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第 4 回 図書館スキルアップ講座

9/30 までご自由に利用できます
日本の専門医
1,300 名による
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽです。月 1 回の更新により最新情
報を提供します。
今回のﾄﾗｲｱﾙでは院内・学内のｲﾝﾀｰﾈｯﾄが使える
PC からの他、ｾﾙﾌｱｶｳﾝﾄ機能によるﾓﾊﾞｲﾙ機器を使っ
た施設外からの利用も可能です。図書館 HP 他、別
途ご案内中です。ぜひお試しください！
「今日の臨床ｻﾎﾟｰﾄ」主な機能
・1,335 疾患・症状概要、診断、治療方針
・ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ解説
・患者向け説明資料 ・診療報酬点数
・検査・処方剤 ・薬剤情報（ｼﾞｪﾈﾘｯｸ含む）
・ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ、画像

お待たせ
しました

ｽｺｰﾊﾟｽ検索講習会
7 月 21 日（金）

～
～

◆ 医療 に携 わ るす べての方 に
お使 いいただけます

1 号館 8F ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室
16：00 対象：研究・業績評価に携わる方
・概要説明 ・ｼﾞｬｰﾅﾙ評価指数
16：50 ・各種分析およびﾌﾟﾛﾌｧｲﾘﾝｸﾞ機能
・機関の研究成果分析 ・CiteScore
17：00 対象：英語文献の検索を始める方および
Scopus の機能を使いこなしたい方
17：50 ・概要説明 ・最新情報を調べる
・便利な機能を使いこなす etc.
Scopus は世界最大級の抄録・引用文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽで
す。全分野（科学・技術・医学・人文社会科学）の
文献を収録しています。評価分析ﾂｰﾙとしての機能
も充実しています。業績評価に携わる事務系職員の
方も是非ご参加ください。
図書館貸出統計より
※要：事前申込（上記 図書館連絡先まで）
1）2016 年度＜身分別＞貸出冊数
演習形式で行います
伊勢原 1 号館の内訳です。
講師：ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ高石雅人氏
全貸出のうち教職員は 31％
（約 3,500 冊）の貸出があり
ます。
伊勢原 3 号館も教職員は
24％（約 2,300 冊）の貸出が リソース 紹介
あります。
今後も研究や医療に役立つ
アクセス方法：
資料の充実に努めていきま
図書館 HP＞電子ﾘｿｰｽ選択ﾒﾆｭｰ＞国外のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
す。
（7）The Cochrane Library
2）2016 年度＜学科別＞学生貸出実績（抜粋）
医療情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ「Cochrane Library（ｺｸﾗﾝﾗｲﾌﾞ
ﾗﾘｰ）」の特徴は、ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽのﾚﾍﾞﾙが最も高いとされ
看護
352
323 91.8%
17.0
2
るシステマティック・レビュー（系統的レビュー）
です。世界中から RCT（ランダム化比較試験）や
社会福祉
342
255 74.6%
9.1
8
CCT（比較臨床試験）の文献を収集、分析・評価を
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工(**)
ています。Cochrane Review の 2016 年ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀｰ
は 6.124、General and Internal Medicine 分野にお
(*)順位は東海大学全学科中、利用率の高い順。
(**)医用生体工学科は 3 年次生から伊勢原校舎在籍。
いて第 14 位と EBM 実践における保健医療に影響
利用率とは在籍人数に対し実際に借りた学生数の割合です。 を与えています。
看護学科「91.8％」は学生のほぼ全員が貸出を受けているこ
2017 年 6 月にｺｸﾗﾝｼﾞｬﾊﾟﾝはｺｸﾗﾝ本部直轄ｾﾝﾀｰと
とを示しています。
して発足します。活動内容については当局 HP をご
さらに実人数１人当たり貸出冊数からは１人の学生が複数
覧ください。
冊借りていることがわかります。これらのﾃﾞｰﾀから伊勢原ｷｬ
http://square.umin.ac.jp/cochranejp/index.html
ﾝﾊﾟｽ所属の学生は図書館を活用しており、所蔵資料は学部学
科の特性に対応していると言えます。
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伊勢原図書館ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ「ILS “IseLib Search” 」
「ディスカバリーサービス」って何 ︖︖

2017 年 5 月から図書館 HP ﾄｯﾌﾟ画面にひと際目立つ検索窓ができました（↑）
。
複数の対象ﾃﾞｰﾀをクラウド上で統合的に管理し提供する「ディスカバリーサービス」です。
電子ｼﾞｬｰﾅﾙ、電子ﾌﾞｯｸ、各種ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、蔵書資料（蔵書は現在構築中のため非公開）のﾃﾞｰﾀを
一元的に管理し、情報を「発見」できる新しいタイプのｻｰﾋﾞｽです。
1）特徴
☆ web スケール
異なる学術情報資源をク
ラウド上で統合。早いレ
スポンス。

☆ 関連度順
検索結果は関連度順に表
示。膨大なﾃﾞｰﾀを効率よ
く通覧、発見へ。

2）こんなとき使ってみてください！
より広い視
野で情報を
探したい

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の使い分
けができ
ない

Google より信頼できる
ツールで学術情報を探
したい

3）検索のコツと注意

検索に慣れ
ていない

☆ シンプル画面
ﾃﾞｰﾀの質が担保されつつ
「ググる」感覚で検索。

☆ファセット機能
さまざまな絞り込み条件
によって効率よく情報入
手。

☆ファセット機能の例
「主題」では関連した概念を知るこ
とができるので便利です。画面の例
は「Autophagy」で検索した場合で
す。医学および生物学の分野にまた
がって研究されていることがわかり
ます。ほかに言語なども絞り込むこ
とができます。

国内・外の学術情報
を同時に調べたい
調べたいテーマの分野
がわからない

表示順序が「関連度」順のため、最新情報が上位に来るわけではありません。
必要に応じて表示順序を「日付（新しいもの順）」に変更しましょう。
医中誌 Web や PubMed の統制語（MeSH 語等）機能は反映されません。専門分野を網羅的に検索す
る場合は専門ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽを使いましょう。
属性の異なる複数の統合ﾃﾞｰﾀのため、専門ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽのような検索ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑは適用できません。特定文献あ
りきの検索には向いていませんが、だからこそ調べたいテーマを広く客観的に捉え、思いがけない「発見」
へと導いてくれます。
本ｻｰﾋﾞｽの「クイックガイド(A4 版 12 ㌻)」は当館 HP からダウンロードできます。

看護系海外文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ CINAHL(ｼﾅｰﾙ)の学内講習会（2017 年 5 月
護系海外 に開催）の配布資料 PDF 版を公開しましたのでご活用ください。
基本的な操作説明と統制語の検索方法、ｱﾗｰﾄ機能などを掲載してい
ます。
教職員ﾎﾟｰﾀﾙ T365＞Share Point＞大学ｻｲﾄ＞伊勢原校舎＞ﾗｲﾌﾞﾗﾘ＞
150.伊勢原図書館伊勢原図書課へアクセスしてください。

けやき文庫
2016 年 12 月新設の
1 号館図書館特別寄贈図
書ｺｰﾅｰ「けやき文庫」
は現在の蔵書数 159 冊
となりました。ご協力
ありがとうございます。

