
国外文献の検索から
文献複写依頼をする

例） ＰｕｂＭｅｄ/ＳＦＸ



★検索からフルテキスト入手までの手順

PubMed/SFXで論文検索

電子ジャーナルをダウンロードする

学内所蔵（図書館）の雑誌をコピーする

学内者限定 学内所蔵（講座）の雑誌をコピーする

学外から取り寄せる（文献複写依頼） ※有料

①

②

③

④

⑤

検索結果から
フルテキスト
を探す

電子ジャーナル
がなければ

図書館の所蔵が
なければ

学内の所蔵が
なければ



1. ＰｕｂＭｅｄ/ＳＦＸは、必ず附属総合情報センターホーム
ページからアクセスしてください。

Remote-access （学内者のみ）
自宅や勤務先など、学外からでも学
内と同環境で文献データベース等を
ご利用することができます。

★学内ＰＣから接続する時
★学外利用者が学外ＰＣから接続する時
[附属総合情報センターＨＰ] →
[図書館サービス] →
[文献検索] →
ＰｕｂＭｅｄ/ＳＦＸを選択してください。

↓下にスクロールした一覧よりアクセスしてください。↓

■ユーザー名
SAINSアカウント
※学内メールアドレス＠の前部分

■パスワード
情報センターで発行の仮パス
ワード
※変更した方は変更後パスワード

クリック



2. キーワード入力検索

検索フィールドにキーワードを入力
してＳｅａｒｃｈをクリックします。

■入力方法
① キーワードは英語です。
② 単語と単語の間にスペースをおいてください。
③ 著者名検索：『姓（フル） 名（イニシャル） ミドルネーム（イニシャル）』



3. キーワード入力検索のコツ

例） Allergic rhinitis を検索する場合

「Allergic」と「rhinitis」を2語に分け
雑誌タイトル、論文タイトル、Abstract
等にキーワードが含まれていると検索で
抽出されます。

「Allergic rhinitis」 を熟語として
雑誌タイトル、論文タイトル、Abstract
等にキーワードが含まれていると検索
で抽出されます。

■フレーズ検索
半角” ”(ダブルクォーテーション)で囲む



検索 １回目
キーワードを入力して → 上部Advancedクリック

4. 検索のコツ ～ Advancedで効率よく検索する。
例） Lancet 掲載の Allergic rhinitis に関する論文を検索する。

Advanced をクリックします。

検索 ２回目
Journalを選択、雑誌名を入力 →上部Advanced

クリック

検索履歴が
Historyとして表示
されます。Addを
クリックすると、
キーワードが検索
フィールドに追加
されます。

検索 ３回目

出版年範囲を選択、年を入力 →上部Advanced
クリック

■掛け合わせ検索■
１つのキーワード毎で検索結果を出し、「History」に検
索履歴を残すと、何度も同じキーワードを入力する手
間が省けます！



5. 検索のコツ ～ 検索結果から更に絞り込む。

①論文タイプを選択できる。

②抄録付き、全文公開されて
いるもののみを抽出できる。

③出版年を絞ることができる。

④対象は人間か人間以外かを
選択できる。

絞り込みたいものを
クリックすると、再
検索されます。



6. 検索結果画面の見方。

1画面に20件ずつ表示されます。

①論文タイトル（クリックするとAbstractが表示されます。）
②著者
③掲載誌．発行年月；巻号：ページ. doi(デジタルオブジェクト識別子（インター

ネット上の文書を管理する文字列））
④PMID （PubMedが各文献へ割り振っているID番号(控えておくと再検索の

際に便利です→検索フィールドにPMIDを入れて検索する)）

①

③

④

②
詳細画面の表示
は、論文タイト
ルをクリックし
ます。



7. 検索結果から論文の状態を見る。 Epub ahead of print
冊子体が出版される前に論文情報
だけができている状態。
●冊子体の巻号、ページ数が確定し
ていないので、文献複写依頼はでき
ません。基本[Epub ahead of print]
解消後の依頼となりますが、お取り
寄せできる場合もあります。（15.複写

料金目安一覧の要国外➂の扱いです。）

論文タイプの表示
出版情報の後に表示されます。

詳細画面では、下方の
Publication typeをクリックすると
表示されます。

Free Article
無料で公開されているものです。ここか論文タイトル部
分をクリックして、次に表示される画面の右側にある

をクリックして全文入手してください。
（次ページから手順の説明があります。）



8. 詳細画面の見方。

①
②
③

④

①掲載誌．発行年月；巻号：ページ
②論文タイトル
③著者
④抄録（論文の要旨）
⑤PMID （PubMedが各文献へ割りふっているID番号(控
えておくと再検索の際に便利です→検索フィールドに
PMIDを入れて検索する)）

全文を入手したいときに
をクリックする。

■文献の入手方法は３通り
① 電子ジャーナルから全文入手する！
② 学内所蔵の冊子体をコピーする！
③ 学外から取り寄せる！（文献複写依頼）⑤



9. 電子ジャーナルで論文全文を入手する。

■「電子版を読む」に表示が出る場合
・大学で契約しているジャーナル。
・無料公開されているものもあります。

例） Free E-Journals
Open Access Journals

しかし、
●サインを要求する画面
●料金表示の画面
が表示される場合は、電
子ジャーナルが閲覧できま
せんので、学内の冊子体
雑誌を探すか、文献複写
依頼を申し込んでください。

出版社のページへアクセスします。
をクリックし全文を入手。

（各出版社で表示が異なります。）

PDFでダウン
ロード済み

Elsevier ScienceDirect PPV は契約している講
座以外では閲覧できませんが、学内所属員は私
費で文献複写申込ができます。(後ページの複写
料金目安一覧をご覧ください。)



10. 学内所蔵の冊子体をコピーする。

をクリックして、
学内所蔵を探す！

冊子体の所蔵あり
タイトル部分をクリックすると詳細情報へ。

図書館所蔵の冊子体は、セルフコピーでお願いします!
コピー機は、２階、３階、４階にあります。
●該当巻号と所在を確認してからご来館ください。
●講座所蔵の場合

・学内所属員は、自身で講座訪問しコピーを行ってく
ださい。
・学外利用者は文献複写依頼を行ってください。



11. 学外から取り寄せる。（文献複写依頼）

をクリックして、
学内所蔵を探す！

冊子体の所蔵あり
タイトル部分をクリックすると詳細情報へ。

詳細画面で所蔵巻号と所在を確認。
該当巻号を所蔵していない場合は

をクリックします。



12. 学外文献複写申込手続き

■こちらの画面が表示された方はこの画面からログインしてください。

利用者ＩＤ パスワード

学部学生 ｓａｐｍｅｄアカウント
（メールアドレスの@

より前部分）

情報センターより発行の仮パスワード

上記以外の
学内者

ＳＡＩＮＳ利用申請書の仮パスワード

学外者 利用者ＩＤ 情報センター利用申請書の仮パスワード

※パスワードを変更した方は変更後パスワード



12. 学外文献複写申込み画面

論文タイトル、掲載誌等、
論文関連情報は自動入力されます。
依頼をする論文の内容を確認してくだ
さい。

選択してください。
■支払区分（学外利用者は私費のみ）
■送付方法
■依頼範囲
■通信欄に自動入力される論文関連

情報はそのまま残して送信ください。
■学外利用者は文献複写はご勤務先へ郵送と

なりますが、図書館カウンターで受け取りたい
場合は、「カウンター受取希望」と記入してくだ
さい。

■学内者だが遠隔勤務で文献複写を図書館まで受
け取れない方は、通信欄に「勤務先に郵送希望」
を記入してください。

確認に進む をクリックしてください。

料金や到着日数の目安は
こちらをクリックすると詳細
が表示されます。



13. 学外文献複写確認画面

文献複写依頼 完了（自動送信メール）
ご登録のメールアドレスに、複写依頼
の受理（自動メール）が送信されます。
※キャンセル等の連絡はすべてメール

で行っておりますので、依頼後も
メールの確認をお願いいたします。

【次ページ】
文献のお渡しについて
（必ずお読みください）

※確認画面※
内容を確認した上、
をクリックしてください。



14. 文献到着の案内からお渡し、料金のお支払い。

■学内者 到着案内 文献複写お申込み時のメールアドレスに到着メールを送信いたします。

お渡し日時 ●月～金曜日
(祝祭日はお渡ししておりませんのでご注意ください。)

●９時～２０時
(夏季･冬季休業期間は、９時～１７時となります。ホームページ、掲示でお知らせ

いたします。)

お渡し場所 附属総合情報センター ２階カウンター

お支払い ●私費 料金をカウンターでお支払いください。
※私費でお申込みの場合、料金はお釣りが出ないようにご用意いただけますよう、ご協力お願いいたします。

●公費 申込請求控に受取人のサインをいただきます。

備考 学内者でも遠方にお勤めの方は、勤務先に郵送ができます。(郵送料はご
負担いただきます。)文献複写申込時に通信欄にその旨をご記入ください。
(12ページを参考)

お支払いは到着より２週間以内に同封の郵便振替用紙でお願いいたしま
す。(振替手数料もご負担いただきます。)

■学外利用者
■病院図書室

基本、ご勤務先へ郵送いたします。(郵送料はご負担いただきます。)
お支払いは到着より２週間以内に同封の郵便振替用紙でお願いいたします。(振替手数
料もご負担いただきます。)
カウンターで受け取りの場合は、申込時に通信欄にその旨をご記入ください。(12ページを参考)



15. 複写料金目安一覧


