
 

 

日々の業務、教育研究活動の補助施設として 

 

附属総合情報センター 

総務・システム係長 池﨑 康 

 

附属総合情報センターは、情報ネットワーク

システム部門と図書館部門の２つの専門部署

から構成される附属施設です。前者は、SAINS

（セインズ）の名称となっている札幌医科大学

学術ネットワークを使ったインターネットや

電子メール等を提供するためのインフラ整備

と運用を担当する部署です。後者は、教職員、

学部学生等の学内所属員及び北海道内の地域

医療従事者を対象とし、教育、研究を目的とし

た学術雑誌や検索データベース等の学術情報

ツールを提供する部署です。 

今春、本学に転入及び入学された皆さんは、

これらの部門で提供しているサービスを使い

始めて約１か月経過しましたが、どのような感

想をお持ちでしょうか。当センターが現在の体

制になってから 8 年目を迎えますが、利用者

の皆さんのご協力によって、現在のサービスに

拡充してきました。 

情報ネットワークシステム部門では、本学の

教育、研究、日常業務等の活動において、ネッ

トワークが必要不可欠のものになっており、正

常な状態を確保するよう、日々監視を行ってい

ます。しかしながら、予期できない外部からの

サイバー攻撃等により、インターネットや電子

メールの遅延などのネット障害が発生するこ

とがあります。 

これまでも、SAINS の電子メールのパスワ

ードが盗用され、そのアカウントからスパムメ

ールが大量に送信されるトラブルが発生して

いることから、パスワードの取り扱いには十分

注意するようお願いします。たった一つの行為

が学内全体の日々の活動に影響を及ぼすこと

に繋がる、という意識を持ってネットワークを

利用するようお願いいたします。 

図書館部門では、道内医療機関に勤務する学

内所属員や卒業生の皆様に対し、当センターが

抱える学術情報を提供するためにも、インター

ネットを活用した学術情報を 24 時間提供す

るなど、時代に合わせたシステム構築を行って

きました。 

当センターが所管する施設として、図書館と

コンピュータ実習室があり、共に 24 時間開放

しています。このような大学は全国的にも珍し

く、これを維持継続していくためには、提供す

る側と利用する側との信頼関係が最も大切な

ことだと考えています。 

今後も同様のサービスを継続するためには、

ネットワークを利用する時と同様に、各人が利

用する際のルールを守っていただくことが必

要になります。 

当センターとしては、是非とも、これらのサ

ービスが継続され、更に拡充していけるように

務めていくことはもちろんですが、利用する皆

さんの変わらぬご理解とご協力が不可欠です

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 
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研究者データベースがリニューアル公開しました 

 

学内ネットワークの更新に伴い、本学の研究者データベースも新たなシステムとなり４月８日

に正式に公開する運びとなりました。研究者に関わる教育研究活動の情報を広く公開できるよう、

本学のホームページトップ画面や情報センターのホームページにバナーを配置し、アクセスしや

すくしています。 

新しい研究者データベースシステム（以下「本学研究者 DB」という。）は、科学技術振興協会

が運営する researchmap（研究者情報データベース）の登録情報を本学研究者 DB に自動的に

取り込む仕組みとなっていることから、研究者の皆様にはデータ元である researchmap にご自

身の業績等の更新、修正、登録をお願いしています（下図参照）。 

登録に当たっては、researchmap でも入力の簡素化の一助となるよう、外部データ（論文：

PubMed、ORCID、CiNii Articles、J_GROBAL 等、書籍：Amazone,CiNii Books）の取り

込みができる仕組みになっていますので、是非ご活用ください。 

本学研究者 DB のリニューアル公開にあたり、登録情報の見直しや更新作業にご協力いただき

ました研究者の皆様に改めてお礼申し上げますとともに、今後とも最新の情報登録にご協力をお

願いいたします。 

  

 本学研究者 DB へのアクセス方法 

  ・本学ホームページ トップ画面右サイドにあるバナー 

  ・附属総合情報センターホームページ トップ画面下部にあるバナー 

  ・http://researcher.sapmed.ac.jp/gyouseki/search/index.html     

 

  researchmap への登録、更新等についてのよくある質問 

  ・附属総合情報センターホームページ > FAQ’s > 研究者データベース（下部にあります） 

・https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/faqs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：researchmap（左）と本学研究者データベース 

                       （総務・システム係 内線２４１４） 



学術雑誌検討部会の設置について 

 平成 27 年度の整備結果については、前号

Barks No.7 でお知らせいたしましたが、今

年度以降も購読タイトルの中止、包括契約コ

ンソーシアムの見直しが不可欠となる見通し

です。原価高騰、為替円安傾向が依然として

継続していることに加え、電子ジャーナルに

ついては、本年４月の消費税法の一部改正

（「電気通信利用役務の提供」と内外判定基準

の見直し）による課税が決定しており、大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体で本年度比で約 15％の購読額上昇が見込まれています。現行のセンター予算で今年度と同

等の誌数を維持していくことは困難であり、今後の学術雑誌の長期的な発展及び計画について本

質的に考え直す時期であるとの判断から、平成２７年３月３日開催の平成 26 年度第４回附属総

合情報センター運営委員会において次のとおり教員による検討部会設置し、検討を進めていくこ

とが決定されました。 

 

1 検討する内容 

 平成２８年度の国外学術雑誌整備をしてい

く上で、購読中止に代わる新たな支援策とし

て「Pay Per View（論文都度払い契約、以

下、PPV）の導入も含め、検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

PPV は、出版社大手の Nature、Elsevier の

ほか、数社が提供しており、国内ではすでに１０大学以上で導入されており、年間購読方式に代

わる新たな電子ジャーナル論文提供方法として注目されています。 
 

２ 国外学術雑誌整備検討部会 部会員（任期：H27.4.1～答申完了まで） 

学  部  等 所  属 職  氏  名 

医学部 

病理学第二講座 准教授  小山内 誠 

公衆衛生学講座 准教授  大西 浩文 

腫瘍・血液内科学講座 准教授  瀧本 理修 

泌尿器科学講座 准教授  高橋 聡 

保健医療学部 

看護学科 准教授  佐藤 公美子 

理学療法学科  講師   谷口 圭吾 

作理業療法学科 准教授  竹田 里江 

医療人育成センター 教育開発研究部門 教授   相馬 仁 

 

３ 日程等について 

  検討は、平成 27 年 5 月から開始し、７月初旬には一定の方向性を示す予定です。10 月末の
H28 年度国外学術雑誌購読タイトル決定までに、学内説明会、講座購読希望調査等、逐次お知らせし

たいと考えています。引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

                               （図書係 内線 2423） 

Pay Per View とは？ 

 

事前に大学が閲覧件数をまとめて購入するプリ

ペイドシステムです。1 論文のダウンロード（フ

ルテキストの表示・ファイル保存）ごとに課金さ

れ、契約している雑誌以外でも、論文単位で利用

できる契約方式です。 

 

H27 年度の整備結果 

 

 コンソーシアム（Big deal）を可能な限り維持

しつつ、以下の基準によりタイトルを決定。 

①【コンソーシアム】年間ダウンロード件数 50 

 件以下のタイトルが５割以上の出版社の包括 

 契約コンソーシアムを中止し個別契約に変更。 

②【個別契約】年間ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ件数 50 件以下を中 

 止。 

以上の結果、コンソーシアム３社を個別契約に

移行、また、個別契約３社 26 誌の購読を中止。 



新たに学内所属員になられた皆様へ 

巻頭言のとおり、当センターでは学内ネットワークと図書館の２つのサービスを提供していま

すが、新入学、人事異動のこの時期は特に当センター・サービスの利用方法に関する質問が集中

します。当センター・ホームページ（https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/)ではサービス利用方法の

記事を掲載しており、いつもで閲覧することができます。ここではホームページのコンテンツの

配置を中心に当センター・サービスについて概説します。 

 

１．「図書館サービス」タブ 

コンテンツに応じ、下記のとおり３つサブメ

ニューに分け、記事が配置されています（図１）。 

① 
サービス 

全般 

図書館サービス全般の説明（入退

館方法、資料の貸出・返却、施設

予約など） 

② 文献検索 

学内蔵書検索、医中誌 Web や

MELINE など本学で利用可能な各

種文献検索へのリンクメニュー 

③ 
電子コン 

テンツ 

電子ジャーナルや各種オンライン

辞典、電子ブックへのリンクメニ

ュー 

※ 文献検索は、トップページに配置されている３種 

 類の検索窓からも直接検索できます（図１の④）。 

 

2．「情報ネットワーク」タブ 

 電子メールや自宅からのリモートアクセス

など各種ネットワークサービスの記事を配置

しています。ネットワークサービスの説明の詳

細は「システムとサービス」をご参照ください。

また、当センターの全てのサービスの個人認証

は電子メールの ID とパスワードを使用してい

ます。まだ、取得されていない方は「SAINS

利用申請書」に必要事項を記入し、当センター

総務・システム係までご提出ください。 

 当センターでは皆様のご利用をお待ちして 

います。ご不明な点などありましたら、遠慮 

なく下記までご照会ください。 

      （利用サービス 内線 2418） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 図書館サービス・コンテンツの配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２ 「情報ネットワーク」タブ内のメニュー 

◆総合情報センターへのお問い合わせ先 

お問い合わせ内容 内 線 E-mail 照会先 

図書館の利用に関すること 2424 libserv@sapmed.ac.jp 利用サービス（カウンター） 

学内所属員の文献複写依頼に関すること 2418 illo@sapmed.ac.jp 利用サービス 

学外からの文献複写の申し込みに関すること 2417 illr@sapmed.ac.jp 利用サービス 

図書に関すること 2416 book@sapmed.ac.jp 図書係 

雑誌に関すること 2423 serial@sapmed.ac.jp 図書係 

札幌医学雑誌に関すること 2416 satuisi@sapmed.ac.jp 図書係 

メール・アドレス、学内 LAN に関すること 2239 icccj@sapmed.ac.jp 総務・システム係 

図書館へのご意見・ご要望に関すること 2413 konno@sapmed.ac.jp 主任司書 

 誌名「Barks（バークス）」は、本の語源でありますラテ
ン語の「樹皮（liber）」の英訳です。 

 

④ 

  ①    ②   ③ 


