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開館時間変更及び休館のお知らせ
次のとおり開館時間変更及び休館となりますのでお知らせいたします。
期
平 日
土 日

間

9 月 3 日（月）〜

特別開館時間

9 時 00 分 〜 20 時 00 分

20 時 15 分 〜 24 時 00 分
9 時 00 分 〜 24 時 00 分

変更はありません。
9 月 9 日（日）

休館日

開館時間

基礎医学研究棟における定期点検に伴う停電のため

9 月 15 日（土）
9 月 23 日（日）
9 月 26 日（水）

国民の祝日のため
蔵書点検整理日のため

なお、9 月 24 日（月）は振替休日ですので、特別開館のみ利用できます。
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利用者用端末の不正使用禁止のお知らせ
〜

情報検索コーナー(2〜4F)・AV ルーム

〜

既に附属情報センターからのお知らせにもあるように大学サーバーに対する新型ウイルスによ
る攻撃が現在も断続的に行われております。附属図書館では新棟開設時より館内配置のパソコン
について、教育・研究目的に限った利用をお願いしてきましたが、最近全く異なる利用が目立っ
てきております。情報検索コーナー
情報検索コーナー(2
情報検索コーナー(2〜
(2〜4F)と
4F)と AV ルームの両方においてインターネットを介して
有害サイト等からのプログラムをインストールした形跡があり、うち 1 台については情報センタ
ーに設置している「ファイアーオール」に対する不正アクセスを引き起こしました。最近はこの
ーに設置している「ファイアーオール」に対する不正アクセスを引き起こしました。最近はこの
ような行為によるウイルス感染が報告されている例があることから、改めて本来の目的に沿った
ような行為によるウイルス感染が報告されている例がある
利用をお願いしますとともに、不正使用が確認された利用者につきましては、附属図書館として
利用の停止等、厳重なる対応を行いますので予めご了承ください。
なお、附属図書館では以下のように設置場所による利用目的を定めておりますので、再度ご理
解とご協力をお願いいたします。
1 情報検索コーナー(2~4F)での学術情報等の文献検索のみ。
2

AV ルームでのレポート作成・画像処理。但し、パソコンが空いている場合はネットサーフ
ィン等も可。

3 電子メール等の個人環境の設定と利用については禁止。

ご不明な点があれば、利用サービス係
利用サービス係（内線
2425）
利用サービス係
にお問い合わせください。

2

EBSCOhost/EBSCOmed 無料トライアルのお知らせ
（エブスコ・オンライン外国雑誌論文データベース）

附属図書館では下記日程において標記データベースの無料トライアルを行うことになりました。
学内ネットワークに接続しているパソコンからインターネット経由で誰でも自由にお試しいただ
けます。この機会に是非ご活用ください。
１．EBSCOhost/EBSCOmed とは
EBSCOhost/EBSCOmed は、インターネットで EBSCO 社のサーバーにアクセスし、数千の
雑誌タイトルの論文・記事から横断的な検索を行い、検索結果から全文を表示できるデータベ
ースです。対象分野は、医学・生命科学・看護・人文・社会科学・経営・経済系と多岐に渡っ
ており、全文・抄録データベースとして多数収録されております。
尚、本データベースは Archives
を目的としたものであり、フルテキスト全文掲載までの一定のタイムラグがありますので予め
ご了承ください。
2. トライアル対象データベースとその特徴
Databases
Biomedical Reference Collection:
Expanded

特

徴

収録年

医学・生命科学を中心とした雑誌のフルテキ
1991‑2001
ストを収録したデータベース。

Nursing & Allied Health Collection: 医療・看護関連の雑誌フルテキストを収録し
1984‑2001
Expanded
たデータベース。

Comp MEDLINE w/ MeSH

National Library of Medicine（NLM）制作
の医学基本データベース。医学、看護、歯科、
1960‑2001
獣医、健康ケア、臨床科学等の医学情報をカ
バー。

CINAHL w/ Headings

看護学文献の索引誌（CINAHL）に対応す
るデータベース。950 誌以上を収録し、アメ
1976‑2001
リカ看護協会、アメリカ国立看護連盟雑誌・
出版物の索引と抄録を収録

BasicBIOSIS

生命科学・環境科学とその関連領域の基本デ
ータベース。約 350 誌の生命科学コア・ジャ
ーナルや会議報告・書評・新聞も含む。40 1987‑2001
万件以上のデータを収録し、毎年約 10 万件
のデータが追加される。

−

202 −

Databases
Biological Abstracts 2001 for
Biology

CANCERLIT

CSA-Life Sciences Collection
1982-Current
International Pharmaceutical
Abstracts
EBSCO Online Citations

特

徴

世界的に著名な生物・医学系雑誌約 5,200 誌
から重要な生命科学関連の論文抄録を約
350,000 件収録した、生命科学分野では必須
のデータベースです。
アメリカ国立癌研究書の国際癌研究データ
バンク（ICRDB）により製作。4,000 誌以上、
その他の癌文献から 130 万件以上の抄録を
収録。
Cambridge Scientific Abstracts 提供の生命
科学に関するデータベース。1982 年以降を
カバーし、年 4 回更新されます。
American Society of Hospital Pharmacists
制作の薬学関係データベース。薬学・医学・
健康関連の雑誌 750 誌以上から情報を収録。
各出版社が作成する約 5,000 の電子ジャー
ナルを横断的に検索する Citation と
Abstract のデータベース。

収録年

1995‑2001

1947‑2001

1982‑2001

1967‑2001

1975‑2001

3.トライアル期間と必要機器
(1) トライアル期間：平成 13 年 8 月 20 日（月）より （60 日間）
(2) 利用時間：24 時間
(3) 必要機器：Web ブラウザ（Internet Explore および Netscape Navigator）が動作し、学内ネ
ットワークと接続しているパソコン
4．利用方法等について
(1) 附属図書館ホームページ（http://www.sapmed.ac.jp/libr）よりご利用できます。
なお、検索マニュアル等につきましては EBSCO ホームページをご参照ください。
URL: http://www.nauka.co.jp/ebsco.html

「EBSCOhost/EBSCOmed 無料トライアル」につ
いてご不明な点があれば図書館システム係
図書館システム係（内線
図書館システム係
2422）までお問い合わせください。

−
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オンライン・ジャーナル提供サイトのご紹介（追加）
本学で利用できるオンライン・ジャーナル提供サイトを附属図書館ホームページ
（http://www.sapmed.ac.jp/libr）にて公開しております。出版社の Web サイトへの接続によっ
て閲覧できるオンライン・ジャーナルの追加がありましたのでお知らせいたします。
なお、附属図書館では現在、医科系を中心としたオンライン・ジャーナルの追加調査を進めてお
りますが、有用な情報をお持ちの方はお手数ながら附属図書館カウンターまでご連絡ください。

雑

誌

名

American Journal of Respiratory
Cell and Molecular Biology
American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine
Annals of Emergency Medicine
Glycobiology
Human Molecular Genetics
Human Reproduction
Laryngoscope

U R L

接

続 方 法

http://www.atsjournals.org/

IP 認証

http://www.atsjournals.org/

IP 認証

http://www.harcourthealth.com/script
s/om.dll/serve?action=searchDB&sear
chDBfor=home&id=em
http://glycob.oupjournals.org/misc/ifor
a.shtml
http://hmg.oupjournals.org/misc/ifora.
shtml
http://humrep.oupjournals.org/misc/if
ora.shtml
http://www.laryngoscope.com/

IP 認証
IP 認証
IP 認証
IP 認証
ご照会くだ
さい

註：（１）「IP 認証」とは IP アドレスによる認証方式で、接続は本学の IP を持つ機器に限られ
ます。
（２）本文表示にあたりましてはアドビ社 Acrobat Reader（無料）が必要なジャーナルが
あります。ご自身のパソコン等にインストールされていない方はアドビ社のホームペー
ジ（URL http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html）よりダウンロード、
インストールの上、閲覧ください。
（３）password 認証のユーザーID、password については図書館カウンター（内線 2425）
にお問い合わせ下さい。

−
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寄贈資料のお知らせ
下記の資料をご寄贈頂きました。ありがとうございました。
＜第２内科 中田智明 講師＞
心電図同期心筋 SPECT 法 : その基礎と臨床応用 /中田智明 中嶋憲一編. (4Ｆ開架 WG141￨￨N43)
＜救急集中治療部 浅井康文 教授＞
厚生科学研究費補助金医療技術評価総合研究事業 へき地・離島の医療支援機構のあり方と評価
に関する研究研究報告書 平成 12 年度. (3Ｆ和雑誌)

図 書 館 日 誌
□ 平成１３年８月
９日（木）
１０日（金）

・第１回学術雑誌検討小委員会
・第４４回北海道地区大学図書館職員研究集会（酪農学園大学）
中山主任司書、福井主任、池崎主任、正木主事出席

２８日（火）

・第４回図書館事務連絡会議

３１日（金）

・第５１回北海道地区大学図書館協議会総会（釧路公立大学）
立川事務長、佐々木図書管理係長出席

−
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