
国内文献の検索から
文献複写依頼をする

例） 医中誌Ｗｅｂ

■館内利用
■学外では学内者のみ(リモートアクセス)



★検索からフルテキスト入手までの手順

医中誌で論文検索

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

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

②

③

④

⑤



1. 医中誌Web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。

★ ★★学内PCから接続
附属総合情報センターＨＰ→
図書館サービス→
文献検索→
医中誌Webを選択

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。

クリック

↓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



2. 検索する キーワード検索

検索フィールドにキーワー
ドを入力して検索をクリッ
クします。

■入力方法は
① キーワードは基本日本語で単語を入力してください。
② 連続して単語を入力する場合、単語と単語の間にスペースをおいて

ください。

検索結果が多い時、あらかじ
め必要な条件が限定されて
いる場合は「絞り込み条件」
にチェックを入れて検索して
みましょう。



3. 検索する 著者名や収載誌等を指定して検索

著者名で検索したい場合は、著者名に
チェックを入れ、検索フィールドに著者
名を入力し検索をクリックします。
※姓と名の間にスペースはいりません。
※完全一致検索→大カッコ ［］ で囲む。

その他の項目で検索したい場合、
プルダウンから該当のものを選択すると
左側の「その他」には、自動でチェック
が入ります。



4. 検索結果

キーワードを入力し検索を
クリックします。

検索結果が表示されます。
①医中誌文献番号（クリックす

ると詳細画面表示ができます）

②論文タイトル
③著者
④収載誌名（ＩＳＳＮ）巻号、

ページ（発行年月）

①
②
③
④
⑤

⑤クリックすると抄録を読むことができます。
(抄録がないものもあります。)



5. 検索する 履歴検索

1回目の検索
「アレルギー性鼻炎」で
22,006件の検索結果。

2回目の検索
「小児」で810,363件の
検索結果。

チェックボックスに
チェックを入れ
この2語を掛け合わせ
て検索します。

＊キーワードごとに検索結果を表示させる＊



6. 検索する 履歴検索の利点

2語を含む文献が、2,919
件に絞り込まれました。

■履歴検索の利点
1語ずつ検索結果を表示

させ、検索履歴を残すこと
で語を簡単に掛け合わせて
検索することができます。

■演算子をつかった検索
AND： a AND b → aとb両方が含まれる検索
OR： a OR b → aまたはbが含まれる検索
NOT： a NOT b → aは含むがbは含まない検索

※基本はAND検索になっています。



7. 検索する シソーラスで的確なキーワードを探す

シソーラス参照にカーソルをあ
わせ、シソーラスブラウザをク
リックします。

■シソーラス(同義語を整理した語彙集)
同じような事柄が著者によって異なる言葉で表現されて

いても、シソーラスに基づき統一されたキーワードを付与
することにより検索漏れやノイズを除いて検索できるよう
になります。

検索フィールドに、思いついた
キーワードを入力して検索します。



8. 検索する シソーラスで的確なキーワードを探す

例）「アレルギー性鼻炎」を検索する
以下３件のシソーラス用語（統制語）で統制
されています。

■上記をキーワードとする場
合、左側のチェックボックスに
チェックを入れて「チェックした
キーワードで検索」をクリックし
ます。
↓
上記のキーワードを含む文献
情報が検索されます。

■以下の統制語が、他にどんなキーワードを統制しているのかを
知りたい場合、該当の統制語をクリックし、下記の選択肢から、
キーワードの詳細情報を見るをクリックします。
例）「鼻アレルギー」の詳細を知りたい！



9. 検索する シソーラスで的確なキーワードを探す

「上位語・下位後」のタブをクリックすると、
「鼻アレルギー」の分類位置がわかります。
「鼻アレルギー」より上：上位語
「鼻アレルギー」より下：下位語
※基本検索は下位語を含み検索しています。



10. シソーラスブラウザからＰｕｂＭｅｄ検索へ

医中誌の統制語に対応するＭｅＳＨ用語(Ｐｕ
ｂＭｅｄの統制語)があると
が表示されます。
クリックするとＰｕｂＭｅｄ検索が実行されます。

例） 統制語「鼻炎-アレルギー性季節性」の詳
細画面からＰｕｂＭｅｄも横断検索できます。

→ 「鼻炎-アレルギー性季節性」の文字部分を
クリックし、 「キーワードの詳細情報を見る」
をクリックします。



11. 検索結果

②保存形式を選択して
文献情報を保存します。
（保存形式の詳細は上の

「HELP」でご確認ください。）

①必要な文献情報を抽出したい場合は、
チェックボックスにチェックを入れます。

■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）



12. 電子ジャーナルから全文入手する！

をクリックして、Web上から、全文
を入手！
・大学で購入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。

クリックします。 出版社のページへ。
【全文ダウンロード】をクリックし、全
文を入手します。
（各出版社で表示が異なります。）



13. 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！

クリックします

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。



14. 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！

クリックします。

学内所蔵がない、該当巻号を所蔵し
ていない場合は、
をクリックします。



15. 学外から取り寄せる！（文献複写依頼）

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

■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



16. 学外から取り寄せる！（文献複写依頼）

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。

確認に進むをクリックしてください。

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。

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。



17. 学外から取り寄せる！（文献複写依頼）

【次ページ】
文献のお渡しについて
（必ずお読みください）

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
メールのご確認をお願いいたします。

※確認画面※
内容を確認した上、
をクリックしてください。



18. 文献到着からお渡しまで

■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)



19. 複写料金目安一覧


