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*引用文献リストとも言います。

講座事務担当の方向け
文献入手ガイダンス



効率的な文献入手の手順 （和雑誌編）
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1） 参考文献リストを解読する

2） Webから入手可能かを調べる

－医中誌Web等を使って

3） 学内で入手可能かを調べる
－メディカルオンラインを使って

（電子ジャーナル）

－OPACを使って（冊子体）

4） 学外へ文献を手配する

－MyOPACについて
別動画を

ご覧ください
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このひとつひとつが一個の文献。

文献とは？

文献＝学術雑誌や図書に載っている論文のこと



参考文献リストとは

参考文献リスト(引用文献リストとも呼びます)

著者が論文を書く際に参考にしたいろ
いろな文献をまとめて論文の最後に一
覧にしてつけているものです。

「丸つけた文献を読みたい
からよろしく～！ 」

と、先生からこのリストを
渡されることもあります。
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1）参考文献リストを解読する



6

STEP1

STEP2

参考文献リスト解読のためのSTEP！

文献情報と資料情報を切り分ける

掲載されているのが、雑誌か図書か見分ける

文献情報：著者名や論文名など
資料情報：資料名や出版年など
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図書

1冊または数冊で終わるもの

雑誌

継続して発行されているもの

巻(Vol)と号(No,Issue)がついている

2017年の10月号ですが、
論文を探す時に必要な
情報は26巻11号

図書と雑誌の違い
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巻・号とは？

巻＝VOLUME， 号＝NOやISSUE とも表現されます。

※○月号とは別物であることが多い

雑誌に掲載された文献を探す時は巻だけではなく号の情報も必要です。

2018年の3月号だけど、論

文を探す時の情報としては
27巻3号

表紙の端や裏などに表示され
ている場合もあります

例１ 例２
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参考文献リストの記述の特徴 (雑誌)

雑誌掲載の文献の場合

情報の記載順
著者名：論文タイトル．雑誌名．巻(号)：ページ，発行年

特徴
①雑誌名は省略形で記載されることが多い
②巻（号）、ページ、発行年が記載されている

①

②
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参考文献リストの記述の特徴 (図書)

図書掲載の文献の場合

情報の記載順
著者名：図書タイトル．(第＊版)．出版地：出版社，発行年

特徴
①“第＊版”と書かれていることが多い
②出版社、出版地が記載されている
＊ページ数の記載が無い場合→ 図書まるごとが対象

②

①

＊



参考文献リスト解読のためのSTEP
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参考文献情報は、後ろの数字部分
から見ていくと切り分けやすい。

STEP2

文献の情報（著者・タイトル）と資料の情報
（図書or 雑誌，著者・資料名）を切り分ける
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参考文献リストの解読(雑誌)

①論文の著者
②論題(論文のタイトル)

① ②

③

④

何という雑誌の何巻、何号、何ページに掲載された何という論文なのか？

③雑誌名(省略形)

④巻(号) : ページ, 発行年

日小外会誌の39巻、748ページから757ページに掲載された、
「新生児消化管穿孔31例の検討･･･」という論文。

↓



① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦*

①図書の著者(編者)

②図書名
③版
④出版地 ＊論文著者名や論文タイトルが、

⑦の先頭に記述される場合もあります。

⑤出版社
⑥出版年
⑦ページ*
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参考文献リストの解読(図書)



リストNO.３４:特殊な和書の例
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著者名
※残り全ては図書名

年次：発行年、巻号のかわりに
探すときの手掛かりになる



文献検索データベース
→医中誌Webなど

文献そのものを入手する
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欲しい文献が学内で入手できるか確認する

図書の所蔵確認
→OPAC

本文へのリンク
があることも

【雑誌の場合】 【図書の場合】

1）電子ジャーナルの契約確認
→メディカルオンライン

2）冊子体の所蔵確認
→OPAC

http://acesv.asahikawa-med.ac.jp/
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2）Webから入手可能かを調べる

－医中誌Webを使って－
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リストNo.８の文献を探してみよう！
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医中誌Webのログイン方法

②

①

③



書誌確認画面での検索
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拡大

①

②



検索結果一覧
①論文タイトル
②著者名(Author)
③掲載資料名，巻号，ページ等(Source)
④文献管理番号(文献毎の番号）

医中誌Web詳細画面
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この番号を控えておくと、
学外からの文献取り寄せの際、
手配がより確実になります！

他のデータベースへのリンク
（本文PDFが見られることもあるので必ずクリック！）

①

②
③

④



本文へのリンク
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バナーをクリック→無償で公開されているものor本学

で契約している電子ジャーナルはその場で読める

※大学内のPC（無線LAN含む）からアクセスした場合のみ！

バナーの例

クリックして本文入手可能！

まずはクリックしてみる（大学で購読契約をしていれば本文入手ができる）
※契約外でも抄録は読め、クリックしただけで料金が発生する事は無い

講座のFAXで
受信できます

※他にも色々な種類のバナーがあります
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本文へのリンク例）

※提供元によって
画面は異なります



＜参考＞論文等のキーワードから検索
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3） 学内で入手可能かを調べる



医中誌Webで本文へのリンクが無い場合
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1．電子ジャーナルを読めるか調べる
→メディカルオンラインを使って

2．学内に冊子体があるか調べる
→OPAC（学内蔵書検索）を使って
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3)－1．電子ジャーナルを読めるか調べる

論文タイトルなどを入力して検索
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3)－2．学内に冊子体があるか調べる
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リストNo.8の雑誌を探してみよう！

またまた



和雑誌の探し方（リストNO.8の文献）
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資料の種類がはっきりしている場合は
資料区分をチェックすると探しやすい



OPACの詳細画面
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詳細画面の所蔵巻号で巻号の有無を確認する。
・整数間にハイフン＝欠号なし

例：3-21= 3巻から21巻まで号の欠け無し
・数字の後ろに（）付き＝号の欠けあり。

例：30（1-2,4-7）＝30巻中3号が欠号



和雑誌の探し方（リストNO.8の文献）

・和雑誌の省略形も定型化されています。

例）日→日本，胸→胸部など。

・見当がつけにくいもの（会誌⇒学会誌・学会雑誌）は
前方一致検索が有効。

例）学会+*（アスタリスク）

→学会雑誌、学会誌、学会抄録集...

・それらしい資料がヒットしたら、探している巻号が学
内にあるかを詳細画面で確認します。
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ポイント



OPACの詳細画面（注意点）
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利用したい巻号のものがあるかは、必ず「所蔵巻号」の欄で確認すること！

配架場所が図書館以外の場合
→各講座等で管理しているので

直接問い合わせる必要

所蔵している巻号の最初の年次と
最後の年次を結んでいる
→この間の巻号全てが揃っているとは

限らない（欠けていることもある）



•医中誌Web
→文献単位で検索する
文献の情報を調べる

•OPAC（学内蔵書検索）
→旭川医科大学に紙の図書・雑誌があるかを調べる
ある場合は、どこに、（雑誌の場合は）何巻何号が
あるかを調べる
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ポイント

目的に応じてデータベースを使い分けること！



図書館所蔵分の雑誌の配置

・発行年代別⇒和洋別⇒雑誌名のアルファベット順

※和雑誌名もローマ字に読み替えて、

アルファベット順で並べています。

【発行年代ごとの配置場所】

2000年～ ：図書館棟1Fの書架

1986～1999年 ：図書館棟1Fの電動書架

1975～1985年 ：南棟地下書庫 ※平日９時～１７時
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詳しい配置は
別紙参照
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リストNo.14の図書を探してみよう！

またまた



和書の探し方（リストNo.14の文献）
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図書館の資料＝“図・＊＊＊” ※図書は２階にあります

講座名＝各講座等所蔵分
利用は各講座等の医局等へ直接お問い合わせください

ポイント

図書の場合
は、版も確認
すること！

この例のように、１版
や初版の場合は記述が
省略されることが多い
です。



和書の探し方（リストＮｏ.34の文献）

報告書など特殊な資料
・厚生労働省の報告書･･･データのキーワードが不十分な場合もあるので、

いくつかのキーワードを組み合わせて何度か検索

する。

似たタイトルのものがとても多いので、ヒットしても

探しているものと同一か必ず確認する。

※複写依頼を出すときはタイトルを正確に！（より確実に文献が届きます）

厚生労働科学研究成果データベース （http://mhlw-grants.niph.go.jp/）

で検索、本文表示できるものもあり。
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厚生労働省報告書のタイトルってどこ??
“****班 ・・・・の研究 研究報告書” の赤字部分

（課題名）がデータのタイトルとして取られている可能性が高い。

※厚生労働省から始まっているデータもあるが、ここが省かれる場合も多い。

・文部科学省の報告書･･･未登録なのでOPACでは探せない。
1F電動書架に置かれているので直接探す。



お疲れさまでした！

アンケートにもぜひご協力ください。

アンケートフォームはこちらから！

https://forms.gle/QNFdtxc3K84LmbAw9

※アンケートは各コース共通です。


