
リモートアクセス可能なデータベース・電子ジャーナルについて 

 データベース・電子ジャーナルは、原則、学内LANに接続されたパソコンからでないと利用できませんが、     

一部のものはリモートアクセスが可能です。 

 本学契約データベース・電子ジャーナルへのリンクは、図書館ホームページにあります。  

 学内の方の利用に限られております。学外には絶対に漏らさないでください。  

利用申請等の受付は、開館日の9：00～17：00とさせていただきます。 

 

 

ID: 1100004047-80 

PW: t7k4wj8q  

医学・医療関連の文献や電子書籍を閲覧できます。 

文献の場合は、【全文ダウンロード】と表示されているものはPDFでダウンロード可能で

す。 

『電子書籍』の契約タイトルはコチラの方法でご確認ください（理学療法・看護系が主）。 

 

 

ID: S1118NA 

PW: ER7E822  

国内発行の雑誌・紀要等に掲載された看護の実践・研究・教育に関する文献情報を集め

た論文情報検索サービス。 

下記のアイコンが付いているものは全文閲覧が可能です。 

         

 期限：2022年1月31日まで（SciFinder-nおよびSciFinder PC版） 

取得済みユーザーアカウントでログインしてください。 

同じアカウントでSciFinderも利用可能です。 

SciFinder-ｎ（PC版）は図書館ホームページの「よく使われるデータベース」から

アクセスしてください。 

SciFinderはモバイル版が用意されております。モバイルサイトの利用に期限は

ありません。ただし、PC版より機能が限られます。 scifinder.cas.org/

mobile  

 

 

※新規登録は学内PCでの利用登録が必要です。ご希望の方は、薬学部図書・資料室

（ylib@takasaki-u.ac.jp）にご相談ください  

 

 

ID: user@takasaki-u 

PW: w777t7fs  

看護系の電子書籍が閲覧可能です。看護技術も動画で学べます。 

●「～からみた」シリーズ 

●「注射・採血ができる」 

●「吸引・排痰ができる」 

●「導尿・浣腸・摘便ができる」などの書籍を利用できます。  

 

 

ID: Kendai2021 

PW: Kendai2021  

期限：2021年7月31日まで 

丸善が配信する学術分野の電子書籍。多くのタイトルを契約。 

ダウンロード（PDFに保存）や印刷も可能。 

期間限定でリモートアクセス共通ID・PWをご利用いただけます。 

※左のバナーか、図書館ＨＰからアクセスしてください。 

 

 

ID: takasaki 

PW:21kdt002fs 

スマホ版：   をクリック        PC版：「施設共通IDでログイン」 

以下の８＋２タイトルの雑誌が閲覧可能です。  

❶ Medicina  ❷ Neurological Surgery 脳神経外科  ❸ 精神医学  ❹ 総合リハ

ビリテーション ❺ 理学療法ジャーナル ❻ 臨床検査  ❼ 検査と技術  ❽ 病院 

＋ 糖尿病診療マスター（休刊中）／理学療法と作業療法（❺の前誌）  

 

 

ID: takasakiUHW 

PW: PQremote#1  

「ProQuestアカウント」にてID等を入力 

外国語の医学関連分野の学術情報が検索可能です。 

「全文」表示がある論文は閲覧することが可能です。 

https://library.takasaki-u.ac.jp/
https://library.takasaki-u.ac.jp/
scifinder.cas.org/mobile
https://www.medicalonline.jp/
https://jk04.jamas.or.jp/kango-sakuin/
https://scifinder-n.cas.org/
https://top.islib.jp/bcs/li/login/?next_path=%2Fbcs%2Fct%2Fenurse%2F&dir=enurse&from=authcheck
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList?2
https://webview.isho.jp/journal
https://www.proquest.com/healthcomplete/


 

 

 

 

ID: takasakih 

PW: unitahw@20 

●CINAHL：外国語の看護・医学分野の学術情報が検索可能です。

一部、全文PDFあり。 

●SociINDEX：外国語の社会学分野の学術情報が検索可能です。 

一部全文PDFあり。 

●EBSCO eBooks：電子書籍「キクタンメディカル」の閲覧が可能です。 

 

 

ID：S11180A(4/1～) 

PW：2B7AWW87(4/1～) 

医学・歯学・薬学・看護学・獣医学およびその周辺領域の論文・報告などの検索ができま

す。下記アイコンがついている論文は、おおおよそ全文閲覧が可能（リポジトリは一例）。 

 

 

利用が終わった後は、必ず画面上の      を押してください。 

4月1日からアクセスフリープランへ移行しました。学内、学外アクセス共に、アクセス数無

制限です。  

Nature関連誌 

MagicWord: b7b22Ze  

期限：2021年7月31日まで（PPV消費状況によっては、短縮する可能性あり） 

https://idp.nature.com/login/

token/3F9A7FA3C98E46C1B1CAB5D4566465C3へアクセス後、

MagicWord入力してログイン。 

※ブラウザはGoogle Chrome, Firefoxが推奨されております。 

契約電子ジャーナルである「Nature」「Nature Medicine」のほか、Nature関連誌

（PPV消費）を閲覧できます。 

PPVは数に限りがあります。1年以上前に発行された「Nature関連誌」バックナンバー

はProQuest（リモートアクセス可）からご覧ください。 

契約誌も学外からの利用の場合、PPV消費対象となります。PDFをDLせずとも、本文

を表示した段階でPPVは消費されます。ご注意ください。※PPV利用不可タイトルあり。 

医事業務、病院羅針盤 

ID: iji2107  

PW: 51842723 

期限：2021年8月20日まで（ID・PWは毎月更新） 

https://www.e-sanro.net/member/へアクセスしてください。 

※最新号から過去6か月分閲覧可。  

Wiley 

学内PCにて利用登録  

期限：登録後60日間有効（継続利用を希望する場合は学内から再登録が必要） 

購読誌（15誌）とSTMリストのタイトル(847誌)を利用できます。 

◆ユーザー登録の方法 

❶学内LANに接続されたPCからhttps://onlinelibrary.wiley.com/へアクセス。 

❷「Login/Register」をクリック。 ❸「New user」をクリックし、画面に従って登録。 

学内での登録が出来ない方は、件名「Wileyリモート申し込み」、本文に所属、学籍番号、

氏名を入力し、各学部担当までメールでご連絡ください。 

健康福祉学部・人間発達学部：lib@takasaki-u.ac.jp  保健医療学部：uhw-

tosho2@takasaki-u.ac.jp   薬学部・農学部：ylib@takasaki-u.ac.jp 

Taylor & Francis 

ID: 

T&FaccessTKFD2021 

PW:  

2021TKFDaccessT&F 

期限：2021年12月31日まで 

https://www.tandfonline.com/へアクセス。下記5タイトルを閲覧できます。 

❶Free Radical Research ❷international journal of early years edu-

cation ❸International Journal of Food Sciences and Nutrition 

❹Journal of Positive Psychology ❺Social Work in Mental Health 

 

https://idp.nature.com/login/token/3F9A7FA3C98E46C1B1CAB5D4566465C3
https://idp.nature.com/login/token/3F9A7FA3C98E46C1B1CAB5D4566465C3
https://search.proquest.com/healthcomplete/
https://www.e-sanro.net/member/
https://onlinelibrary.wiley.com/
mailto:lib@takasaki-u.ac.jp
mailto:tanlib@takasaki-u.ac.jp
mailto:tanlib@takasaki-u.ac.jp
mailto:ylib@takasaki-u.ac.jp
https://www.tandfonline.com/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=cin20C:/Users/minegishi/Documents/Office%20のカスタム%20テンプレート
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=nlebk
http://search.ebscohost.com/login.aspx?group=main&profile=ehost&defaultdb=snh
http://login.jamas.or.jp/


リンク名が下記のもの 

・ACS Publications  

・American Association 

for Cancer Research  

・Rockefeller University 

Press  

・High Wire Press 

 

 

期限：版元によって期限が異なります。詳細は、各版元サイトをご参照ください。 

下記方法で、一定期間、学外から利用できます。 

①学内LAN接続端末でGoogle Scholarにアクセス。 

 

 

 

 

 

 

②学外またはモバイル端末から①の時に使用したアカウントでGoogle Scholar利用。 

 

※リンク名は本学ジャーナル検索結果を参照してください。 

 

 

 

会員登録+ 

電子ジャーナル登録  

期限：冊子購読をやめるまで 

本館で冊子を2010年～最新号まで所蔵しております。 

購読機関に対する特典として、電子ジャーナル（今年度分のみ、最新号公開は冊子発行よ

り遅れます）を利用できるようになりました。下記方法で登録の上、ご利用ください。 

 

1.会員登録をする。（無料） 

 スマホ・タブレットの場合は     から。 

 PCの場合は、https://www.eizojoho.co.jp/entryから。 

※「所属機関の名前」に必ず、「高崎健康福祉大学」と入力してください。 

2.電子ジャーナル登録をする。（無料） 

 ①       クリック。スマホ・タブレットの場合は     から。 

    PCの場合はhttps://www.eizojoho.co.jp/mypage/から。 

 ②メニューより「年間購読コード登録」を選択。 

 ③年間購読コード「11426000」を入力。 

 ④「My本棚を確認する」をクリック。 

 

※「メディカルオンライン」にて、1989年～3カ月前までのものが閲覧可能です。（途中、

収録されていない号あり）  

聞蔵2ビジュアル 

（朝日新聞） 

臨時ID：Zri21-ds110 

PW：S85o4TdlUK  

期限：2021年7月31日まで 

「朝日新聞」(明治の創刊号から)や「週刊朝日」・「AERA」・「知恵蔵」などが検索・閲覧できま

す。オプションの「歴史写真アーカイブ」・「人物データベース」も利用できます。 

新型コロナウイルス感染症拡大のため、特別にリモートアクセス用の臨時IDを発行していた

だきました。  

Elsevier

（ScienceDirect） 

①Archives of Physical Medi-

cine and Rehabilitation 

②Journal of Allergy and Clin-

ical Immunology 

③Physiotherapy 

④Phytomedicine 

⑤Cancer Cell ⑥Cell 

⑦Molecular Cell 

契約誌（左記7タイトル）を学外から利用することができます。下記方法でご依頼ください。 

①学内PCでScienceDirect（https://www.sciencedirect.com/）へアクセス。 

②画面上「Register」より本学ドメインのメールアドレスで利用登録。 

③件名「ScienceDirectリモート申し込み」、本文に所属、学籍番号、氏名を入力し、各学部

担当までメールでご連絡ください。 

健康福祉学部・人間発達学部：lib@takasaki-u.ac.jp   

保健医療学部：uhw-tosho2@takasaki-u.ac.jp 

薬学部・農学部：ylib@takasaki-u.ac.jp 

※PPV利用権限アカウントをお持ちの方は、リモートアクセスも可能です。リモートのために、

再登録する必要はございません。 

Google Scholarアカウント

設定「ログイン時に大学構内

で利用可能なリンク」に

チェックを入れてください。 

https://www.eizojoho.co.jp/entry
https://www.eizojoho.co.jp/mypage/
mailto:lib@takasaki-u.ac.jp
mailto:tanlib@takasaki-u.ac.jp
mailto:ylib@takasaki-u.ac.jp


 

               で電子書籍も読めます♪ 

下の操作で契約中の書籍を一覧表示できます。 

https://www.medicalonline.jp/C:/Users/minegishi/Documents/Office のカスタム テンプレート

