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この春より札医大で過ごされている方は、図書館をご利用されているでしょうか。
今号では、図書館の施設や提供サービスの紹介をさせていただきます。
お伝えしたいことがたくさんありまして、とても長いお知らせとなりますが、最後まで読ん
でいただけると幸です。
目次----------------------------------------------------------------------------------------1. 図書館 2 階の休憩スペースについて ～ラウンジ・ブラウジングルーム～
2. 電子ジャーナルが利用できない！？ ～適切なご利用についてのお願い～
3. 「図書館に入れてほしい本」第 2 弾始まりました！
4. 診療支援ポータルデータベース「DynaMed Plus」トライアル開始と利用説明会開催の
お知らせ
5. 夏季休業期間の図書館開館時間短縮と図書の長期貸出(学部学生と大学院生のみ)につい
て
6. 第 15 回 学術情報ソリューションセミナー2019 in SAPPORO 開催のお知らせ
7. 【講座秘書さん向け 常時受付中!!】出張文献検索講習会のご案内
---------------------------------------------------------------------------------------------1. 図書館 2 階の休憩スペース ラウンジ・ブラウジングルーム）について----------------皆さまは、図書館に休憩スペースがあるのをご存知ですか？
多くの図書館では図書館内では、資料や施設の汚損を防ぐため飲食が禁止とされています
が、当館では休憩スペース(ラウンジ・ブラウジングルーム)で食事を摂ることができます。
自動販売機がありますので飲み物を買うことができますし、ソファもありますので、ちょっ
との休憩時に遠くまで出かけなくてもくつろぐことができますよ。
そこで、図書館では皆さまに快く休憩スペースをご利用いただくためにお願いがあります。

■長時間の利用はご遠慮ください。席の独占は禁止となっております。特別開館時のカゴの
利用もできません。
→学習は、２～４階の閲覧席でお願いいたします。
→グループ学習を行うときは、2 階グループ学習スペース、4 階セミナー室をご利用くださ
い。使い方がわからない場合は、図書館員にお尋ねください。
■フロア全体に響きますので、大きな声の会話はご遠慮ください。2 階の情報検索コーナー、
AV ルームなど、学習スペースで勉強している方の妨げとなりますのでご協力をお願いいた
します。
■臭いの強い食品(カレー等)･汁物、カップ麺類はご遠慮ください。
少し制約が多いかと思いますが、同じフロアに休憩スペースと学習スペースがあるため、双
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方快くご利用いただけますよう、ご協力をお願いいたします。

2. 電子ジャーナルが利用できない！？ ～適切なご利用についてのお願い～
【ご利用のブラウザの設定を今一度お確かめください】---------------------------------資料を探す際に、電子ジャーナルを利用される方も多いのではないかと思います。
図書館へ出向かなくても、必要な資料へすぐアクセスできる電子ジャーナルはとても便利
ですが、閲覧の仕方や Web ブラウザの設定によって、利用できなくなる恐れがあることを
ご存知でしょうか？
それは「大量ダウンロード」と見なされた場合です。
大量ダウンロードとは、同一 PC から短時間のうちに大量のダウンロードを行うことです。
出版社では禁止している行為のため、もし大量ダウンロード（ 不適切利用）と見なされた場
合は、大学全体として電子ジャーナルが閲覧できないよう利用を制限されてしまいます。
利用者が通常の閲覧を行っているつもりでも、下記の場合は大量ダウンロードと見なされ
ることがあるので、注意が必要です。
■本文 PDF ファイルを、短時間のうちに次々開く
→ 本文を読まずにどんどんファイルを開くと、機械的に大量ダウンロードを行っている、
と判断されることがあります。
※PDF ファイルを開く＝電子ジャーナルのダウンロード
■Web ブラウザの「リンク先読み機能」によるアクセス
→ ページの閲覧中に、バックグラウンドでページ内のリンクにアクセスを繰り返す機能
で、これが大量ダウンロードと判断されることがあります。
Web ブラウザの設定を変更することにより、防ぐことができます。
▼対象ブラウザ：Microsoft Edge、Internet Explorer 11、Google Chrome、FireFox、
Safari Mac）等
設定の詳細はこちらから
https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/news/4305/

HP（>（ 新着情報（ >（ 電子ジャーナルの

利用について）
このように、本人の意図しないところで、大量ダウンロードと見なされるケースが発生して
います。
本人だけでなく、大学全体で電子ジャーナルを利用できなくなるので、必要な論文は、都
度ダウンロードすることをお勧めいたします。ぜひ一度ご自身の利用方法を確認してみて
ください。

3. 「図書館に入れてほしい本」第 2 弾始まりました！------------------------------------今年の 2 月から 5 月まで実施しておりました「図書館に入れてほしい本」第１弾にご協力
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いただきましてありがとうございました。購入された図書の一覧は、図書館 2 階新着図書
案内版に掲示しておりますので、ご覧いただきまして、ぜひ図書をご利用ください。
また、この 6 月より「図書館に入れてほしい本」第 2 弾を実施しております。
一覧からほしい本を見つけた場合は、チェック欄にチェックを入れくださいね。
一覧に無い場合は、最終ページの空欄にご記入ください。
購入については、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
一覧設置場所 すべて図書館内）
■2 階
・休憩スペース（ ラウンジ、ブラウジングルーム）に５冊 ・
（ 自動貸出機 ・
（ 新着図書案内
版 ・エレベータ横
■3 階
・コピーコーナー ・エレベータ横
■4 階
・エレベータ横

4. 診療支援ポータルデータベース「DynaMed Plus」トライアル開始と利用説明会開催の
お知らせ---------------------------------------------------------------------------------当センターでは、現在ウォルターズ・クルワー社の「UpToDate」を提供しておりますが、
サービス使用料の高騰を踏まえ、同種のデータベースであるエブスコ社の
「DynaMed（Plus」 ダイナメド・プラス）への変更を検討しています。そこで、皆様方に操
作性や機能についてご意見をいただきたく 8 月 12 日（ 月）までのトライアルを実施してい
るところです。
この度、エブスコ社の担当者による（「DynaMed（Plus」の利用説明会を下記の日程で開催す
ることとしましたので是非、御参加くださいますようお願いします。
【概 要】
DynaMed（ Plus（ は、臨床現場での診療サポートを目的とし、医学系の 3,000 以上のトピッ
クスを用いて臨床上の疑問を解決するための「EBM 根拠に基づく医療）
」ツールです。
同データベースの収録情報は、毎日 500 誌以上の雑誌やレビュー文献などをモニターし、
データを日々更新しています。
————————————————————————————————————————
利用説明会開催日時：7 月 11 日 木）18 時 00 分～18 時 45 分 予定）
対象者：学内所属員
会 場：基礎医学研究棟 5 階コンピュータ実習室
主な内容：操作説明、UpToDate との違い、モバイル版デモ
申込方法：こちらからお申込みください。
(https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/contact/form44/

申込みフォーム)（

申込期限：7 月 8 日 月）
※当日受付も行いますが、事前に概ねの参加人数を把握したく御協力をお願いします。
————————————————————————————————————————
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DynaMed（Plus の利用方法及びマニュアルは、こちらをご覧ください。
(https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/news/4218/

HP（ >（ 新着情報（ >（ 診療支援ポータル

データベース「DynaMed（Plus」の利用説明会開催について
なお、学外から利用される場合は、Remote（access（ にログイン後、
「DynaMed（Plus（ トラ
イアル実施中）
」とリンク表示されていますので、そこからご利用ください。
ご不明な点はこちらまでお問い合わせください。
図書係（ 担当:池﨑、内線 24160、E-mail:（serial[ｱｯﾄ]sapmed.ac.jp）[ｱｯﾄ]は@に置き換えて
ください。

5. 夏季休業期間の図書館開館時間短縮と図書の長期貸出(学部学生、大学院生)について---

■図書館は下記の日程で開館時間を短縮いたします。
7 月 22 日～8 月 30 日
通常開館

9：00～17：00

特別開館

17：15～翌 9：00

■【学部学生、大学院生対象】図書の長期貸出について。
7 月 8 日から 9 月 2 日に貸出手続きをした図書の返却日は 9 月 17 日となります。
対象資料: 図書 製本雑誌は従来通り 3 日となります。
）
貸出冊数: 学部学生は６冊以内、大学院生は制限なし
夏季休業前に再度、HP、掲示、メールでお知らせいたします。

6. 第 15 回 学術情報ソリューションセミナー2019 in SAPPORO 開催のお知らせ------当センターでは、株式会社サンメディア様との共催、北海道地区大学図書館協議会のご後援
により標記セミナーを開催いたします。
本年度セミナーのテーマは、
「始まりのその先（ –（ Keep（Rolling!!!!」となっております。
近年、オープンアクセスに対する取り組みが模索されるなど、学術情報を巡る動きが始まっ
ています。
１人でも多くの皆様方にご参加をいただき、学術情報の現状と今後を概観する機会の一助
になれば、と考えております。
時節柄、お忙しい時期とは思いますが、お誘い合わせの上ご参加いただきますようご案内い
たします。
————————————————————————————————————————
■ 開催日時：令和元年 7 月 12 日 金）9 時 40 分～16 時 50 分 9 時 15 分開場）
■ 開催場所：札幌医科大学記念ホール
————————————————————————————————————————
※詳細については、
こちらをご参照ください。
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(https://www.sunmedia.co.jp/modules/bulletin0/article.php?storyid=293

サンメディ

ア ソリューションセミナー案内ページへ)
※当日も会場で受付を行っております。
ご不明な点はこちらまでお問い合わせください。
図書係（ 担当:池﨑、内線 24160、E-mail:（serial[ｱｯﾄ]sapmed.ac.jp）[ｱｯﾄ]は@に置き換えて
ください。
7. 【講座秘書さん向け!!】出張文献検索講習会のご案内-----------------------------------先生から（「文献を取り寄せてほしい」と頼まれたとき、文献探しで困ったことがありません
か？
先生からいただいた情報から効率よく文献検索を行う方法を解説いたします。
図書館員が秘書さんのご都合の良い日程にご指定の場所までお伺いいたします。お一人の
受講も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
お申込など詳細はこちらをご覧ください。
https://infonavi.sapmed.ac.jp/jpn/news/2704/

HP（ >（ 図書館からのお知らせ（ >（ 新着

情報（ >（ 講座、教室秘書向け文献検索講習会のお知らせ)
ご不明な点はこちらまでお問い合わせください。
利用サービス
(内線（ 24170、E-mail:libserv[ｱｯﾄ]sapmed.ac.jp) [ｱｯﾄ]は@に置き換えてください。
---------------------------------------------------------------------------------------------最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます！
このメールマガジンについては、下記よりお問い合わせください。
札幌医科大学 附属総合情報センター 利用サービス
内線： 24170、24180
Email： libserv[ｱｯﾄ]sapmed.ac.jp
情報センターHP：

[ｱｯﾄ]は@に置き換えてください。

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

5

