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本日の内容

1. 卒業論文を書くにあたって
2. 文献検索：医中誌Webの使い方
3. くるくるLinkerを使って本文を入手する

3.1. 電子ジャーナルで入手する
3.2. 図書館で冊子を探す
3.3. 学外から文献を取り寄せる

4. 参考文献リストから文献を探す
5. 演習問題

はじめに
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本日の目標！

 テーマを適切なキーワードであらわすこ
とができる

 医中誌Webを使って、テーマに関連する
文献を探すことができる

 効率的に本文を入手することができる

はじめに
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1. 卒業論文を書くにあたって
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現在までの研究成果の必要性1. 卒業論文を書く
にあたって

現在までの研究成
果を把握する

研究成果を引用
（利用）して論を

展開する

研究成果を知るには、図書と学術雑誌掲載論文の
両方を読むことが必要
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自身のテーマ（問題意識）を
より明確なものにする必要

ひとりよがりの主観的なもの
でなく、客観性が求められる



看護研究における文献の特徴1. 卒業論文を書く
にあたって

• 医学分野では文献の寿命が短いといわれるが、
看護学では分野によっては何年前の文献でも
十分に役立つ場合がある

古い文献も有用

• 看護学は心理学との関係が深いほか、社会学、
教育学、経済学、行政学など多様な分野の文献も
必要に応じて参考にすることがある

周辺分野の文献も有用
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資料の特徴1. 卒業論文を書く
にあたって

図 書

学術雑誌

• 特定のテーマについて系統的にまとめられ、テーマの
概要や基礎知識を得るのに適している

• タイトルや目次である程度内容が把握できる
• 研究内容が熟している場合が多いが、刊行されるまで

に時間がかかる

探す単位：1冊 CanZo（蔵書検索）で検索可

• 特定の学術分野について、個々に独立した論文や記事
を掲載している

• 雑誌名からは必要な情報が掲載されているか不確か
• 月刊、週刊等で刊行されるため、図書と比べると最近

の情報を把握できる

探す単位：論文 CanZo（蔵書検索）で雑誌名は検索可

今回は、学術雑誌論文を探してみよう！
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2. 文献検索：医中誌Webの使い方
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学術雑誌論文を探すには？2. 文献検索：医中
誌Webの使い方

• CanZo（蔵書検索）では、論文タイトル・論文
著者名で検索できない
→ 各種の文献検索データベースを検索して、

必要な文献を探す
図書館HPトップにある
「データベース」に
各種データベースへの
リンクがある

よく使うデータベース
へのリンクはここ
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文献検索データベースの特徴2. 文献検索：医中
誌Webの使い方

データベース名 検索する
言語 収録年代 特 徴

医中誌Web
[イチュウシウェブ] 日本語 1959～

国内で発行している医学・歯学・薬学・看
護学及びその関連領域の雑誌や紀要、会議
録 約7,500誌から収録した約1,360万件の論
文情報が検索できる。（VPN可。同時アク
セス8人）

CiNii Articles
[サイニィ] 日本語

日本の学術論文を中心とした文献データ
ベース。医中誌Webが収録範囲としない分
野（医学関連以外）を広くカバー。一部の
論文に本文へのリンク機能がある。（無料。
アクセス制限なし）

CINAHL
[シナール] 英語 1976～

約5,500誌の看護学や健康全般に関する雑誌
論文の抄録情報を収録したデータベース。
（VPN可。同時アクセス1人）

最新看護索引Web
[サイシンカンゴ
サクインウェブ]

日本語 1987～

国内発行の看護・周辺領域の雑誌・紀要か
ら収録した約25万件の論文情報が検索でき
る。第42回以降の『日本看護学会論文集』
の本文を収録。（VPN可。同時アクセス3
人）
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医中誌Webへのアクセス2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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図書館HPトップにある
リンクよりアクセス、
ログインする

学外（自宅等）から利用する場合、
VPNサービスを通してからアクセスし、
ログインする



医中誌Web：検索のルール2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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検索のルール：
・キーワードがどこかに含まれるものがヒット

例： 看護 → 「看護管理」「看護師」

・スペースを入れると、AND検索
例： 花粉症 スギ → 「花粉症」と「スギ」の両方を含む文献

・著者名は、姓と名の間にスペースを入れない
例：○ 伊藤美樹子 × 伊藤 美樹子

ここに
キーワード

を入力



医中誌Web：基本的な検索の流れ2. 文献検索：医中
誌Webの使い方

例題：
がん看護における緩和ケアに
ついて書かれた論文を探す
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検索ボックスに「がん看護」と入力し、「検索」をクリック

医中誌Web：キーワード検索2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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表示されるリストから
選んでもOK



医中誌Web：キーワード検索2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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前の検索キーワードは
「クリア」で消去する

「がん看護」での検索結果

※ 検索結果数は2019/12/24時点のものです

次に検索ボックスに「緩和ケア」と入力し、「検索」をクリック



医中誌Web：履歴検索2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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→ 検索式の履歴検索（AND検索）を行う

かけ合わせたい履歴にチェックを入れ、
論理演算子「AND」を選択して、

「履歴検索」をクリックする

論理演算子
（AND, OR, NOT）

を使って
効率よく検索

1単語ごとの検索
がおすすめ

「がん看護」と「緩和ケア」両方のキーワードを含む文献を探す



医中誌Web：検索結果を絞り込む2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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絞り込みを行う履歴にチェックを入れて
「更に絞り込む」をクリックする 検索の時点で

あらかじめ対
象を絞り込む
ことも可能

ヒット件数が多い！

→ 検索結果を絞り込む



医中誌Web：検索結果を絞り込む2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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・ 論 文 種 類 ：「会議録除く」
・ 論 文 言 語 ：「日本語」
・収載誌発行年： ｢2019｣～｢指定なし｣

を指定し、「絞り込み実行」を
クリック

2019年以降に発行された会議録以外の日本語文献に絞り込む



① 原著論文★論文の種類とは
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原著論文とは？

• 独創性、新規性のある文献で、著者名と所属機関名
が必ず記載されており、目的、対象、方法、結果、
考察、結論で構成されているもの

• 図、表、写真、参考文献を含み、要旨、要約がある
もの（医中誌Web編集方針より抜粋）

• 独創的で新しい知見を含むもの
（滋賀医科大学雑誌投稿規程より）



② 総説（レビュー論文）★論文の種類とは
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総説（レビュー論文）とは？

• 特定の分野や主題について、関連文献、資料に基づ
いて総括的に論評した記事。「レビュー」「総説」
と明記されている記事。（医中誌Web編集方針より）

• 研究の総括、文献についてまとめたもの
（滋賀医科大学雑誌投稿規程より）

 特定のテーマについて研究を開始する前に、適切なレビュー
論文を読むことは有益である

 医中誌Webの場合、「解説」（特定の分野や主題について
解説した記事）も「総説」と合わせて検索するとよい



会議録とは？

③ 会議録★論文の種類とは
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• 学会、研究会や各種機関、
団体で発表される抄録
及び要旨。会報。

（医中誌Web編集方針より）

 医中誌Webに収録されている文献データの約6割が会議録のため、
研究論文を探したいときは「会議録除く」が有用

『日本がん看護学会誌』33巻特別号（2019）
に掲載された会議録の一例



医中誌Web：表示内容の変更2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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・特定（複数）の文献レコードを詳細表示に変更する場合は、
文献番号前のチェックボックスにチェックを入れる

・一つの文献レコードを詳細表示に変更する場合は、文献
番号をクリックし、「この論文の詳細を見る」を選択する

検索結果の表示形式、件数、ソート順を変更する



医中誌Web：文献レコードの構成2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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① 文献番号
② タイトル（論題）
③ Author（著者）

※筆頭著者のみ
所属表示あり

④ Source
掲載誌
I S S N
巻号頁
刊行年

⑤ 論文種類
⑥ シソーラス用語/医
中誌フリーキーワード
⑦ チェックタグ
⑧ Abstract（抄録）
⑨ DOI（デジタルオブ
ジェクト識別子）
⑩ リンクアイコン
⑪ 参考文献

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩
⑪ 下線があるリンクをクリックすると、再検索できる



医中誌Web：文献レコード出力2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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① 出力したい文献レコードに
チェックを入れ、

② 出力方法を選択する
（印刷・ダウンロード・メール・

クリップボードなど）

①

②
すべて出力
したいとき



医中誌Web：リンクアイコン

25

2. 文献検索：医中
誌Webの使い方

滋賀医科大学くるくるLinker：本文入手へナビゲート

メディカルオンライン：医学関連分野の文献を検索、全文閲覧・
ダウンロードができるメテオ社提供のウェブサイト。FAXアイコ
ンは申込データを送信すると、指定したFAX番号に全文が届く

最新看護索引Web：日本看護協会が作成する文献データベースに
登録されている文献データへのリンク
「PDF」と書いてあるアイコンは本文が見られる

文献データに表示されるリンクアイコン
→ 本文入手への手順をナビゲートする「滋賀医科大学
くるくるLinker」や別のデータベースへのリンクです

後ほど
詳しく



医中誌Web：リンクアイコン2. 文献検索：医中
誌Webの使い方
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J-STAGE：科学技術振興機構が提供するデータベースの文献デー
タへのリンク。多くの文献が無料で公開されている（一部有料）

機関リポジトリ：大学等の機関で生み出された学術情報をイン
ターネットを通じて公開するサービス
一部機関についてはオリジナルアイコンが表示される

上記以外にもリンクアイコンがあり、各種文献データベースへ画面遷移する

文献データに表示されるリンクアイコン
CiNii（サイニィ）：国立情報学研究所の文献データベースに登
録されている文献データへのリンク
＊2017年に本文収録サービスが終了したことに伴い、「本文あり」アイコ
ンをクリックしても、リンク先で本文が入手できない場合がある



① 最新看護索引Web PDF★リンクアイコン
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第42回以降の『日本看護学会論文集』本文が読める

①「最新看護索引Web PDF」アイ
コンをクリック → 最新看護索引
Webの検索結果画面が表示される ②「本文をみる」アイコンを

クリック → 本文がPDF形式
で表示される

例）文献番号： 2019196455

＊ 第41回以前の『日本看護学会論文集』については、
附属図書館で冊子を所蔵している

（所蔵巻号は、CanZoで確認してください）

利用後は画面右上
「終了」をクリック
してログアウトして

ください

医中誌Webの検索ボックスに
文献番号を入力して検索！

［医中誌Web］
［最新看護索引Web］



② 機関リポジトリ★リンクアイコン
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［岡山県立大学学術情報リポジトリ］

「機関リポジトリ」
アイコンを
クリック

本文へ

＊ 本学の『滋賀医科大学雑誌』のように、大学
機関が発行している雑誌は無料公開されてい
ることが多い

機関リポジトリで本文を入手する

［医中誌Web］

例）文献番号： 2019374792



★ 電子ジャーナル利用の注意事項
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禁止事項（違反すると大学全体で利用停止）
 個人の研究・教育目的以外の利用
 複製・再配布・データの改変・転売
 一括または大量のダウンロードや印刷

過度なクリックはやめてください
※ ダウンロードとは、ファイル保存だけでなく、

PC画面に電子ジャーナルの本文を表示させる
ことも含みます
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3. くるくるLinkerを使って
本文を入手する



1. 電子ジャーナルで入手する：
医中誌Web → くるくるLinker

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

31

これを
クリック

論文情報
医中誌Webで調べた文献
データが表示される

学内ネットワーク下で利用する
図書館提供の文献検索データ
ベースの全ての文献データには
「くるくるLinker」アイコンが
表示される

例）文献番号： 2019350435



1. 電子ジャーナルで入手する：
くるくるLinker → Step 1.

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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Step 1.：電子ジャーナルが閲覧
できる場合、本文へのリンク
「論文」が表示される

「論文」を
クリック



1. 電子ジャーナルで入手する：
提供元サイトで本文ダウンロード

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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Step 1.の「論文」リンクをクリック
すると提供元Webサイトから本文を
電子ジャーナルで読むことができる

「PDFをダウ
ンロード」を

クリック

PDFが
開く！



2. 図書館で冊子を探す：
医中誌Web → くるくるLinker

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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例題：次の文献は図書館にあるか？
ある場合、図書館の中で現物を探そう

医中誌Webで、文献番号：2016059409を
キーワードとして検索する
みつかったら「くるくるLinker」をクリック！

文献番号： 2016059409



2. 図書館で冊子を探す：
くるくるLinker → Step 2.

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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「Step 2.」で冊子体が図書館に
所蔵されているかを確認
詳細情報は「滋賀医科大学での
所蔵を確認する」をクリック

「Step 1.」で、電子
ジャーナルはないこ
とがわかった

冊子体が
あれば巻号が
表示される



探している論文：『看護管理』
25巻12号（2015年）に掲載

2. 図書館で冊子を探す：
所蔵巻号を確認する

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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①

②

③

No.または
巻号を

クリック

所蔵冊子の
一覧を表示

図書館に
あり！



2. 図書館で冊子を探す：
CanZo から直接探す

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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図書の場合や、論文が掲載されている雑誌名が既に
わかっている場合

→ CanZo（蔵書検索システム）で検索



2. 図書館で冊子を探す：
和雑誌の場所 → 図書館2階

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する
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雑誌は雑誌名の
アルファベット順に

並んでいる

図書館2階

2000年以降に発行
された和雑誌

1999年以前に発行
された和雑誌



2. 図書館で冊子を探す：
書架の見出しや壁面リストに注目

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

『看護管理』25巻12号（2015年）を探す

「看護管理」 → Kangokanri

発見！

書架壁面の配架雑誌
リストを確認しよう

書架
見出し
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2. 図書館で冊子を探す：
該当する雑誌の棚へ

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

雑誌は年単位、巻単位で製本している

『看護管理』が配架されている棚

未製本雑誌
貸出可

（3日間）

製本雑誌
貸出可

（1週間）
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2. 図書館で冊子を探す：
必要な巻号を探す

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

雑誌によってページの付け方は異なる

「Vol.3 の p.100」は
Vol.3 No.1～4 の
4箇所に掲載

「Vol.9 の p.100」は
Vol.9 No.1 に掲載

Vol.9 No.1 p.1-150 1998
Vol.9 No.2 p.151-300 1998
Vol.9 No.3 p.301-450 1998
Vol.9 No.4 p.451-600 1998
Vol.9 No.5 p.601-750 1998
Vol.9 No.6 p.751-900 1998

Vol.9
No.1-6
1998

連続したページの場合

Vol.3 No.1 p.1-200 2008
Vol.3 No.2 p.1-200 2008
Vol.3 No.3 p.1-200 2008
Vol.3 No.4 p.1-200 2008

Vol.3
No.1-4
2008

No.毎のページの場合
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2. 図書館で冊子を探す：
必要な論文を探す

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

『看護管理』25巻7-12号に必要な論文を発見！

25巻7-12号
で製本

探していた論文に
たどり着くことが
できた

42



2. 図書館で冊子を探す：
館内での複写について

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

• 2階の複写機にて私費（現金またはコピーカード
（福利棟生協で販売））で複写できる

• 複写機の近くに備え付けの「文献複写申込書」に
記入する

• 著作権の規定を守って複写すること

著作権法上、図書館における複写は次のとおり定められています
 複写できるのは、図書館の資料のみです
 複写の目的は、利用者個人の調査・研究のために限ります
 複写の範囲は、著作物の全部でなく一部分に限ります
 複写できる部数は、１人につき１部のみです
 雑誌及び定期刊行物の最新号は複写できません
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3. 学外から文献を取り寄せる：
医中誌Web → くるくるLinker

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

例題：
医中誌Webで検索した下記の論文が読みたい

医中誌Webで、文献番号：2019266188を
キーワードとして検索する
みつかったら「くるくるLinker」をクリック！

文献番号： 2019266188
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3. 学外から文献を取り寄せる：
くるくるLinker → Step 3.

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

Step 1.：リンクなし
→ 電子ジャーナルでは

見られない Step 2.：所蔵表示なし
→ 学内に冊子体の所蔵

なし

Step 3.にすすむ！

CanZoで
も確認を
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3. 学外から文献を取り寄せる：
取り寄せ申し込みスタート！

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

Step 3.：
「文献複写の取寄せを申し込む」
リンクをクリックする

Step 1.& 2.で学内所蔵がない場合、
学外からコピーの取り寄せを申し
込むことができる
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3. 学外から文献を取り寄せる：
CanZo → マイライブラリ

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

CanZoの「コピー取り寄せ」からマイライブラリへ

「ILL複写依頼（コピー取り寄せ）」
をクリック
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3. 学外から文献を取り寄せる：
マイライブラリ：ログイン

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

マイライブラリ認証画面が開く

利用者IDとパスワードを
入力して、「ログイン」
をクリック

利用者IDとパスワードは、
大 学 メ ー ル ア カ ウ ン ト

（@より前）・パスワードと
共通

雑誌を選択し、「次へ」
をクリック

別ウィンドウ
へ
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3. 学外から文献を取り寄せる：
マイライブラリ：依頼入力画面

カラーコピーと
入手範囲を選択

連絡事項があれば「コメント」に入力
例）「速達希望」

＊公費が使用可能な場合はこちらに入力して
ください

例）「○○先生公費」

入力できたらこれを押す！

文献情報と
申込者情報は
予めセット
されている

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

依頼情報入力
1. 文献情報
2. 申込者情報
3. 依頼情報（カラーコピーなど）
4. 支払区分（私費）
5. コメント
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3. 学外から文献を取り寄せる：
マイライブラリ：依頼確認画面

3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

・通常1週間以内に到着
・図書館から到着メールを送信
・図書館カウンターにて受け渡し
・料金：

モノクロ @35～ 50 円
カ ラ ー @70～120円

× 枚数＋送料

内容を確認し、これでよければ
「決定」をクリック

依頼後は、CanZo画面にて
ログアウトしてください
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文献入手方法まとめ3. くるくるLinker
を使って本文を入
手する

51

１．電子ジャーナルで入手

２．滋賀医大の図書館で入手

３．学外から取り寄せる

速くて
便利！

ちょっと
時間とお金が

かかる

なければ
下へ進む



4. 参考文献リストから文献を探す
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引用文献・参考文献4. 参考文献リスト
から文献を探す

53

• 論文を執筆するにあたり、
引用したり参考にした文献
を指し、論文末尾に記載さ
れている

• テーマに関する重要な先行
研究が多数含まれ、これら
の文献を芋づる式にたどっ
て文献収集する場合も多い

引用文献・参考文献とは？



記述の読み方（1）： 雑誌4. 参考文献リスト
から文献を探す

54

著者名：論題. 雑誌名, 巻（号）：ページ, 発行年.
※雑誌名は短縮した「略誌名」で記載される場合がある
※この記述は一例であって、雑誌によって異なる

参考文献の記述：雑誌の場合

記述例
1) 猪飼哲夫, 辰濃尚, 宮野佐年：歩行能力とバランス機能の関

係. リハビリテーション医学, 43(12)：828-833, 2006.
2) 当目雅代：人工股関節全置換術における入院前患者教育の

実施と評価. 日看科会誌, 24(2)：24-32, 2004.
※日看科会誌→『日本看護科学会誌』の略



記述の読み方（2）： 図書4. 参考文献リスト
から文献を探す

55

執筆者名:論題. 監修（編者）名, 図書名, 出版者, 
出版地, 発行年, 論文掲載ページ.

※この記述は一例であって、雑誌によって異なる

参考文献の記述：図書（の一部分）の場合

記述例
3) 安藤徳彦:関節拘縮の発生機序. 上田敏, 他・編, リハビリ

テーション基礎医学, 医学書院, 東京, 1994, pp.213-220.



投稿規定を確認する4. 参考文献リスト
から文献を探す

56

• 文献の記述は各雑誌の
投稿規定に従っている
ため、参考文献リスト
の見方がわからない場
合は、掲載雑誌の投稿
規定を確認するとよい

雑誌『小児看護』
の投稿規定より

投稿規定を確認する



医中誌Webの書誌確認機能を使う4. 参考文献リスト
から文献を探す

57

掲載雑誌名？？
巻号？？

発行年？？

• 不完全な論文の書誌事項（雑誌名、巻号、発行年、
ページ数等）や、手元にある参考文献のリストから
論文データを調べるには？

→ 医中誌Webの書誌確認機能を使うと便利！
ほしい論文が決まって
いる時はこれを使うと
早いです

断片的な情報
でも大丈夫！

特定の文献を調べる



医中誌Webの書誌確認機能を使う4. 参考文献リスト
から文献を探す

58

タブ切り替えで
「書誌確認画面」へ

既にわかっている情報を
該当項目に入力して

「検索」をクリック



略誌名を調べる4. 参考文献リスト
から文献を探す

59

「収載誌名参照」の検索ボックスに
略誌名や雑誌名の一部を入力して、

「検索」をクリック
例）日看科会誌

（１）医中誌Web「書誌確認画面」を使う

雑誌名を省略した略誌名は、
医中誌で設定された略誌名を
使用している場合が多い

「日看科会誌」の完全誌名が
「日本看護科学会誌」である
ことがわかる



（２）医中誌Web「収載誌検索」を使う

略誌名を調べる4. 参考文献リスト
から文献を探す
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略誌名を入れて検索
例）日看科会誌

医中誌Webトップページ
INFORMATION より「収載誌
検索」をクリック

検索結果

医中誌Webの
ロゴから

トップページへ



★医中誌Webの使い方：ログアウト
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利用が終わったら必ず「終了」
をクリックしてログアウト！

本学の同時
アクセスは
８名まで

ブラウザ画面の「×」印を
クリックして終了しないで
ください
しばらくログが残って次の人
がログインできなくなります



医学・看護学以外の文献を探すには？★CiNii Articles 
の使い方

62

図書館HPトップにある
リンクよりアクセス

（ログインは不要）

→ CiNii Articles ［サイニィ］が便利！

学外（自宅等）からは、VPNサービス
を通してアクセスすると、「くるくる
Linker」が利用できる



CiNii Articles：簡易検索★CiNii Articles 
の使い方
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・簡易検索では、論文情報全体をキーワードで検索する
・フリーワード入力欄に空白文字区切り（半角・全角空白）で

複数のキーワードを入力すると、AND検索となる

詳細検索に
切り替え

例）ストレス△不登校で検索
（△はスペース）



CiNii Articles：詳細検索★CiNii Articles 
の使い方
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・詳細検索では、検索語の項目指定（タイトル、著者名、著者
所属、刊行物名等）や出版年の範囲指定など絞り込んだ検索
ができる

・「出版年」の範囲指定は、開始年と終了年の欄に、それぞれ
数字（西暦年）を入力する

閉じると
簡易検索
になる

例）ストレス△不登校
出版年：2010年～2019年
で検索



CiNii Articles：検索結果一覧★CiNii Articles 
の使い方

65

表示件数の変更や
並べ替えができる
※選択後「表示」

をクリック

【簡易情報（凡例）】
・論文名
・著者名
・抄録の一部
・刊行物名, 巻号, ページ,

出版年
・各種リンク

参考･被引用文献件数

※ 検索語は黄色でハイライト
表示される

論文タイトルを
クリックすると、
論文詳細画面へ



CiNii Articles：論文詳細★CiNii Articles 
の使い方

66

論文タイトル
著者情報

収録刊行物：論文を収録している
刊行物名、巻号、ページ数、出版
年月日等の情報が表示される

本文等への
リンク

滋賀医科
大学くる

くるLinker



先輩の執筆した卒業論文（看護研究）★ 参考

貸出・複写不可
館内利用のみ

※ 閲覧中は学生証を
お預かりします
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図書館1階カウンターにあり、閲覧できる



滋賀医科大学雑誌（看護学ジャーナル）★ 参考

『看護学ジャーナル』は、2017年から『滋賀医科大学雑誌』
（各巻の第2号）に移行しました

冊子体は Vol. 9 (2011) まで
図書館2階にあり

68

本学の紀要：電子ジャーナルで全文を閲読できる



マニュアル・ガイド★ 参考

データベース検索のための
マニュアルやガイドのリンク集

69

図書館ホームページにあり



5.  演習問題
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演習問題について5. 演習問題

課題 1. クリニカル・クエスチョン（臨床疑問）を
設定する

課題 2. クリニカル・クエスチョンからキーワード
を抽出し、医中誌Webで検索する

課題 3. 検索結果より数件選び、文献の入手状況を
確認する

 2、3名に分かれて取り組んでください
 最後に簡単に発表してもらいます
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課題 15. 演習問題

課題 1. クリニカル・クエスチョン（臨床疑問）を
設定する

 実習や授業、本で読んだことなど、看護ケアに関して
疑問に感じていることを挙げてください

 思いつかない場合は、別紙よりクリニカル・クエスチョンを
選択してください

 クリニカル・クエスチョンが決まったら、ワークシートを
配付します

＊クリニカル・クエスチョンとは？
看護ケアを行うなかで生じる臨床上の疑問や問題
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課題 25. 演習問題

課題 2. クリニカル・クエスチョンからキーワードを
抽出し、医中誌Webで検索する

 まずは、クリニカル・クエスチョンをPICO / PECOに
あてはめてみてください

＊PICO / PECO とは？
EBM (Evidence-based medicine) で用いられる質問定式化の項目
• P ：Patient（誰に？）
• I/E：Intervention / Exposure（何をすると？ / 何によって？）
• C ：Comparison（何と比較して）
• O ：Outcome（どうなる？）
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課題 35. 演習問題

課題 3. 検索結果より数件選び、文献の入手状況を
確認する

 医中誌Webで検索した結果から3件程度選び、
① 電子ジャーナルで入手可能
② 冊子体で入手可能
③ 複写の取り寄せが必要

のいずれかを確認してください
 確認する文献は、なるべく収載誌が異なるものを選んで

ください
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課題例（課題 1, 2）5. 演習問題

課題 1

ある雑誌に「豆腐を食べると乳がんが予防できる？」という記事
が掲載されていた。乳がんに対して、実際にそのような効果があ
るのだろうか？ 豆腐が効くというのならば、味噌や大豆製品全般
に関しても言えるのだろうか？

P → 女性に
E → 豆腐や味噌（大豆製品）を食べると
C → 食べない場合と比べて
O → 乳がんの予防はできるか

 乳がん
 女性
 豆腐
 味噌
 大豆製品
 予防

 クリニカル・クエスチョン

課題 2
 PICO / PECO

 キーワード
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No. 検 索 式 件 数
#1 (乳房腫瘍/TH or 乳がん/AL) 148,587

#2 (#1) and (CK=女) 99,294

#3 (豆腐/TH or 豆腐/AL) 697

#4 (味噌/TH or 味噌/AL) 2,144 

#5 大豆製品/AL 267 

#6 (大豆食品/TH or 大豆食品/AL) 2,208

#7 #3 or #4 or #5 or #6 4,751 

#8 予防/AL 514,025  

#9 #2 and #7 and #8 19

課題例（課題 2）5. 演習問題

 医中誌検索

 乳がん
 女性
 豆腐
 味噌
 大豆製品
 予防

 キーワード

76

課題 2



課題例（課題 3）5. 演習問題

 文献の入手状況
電子ジャーナル

で入手可能

所蔵なし→
複写の取り
寄せが必要

冊子体で
入手可能

77

課題 3



検索のヒント (1) ：論理演算子5. 演習問題

 論理演算子

乳がん 予 防 豆 腐 味 噌

AND検索 OR検索

「乳がん」と「予防」の両方を
含む文献を検索

「豆腐」もしくは「味噌」のいずれか
を含む文献を検索

NOT検索

大豆製品 サプリ
メント

「大豆製品」は含むが「サプリメント」
は含まない文献を検索 78



検索のヒント (2) ：チェックタグ5. 演習問題

 チェックタグ
＊チェックタグとは？

年齢や性別など、論文における「対象」を表すキーワード

例）女性を対象とした乳がんに関する文献に限定

①

②

①「乳がん」を検索した
履歴にチェックを入れ、

「更に絞り込む」をク
リック

② チェックタグの「すべ
てのチェックタグを表
示」をクリック
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検索のヒント (2) ：チェックタグ5. 演習問題

③

④

③ 性別の「女」にチェック
を入れ、

④「絞り込み実行」を
クリック
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検索のヒント (3) ：シソーラス5. 演習問題

 シソーラス

＊シソーラスとは？
論文のなかで使用されている言葉を統一した用語集

＊こんな時に便利！
• 検索結果の数が少ない、または多すぎる
• 最適な検索語を見つけたい

例）「大豆製品」で検索したが、検索件数が少ないため、
シソーラスを確認したい

「シソーラス参照」タブを
クリック
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検索のヒント (3) ：シソーラス5. 演習問題

「大豆」で検索

「大豆製品」
ではヒット

せず
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検索のヒント (3) ：シソーラス5. 演習問題

用語をクリックすると、
選択ポップアップが表示
される

検索語に関連する用語が
一覧表示される

「キーワードの詳細情報を見る」
をクリックすると、同義語などの
詳細情報を確認することができる

用語の階層構造が確認できる

「大豆食品」
が該当する

用語
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 よさそうな文献データは、クリップボードに入れておくと便利です

クリップボードを使ってみよう5. 演習問題

クリップボードとは
必要な文献データを一時的に保存することができる
複数の検索を行う場合、検索ごとにクリップボードにデータを
ためておけば、最後に一括して出力することができる

該当の文献データにチェック
を入れ、「クリップボード」
をクリック

「クリップボード」タブを
クリックすると、保存した
データが表示される
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② メールアドレスを入力し、
出力設定を行う

※ 今回は、検索式の出力：あり（すべて
の検索履歴）を選んでください

 課題で選んだ文献データを hqjouser@belle.shiga-med.ac.jp にメール
送信してください

選んだ文献データをメール送信5. 演習問題

① 送信する文献データに
チェックを入れ、

「メール」をクリック

＊ｑはアルファベット小文字のキュー

③ 「送信」をクリック

①

②

③
検索式の出力「あり」を選択して
おくと検索履歴が出力されるので、
検索の再現に便利！
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	　　　   ★ 電子ジャーナル利用の注意事項
	　　　　
	　　　　　 1. 電子ジャーナルで入手する：�　　　　　　    医中誌Web → くるくるLinker
	　　　　　 1. 電子ジャーナルで入手する：�　　　　　　    くるくるLinker → Step 1.
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	　　　　　 3. 学外から文献を取り寄せる：�　　　　　　    マイライブラリ：ログイン
	　　　　　 3. 学外から文献を取り寄せる：�　　　　　　    マイライブラリ：依頼入力画面
	　　　　　 3. 学外から文献を取り寄せる：�　　　　　　    マイライブラリ：依頼確認画面
	　　　    文献入手方法まとめ
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	　　　　 医学・看護学以外の文献を探すには？
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	　　　　課題 1
	　　　　課題 2
	　　　　課題 3
	　　　　課題例（課題 1, 2）
	　　　　課題例（課題 2）
	　　　　課題例（課題 3）
	　　　   検索のヒント (1) ：論理演算子
	　　　   検索のヒント (2) ：チェックタグ
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	　　　   検索のヒント (3) ：シソーラス
	　　　   検索のヒント (3) ：シソーラス
	　　　   検索のヒント (3) ：シソーラス
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