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❶院内HP ⇒ 「図書館へのリンク」

院内HPから医中誌Webログインへ

－1－

UserAdmin

院内 H P
↓

「図書館へのリンク」
↓

図書館 H P
↓

「医中誌Web」

＜院内HP＞

①院コミPCで、院内HPの「図書館へのリンク」を選択します。

■医中誌Webとは・・・
国内医学 論文情報の検索サービスです。
国内発行の、医学・歯学・薬学・看護学
の論文を検索できます。

■アクセス方法
場所により異なります。

・院内外他（学認用ID/PW）
・図書館・院コミPC（ID/PW）



UserAdmin

❷ 「医中誌Web」 ⇒ ログイン ⇒ ログイン認証

－2－

① 図書館HPのTOPの“データベース”から、「医中誌Web」アイコンを

クリックします。

② 医中誌Web ログイン画面が開きますので、「ログイン」をクリックします。

＜図書館HP＞

＜ログイン＞ ＜ログイン認証＞

＊学認をご利用の場合は、こちらからログインして
ください。

＊学認認証に関しては図書館までお尋ねください 。



❶検索語項目を
指定します。
❶検索語項目を
指定します。

【○その他】にチェックを入れて、プルダウンすると、検索対象が選べます。

❶検索語の項目

❷検索語ＢＯＸと絞り込み条件
❷検索BOXに

キーワードなどを
入力します。

❷検索BOXに
キーワードなどを
入力します。

【絞り込み条件】の項目にあらかじめ☑を入れると
絞り込みができます。 ＊検索後でも可能です。

絞り込み条件を
設定します。

検索の基本

－3－



❸検索結果＆履歴検索例

① 【検索BOX】にインフルエンザ と入力し、検索結果件数を確認します。

② ×で検索語を消去し、新しく【検索BOX】にタミフル と入力し、

検索結果件数を確認します。

③ 同様に、院内感染 と入力し、検索結果を確認します。

・検索用語は、一度に複数入力できます。
3つ以下を推奨します。

・キーワード、著者名、収載誌名などの区別なく入力できます。

・検索用語は、一度に複数入力できます。
3つ以下を推奨します。

・キーワード、著者名、収載誌名などの区別なく入力できます。

④ 掛け合わせる履歴の＃１と＃２と＃３にチェック☑をいれます。

⑤ 【ＡＮＤ】を選択します。

⑥ 【履歴検索】ボタンをクリックします。

⑦ 掛け合わせた＃4の検索結果を確認します。

①

②

③

⑤ ⑥

④

⑦

AND,  OR,  NOT
から選択します。

TH→シソーラスです。
（同じ意味を表す言葉は
一つの決められた言葉
になります）

AL→入力したキーワードです。

インフルエンザ ×

タミフル ×

－4－

院内感染 ×



ＡＮＤ(論理積)

A（インフルエンザ） AND B（タミフル）

ＡとＢを両方含む検索です。
（インフルエンザとタミフルの両方について

書かれている論文になります）
↓ 

検索する範囲を狭めます。

ＯＲ(論和)

A （インフルエンザ） OR B （タミフル）

AとＢどちらかを含む検索です。
（インフルエンザまたはタミフルについて

書かれている論文になります)
↓

検索する範囲を広げます。

ＮＯＴ(論理差)

A （インフルエンザ） NOT B（タミフル）

ＡからＢを除いて検索です。
（インフルエンザに関する論文のうち

タミフルについての論文を除きます）
↓

不要なキーワードを除外します。

＜ＡＮＤ検索、ＯＲ検索、ＮＯＴ検索について＞

＜履歴検索を整理＞

【履歴を削除】を
クリックし、どちらかを選
びます。

－5－



❹絞り込み検索

例：本文あり、抄録あり、
原著論文 などにチェック
☑をいれます。

例：本文あり、抄録あり、
原著論文 などにチェック
☑をいれます。

例：治療に関する副標目などに
チェック☑をいれます。

例：治療に関する副標目などに
チェック☑をいれます。

クリックすると
副標目を

表示します。

－6－



❺検索結果

抄録を見るをクリックすると表示されます。

タイトル表示を詳細表示に変更すると、
抄録、シソーラス用語など表示されます。
タイトル表示を詳細表示に変更すると、
抄録、シソーラス用語など表示されます。

書誌事項を確認します。

⒈論文タイトル（Title）

⒉著者名（Authors）

⒊雑誌名、巻、号、ページ、出版年（Source）

⒋抄録（Abstract）

書誌事項を確認します。

⒈論文タイトル（Title）

⒉著者名（Authors）

⒊雑誌名、巻、号、ページ、出版年（Source）

⒋抄録（Abstract）

④

①

②

③

①

－7－

文献（雑誌）を所蔵しているかどうか確認します。

書誌事項
書架で雑誌を
探すときに
必要な情報です。

抄録
論文を要約し
たものです。

医中誌独自の
文献番号



❻検索結果の印刷・ダウンロード

① 検索結果から、必要な文献にチェックをいれます （複数可）。

② 「印刷」、もしくは 「ダウンロード」をクリックします。

図書館に所蔵あり 図書館に所蔵なし

・eジャーナルを
探します。→9p
・館内の書架から
雑誌（文献）を
探します。 →10p

文献複写依頼の申し
込みをして、
文献のコピーを
取り寄せます。
→11p

－8－

このアイコンをクリックして、
文献が図書館に所蔵されているかを確認します。

①

②



❶検索結果からeジャーナル（本文PDF）へ
検索結果からeジャーナル（本文PDF）へのリンクアイコンを確認します。

リンクアイコンを
クリックします。
リンクアイコンを
クリックします。

全文入手の方法

図書館に所蔵あり
⇒ ❶ eジャーナル／ ❷図書館所蔵の雑誌を探す

・クリックしたリンク先の図書館契約のデータベースで、
PDF版のフルテキストの 閲覧・印刷ができます。

－9－

IDとパス
ワードが
必要です。

＜図書館契約のデータベース＞

利用 ロゴ 名称 備考

メディカルオンライン
学認でのアクセス

可能

医書.jp
学認でのアクセス

可能

J‐STAGE オープンアクセス
一部は会員のみ公開

CiNii（本文あり）

オープンアクセス
可能

定額アクセス
図書館内のみ

・利用者の費用負担はありません。

フルテキスト



検索結果に表示のアイコン から所蔵の確認ができます。

❷検索結果から雑誌の所蔵確認へ

・図書館契約のデータベースのほか、
フリー公開のeジャーナルも表示します。

・図書館所蔵の有無も分かります。

① をクリックします。

② 所蔵情報が表示されます。

⇓

誌名、VOL.、出版年、ページ等の書誌情報をてがかりに、

図書館の書架から雑誌（文献）を探します。

－10－

SFX   
(リンクリゾルバ）

PDF

書誌事項をもとに
書架で雑誌を探します。
書誌事項をもとに
書架で雑誌を探します。



文献複写依頼申込書を提出
★申込用紙入手：

・図書館カウンターにお問い合わせください。
・院内共有フォルダ＞その他＞図書館＞PUBLIC＞01_各種申請書

★提出方法：
・図書館カウンターにご提出ください。
・院内メール（「図書館」で検索）/院外メール（ill-library-ml@east.ntt.co.jp)

◆支払い方法・…支払方法は、文献複写依頼先により異なります。

（銀行振込、郵便振替 等）

料金はご自身のお支払いとなります。

◆複写料・送料（あくまで目安です。依頼先の規定によります）

◆取寄せ日数…3日から1週間程度です。

複写料
モノクロ（A4）

カラー

30円～ 80円 × 枚数

50円～100円 × 枚数

94円～ （枚数によりかわります）送 料

－11－

◆文献複写の依頼先は、各病院図書館や大学図書館になります。
依頼先によって、支払い方法や入手までの時間が異なります。
あらかじめご了承ください。

文献をお渡しする際に、支払い方法についてご説明します。
指定された期日までにご自身でお支払いをお願いいたします。

終 了(ログアウト)

「終了」ボタンをクリックして、
必ずログアウトしてください。

「終了」ボタンをクリックして、
必ずログアウトしてください。

図書館に所蔵なし
⇒ 文献のコピーを外部から取り寄せる（有料）


