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1 はじめに 

1.1 ISLIB My ページ（本サイト）について 

医学書院ライブラリー利用者サイト（ISLIB My ページ）は、医学書院が提供する Medical e-Shelf

や雑誌の電子版、書籍の Web 閲覧権付録などの各種コンテンツをインターネット経由でご利用

になるための Web サイトです。医学書院 ID でログインすることでご利用になれます。 

1.2 用語の説明 

 医学書院 ID 

医学書院 ID は、医学書院に登録されるアカウント ID（メールアドレス）で、本サイトをはじめ

医学書院が提供するインターネット上の各種サービスでご利用になれます。 

 Medical e-Shelf 

Medical e-Shelf（MeS）は、医学書院の各種コンテンツを有料提供（年間購読）するサービス

で、医学書院の良質な電子コンテンツがご利用になれます。MeS の契約（認証）情報は、医学書

院が発行するお客様向けのライセンス証書に記載の MeS ライセンス番号で識別されます。 

 雑誌の電子版 

医学書院では、医学･看護領域の学術雑誌を定期刊行しております。これらの雑誌は「冊子版」、

「冊子＋電子版」、「電子版」のいずれかの形態での年間予約購読ができます。電子版は、Medical 

e-Shelf のコンテンツとしてご提供されます。 

 書籍の Web 閲覧権付録 

「今日の治療指針」や「治療薬マニュアル」などの一部の書籍では、その電子版がご利用になれ

る Web 閲覧権（シリアル番号）を貼付しております。本サイトでお手続きすることで電子版が

ご利用になれます。 

1.3 利用環境 

インターネットに接続可能な端末から Web ブラウザでご利用になれます。Web ブラウザでは、

JavaScript、Cookie および SSL を受け付ける設定が必要です。 

 Web ブラウザなどのインターネット閲覧環境 

推奨ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari (MacOS)の最新版 

 スマートデバイスでの閲覧環境（推奨） 

iOS 12 以降の標準ブラウザ、Android 8 以降の標準ブラウザ 

2 本サイトの利用手続き 

※ 画面イメージはパソコンでの表示例ですが、スマートフォンでも画面の大きさいに最適化さ

れた表示でご利用になれます。 
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2.1 医学書院 ID の取得 

本サイトのログインでは、事前に「医学書院 ID」の取得（登録）の必要があります。医学書院

ID は次の手順で取得いただけます。 

➾ 本サイトの URL（https://my.islib.jp/）にアクセスし、「医学書院 ID を取得（無料）」ボタンを

クリックします。 

 

➾ 以降、医学書院 ID を取得する画面が順次表示されますので、その画面の指示に従い操作します。 

 

➾ 登録完了の医学書院 ID は、画面に表示されるとともにメールでもご案内されます。 

※ 医学書院 ID の取得では、「医学書院 ID 利用規程」の内容に同意する必要があります。 

※ 医学書院 ID の取得を通して得たお客様に関する情報は、医学書院の個人情報保護方針に従

いお取り扱い致します。 

2.2 本サイトへのログイン 

本サイトのログインでは、事前に「2.1 医学書院 ID の取得」の手順に従い、医学書院 ID を取得

する必要があります。 

2.2.1 ログイン 

本サイトの URL（https://my.islib.jp/）にアクセスし、医学書院 ID（メールアドレス）とパス

ワードの入力後に「ログイン」ボタンをクリックします。ログインが成功すると本サイトのメイ

ン画面（「3．本サイトの機能」参照）が表示されます。 

2.2.2 パスワードを忘れた方 

本サイトの URL（https://my.islib.jp/）にアクセスし、「パスワードを忘れた方は、こちら」で

新たにパスワードを設定いただけます。 
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3 本サイトの機能 

本サイトのメイン画面は、次の構成になります。 

 

3.1 お知らせ 

本サイトを利用する全てのお客様に向けたお知らせ（①欄）が掲載されます。新たなコンテンツ

の紹介やメンテナンス情報などをご提供致します。 

3.2 Contents 

お客様ごとに、ご利用になれるコンテンツのバナー、名称、閲覧期限が表示（②欄）されます。

コンテンツのバナーや名称をクリックすると、別ウィンドウ（またはタブ）に表示される該当コ

ンテンツがご利用になれます。なお、コンテンツのご利用には次のどちらかの事前手続きが必要

となります。 

3.2.1 Medical e-Shelf（雑誌の電子版を含む）のライセンス番号をお持ちの方 

「3.5 MeS ライセンス情報」の「3.5.2 登録」記載の手順に従って、ライセンス番号を本サイト

に登録してください。登録が完了すると本サイトにおいて当該のコンテンツがご利用になれます。 

3.2.2 書籍の Web 閲覧付録（Web 閲覧権）のシリアル番号（MeS 用）をお持ちの方 

「3.5 MeS ライセンス情報」の「3.5.1 発行」記載の手順に従って、シリアル番号を登録し、該

当コンテンツのライセンス情報を発行します（発行されたライセンス情報は本サイトに自動登録

されます）。発行が完了すると本サイトにおいて当該のコンテンツがご利用になれます。 

3.2.3 施設向け商品やキャンペーン等のシリアル番号（MeS 用）をお持ちの方 

「3.5 MeS ライセンス情報」の「3.5.1 発行」記載の手順に従って、シリアル番号を登録し、該

当コンテンツのライセンス情報を発行します（発行されたライセンス情報は本サイトに自動登録

されます）。発行が完了すると本サイトにおいて当該のコンテンツがご利用になれます。 
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3.2.4 施設向け商品やキャンペーン等のユニットコード（MeS 用）をお持ちの方 

「3.5 MeS ライセンス情報」の「3.5.4 確認」記載の手順に従って、ユニットコードを登録し、

該当コンテンツのライセンス情報を発行します（発行されたライセンス情報は本サイトに自動登

録されます）。発行が完了すると本サイトにおいて当該のコンテンツがご利用になれます。 

3.3 Informations 

ご利用になれるコンテンツごとのお知らせ（③欄）を掲載致します。コンテンツごとのトピック 

スなどの情報をご提供致します。 

3.4 医学書院 ID 

医学書院 ID に対応するお客様の氏名が表示されます。ログアウトおよびお客様情報の参照、変

更、退会の機能（④欄）がご利用になれます。 

また、ユニットコードの登録機能（④欄）がご利用になれます。 

3.4.1 ログアウト 

「ログアウト」ボタンをクリックすることで本サイトからログアウトすることができます。 

3.4.2 ID 登録情報の参照・変更 

医学書院 ID の基本情報を参照、変更いただけます。医学書院 ID（メールアドレス）およびパス

ワード変更では電子メールを併用致します。退会も可能です。 

3.4.3 ユニットコードの登録 

ユニットコードを用いてコンテンツを閲覧いただくためのライセンス情報を発行することが可

能です。詳細は「3.5 MeS ライセンス情報」の「3.5.4 確認」をご覧ください。 

3.5 MeS ライセンス情報 

「3.2 Contents」（②欄）に表示するコンテンツのライセンス情報を操作する機能（⑤欄）とな

ります。 

3.5.1 発行 

書籍の Web 閲覧権付録や施設向け商品の一部、キャンペーンなどに付随する MeS 用シリアル番

号を用いて、コンテンツを閲覧いただくためのライセンス情報を発行します。発行されたライセ

ンス情報は本サイトに自動登録し、Contents（②欄）にコンテンツバナー、コンテンツ名、閲

覧期限が表示され、そのコンテンツがご利用いただける状態になります。 

➾ 書籍等貼付のシリアル番号を入力し、以降、画面の指示に沿って操作してください。 

 



  
 7 

 

 医学書院 

※ 「ユーザー情報登録およびアンケート回答」は、シリアル番号により表示されない場合があります。 

3.5.2 登録 

書店等での MeS コンテンツ（雑誌の電子版含む）のご契約にともない弊社から発行される MeS

ライセンス番号（ライセンス証書等に記載）を登録することで、ご契約のコンテンツが本サイト

からご利用いただけるようになります。MeS ライセンス番号の登録が完了すると、Contents（②

欄）にコンテンツバナー、コンテンツ名、閲覧期限が表示され、そのコンテンツがご利用いただ

ける状態になります。 

※ 本サイトに登録された MeS ライセンス番号は一時的に無効となります。再び有効にするためには、

次項「3.5.3 解放」に従って、MeS ライセンス番号を本サイトから解放する必要があります。 

3.5.3 解放 

「3.5.1 発行」または「3.5.2 登録」の機能で登録される MeS ライセンス番号は、本サイトから

解放することができます。MeS ライセンス番号を解放すると本サイトの Contents（②欄）から

コンテンツバナーやコンテンツ名が消え、そのコンテンツの利用ができなくなります。 

3.5.4 確認 

本サイトに登録されているライセンス情報を確認することができます。但し、利用期限より 2 年

経過したライセンス情報は表示されません。なお、ご契約コンテンツの追加や更新等の手続き時

には、確認画面のライセンス情報と本サイトの Contents（②欄）で差異が生じる場合がありま

す。 その際には「ライセンス情報を同期する」を実行してください。 

また、施設向け商品の一部、キャンペーンなどに付随するユニットコードを用いて、コンテンツ

を閲覧いただくためのライセンス情報を発行します。発行されたライセンス情報は本サイトに自

動登録し、Contents（②欄）にコンテンツバナー、コンテンツ名、閲覧期限が表示され、その

コンテンツがご利用いただける状態になります。 

➾ お持ちのユニットコードを入力し、以降、画面の指示に沿って操作してください。 

 

3.6 医学界新聞 

医学書院刊行の医学界新聞の最新見出しを表示（⑥欄）しています。この見出しをクリックする

と医学書院 Web サイトにおける当該の記事本文がご覧になれます。 

週刊医学界新聞は、65 年以上の長きにわたり、日本の医学・看護領域における最新の知見を発

信し続けており、正確な情報を伝えるメディアとして医師・看護師の厚い信頼を得ています。 
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3.7 お問合せ等 

本サイトでのお問い合わせは、メイン画面フッダーの「お問い合わせ」をクリックし、表示され

た問い合せフォームからご送信ください。 

4 各コンテンツの使用方法 

各コンテンツは、「3.2 Contents」（②欄）に表示するコンテンツバナーまたはコンテンツ名をク

リックすると、別ウィンドウ（またはタブ）に表示されます。個々のコンテンツのご使用方法は、

コンテンツ毎にご用意されておりますご利用ガイド（ヘルプ）等でご確認ください。 

5 スマートフォンでの利用 

本サイトは、iPhone や Android などのスマートフォンでも標準ブラウザでご利用になれます。

また、標準ブラウザとは別に Medical e-Shelf（MeS）アプリでのご利用も可能です。 

 

5.1 標準ブラウザでの利用（スマートフォン最適化） 

本サイトおよび各コンテンツは、スマートフォンの画面サイズに最適化された表示でご利用にな

れます（iPad などのタブレット端末はパソコンと同等の表示になります）。 

 

 

5.2 Medical e-Shelf アプリでの利用 

iOS（iPhone や iPad）および Android 端末では、本サイトを介さずに「Medical e-Shelf アプ

リ」で各コンテンツがご利用になれます。「Medical e-Shelf アプリ」は、App Store または 

Google Play からインストールいただけます（最新版をインストールしてご利用ください）。 

「Medical e-Shelf アプリ」を起動し、医学書院 ID／パスワードでログインすることで本サイト

と同様にコンテンツがご利用になれます。 
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6 利用規程・規約について 

医学書院 ID の取得では、「医学書院 ID 利用規程」の内容にご同意ください。各コンテンツのご

利用では「Medical e-Shelf 利用規約／個人」の遵守をお願いします。また、医学書院 ID の付与

にあたり取得したお客様の情報は、医学書院の個人情報保護方針（個人情報保護に関する対外的

公表事項等）に従ってお取り扱い致します。 

➾ 医学書院 ID 利用規程： https://usr.islib.jp/igs_id/regulation.html 

➾ Medical e-Shelf 利用規約／個人： 本サイトの Medical e-Shelf ロゴ表示欄の右端からリンク 

➾ 個人情報保護方針： 本サイトのフッターからリンク 

7 サポート窓口 

本サイトでのお問い合わせは、メイン画面フッターの「お問い合わせ」をクリックし、表示され

た問い合せフォームからご送信ください。 

以上 


