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層特集病院における図書館ｼｽﾃﾑの現況

図書館システムＣALISを経てELCIELO導入まで

Ｉ．はじめに

1990年９月、当院に図書室が設置され、１９９１

年４月、小牧市立図書館より「パソコン入力で

図書管理を始めるので一緒にどうですか」と声

をかけていただき、市立図書館の数ある地区分

室図書室のひとつのような感じで、コンピュー

タ管理を始めました。この間2003年９月まで丸

善の図書館システムＣALISを使用してきまし

た。

紹介された時期は、倉庫状態だった雑誌の整

理もちょうど一段落し、挨まみれの蔵書の整理

に取りかかった頃でした。これからはパソコン

利用の時代でもあり、患者さんや付き添いの方

にも図書館の本を利用していただけるかもと漠

然と思ったのが動機です。CALIＳ導入後、市

立図書館の方からは移動図書館を病院に回送し

ても良い、と提案していただいたのですが、病

院側の諸事情により実行されないまま今日まで

来ています。

2003年１０月からは、小牧市の光ファイバー導

入に伴い､小牧市立図書館が新しく丸善のＷｅｂ

版図書館システムELCIELOを導入し、それに

伴い当図書室もELCIELOに移行しました。

ＣALISもELCIELOも、とても小規模図書

室で導入できるような価格ではなく、またそこ

までの必要もない程大容量システムです。

Ⅱ．ＣALIS利用

ＣALISは、小牧市立図書館本館にメインコ
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ンピュータを置き、専用回線で結んで端末機で

使用しました。使わない機能が多いので、病院

専用の初期画面を作っていただき、雑誌・蔵書

共にバーコード管理をしてきました。費用は、

専用回線の月額固定料金のみで済んでいます。

Ⅲ、ELCIELOを利用し始めて

ELCIELOは、Ｗｅｂブラウザ上で作動します

ので、手持ちのパソコンから利用でき、特別な

ソフトウエアは必要ありません。CALIＳ端末

機の時に比べはるかに高速で処理され、クリッ

ク更新で進めるので入力の手間が大幅に省け、

またカラー画面で見やすくなりました。

何よりも良かったことは、ＣALISのときは、

月曜日が市立図書館休館日で接続できなかった

のが、ELCIELOになり終日24時間利用可能に

なったことです。

Ⅳ、ELCIELOの操作

１．初期画面

やはりそのままでは利用しない機能が多いの

で、病院専用の初期画面（図ｌ）を作成しても

らっています。また、和雑誌の特集記事、長期

貸出など病院利用だけの設定もあり、こちらか

らの要望によりその都度使いやすいように対応

してもらうことができます。また、管理者用の

画面（図２）からは随時使いやすいように設定

を修正・追加することが可能です。これらの画

面は、ユーザーネームとパスワードで使い分け

ています（図１、図２)。

２．雑誌類の登録

雑誌は最初に一度、雑誌についての書誌事項
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ると、「書誌登録」画面が表れます。ここでほ

とんどの和洋:,¥:はTRC/ＭＡＲＫを検索して書

誌事項を取り込むことができるので、当院用に

わずかに修正するのみで済みます。ビデオ類は

NHK/ＭＡＲＫから取り込み登録します。項Ｈ

の棚からは版事項・シリーズ事項等追加入力で

き、更に詳しく登録することが可能です（図

５)。

次に、「呼出し元」をクリックし、「受入管理」

画而で必要項'二Iをクリックしてバーコードス

キャンし、登録します（図６)。

更に「配架処理」画面でバーコードスキャン

して受入完了です（Ｍ５，Ｍ６）。
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を登録します。「マスタ管理」画面で書誌登録

を行うと、雑誌一点について一個の「マスタ

ID』が割り振られ、以後はこの『マスタＩＤ』

で入力管理することになります。

月々の受入は、「雑誌受入管理」、面で『マ

スタＩＤ』を入力して行います。妓新巻号をク

リックすると自動的に更新しますので、価格・

特集記事を入力し、登録すると『カレントＩＤ』

が作成されます（図３)。

次に、「所蔵受入」画面で必要項目をクリッ

クし、バーコード登録すると、『蔵書ID』が作

成されます（図４）。肢後に「配架処理」画面

で、バーコードスキャンして受入完了です。背

面に巻号の一覧リストが表れるので、これで

チェックします。マスタＩＤでどちらの画面も

随時追加・修正が可能です（図３，図４)。

３．単行書類の登録
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Ｖ、おわりに

CALISに比べ、特に便利になった点は、検

索し、集計したリストをExcel等で編集し、図

書室独自の蔵書目録や、雑誌の一覧表を作成す

ることができるようになったことです。貸出・

返却は､24時間利用可能という点から、バーコー

ド管理が活かせないまま貸出カードで管理して

います。800名近い職員の登録と移動の把握の

ことを思い、二の足を踏んでいる状態です。督

促状はELCIELOで管理する予定です。

使い始めて一ヶ月余りなので、基本的な機能

の報告に終始しましたが、図書室ホームページ

の作成、例書資料のデジタル化、電子ジャーナ

ルへのリンクなども可能になるようです。

近い将来、小牧市の各家庭から光ファイバー

による検索、予約、e-mailによる通知などの利

用者サービスが可能になるそうです。この地域

ネットワークの運用を有効に活用し、病院図書

室を患者さんを含めた利用者へのサービスに結

び付けたいと思っています。
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