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 文献複写の申込方法 

日本語文献を探す 1 



2 文献検索パターン 

①テーマについて探す 
 …キーワード検索 
 

②読んだ文献の「参考文献一覧」から探す 
 …書誌確認から行う 

な
ぜ
？ 

参考文献一覧は、記入ミスなどで誤った 

情報が書かれていることがあるため 

書誌とは？ 
その文献が、どの雑誌の 

どの部分に載っているのかを 

示した住所のようなもの 



3 データベース一覧を表示させる 

附属図書館ＨＰより 学生の広場より 



4 使用するデータベース 

１.テーマに沿った文献を網羅的に探すなら 

国内最大級の医学系文献データベース 
まずは、医中誌で探すのが基本！ 

和文献の全分野をカバーするデータベース 
 日本の文献を探す……CiNii Articles 
 国内大学図書館の蔵書を探す……CiNii Books 
 博士論文を探す……CiNii Dissertations 

医学・薬学，科学技術に関する文献に強い 
外国文献も日本語で検索でき、抄録も日本語で読める 

２.読みたい文献が決まったら 

メテオ社が運営する医療の総合ウェブサイト 
契約している雑誌には全文閲覧可のものが多い 

国内の学協会中心の電子ジャーナルサイト 



5 医中誌 

CiNii 

JDreamⅢ 

メディカル 
オンライン 

J-STAGE 

Google 

学外文献
複写依頼 

フローチャート 

な
し 

な
し 

な
し 

な
し 

な
し 

な
し 

まずはこの２つで書誌確認！ 

本文へのリンクがある場合も 

…紀要の情報・リポジトリへのリンクが多い 

…会議録のデータが出てくることがある 

…信頼できるサイトに掲載 

 されているものか注意！ 



6 医中誌① キーワード検索 

マッピング機能により、 
シソーラス用語も同時に 
検索してくれる 
  →検索もれが少ない 

シソーラスとは？ 
「QOL」「Life Quality」「生活の
質」など、同じ事柄や概念を示す
言葉を整理してまとめたもの。 

表記の揺れによる検索もれを減ら
すのに役立つ。 

データベースの特徴の一つ。 

雑誌または電子
ジャーナルで当館が
所蔵しているもの 

医中誌webとリンクされているDBで 
本文が公開されているもの 
＝必ず当館で本文が読めるわけではない 



7 医中誌② 検索結果の見方 

2016058814 
医中誌番号 

医中誌で付与している
文献番号。後から同じ
文献を探す時に便利。 

 

 43～62(3)までは紙媒体で所蔵有り 

 この文献が載っている号は図書館内には
無し（EJアイコンを押してください） 

クリックするとPDF

が開きます 

ISSN(International Standard Serial 

Number: 国際標準逐次刊行物番号) 

→ 雑誌名の固有の番号 
特定の雑誌を検索したい時など
に大変便利！ 



8 医中誌③ 本文へのリンク 

医中誌Webで「本文あり」
を押した場合 

OPAC画面で「EJ」アイコン
を押した場合 



9 医中誌④ シソーラス１ 

▽をクリックすると、ヒット
した同義語リストが表示。 
入力した文字列がハイライト
表示される。 



10 医中誌⑤ シソーラス２ 

ヒットした用語をクリックし、
「キーワード詳細情報を見る」
をクリックすると、その 
シソーラス用語の同義語などを 
確認できる 



11 医中誌⑥ 検索のコツ１ 

キーワードを２つ以上使用する場合 
「QOL ips細胞」と入力するのではなく、まず１つずつ検索してからそれぞれの
結果同士をAND検索すると便利です。 

 

 どちらかのキーワードを変更して検索し直したい時 

 どのキーワードが一番検索もれが少ないのかを知りたい時 

 

＜方法＞ 
①履歴欄の検索したい言葉にチェックを入れます 

②AND・OR・NOTから選びます 

③履歴検索をクリックします 

④下の行に検索結果が追加されます 

１ 
2 ３ 

４ 



12 医中誌⑦ 検索のコツ２-１ 
例）『麻酔』(ISSN 0021-4892)という雑誌に載っている文献の中で 

  「QOL」について書かれたものを探したい 

①上の検索ボックスで「その他」にチェックをしてISSNを選択します 

②『麻酔』のISSN「00214892」を入力して検索します 

③#1と#6にチェックをしてANDで履歴検索をします 

１ 

2 

３ 

雑誌名「麻酔」で検索 

すると、雑誌名に 

「麻酔」という単語が 

含まれているものすべて
が検索されてしまいます 



13 医中誌⑧ 検索のコツ２-２ 

ISSNが分からない時： 
「シソーラス参照」タブの 
「収録誌名参照」からも 

検索ができます。 

１ 

２ 

３ 

４ 
５ 

６ 

７ 



14 書誌事項の決まり 

基本的に… 

著者名.論文名.誌名.出版年,巻(号),開始ページ-終了ページ. 

SIST02より                                          

例）樋口智康ほか. 100歳以上の緊急開腹術4症例の麻酔経験. 麻酔. 
2007, 56(6), p. 657-661. 



15 医中誌⑨ 書誌事項から探す 

すでに探したい文献の 
情報がわかっているときは
「書誌確認画面」で検索！ 

参考文献一覧に書かれている書誌
事項を入力していく。 
・年 
・巻号 
・開始ページ 
中には書誌が間違って記載されて
いるものもあるので注意。 
その場合は、著者名やISSNなど
別のデータを入れてみるとよい。 

入野 規子ほか.長期的なリラクセーション呼吸法の精神的健康度にもたらす効果. 

日本看護研究学会雑誌.2009, 32(3) p.351. 

この文献を探してみましょう 



16 医中誌⑩ ログアウト 

医中誌を閉じるときは 
必ず「終了」を押して 
ログアウトしてください 



17 ＣｉＮｉｉ① 検索 

 医中誌で書誌確認できたが、本文がない時にCiNiiでも検索して
みるとＰＤＦへのリンクが見つかることがある 

 マッピング・履歴検索機能はなし 

iPS細胞 生命倫理 



18 ＣｉＮｉｉ② 検索結果 

ここをクリックすると 

本文が見られます。 

（契約外で見られないもの
もあるので注意） 

NII論文ID(NAID) 
    ≒医中誌番号 
また後でこの論文を 
探すときに便利！ 



19 ＣｉＮｉｉ③ 収録刊行物について 



20 CiNii Dissertations  

博士論文を読みたい時はこちらを使用してください 

キャプチャ＋詳細検索▼を開いたときのキャプチャ 



21 JDreamⅢ① ログイン 

2 

3 

4 

医中誌に「会議録」
とあったら・・・ 1 

①学内PC（学内web）で利用可能。 
 IP接続でログイン 
② 名前の欄には何でもよいので 

一字入力 例：あ,a,1 etc. 
③ 目的に応じてファイルを選択。

今回はJSTマルチファイルの
「JSTPlus+JMedPlus」を選択。 

④ アドバンスサーチをクリック 



22 JDreamⅢ② ファイル一覧 

・JSTPlus  国内外発行の科学技術（医学含む）全分野に関す
る文献情報を収録。 

・JMEDPlus 日本国内発行の医学、薬学、歯科学、看護学、生
物科学、獣医学等に関する文献情報を収録。 

・JST7580 国内外発行の科学技術に関する文献情報を収録。
JSTPlusの前の形のデータベース。現在は更新して
いない。1981年以前のものを探すときに使用する
と網羅的に検索できる。 

・JSTChina  中国国内で発行される科学技術約770誌に掲載さ
れた文献情報を収録。無料ファイルで2007年サー
ビス開始。 

・JCHEM  有機低分子化合物データベース。化学物質の商品
名、治験番号、体系名、化合物辞書番号、CAS登
録番号、分子式などの情報を収録。 

・MEDLINE 米国国立医学図書館（NLM）が作成する医学、 

看護学、歯学、獣医学等に関する文献情報を収録。 

・JAPICDDC  財団法人日本医薬情報センターが作成・提供する 

医薬品の有効性、安全性に関する文献情報を収録。 



23 JDreamⅢ③ 検索画面 

※ここに検索式を入力 

絞り込み画面 

チェックをつけて、結果同士を組み合わせることも可能 

結果を表示するときはＬ番号をクリック 



24 JDreamⅢ④ 検索結果 

検索結果 

整理番号=JDreamⅢの文献番号 
（医中誌番号、NAIDと同じ） 

ここから当館の 
所蔵を検索 他に本文が閲覧できるアイコン 

予稿集とは… 
学会総会のプログラム・抄録集などの
こと。JDreamの提供元である科学技術
振興機構では、平成21年度末をもって
新規データ作成を中止。 

タイトルをクリック 

「DOI」 
電子ジャーナル文献 
ひとつひとつを示す 
固有の番号のこと 



25 ＤＯＩ番号とは 

DOI(Digital Object Identifier)番号とは・・・ 

電子ジャーナル文献ひとつひとつを示す固有の番号のこと。 
 

doi:10.1016/j.apmr.2008.07.011 
 
 
 
電子ジャーナルの配布サイトが変わっても、 
                一度付与されたDOI番号は変わらない。 
 
http://dx.doi.org/DOI番号 
URL欄に上記を入力すると論文を公開しているサイトに移動できる。 
 
 

DOI財団が 

つける番号 

ジャーナルサイトが 

付ける番号 



26 JDreamⅢ⑤ ログアウト 

2 

1 

JDreamⅢを終了するときは、 
回答結果表示画面を閉じてから
必ず元の画面で「ログアウト」
をしてください。 
（ログインできる人数に上限が
あるため） 



27 メディカルオンライン① 
 メディカルオンラインが契約をしている文献しか検索できない 

 ほとんどの文献はその場で全文閲覧・ダウンロードできる 

医中誌番号：

2016137170 
①「本文あり」の 

表示が無い 

②文献タイトルを
コピーする 

③「文献」タブ→ 

「タイトルで探す」 

を選択 

⑤全文ダウンロードで
きることを確認 

④文献タイトルを貼り
付けて検索 



28 メディカルオンライン② 検索画面 

配
信
期
間
を
確
認 

雑誌名から検索 

３ 

４ 

２ 

1 

該当雑誌をクリック 

５ 



29 メディカルオンライン③  
バックナンバーリスト 



30 J-STAGE① 検索画面 

査読誌の場合は 

ここに水色で 

表示されます 



31 J-STAGE② 検索結果 

このアイコンが表示されてい
る時は、閲覧に条件が必要な
ので、見られるとは限らない 



32 J-STAGE③ 引用文献 

画面下部の「引用文献」
タブを選択 

（本文にリンクしている
文献もある） 



33 Google 

以上のデータベースを使用して本文が見つからなかった時に 
 

①” ”（ダブルクォーテーション）を使う 
ダブルクォーテーションで論文を囲むと、余白を含んだフレーズ検索が可能 

 

 

②検索オプションでファイル形式をＰＤＦに指定 



34 文献複写の申込方法① 

 雑誌の所蔵がない 

 ウェブ上でも見つからない 

そんな時は 

『学外文献複写申込』！ 

図書館HP 
「資料取り寄せ」 

文献のコピー取り寄せ 
「②ダウンロード様式を   
利用」 

「開く」を選択 



35 文献複写の申込方法② 

●使い方 
左側の申込書に入力 
（右側には同じ内容がコピーされます） 

支払方法については 
http://www.lib.ipu.ac.jp/ill/ill_guide.htm 
を読んでから記入してください 

著者が複数人いる時： 

「○○○○(最初の１人の名前) 他」 

と記入して良い 



36 文献複写の申込方法⑤ 提出 

個人研究費   

学生研究費   

修士論文費   

博士論文費  

違う人物 

印刷して予算登録者の 

サインと印鑑をもらう 

図書館の 

カウンターへ 

同一人物 

印刷して図書館の

カウンターへ 

デスクネッツの 

メールで図書館 

へ送信 

私費 

印刷して図書館の

カウンターへ 

デスクネッツの 

メールで図書館 

へ送信 

公費 

申込者と予算登録者が 
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