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あけましておめでとうございます
歯学・薬学図書館情報センターでは平成１９年１月に５種類のデータベースを更新
４月にはさらに９種類更新予定
平成１８年末で契約が切れる総てのデータベースの契約更新をしました。平成１９年３月末が契約更新期
である９種類も契約更新の予定で予算の申請をしています。平成１９年度も１８年度同様の利用ができます。
前号の「AGUD・P

Library News No.20」で歯学・薬学図書館情報センターの平成１９年度の冊子体外国

学術雑誌の契約状況を報告し、本学の医療系雑誌の購読が非常に恵まれていることを紹介しました。冊子体
に劣らず、電子資料の契約状況も恵まれています。本学は、充実した研究環境が整っているといえます。裏
面にその概要を紹介しますので、教員・研究者だけでなく、学生のみなさまもこの恵まれた環境を充分に活
用して、学習に役立てていただきたいと思います。
なお、これまでは、研究環境の急激な変化は、研究成果に影響を及ぼすという配慮から、学術雑誌をでき
る限り冊子体と電子資料の両方で提供してきました。しかし、本学のネットワーク環境が整備されて、かな
りの期間が経過しましたので、平成１９年度は、雑誌の特性を考慮して、冊子体か電子資料か何れかに特化
した提供を検討します。ご理解のうえご協力ください。
平成１８年１２月の統計上の入館者は、左表のように

平成１８年１２月の利用状況
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※（ ）内数字は大学図書館以外

○本号から、「 AGUD・P

Library

を借りる学生が減ったのが気に掛かります。
文献相互貸借の件数は、昨年に比べて１６件増加でほと
んど変わっていません。

News 」の紙での発行を縮小し、紙の配付を休止しました

「http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/LN/LibraryNews.htm」をご覧ください。創刊号から見られます。
歯学・薬学図書館情報センターカウンターには若干置いておきます。紙が必要な方は、お申し出ください。

歯学・薬学図書館情報センター契約の

主なデータベース

次のデータベースは、歯学・薬学図書館情報センタ

LWW@Ovid（同時アクセス数 1)

ーで契約しているデータベースです。歯学・薬学図書

Lippincott Williams & Willkins が刊行している雑誌

館情報センターのＨＰ

のうち、本学講読分 11 タイトルの電子ジャーナル

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/ejour1.html

Science Direct

からアクセスすることができます。

エルゼビアサイエンスグループが発行する学術雑誌

メディカルオンライン

で本学が購読期間中雑誌（例外有り）の全文表示

（年間ダウンロード数 310）

国内の学会および出版社発行の雑誌に掲載された医

Wiley InterScience

学関連分野の文献を検索し、必要な文献はその場で全

John Wiley & Sons の科学技術、医学などの約 220 タ

文閲覧・ダウンロード(PDF)が可能です。

イトルの Online Journal を提供

医学中央雑誌 (WEB 版）（同時アクセス数１６）

その他のデータベース

医学中央雑誌刊行会が提供する国内医学文献抄録誌。

この他にも、無料でアクセスできるデータベースや

収録文献は、国内で発行される医歯薬関連領域の約

日進の図書館情報センターで契約しているもので、歯

2400 誌の定期刊行物から採択されています。

学・薬学図書館情報センターの利用者に関係の深いも

Scopus(スコーパス）

のは、歯学・薬学図書館情報センターのＨＰ

4,000 以上の出版社の 14,000 誌以上のジャーナルから

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/ejour1.html

2,700 万件以上の抄録を収録し、毎年 110 万件以上(抄

に、ジャンル分けがして紹介してあります。

録）が追加されていきます。

また、日進の図書館情報センターで契約しているも

参考文献へのリンク（backward linking）、引用論文

ので、歯学・薬学図書館情報センターの利用者に関係

へのリンク（forward linking）、共通の参考文献を

の薄いものは、図書館情報センターのＨＰ

有する論文の検索機能を備えています。

http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/ejournal/ejou

SciFinder (同時アクセス数 1）

r1.htmlからみることができます。

SciFinder Scholar（化学・生物医学系データベース）

その他に、データベースではなく、冊子体の雑誌を

とは Chemical Abstracts の情報を網羅した CA Plus

購読していなくて、電子ジャーナルだけを契約してい

などの化学文献や 米国立医学図書館（NML)作成の

るものが若干あります。それは、歯学・薬学図書館情

MEDLINE などの検索、分子構造の作画および検索が可

報センターのＨＰ

能です。

http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyotyui.htm

Evidence Based Medicine Reviews（同時アクセス数 1)

lからアクセスすることができます。

エビデンスに基づく医療に関する資料を集めたデー
タベース
Journal Citation Reports （同時アクセス数 ３)

３月までに説明会実施予定
歯学・薬学情報センターで遅れているサービスのひ

学術雑誌の文献間の引用・被引用関係を分析したもの

とつに「利用者への教育支援」があります。平成１７

で学術誌の利用度・貢献度・重要度を計り評価してい

年度からの業務委託の導入によって人的サービスの

ます。その雑誌の論文が１年間に引用された総回数や

確保ができました。平成１８年度には、法人理事会の

Impact Factor (文献引用影響率)などを調べることが

理解で資料（特に外国雑誌）の維持ができました。次

できます。自然科学分野の専門タイトル 5,000 誌を収

は資料の使い方の説明会を開催したいと思います。

録しています。
Ulrichsweb.com
消費者雑誌、業界紙、学術誌、業界誌、モノグラフ・
シリーズ、新聞、ニュースレター、電子雑誌、同人誌
など世界中で出版されている約２５万誌の定期・不定
期刊行物に関する包括的な出版情報を満載していま
す。
Blackwell
Blackwell Publishing 社が刊行している電子ジャーナ
ル

