
秘書さんのためのミニ講習会 

図書館利用＆文献入手法 

2015/1/20（火） 

金沢大学医学図書館 

それ以外の方も 
もちろんOK！ 
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今日の流れ 

• 参考文献の見方 

• OPAC Plusの使い方・所蔵確認方法 

• 医中誌Web・PubMed の使い方 

• 「金大LINK」ってなに？ 

• 他キャンパス、他大学から取り寄せるには？ 

• 質疑応答 
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参考文献の表記方法（和論文） 

尾崎 紀之 ： 消化管の痛みの解明をめざして, 
 

金沢大学十全医学会雑誌, 120(2), 72-73, 2011 

著者名 
論題 

論文タイトル 

雑誌名 巻（号） ページの
範囲 

発行年 

※ 雑誌名省略の例： 日本皮膚科学会雑誌 → 日皮会誌 
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参考文献の表記方法（洋論文） 

Yamamoto H, Watanabe T, Yamamoto Y, et al. : 
 

 RAGE in diabetic nephropathy.  Curr. Mol. Med.  
 

7(8) : 752-757  (2007) 

著者名 

雑誌名 

論題 
論文タイトル 

巻（号） ページの
範囲 

発行年 
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参考文献の表記方法 
（図書収録の論文） 

Gergen, J.P., Coulter, D., and Wieschaus, E. (1986).  

Segmental pattern and blastoderm cell identities. In  

Gametogenesis and the Early Embryo, J.G.Gall, ed.  

, pp. 195–220. 

論文・章・項 
などの著者名 論題・見出し 

図書名 
図書の 

著者・編者 
論文などの
ページの範囲 

発行年 
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金沢大学のOPAC Plusを使おう！ 

金沢大学所蔵の 

図書・雑誌・DVD・電子ジャーナル（EJ）・電子ブック 

・・・などが検索可能 
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検索方法 

【高度な検索】では 
・項目ごとに検索可能 

・資料形態・キャンパスを
指定することも可能 
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検索結果一覧 

●絞り込みもできる！ 

（キャンパス・言語・出版
年・フォーマット・著者名・
所在など） 

●並び替えもできる！ 
（関連度・出版年・タイトル・著者名） 
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図書の所蔵情報の見方 

医図書 ・・・ 1F 
医図別置4 ・・・ 4F 
 

医××：○○ 
病△△     ・・・ 各研究室 

所在 
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雑誌の所蔵情報の見方 

医分 ・・・ 医学図書館 4F 
       （当年度のものは2F） 
 

医××××：○○ 
病△△        ・・・ 各研究室 

1-6, 7(1-6, 8-12), 8-11, 
12(1-9), 13  

雑誌名で検索する！ ×論文名 ×論文の著者名 
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電子ジャーナルの場合 

電子ジャーナルの 
・大量ダウンロード 
・再配布  禁止！ 
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医学図書館の貸出冊数・日数 

図書 製本雑誌 未製本雑誌 AV資料 

貸出期間 14日 7日 翌日 7日 

貸出冊数 5冊 6冊 3冊 2冊 

・職員証（紺色）・学生証が利用カード 
・図書は、1回のみ貸出期間の延長可能 
  ※予約が入っていないもの、返却期限を過ぎていないもの 

・未製本雑誌は、カウンターにて貸出手続き 
・AV資料は館内閲覧も可能（要職員証・学生証） 
・返却期限に遅れた日数分、全館（室）で貸出停止！ 
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データベースの使い方 
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医中誌Webとは？ 

・1977年～ 収録 
・データ更新 月2回 
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医中誌Webの検索のコツ 

• 検索文字数 
   日本語1文字以上、英数字2文字以上 
• 全角/半角、大文字/小文字は区別されない   
   → 同じ検索結果になる 
• 著者名 
   姓と名の間にスペースを入れない 
   完全一致検索したいときは、[  ]に入れる 
    例） [山本博] → 山本博之、山本博美など 
                はヒットしない 
• 終わるときは【×終了】をクリックしてログアウト！ 
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医中誌Webの検索結果の見方 

医中誌の文献管理番号 
（クリックで詳細表示） 論題 

論文タイトル 
雑誌名 （ISSN） 巻号  
ページ 発行年月 

         ・・・本文PDF入手可能 
 

     ・・・電子ジャーナルや冊子体が 
         金沢大学にあるかどうか検索可能 
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PubMedとは？ 

・1946～ 収録 
・医学関連分野に特化 
・検索言語 英語 
・データ更新 週7日 

Single Citation Matcher 
文献情報の確認に便利 

Journals in NCBI Databases 
正式な雑誌名・略誌名を知りたいとき 
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Single Citation Matcher 
Journals in NCBI Databases 

Single Citation Matcher 
雑誌名・巻号・開始ページ 

などで検索可能 
文献情報の確認に便利 

Journals in NCBI Databases 
正式な雑誌名・略誌名を 
知りたいときに便利 
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PubMedの検索のコツ 

• 大文字/小文字は区別されない 

• 熟語はダブルクォーテーション “ ” でくくる 

   例） “lung cancer” 

• 著者名 

  姓 [スペース] 名ミドルネーム の順で入力する 

   例） Smith RJ 
  ※名（ファーストネーム）とミドルネーム：イニシャル 

  ※2002年以降出版の文献はフルネームで検索可能 
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PubMedの検索結果一覧 
絞り込み・並び替え 

Filters 
検索結果の絞
り込みも可能 
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PubMedの検索結果の見方 

論題 
論文タイトル 

著者名 

雑誌名（略）. 発行年月；巻（号）：ページ 

J Clin Oncol. 2011 Feb 20;29(6):739-46・・・  

本文・PDFへのリンク 
※PDFが入手できない 

場合あり 

※[Epub ahead of print] 
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ヒットしないときは・・・？ 

• 変換ミスやスペルミスはありませんか？ 

• データベース未収録の雑誌や発行年月の文献
を検索していませんか？ 

• 検索方法は間違っていませんか？ 

• 文献の情報は間違っていませんか？ 

 

 → Google,  Google Scholar,  Scopus, 

   Web of Science などで検索してみましょう！ 
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金大LINKでできること 

掲載雑誌 論文タイトル 
発行年 巻（号） 掲載ページ 

▼電子ジャーナルを読む 
・フルテキストへのリンク 
 契約しているＥＪの閲覧が可能 
 

・無料のフルテキストを探す 
 Google Scholarなどへのリンク 

▼冊子体を入手する 
金沢大学ＯＰＡＣ Ｐｌｕｓ ＮＤＬ-ＯＰＡＣ 

ＣｉＮｉｉ Ｂｏｏｋｓ へのリンク 
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ILL（Inter Library Loan）とは？ 

• 宝町キャンパスにない図書や雑誌のコ
ピーを、他のキャンパスや他大学図書
館などから取り寄せることができます！ 

 

宝町キャンパス内の研究室や附属病院所蔵の
図書や雑誌については、各医局へ連絡のうえ、
直接借りに行くようお願いいたします！ 
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ILLはどこから？（HPから） 
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ILLはどこから？（金大LINKから） 
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依頼画面入力方法 
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料金・日数 【文献複写】 

学内 国内 海外 

複写
料金 

モノクロ：20円 
カラー：80円 

モノクロ：35～55円 
カラー：50～200円 

 

5000円～ 
/件 

送料 無料 80円～（重さによる） 

日数 翌日～3日 3～10日 10日～ 

・最新号の雑誌掲載の文献の複写は原則×（例外あり） 
 

・複数著者による論文集の中の1論文の複写は、著作権法上× 
 

・雑誌そのものの取り寄せは× 

※だいたいの目安 
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料金・日数 【図書借用】 

学内 国内 海外 

料金 無料 1000円～（往復） 
（大きさ・重さによる） 

7000円～（往復） 
（大きさ・重さによる） 

日数 翌日～3日 3～10日 10日～ 

・借用期間：1週間～3週間くらい（貸出館・条件によりことなる） 
 

・辞書、DVD、CD-ROMなどは取り寄せ不可 
 

・館外貸出不可（＝医学図書館内でのみ閲覧可能）の場合あり 
 

・汚損・破損・書込みなど絶対にしないように！ 

※だいたいの目安 
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ご質問はこちらまで 

医学図書館 

8：30～17：00 

内線：2141, 2140 

igakusv@adm.kanazawa-u.ac.jp 

参考文献 
・諏訪部直子, 平紀子著『わかりやすい医中誌Web検索ガイド : 検索事例付』（日本
医学図書館協会, 2013） 
・岩下愛, 山下ユミ共著『図解PubMedの使い方 : インターネットで医学文献を探す. 
第6版』（日本医学図書館協会, 2013） 
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