雄（阪大）

＜2席＞
Proceedings その収集と検索

医学図書館. 1974;21(1):53-66.

孫野しづ子（北里）
＜2席＞
正誤表について

第9回医学図書館員研究集会論文集. 1975;57-71.

坂上光明（千葉）
＜2席＞
引用頻度による文献利用調査

第9回医学図書館員研究集会論文集. 1975;155-185.

田中芙美子（慶應）

＜2席＞
1)　整理面における相互協力：医学洋書相互目録へ
のカード提供作業と編成上の問題点 -雑誌情報の混
入について-
2)　日本医学図書館協会のカード形式による洋書総
合目録の問題点-収録範囲,重複情報ほか-

1)　医学図書館. 1973;20(4):331-347.
2)　第1回医学図書館員セミナー論文集. 1975;185-
231.

殿﨑正明（日医）
＜2席＞
雑誌「医学図書館」に発表された記事の展望

医学図書館. 1973;20(2):123-133.

近藤禧禔男（京大）
＜2席＞
「東京医事新誌」－明治初期の医学雑誌についての
考察

医学図書館. 1973;20(2):141-152.

5 昭和491974

4 昭和481973
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後藤敬治（慶應）

＜1席＞
1)　MEDLARS: 入力の技術的問題:1. 入力作業のあら
まし, 入力対象雑誌と論文, 作業用 tool 類および索引
作成者について
2)　MEDLARS: 入力の技術的問題:2. 索引作成におけ
る作業上の問題と全体へのまとめ

1)　医学図書館. 1972;19(1):35-54.
2)　医学図書館. 1972;19(2):167-214.

野口迪子（札幌）
＜2席＞
図書館の業務分析と点検:Current Journals の受入管
理を中心に

医学図書館. 1971;18(4):331-341.

慶應義塾大学医学情報センター
＜2席＞＜業績＞
医学図書総合目録の編成と検索

―

大阪大学附属図書館中之島分館
＜2席＞＜業績＞
現行医学雑誌所在目録1973年度版の編成

―

宮岸朝子（阪大）
渋谷喜雄 （神戸）

＜1席＞
Biological Abstracts における動物分類表の組立
て:Biosystematic Index の構成とその検索実例

医学図書館. 1971;18(2):121-144.

塚原俊敬（信州）
＜2席＞
利用者と図書館とのコミュニケーションをどのように運
営に反映させるか

医学図書館. 1971;18(1):53-73.

反町幸子（昭和）
＜2席＞
カレント誌の特集記事綜説などの目録について:昭和
大学図書館の実際

医学図書館. 1971;18(3):239-243.

3 昭和471972

2 昭和461971
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松村多美子（慶應）
＜業績の部＞
松村多美子. Index Medicusの使い方. 東京:日本医学
図書館協会;1971.

松村多美子. Index Medicusの使い方. 東京:日本医学
図書館協会;1971.

戸嶋勇（札幌）
＜機関誌・業績の部＞
図書館運営全般の立場からみたレファレンスサービ
ス〔1〕

医学図書館. 1970;17(1-2):1-6.

吉本瑞應（奈良）
＜機関誌・業績の部＞
医学研究者に対する文献利用ガイド

医学図書館. 1969;16(4):297-304.

1 昭和451970


	協会賞（受賞一覧）

