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匡勇特集病院における図書館ｼｽﾃﾑの現況

当院における「司書アシスト」を使用した図書予算管理について

Ｉ．はじめに

淀川キリスト教病院は1955年、米国長老協会

によって設立されました。

初代院長ブラウン先生は「からだとこころと

たましいが一体である人間（全人）にキリスト

の愛をもって仕える」－「全人医療」を提案さ

れました。２代目院長の白方先生は、院長とし

ての職務以外にも近畿病院図書室協議会の第９

代会長も務めました。また、先生は自ら図書委

員長となって図書室の整備や充実に力を注がれ

ました。

Ⅱ、中央図書室について

1985年、本館が竣工し、病床数も135床から、

375床となり、１１月には６階の医局に隣接して

中央図書室が開設されました。1989年に西館も

完成し、現在病床数は607床です。従来、看護

部図書、医務部図書が別々の場所に保管されて

いましたが、一箇所で中央管理されることにな

りました。

今年１月～６月までの利用者数は下記のとお

りです。看護部の利用者数は、年１回行われる

｢看護研究発表」の準備などから年々増加して

います。

医務部

看護部

コメデイカル・事務部

実習生

やまざきかっこ：淀川キリスト教病院

tosyo＠ych・or､jｐ

328／月

133／月

11／月

46／月

－２－

山'11奇捷子

Ⅲ．『司書アシスト』の概要

このソフトは、「安くて、便利な図iIf管理ソ

フトはないですか？」という病院図番室担当者

の要望に応えるべく、株式会社サンメデイアが

開発した図審管理用テンプレートです。

市販されているリーショナルデータベース・

ソフトMicrosoftAccess上で開発され、ＭＳ‐

Access97の動作するMS-Windows系パソコン

で利用できます。

主な機能は「貸出・検索」「返却」「図書管理」

｢相互貸借｣「レポート」があげられます(図ｌ）。

特色として､①カスタマイズが容易であること。

②データベース管理ソフトなので、容易に集計

をとれること。③価格が安価であることなどが

あげられます。

今回、当院用に大幅にカスタマイズしていた

だいた『司書アシスト』の機能のうちで、当院

で最も利用している「レポート」と「蔵書管理」

について報告します。
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図１．ｉ､司書アシスト』Ｔｏｐ画面

Ⅳ．『司書アシスト』導入経過

Ｉ|』央図:iIf室では、それまで蔵審を図秤カード



で管理していましたが、1986年にMS-DOS上で

動くｄＢＡＳＥⅢＰＬＵＳを使用し、独自の図書管

理システムを導入しました。そして約4,000冊

の蔵書をこのシステムに入力しました。当時は

８インチのフロッピーを使用していて、ソート

するのに、一晩かかっていたように思います。

しかし、１０年以上使用してきたこの図書管理

システムは、Windowsに対応できなかったた

め、別のソフト導入を検討しました。その結果、

1999年４月に、次のような点で『司書アシスト』

を採用することにしました。

①従来のデータ10,400件のコンバートを購入

業者に依頼できたこと。

②司書アシストはもともと、予算管理を行う

機能はなかったが、経費コード登録テーブ

ル､入力フォームを追加することによって、

当院の予算制を可能にできること。

主なカスタマイズ項目は次のとおりです。

ａ・経費コード注'’別書籍蔵書管理フォーム

の作成

ｂ・経費コード登録テーブル、入力フォーム

の追加

ｃ・購入書店別レポート作成

次に当院の図書費の予算制について、説明し

ます。

Ｖ・当院の図書費の予算制について

当院では1990年より図書費にも予算制を導入

しています。

図書費は1990年から今年まで同額です。予算

の項目は表１をご参照下さい。各部署の図書購

入決裁は当該部署責任者が行っています。業務

の必要上、予算を超えた場合は図書委員長決裁

の「図書予備費」による購入を検討します。

Ⅵ．「書籍蔵書管理」機能をカスタマイズした

「経費コード別書籍蔵書管理フォーム」に

ついて

納品された書籍は「図書管理」の「書籍蔵書

管理」‐「新規」を選択して、必要事項を入力

－３－

或務部
コメディカル

総務課

秘書課

経理

用度施設

医砺課

企両調杏牽

病院管理

病歴画室

医療情報

薬剤部

リハビリ部

臨床検査部

放射線部

病理部

健康管理部

栄養課
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伝逝部

看溌部

臨床工学部

計

総合計

病院図書館２００４；２４(1)

表１．２００３年度図書予算

2003年度

予算
医務部

2003年度

予算
その他

30.000 内科 1.513,000 ＣＤＲＯＭ 500.000

10.000 外科 380.000 図替予備費 572.000

35.000 小児科 320.000 その他合計 1,072,000

45,000 産婦人科 250.000

１１０‘０００ 整 形 外 科 200.000

50,000 脳外科 210.000 院長図書費 500.000

780.000 眼 科 74‘０００

神経科 37,000

40.000 ホスピス 55.000

40,000 皮膚科 10,000

泌尿器科 55.000

250.000 耳脚咽喉科 50.000

150.000 麻酔科 74,000

80.000 放射線科 92.000

50.000 病理科 37.000

5０．０００ 形 成 外 科 37‘０００

8０．０００ 研修医図書 00.000

40.000 全科共通 5０．０００

50,000 鯉 康 管 理 科 3７．０００

100.000 ﾘﾊピﾘﾃー ｼｮﾝ科 37,000

750.000 救急科 50.000

1０，０００

10,000

2.760.000 合計 5.668.000 1.572000

10.000.000

します（図２)。

コードは経費コードから必要な部署を選択し

ます。受入先も、コード化されていて、財務課

へ配布する書店別購入内訳に利用されています。

このように入力されたデータは、カスタマイ

ズされた購入内訳〔Ａ・書店別（表２）、Ｂ・

全体（表３）、Ｃ・部署別（表４)〕の書式で毎

月、財務課へ「月別図書購入内訳」の形で配布

しています。

また、このデータは経費コードを利用して各

部局図書台帳、中央図書室図書台帳など、必要

に応じた形に利用することができるので、大変

便利です。
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図２．書籍データ入力フォーム



ｏＷＷ１８月刊ＷＡＭ早威16年厘睡料金

表４．購入内訳（Ｃ・部署別）表２．購入内訳（Ａ・書店別）

叫入香箱梨計
受入ロ圃寓名

購入魯籍築計(購入先別）
受入日閃有堀 廟入失 ■入価略

１８．００， 4.570

１冊BO1EM中央図書璽一救急科 ￥12.750厚生社 ２２冊￥165.840
厚生社OＭ２/1０神経内科ハンドブック圃鷺鯵鯖と坊唖粛3賑 1ユァ“

厚生社

、/02（Ｏ神経内科ハンドブック錘刷は鯖と渚愈鴛3飯BOIEM中央囚香宜-紋＄科12.750

０３/Ｗ1６スキルアップのための凪纂槍尋サプノート

0Ｍ２/越画科肱療プラクディス９９眼の影成外科沿験寅でＢＯＩＥＹ中央国毎宣-国料 ０冊BO1EN中央図客室-耳鼻咽噸科 ¥6.000

2.400

0Ｗ12/２２厘判は痕プラケティス１００小児哩科プライマリ･ケアBOIEY中央因自室一国料
２００３泊験武で

０
小口払いOＱＯＯ03/I〃唖▲OEI画璽朝倉平成18年

鎗茜客陸

03'12/１０第34回日本君厘学金堂文纂母性晒掘ＢＯ１Ｋ中央国■血-秒厘凹3,130 ２冊BO1EY中央団客室-眼科 ¥０

厚竺社

００/ＷＵ８第34国日本珂鰻学食鱒文纂、埋峰合ＢＯｔＫ中央国毎画-Ｕ康臼．.130

OＭ２/1６有香事叡のは蘭学

ＯＷＷ錘国科は鯉プラクディス０９限の酎成外科沿験費で厚生社

5.0pＯ

BOIOR中央因宮室-整砂外科3.400OＭ２/to整酎外科ノクリティカルパス

４厨￥202507

｡‘'w璽謡噌璽プﾗｸチｲｽ１．.小児園卿プうｲﾏﾘ．ケア20.0沿厘塗敏03/12/２２潟化野虜セミナー９３ダイドライン時代の胃昌の治僚ＢＯＩＳ中央国毎富-外科 0

ロ払い

BO7璽劃蝉ＯＷＷＩＯ注酎垂璽剣富里マニュアル 1β００
２冊BOlK中央図客室-石圃部 ￥6.260

0ユア唾

BO7纂剤惇ＯＷＷｔ５母方菌チェック皮の⑭ a420

B５１健康管理室

慧
､Ｍ２/１０繭桝国日本壇嵐学金歯文築母性母国 3,1釣

¥8.400

BO7纂創野“/12/１６日紐､【クイズ声埋国５ 4.570
鯛/12/1８第狐日日本暫困学金型支纂斌埋哩舎 ａＯ３０

B○７纂気卸03/Ｗ１８クリティカルパス且近の逸機 ｡PGOO

小口払い0.40Ｃ

１ 冊BO10R中央図客雷一整膨外科 ¥3.400ｏＷＷＩ６スキルァップのための堕塵瞳壷サブノートＢＯ７黛暫毎 2200

47,6ｍOq/12/１９，七Ｆ画s鞄＆堀ｃｄＰⅧh副＠さy2vds・鋼ＥｄＢ８５国■予個貫

BO7婁釘塾 匝竺社“/Ｗ１６有啓事象の跡闘学 OWW10堕財外科ノクリティカルパス ユ4005pQO

OＭ２/ｌ９Ｅｎエカ屯0節“Ｗ●j“･sS幻ｎｍ$u●Ｔｍ回廊$4小EｄＢ８５囚岳予自賛

OW12/１６日経､Iｸｲｽﾞ眼纂柑郡･実雌園４ＢＯ７鷺璽璽 4５７０

１ 冊BO1PED中央図客室＝小児科 ￥12.000

１ 冊

ＯＷＷ１６スキルァップのための竪菖措皿サプノートＢＯ７鷺聾鍾 2.400

B54癖院笹理

小 口 払 い １ ２ p O O

￥18.000

“/02/1９ｐ●伊qヤマ吟８睦色垂鐸一Ｊ
BO7纂荊卸的/Ｗ１６投寓掌ｇリスト 3２６０

“/12/t9Ra“ｃ画画Ｒ●cmsbucdv●＆宛餌γ B9７洋唾堂

B 鰯 唾 ■ 予 働 費O$/Ｗ１０日本画床増刊号宣嵯隼 １２４７０ １ 冊BO1S中央図害室＝外科 ¥０

小口払い１日.OpO

B 鱈 園 自 予 働 ロ03ﾉＷ１２璽量宣飼、アトラス

図/Ｗ１０ＦＷＷＷＡＭ平成16年厩随料金

愛_倒、
“/12/証鋼化■虞セミナー９３ダイドライン時代の口娼の治康厘生社

“/Ｗ１２生は唾軍は断アトラス醇璽口怜･田里性袋聾Ｂ鯛画宮予慣貝 理２ｍ

１ 冊BO2健務 ¥68003/Ｗ１２生栓睡亘鯵蔚アトラス肝鈍飽の塗掌詮電Ｂ鯛国客子債賛 ﾛ２２範

B85図害予侭費 ９冊

小口払い００/Ｗ1５竺瞳ロロハンドブック ６８０ＯＷＷ１２鐘趣パターンからせ京る炎直性騨寝皇のは断鋪Z願Ｂ8５国容予個貝 １７月1０

￥2120307

０ Ｍ 〃 １５同と届１９製年風陵料宜消化唇科Ｂ8５国■予僧費 麺－２ｍ
９冊BO7砿荊部 ￥33.460

OＭ２/1０日本園庫増刊号癌匠移 ロ竺牡

厚生社OW12/1０瞳壁冨国劇貫賎マニュアル Ｉβ○0
-

5.420
小口払い ５日￥45.080

12.4加

生“/Iシ1５処方侭チェック虚の唖
BOIEN中奥画写宣-瓦＆晒噸料０．０００００/Ｗ唾jUft唾璽料食平成16年

OWIZ/1２組顛パターンからせまる員成性防塵■のは鯖寓2飯唾竺吐

厚生社0ｺ/Ｗ1５Ｒ唾副クイズ実践副５

ｍ/Ｗ1６クリティカルパス赴遥の遂参

血
一
種

17‘OIO

BOIPEp中の画写五一小児科12pOO鱒/12/１９Ｐ●さ埜圭ｓｂ鷺暇孟竺L9-』
早生社

BO2働塘”/1ツ15.寮童画且ハンドブック

厚生社

68⑪ OWIZ/1６スキルアゥプのための画倖桧聾サブノート 草生 2200

型.６ｍ

､ﾕﾉ12/１５富間鐘貝ハンドプ弱

００/I”００月刊トレーニングジャーナル2004年艮陵料金Ｂ５Ｉ煙嘩笹理室 8.400 璽肇社Oｺﾉ12/1６鐙璽越且ﾘスト ユリ００

OＭ２/1２唯挙哩廻は断アトうス陣、画鑓･騨旦栓寓寓 厚生杜

B“空陸笹竃

病院図書館２００４；24(１）

唾生杜03/Ｗ1６Ｒ唾酎クイズ固薦揃卑･糞哩哩４

絶計：３１冊判13.427

－４－

厚生社

画/12/鍾隔化輔偶セミナー輔

12280

表３．購入内訳（Ｂ･全体）

ＣＷＷ“T返愉一画cfU画Bmast函Fah副●Ｇ･碓皿α酒ｍｓＢ８５国毎予岱費
輿唖９｡■

ａｎ/12/１５回と昂１９０４

１冊

OＷＷ１５ﾛ上田１０桝年麟屋料金鯛化日興

“/ＷＯＱ月刊トレーニングヅャーナル２００４年風陵料金

麺2“

0Ｗ1シ1８ ロ

“･鮎９

鴎入谷衛築計
受 入 日 図魯名

ＯＷＷｎ２ＡＮ１唾羅創１

0Ｗ12/1２

、0.170

“ﾉ12/１２画l脅回

Ｃａﾉ１２ﾉ1０

総計：３１冊（定琶￥O）唾入信格￥413.427

画 人 命 画 毎 召 噴 入 完 画 八 便

０３/1訂ｔｏギ

162

3踊中央囚魯諏一田

0Ｍシ1２岳＆由qmqアトラス

ﾛ①/12ﾉ１０神経内科ハン鹿'曹

122帥

０３ﾉＷ１２生鐘噂画斌置アトラス肝健箇の生検跡断

０Ｗ12/1０

ざ２

郎生社

Ⅶ．レポート機能を利用した財務課への提出書

類

レポート機能は「いつから」「いつまで」と

期間を指定することで、１ヶ月ごと、１年ごと

など、期間を自由に区切り集計を出すことが可

能です。

次に当院の「レポート」機能をカスタマイズ

した毎月の購入内訳と部署別台帳について説明

します。

（１）月別図書購入内訳作成

月初めに、書店別購入内訳（表２）と納品書

を付け合わせて、全体内訳（表３）、部署別内

訳（表４）を財務課へ配布しています。

(2)部署別台帳

部署別の台帳はこのレポート機能の「部署別

購入」で期間を決めて打ち出すことができます

、厩弼唾翫小口払いOqﾉ12/、 し２⑥0４
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(図３）。なお、これは既成の『司書アシストｊ

の「寄贈」の箇所がカスタマイズされた機能で

す。

版に引き継ぐことはできなくて、再度カスタマ

イズが必要とのことでした。

最後に、私の勝手なたくさんの要望を聞いて

いただいて、とても使いやすく改善してくだ

さった株式会社サンメディアに感謝します。

■良貝あ貢‘ｚｍＥＥエ
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注１．経費コードとは図書費管理（表ｌ）、部

局図書（長期貸出しのようなもの）管理

のために設けられています。

図'３．レポート画面

Ⅷ．おわりに

当院はカスタマイズされた『司書アシストj

Access97版を、とても便利に使用しています。

現在はバージョンアップの必要性はないので

すが、参考までに業者さんに尋ねたところ、

Access97版『司判:アシスト.ｌをAccess2000
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