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東京工科大学図書館  『図書館講座 医療文献を探そう －概要編』 
資料作成：東京工科大学メディアセンター図書館 図書館講座担当 

はじめに 「学術論文を読む」－自分の研究を深め、進めるために必須！！ 
皆さんの学びに深く関わる「学術論文」の多くは、医療従事者が臨床の現場で直面した事例を研究し、考察や検
証を重ね、結果を導き出してまとめたもので、学術雑誌に発表されます。「論文を読む」とは「先行研究を知る」
ということ。課題やレポートをまとめるには、先行研究から背景や現状、定義や理論を正確に把握し、自分が論
じることの根拠を参照する必要があります。 

1.論文の種類 
学術論文は、研究発表の目的や段階によりいくつかの種類に区分できます。 

種 類 内 容 
速報・短報 (letter) 研究成果の速報や、中間報告を簡潔にまとめて発表する。 
学会抄録・会議録 (proceedings) 「抄」＝要点の抜き書き.学術会議の講演や討論、ポスター発表などの要約。 
事例報告、症例報告 (report) 臨床で得られた事例や症例、治療の効果などを報告する 

原著論文 

(original article) 

特定のテーマについて、新しい知見を論証する 
最新研究の成果を全てまとめたオリジナル論文 
＜原著論文の構成＞ 

1.目的（対象・背景・動機）→2.調査・実験の手法、結果・考察 

→3.論証・結論 →4.図・表・写真・参考文献 

学位論文(dissertation) 研究機関に在籍して行った研究活動を総括する。 

総説・解説・調査論文 
(review, survey) 

特定のテーマについて、多くの原著論文や研究成果を体系立ててまとめた論文。 
要約や解説、問題点の整理や評価を論じる。 

2.論文を調べる－電子資料 
論文は「文献情報データベース」や「電子ジャーナル」などの電子資料を用いて検索・入手するのが効率的です。 
 利用方法 
電子資料は学内ネットワークに接続した端末からアクセスします。一部の電子ジャーナルやデータベースは、学
外からもアクセス可能です。学外から使うには、使用する端末に 「VPN接続」 設定をしてください。 
設定方法は「学生ポータルサイト」のヘルプページ（ITヘルプ）をご覧ください。 

 利用注意 
インターネット上で提供される文字・写真・図形等の情報は、著作権所有者の権利が保護されています。 
提供元が定める利用規約や条件を遵守し、適正な利用をお願いします。 

意図的な行為ではなくても、提供元が「不正アクセス」と判断した場合には大学全体の利用が停止されます。 
抄録をよく読み、比較検討して必要な論文を閲覧するようにしてください。 
資料の保存・印刷は、それぞれ１部ずつ、保存・印刷した資料の譲渡や頒布は禁止されています。 
大量閲覧やダウンロードを避けてください。 
＜不正とみなされるダウンロードにより、利用が停止された例＞ 

雑誌 1冊分、もしくは数年分にチェックマークをつけて一度にダウンロードした. 
特定の雑誌や論文を、複数回にわたり連続して大量にダウンロードした. 
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3.論文を掲載する雑誌を知ろう 
 論文が発表される雑誌「学術雑誌」には、以下のような種類があります。 

種 類 内 容 

専門誌 
特定のテーマにスポットをあて、解説や総説を多く掲載します。 
写真や図説が豊富で専門家の監修を受けて編集されます。 

学会誌・研究会誌 投稿論文は専門家による査読を受けて掲載されます。原著論文を多く載せています。 
紀要・年報 大学や研究機関で行われた研究の成果を発表する内容です。 

学会抄録誌 学術会議の内容、講演や討論会・ポスター発表などを抄録で掲載します。 

 学術雑誌は、電子版発行が増えています。 
印刷して頒布する紙資料よりも、最新の研究情報をより早く、多くの研究者に届けることができます。 
論文が電子媒体で公開されると、検索の利便性も向上します。 

【電子ジャーナル 医療保健分野 和雑誌】 
メディカルオンライン   株式会社メテオ 

医療保健分野のオンラインジャーナルを配信。様々な出版社や研究機関発行の雑誌を提供しています。 

MedicalFinder
メディカルファインダー

 （医書
いしょ

.jp）  医学書院 
医学・看護学・リハビリテーション分野のオンラインジャーナルを配信。 本学は「医学書院」が発行す
る雑誌を利用できます。 

J
ジェイ

-STAGE
ステージ

   科学技術振興機構 

科学技術分野の学会誌・学術雑誌を多く配信。 ※雑誌により限定公開あり。 

【電子ジャーナル 医療保健分野 洋雑誌】 

ScienceDirect
サイエンスダイレクト

  ELSEVIER  

ELSEVIERグループが発行する科学技術・医学分野のジャーナルを検索できます。 
医学・科学技術分野の専門書を取り扱う世界最大規模の出版社です。 
本学の契約巻号に含まれる雑誌は PDF ファイルで入手できます。 

Wiley
ワイリー

 Online
オンライン

 Library
ライブラリ

  John Wiley & Sons  
Wiley-Blackwell社が発行する化学・工学・医学分野のジャーナルを検索できます。 
北米で発行される学術雑誌を多く取り扱います。 
本学の契約巻号に含まれる雑誌は PDF ファイルで入手できます。 

Spr inger
シュプリンガー

Link  Springer Nature  
Springer Nature社が発行する科学技術・医学分野のジャーナルを検索できます。 
ドイツに本部を置く出版社で、欧州で発行される学術雑誌を多く取り扱います。 
本学契約巻号に含まれる雑誌は PDFファイルで入手できます。 

FREE 
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4.文献情報データベースを使った論文の検索 
 文献情報 
「文献情報」とは、論文がどの雑誌の何巻何号何ページに載っているか、を記述した情報です。 
例) 雑誌掲載論文  →「論文タイトル／著者／掲載情報（雑誌名 巻号 ページ）／発行年」 

 文献情報データベース 
「文献情報データベース」は、「文献情報」に検索の糸口となるキーワードや、論文の内容抄録（要点をぬき出し
て、短くまとめた文章）を付加した検索用データベースです。 
データベースに収録された「文献情報」は、専門的な概念や用語で整理され、論文の概略を短時間で把握できる
ように構成されています。研究テーマに沿って必要な論文を発見し、比較検討するのに便利です。 

【文献情報データベース－医療保健分野 日本語の論文検索】 
医中誌Web  ／医学中央雑誌刊行会 

国内発行の医学・歯学・薬学・看護学関連分野の学術雑誌から文献情報を載せています。 
電子版で入手できる文献をリンクアイコンで案内します。 
本学図書館のサービスと連携する機能があります。電子版で入手できない文献は「この文献の入手方法」の
機能を使って、所蔵を確認し、マイライブラリから複写を申し込みできます。 
最新看護索引Web  ／日本看護協会 

「医中誌Web」と連携して、日本看護協会図書館で所蔵している文献を表示します。 
『日本看護学会論文集』 第 42回以降、第 40回・41回の優秀論文は PDFファイルで入手可。 
国会図書館雑誌記事索引  ／国立国会図書館(NDL) 

国会図書館が収集・整理した国内刊行雑誌から、情報を載せています。 
所蔵をもとに文献情報を載せているので、情報のある論文は国会図書館で閲覧・複写ができます。 
CiNii Articles  ／国立情報学研究所(NII) 

「J-STAGE」、機関リポジトリ（IRDB）、国会図書館雑誌記事索引、医中誌Webなど多数のデータベースか
ら文献情報を統合、論文の引用情報を付加して提供しています。 
医療保健分野に限定せず、幅広い分野の学術情報から文献を探したいときに使います。 
本学図書館のサービスと連携し、所蔵確認や複写の申し込みができます。 

【文献情報データベース－医療保健分野 英文・他言語の論文検索】 
CINAHL Plus with Full Text   ／EBSCO Information Services 

全米看護連盟、米国看護協会が発行する、看護学・健康全般に関する学術雑誌から文献情報を収載。 
760誌は本文ダウンロード可。マイライブラリ-文献複写依頼に対応。 
Pub Med  ／アメリカ国立医学図書館 国立生物科学情報センター(NCBI) 

医学文献データベース「MEDLINE」の無料検索エンジン。 
「PMC」 (旧 Pub Med Central)：アメリカ国立医学図書館が持つデジタルアーカイブにアップロードさ
れた論文は無料で入手できます。 
医中誌と同じように、洋雑誌の電子版配信サイトと連携しています。 

FREE 

FREE 

FREE 
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5.情報検索のヒント 
 目的に合わせて検索ツールを使い分けよう。 

        検索ツール 
 

目的 

蔵書検索システム 

OPAC 

Discovery Services 

EDS 
エブスコ ディスカバリーサービス 

文献データベース 

医中誌 
CiNii 

CINAHL など 

読みたい図書や雑誌が 

図書館に在るか？ 

◎ 
配架場所・利用状況 

予約申込 

△ 
情報が多すぎる 
絞り込みが必要 

× 
※医中誌は連携機能あり 

読みたい論文が 

電子版で読めるか？ 

× 
論文ひとつひとつの 
情報は持たない 

○ 
購読している電子ジャーナルの 

情報を持つ 

× 
※医中誌は連携機能あり 

広範囲・網羅的に 

記事や論文を探したい 
× 

◎ 
多種のデータベースを 

一括検索できる 

△ 
収録分野が限定される 

特定分野の 

論文を探したい 
× × 

情報が多すぎる 

◎ 
独自の収録規準 
専門用語に対応 

 解説 
OPAC 【Online Public Access Catalogue】  
図書館が持つ本や雑誌を登録しています。本や雑誌がどこにあるか、現在の利用状況などを合わせて確認できます。
図書館ウェブページから利用します。 
Discovery Services 
OPAC、電子ジャーナル、文献データベースなどを一括検索します。情報の「Discovery（発見）」を支援するツールで
す。図書館ウェブページから利用します。 
文献データベース 
「文献情報」を検索します。図書館ウェブページにリンク集がありますので、使い方や利用時の制限・注意などをよく
読んで使ってください。 
図書館で契約している有料サービスです。端末を VPN接続でインターネットに接続してご利用ください。 

参考文献 
文献調査法 / 毛利和弘著. 日本図書館協会, 2012.6 

（図書館資料 ID：20006137 請求記号：015.2||Mo） 
看護研究の進め方論文の書き方 / 早川和生編著. 医学書院, 2012.10 

（図書館資料 ID：26000576 請求記号：492.907||Ha） 

★図書館サービスの詳細は図書館WEBページをご覧ください。→→ 


