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2010年5月11日

●オーバーレイジャーナルを実装しました。

見た目スッキリ、電子ジャーナル風なインター
フェースになりました。

2010年3月29日

●1000件です。

東京歯科大学学術機関リポジトリのコンテンツ登録数
が1000件になりました。1000件目のコンテンツは
口健臨・歯科保存学の齋藤 淳 先生の論文でした。

2010年1月15日

●国際デビューです！

ブログでご紹介いただき、拝見しました。
DSpaceの紹介ビデオです。

DSpace Video
http://www.dspace.org/about-dspace/Dspace-Video.html

4:48 あたりに登場します。
いよいよ、国際デビューです！

2010年5月24日

●リポジトリ登録1000件目記念インタビュー

リポジトリ登録1000件目を記念して齋藤淳先生に

インタビューさせていただきました。

2010年3月16日

●いるかとビバノスケとチョコがコラボしました。

ビバノスケは大学のマスコットキャラクターです。

2010年5月31日

●120周年式典、展示パネルでリポジトリが
紹介されました。

その中の一項目で、「次世代学術コンテンツ基盤共
同構築の委託事業採択により、機関リポジトリ
「IRUCAA@TDC」を正式公開」として、紹介していた
だきました。

2010年5月22日に行われた「東京歯科大学創立120周
年記念式典」にて、大学の歴史を紹介する展示パネ
ルが掲示されました。

2010年5月31日

●コンテンツ数、利用数、順調に増加中です。

2010年5月20日

●Microwave Interstitial Hyperttierraia with 
Ablation Concept: Based on the Heating and 
Clinical Results of Five Cases

Microwave Interstitial Hyperttierraia with Ablation 
Concept: Based on the Heating and Clinical Results 
of Five Cases
青柳裕(東京歯科大学附属市川総合病院 放射線科), 
齊藤一幸, 堀田洋稔, 伊藤公一, 田中博俊, 辰野聡, 
三井田和夫, 清水桜, 兼平千裕
Thermal Medicine(1882-2576)24巻3号 Page101-
111,(86)(2008.09) 

著者版原稿を提供していただきました。
（2009.03.16）

編集部にリポジトリ登録について問い合わせをしまし
た。（2009.03.16）

リポジトリ登録→許諾
登録ファイル→出版社版
登録時期→いつでも良い
登録希望論文ごとに許諾が必要

上記内容で事務局より回答ありました。（2010.03.31）

http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/handle/10130/1438

登録しました。（2010.05.20）

2009年10月3日

●DRF-Medを主催しました。

2010年4月20日

●Blasts in transient leukaemia in neonates 
with Down syndrome differentiate into 
basophil/mast-cell and megakaryocyte
lineages in vitro in association with down-
regulation of truncated form of GATA1

Blasts in transient leukaemia in neonates with 
Down syndrome
differentiate into basophil/mast-cell and 
megakaryocyte lineages in
vitro in association with down-regulation of 
truncated form of GATA1.
Miyauchi J, Ito Y, Tsukamoto K, Takahashi H, 
Ishikura K, Sugita K, Miyashita T.
Br J Haematol. 2010 Jan 11. [Epub ahead of print]
PMID: 20064153

著者版原稿を提供していただきました。
（2010.01.28）

当論文が「Faculty of 1000 Medicine」にて推薦され
ました。（2010.01.28）

■Faculty of 1000とは：SUNMEDIA
http://www.sunmedia.co.jp/e-port/f1000/

http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/handle/10130/1420

登録しました。（2010.04.20）

2010年2月22日

●歯科衛生士による「がん緩和ケア」としての専門的
口腔ケアの確立に向けて

歯科衛生士による「がん緩和ケア」としての専門的口腔
ケアの確立に向けて
奥井沙織, 雨宮智美, 大屋朋子, 多比良祐子, 清住沙
代, 高柳奈見, 前田愛, 馬場里奈, 藤平弘子, 山根源之
日本歯科衛生学会雑誌3巻2号 Page14-21(2009.02)

著者版原稿を提供していただきました。論文優秀賞、
受賞論文です。（2009.12.15）

許諾の旨、ご連絡いただきました。（2010.02.08）

http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/handle/10130/11122

登録しました。

朝日新聞にて著者の紹介がされています。
（2010.02.22）

2010年5月20日

●【神経端側吻合】 損傷部分を含む神経幹内におけ
る健常部分から損傷部分への軸索の進入 腰神経切
断モデルを用いた検証

【神経端側吻合】 損傷部分を含む神経幹内における
健常部分から損傷部分への軸索の進入 腰神経切
断モデルを用いた検証
新井健(東京歯科大学附属市川総合病院 リハビリ
テーション科)
日本マイクロサージャリー学会会誌(0916-4936)21
巻3号 Page273-280(2008.09)

著者版を提供していただきました。

いただいたファイルの中に拡張子「cnv」のものがあ
りました。ポラデジタル社製のソフトで開けるらしいの
です。

学会事務局に許諾に関するFAXを送信しました。
（2008.12.25）

リポジトリ登録→許諾
登録ファイル→著者版
登録時期→掲載1年経過後
論文ごとに許諾は不要

事務局より以上の内容でお返事をいただきました。
一年のエンバーゴ設定ですので、2009年10月頃に
登録します。（2009.01.30）

http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/handle/10130/1104

登録しました。（2009.12.21）

2009年10月14日

●Open Access Weekに参加しました。

2010年1月8日

●DRF仙台にてプチパネル参加。

2009年7月18日

●Influence of Finishing/Polishing Procedures 
on the Surface Texture of Two Resin 
Composites

Kameyama A, Nakazawa T, Haruyama A, 
Haruyama C, Hosaka M, Hirai Y.
Influence of finishing/polishing procedures on the 
surface texture of two resin composites.
Open Dent J. 2008;2:56-60. Epub 2008 Mar 12.

提供していただきました。著作権調査を行います。
（2008.07.31）

何月に発行されたかが不明ですが、2008年7月31
日時点ではウェブに掲載されていましたので2009年
8月頃に登録します。（2008.09.10）

http://ir.tdc.ac.jp/irucaa/handle/10130/992

著者より2008年3月頃に掲載されていた旨ご連絡を
いただいておりましたので、公開しました。
（2009.07.18）

●この記事へのコメント

Corresponding Authorです．本論文は，2008年3月15
日の時点でWeb上に掲載されており，PDFファイルを
私のPCに保存してありましたので，おそらく3月上旬く
らいには公開されていたものと思われます．念のため
ご連絡いたします．

Posted by AK at 2008年09月10日


