医学分館サービスガイド

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/medlib/



国立情報学研究所が提供する国内学術雑誌論文利用総合サイト



国内の学術論文（雑誌記事索引＋学協会誌＋大学紀要）の検索



一部の論文は、論文本文や引用論文の参照可能



リンク機能により、医中誌 Web や OPAC、ILL 複写申込などへナビゲート



論文検索など基本機能は、一般公開されているので、どこからでも利用可能
利用は、医学分館 HP ＞ データベース ＞ CiNii Articles から

１．CiNii Articles に含まれるデータベース一覧
データベース名（提供機関）

説明

収録件数

雑誌記事索引データベース

◎書誌情報のみ

約 1140 万件

（国立国会図書館）

国立国会図書館が収集する国内刊行の学術雑誌の記事索引
収録期間：1948 年～

NII-ELS 学協会誌

◎一部論文本文／外部リンクあり、一部抄録あり

学協会誌

（国立情報学研究所）

国内の学協会が発行する学術雑誌、大学が刊行する研究

約 365 万件

NII-ELS 研究紀要

紀要に掲載された論文を収録

研究紀要

（各大学の共同入力）

収録期間：雑誌により異なる

約 150 万件

引用文献索引データベース

◎引用情報があれば収録

書誌情報

（国立情報学研究所）

国内の自然科学分野の学術論文を収録

約 200 万件

収録期間：1992 年～ 、雑誌により異なる

引用情報
約 2300 万件

J-STAGE、Journal@rchive

◎論文本文へのリンクあり、抄録あり

約 200 万件

（科学技術振興機構）

国内の学協会の電子ジャーナルを提供するデータベースのデ
ータのうち許可の得られたものを収録
収録期間：雑誌により異なる

機関リポジトリ

◎論文本文へのリンクあり、一部抄録あり

約 100 万件

（各大学）

各大学で公開している研究成果等のうち、論文を収録
収録期間：雑誌により異なる

２．医中誌 Web との違い
CiNii Articles
対象分野

国内の学術論文すべて

医中誌 Web
医学・看護学・歯学・薬学・獣医学

収録論文数（収録誌数） 1,700 万件

986 万件（5,500 誌）

収録期間

雑誌により異なる

1977 年～

アクセス(論文検索)

一般公開（どこからでも利用可能） キャンパス内(自宅からは VPN 接続)

検索機能

キーワード検索と｢and｣などの掛

キーワード検索に、履歴検索や絞込み

合わせ検索のみ

検索など多彩な検索機能あり

なし

医学用語シソーラス

シソーラス(統制語)
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３．論文の検索
【詳細検索画面】

Ａ

① 検索語を入力
· アルファベットの大文字・小文字は
どちらでも可
· スペースは AND 検索

①

· 項目間は AND 検索

③

② 対象論文を限定
③ 検索をクリック

②

Ａサイトライセンス個人 ID の登録・ロ
グイン
詳細は p.4 を見てください。

【簡易検索画面】

画面切替え

検索方法の詳細
★

は、フリーワード入力ボックス

．． ．．．．．．．
検索の対象は、｢論文名｣｢著者名｣｢著者所属｣｢刊行物名｣｢ISSN｣｢出版者｣｢抄録｣｢論文キーワード｣

★ 文字列検索
・フレーズ検索 － ｢”｣で文字列をくくる

例：
“vitamin c”（アルファベット･数字のみ）

・前方一致検索 － ｢*｣をつける

例：child*［children を含む］

・完全一致検索 － ｢/｣で文字列をくくる

例：/看護/[刊行物名で雑誌名が｢看護｣を特定する]

★ キーワードの掛け合わせ（論理演算検索）
・AND 検索

「A△B」 , 「A△＆△B」
（△はスペース）

・OR 検索

「A△OR△B」（OR は半角･大文字）

入力した文字そのままの検索になるので、類語は｢OR｣で検索する
例：胃癌、胃がん、胃ガン、胃腫瘍
・NOT 検索

A

B

A

B

A

B

「A△NOT△B」（NOT は半角･大文字）, 「A△-B」△（- は半角）

・論理演算の優先度

( )を使って、論理演算の優先度を指定

例：（胃癌 OR 胃がん OR 胃ガン OR 胃腫瘍）
（ターミナルケア OR 終末期医療）
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４．検索結果一覧

Ｂ

③
① 論文の情報
論文名をクリックすると詳細表示

Ａ

② 本文や OPAC などへのリンク
表示は一部なので、すべてのリン
クは詳細表示から

①

③ 関連情報へのリンク

②

検索結果一覧に含まれる著者名
と刊行物名が表示されます。
（クリックするとその用語で検索）
Ａチェックした論文の一括操作
詳細表示が一括操作できます。
Ｂ｢表示件数｣と｢ソート順｣を指定

５．詳細表示
① 論文名

①

② 著者名

②

Ａ
Ｂ

③

③ 本文や OPAC などへのリンク
※ 抄録 ※データがあれば表示
④ 掲載雑誌名､巻号､ページ
※ 参考文献 ※データがあれば表示
Ａ キーワード
論文に付与されているキーワード
（クリックするとその用語で検索）

※

Ｂ 各種コード

④

Ｃ 書き出し（出力）
論文情報を出力できます。

Ｃ

主なリンクボタン
論文の本文が pdf で開きます。 ※一部有料のものは閲覧できないのもあります。
（結果一覧）
（詳細表示）

市大で利用可能な電子ジャーナルや学内所蔵雑誌（冊子体）の検索、
学外への文献複写の依頼画面など、該当論文（本文）の入手をナビゲートしてくれます。

医中誌 Web の詳細表示が開きます。 ※学内から検索している場合のみです。
当該雑誌の他大学での所蔵が調べられます。詳細は p.4 を見てください。
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６．サイトライセンス個人 ID（本学構成員のみ）
サイトライセンス個人 ID を登録して、ログインすると、
 自宅などから、学内 LAN に接続した端末と同じように論文の本文を閲覧することができます。
 有料公開の論文を Pay Per View（その都度払い）より安価に利用できます。
本学が「定額機関契約」しているために登録できるサービスです。別途「個人 ID」登録もありますので、ご
注意ください。
登録料は無料ですが、クレジットカード情報の入力が必要です。ただし、有料サービスを選択しない限り
料金は課金されません。
年度ごとに継続手続きが必要です。毎年（4 月 1 日）以降、学内 LAN に接続された端末から手続きしてく
ださい。
※料金例
利用区分

本文コンテンツ提供条件区分

有料の支払方法

オープンアクセス

定額アクセス可能

0円

0円

535～3,045 円

0円

63～2,572 円

※1

※2

525～1,575 円

535～3,045 円

学内端末から利用
（ID 未取得）
学内・学外から利用
(サイトライセンス個人 ID

0円

でログイン)
学外から利用 ※3
（ID 未取得）

0円

有料

Pay Per View
クレジットカード決済

クレジットカード決済

Pay Per View
クレジットカード決済

※1 学内の端末からでも、「サイトライセンス個人 ID」でなく「個人 ID」でログインしていると利用料金が発
生しますので注意してください。
※2 学協会会員には料金優待を設けている学会もありますので、利用者情報に所属学会の登録をおすす
めします。
※3 「VPN 接続サービス」を利用すると、学内と同じ条件になります。
⇒ 詳細は、阿倍野キャンパス LAN サポートデスク HP >> 学内専用 >> VPN 接続

CiNii Books 大学図書館の本をさがす
CiNii Books とは
· 全国の大学図書館などが所蔵する、図書や雑誌などの情報や所蔵状況を調べることができます。
· 特定の地域や図書館の絞込みも可能です。
· CiNii Articles に本文が収録されている雑誌は、リンクをたどり本文まで表示できます。
検索方法
· CiNii Articles と同じルールで検索できます。
リンクボタン
Webcat Plus※の該当の情報にリンクします。
｢CiNii 本文刊行物ディレクトリ｣の雑誌情報のページにリンクします。
※Webcat Plus とは
· 図書をテーマで探せる連想検索が特徴です。文章やキーワードでの検索で、関連度が高い順に図書を
リストアップします。
· 1987 年以降に発行された図書は、目次やあらすじを見ることができます。

大阪市立大学学術情報総合センター医学分館

TEL:06-6645-3491
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medlib@med.osaka-cu.ac.jp

2014.12.16

