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§INIS データベース大学向け無料サービス
　開始のお知らせ

このたび，国際原子力機関 (IAEA) が作成して
おります国際原子力情報システム (INIS) データ
ベースの利用促進策として，原子力情報の潜在的
な需要が見込まれる原子力関連の大学の学生等大
学関係者に対して，無料で INIS 本部の Web 型検
索システムを下記の要領で，提供できる運びとな
りました．なお，本データベースから各国の大
学，研究所等の刊行するレポート類の本文の多く
が Web 上で閲覧できることが特長です．この画
期的なサービス提供を逃さず，是非この機会に，
INIS データベースのご利用を開始いただけます
ようご案内いたします．

1.　　　　　INIS データベースの概要

INIS は，IAEA 加盟国と関連国際機関との協力
により，原子力の平和利用に関する科学技術情報
の流通を国際的に促進するために 1970 年に発足
しました．参加国は自国の原子力文献情報を収集
して IAEA に提供し，IAEA はこれをデータベー
スに統合して各参加国に配布しています．日本は
発足当初から計画に参加し，国内の原子力研究・
開発に関わる文献情報の提供に貢献してきまし
た．現在，INIS には 110 か国 19 国際機関が参加
し，参加国から提供された原子力文献情報は，
2002 年 12 月には 235 万件に達しております．

2.　データベースの主題範囲

INIS データベースは，以下の主題範囲の原子
力文献情報を網羅しております．

物理，化学，材料，地球科学，生体への外部
被曝，放射性核種の影響，ライフサイエンス
への応用，放射線防護と環境，医学における
放射線利用，アイソトープ・放射線源，アイ
ソトープ・放射線の利用，工学，原子炉 (一
般)， 原子炉 (炉型別)， 計装，廃棄物管理，核
エネルギー関連分野

3.　利用の対象

最近，あるいは今後原子力科学技術に関連した
研究を実施する大学とその関連研究所のスタッフ
と学生が対象です．

4.　お申し込み・お問い合わせ先

利用の手続きに必要な書類のご請求およびお問
い合せは，下記にて承ります．
〒319–1195

茨城県那珂郡東海村白方白根 2–4

日本原子力研究所　研究情報部　国際情報室
　（担当） 加藤　金治
　Tel.　029–282–6598

　Fax.　029–282–6718

　電子メールアドレス
　　inismail@INISJP.tokai.jaeri.go.jp

お　知　ら　せ



565

§第 125 回日本医学会シンポジウム
　アルツハイマー病

日時：平成 15 年 12 月 11 日 (木)　10:00～17:15

場所：日本医師会　大講堂
　　〒113–8621　東京都文京区本駒込 2–28–16

　　TEL 03–3946–2121 ㈹

I.　臨床の話題
座長：金澤　一郎 (国立精神・神経センター)

1. アルツハイマー病の疫学
浦上　克哉 (鳥取大・生体制御)

2. 脳機能画像の診断的意義
松田　博史

(国立精神・神経センター武蔵病院)

3. 軽度認知機能障害 (Mild cognitive impairment)

と痴呆症の早期診断
荒井　啓行 (東北大院・老年医学)

II.　基礎の話題
座長：伊原　康夫 (東京大院・神経病理)

1. γ セクレターゼ：最近の進歩
岩坪　　威 (東京大院・薬・臨床薬学)

2. Aβ 重合のはじまり
柳澤　勝彦 (国立長寿医療研究センター)

3. 神経原線維変化と痴呆
高島　明彦 (理研・脳科学総合研究センター)

III.　治療と介護の進歩
座長：朝田　　隆　(筑波大・精神医学)

1. ドネペジル治療効果の予測
羽生　春夫 (東京医大・老年病科)

2. ワクチン療法 updated

田平　　武 (国立長寿医療研究センター)

3. セクレターゼ阻害剤の開発について
木曽　良明 (京都薬大・創薬科学

フロンティア研究センター)

4. 患者・家族が医師に求めるもの
―家族の会の活動から―
三宅　貴夫

 (6 呆け老人をかかえる家族の会)

問合せ先

日本医学会
　〒113–8621　東京都文京区本駒込 2–28–16

　日本医師会館内　電話　03–3946–2121 ㈹

§「第 8 回アジア・オセアニア核医学会会議」
　のお知らせ

会　期：2004 年 10 月 9 日（土）～13 日 (水)

開催地：中国・北京
　8th Asia & Oceania Congress of Nuclear Medicine

and Biology

　October 9–13, 2004　Beijing, China

論文提出締切日：2004 年 2 月 28 日
　 (多少遅れる場合はご相談下さい)

◎ セカンドサーキュラー，学会トピックスおよび
参加旅行の情報をご希望の方は下記まで

中国科学技術協会国際科学技術学会センター
　日本連絡事務所　戸塚・郭 (かく)・加藤
　　E-mail: Chinadesk8@aol.com

　　電話：03–5645–3700　FAX：03–5645–3775

　 〒103–0015 東京都中央区日本橋箱崎町
　　　　　 25–6　KCM ビル

　　　株式会社トラベルパートナーズ内
　　　学会ホームページ　http://www.aofnmb.net

第 60 回   日本核医学会   関東甲信越地方会
開催のお知らせ

日　時：平成 16 年 1 月 17 日 (土)

　　　　午後 1 : 00 (予定)

場　所：富士写真フィルム東京本社講堂
会　長：宇野　公一　先生
　　　　西台クリニック画像診断センター
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§第 22 回日本骨代謝学会学術集会

会　期：2004 年 8 月 4 日 (水)～7 日 (土)

会　場：大阪国際会議場
会　長：乗松　尋道
　　　　(香川大学医学部整形外科　教授)

内　容：
特別講演 I

「ナノアパタイトの結晶配向性に注目した再
生・疾患硬組織へのアプローチ」
中野貴由助教授 (大阪大学大学院工学研究科

マテリアル科学専攻)

特別講演 II

「骨粗鬆症の臨床―骨折の予防から骨格の維持
へ―」
中村利孝教授 (産業医科大学整形外科)

国際シンポジウム I

「Important Role of Mineralization」

国際シンポジウム II

「Assessment of Osteoporosis」
シンポジウム I

「関節リウマチと変形性関節症における骨破壊
の分子メカニズムと治療」

シンポジウム II

「ステロイド骨粗鬆症の診断と治療」      　　　
　　

演題応募：on line submission

　　　　　3 月 2 日 (火)～4 月 22 日 (木) 正午
　　　　　http://www2.convention.co.jp/jsbmr22/

事務局：〒761–0793

　　　　　香川県木田郡三木町池戸 1750–1

　　　　　　香川大学医学部整形外科学教室
　　　　　　Tel & Fax: 087–891–2196　
　　　　　　e-mail: jsbmr04@kms.ac.jp
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬局）

平成 15 年 6 月 No. 190

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 15 年 7 月 No. 191

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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（No. 192 はダイジェスト版なしのため，掲載しません）
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 15 年 9 月 No. 193

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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§医薬品・医療用具等安全性情報

（厚生労働省医薬食品局）

平成 15 年 10 月 No. 194

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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（No. 195 はダイジェスト版なしのため，掲載しません）
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