
－中国・四国地区の医療従事者の皆様へ－ 

医学・医療情報を入手するには 
特定非営利活動法人 日本医学図書館協会中国・四国地区会 

     

日本医学図書館協会中国・四国地区会では、地域医療従事者への医学・医療情報入手を支援しています。

中国・四国地区会に加盟している図書館のサービス案内を簡単に紹介していますのでご活用ください。 

なお、詳細な情報につきましては、各図書館までお問い合わせください。 

     

  

※サービス内容は裏面をご覧ください。

医学・医療情報を探すには 

大学図書館 研究所図書館 病院図書室 

 

近隣公共図書館 大学図書館 所属病院図書室 

連 携 

☆インターネットで検索

●文献データベースで探す。

●書籍検索サイトで探す。

主なデータベースは裏面を

ご覧ください。

☆中国・四国地区日本医学図書館

協会加盟図書館利用

有料データベースでも利用可能

なものがあります。各館のサー

ビス内容をご覧ください。

医学文献の探し方 

関連図書館協会等
日本医学図書館協会

JMLA 

地域医療従事者の皆様 

中国・四国地区の医療従事者の皆様へ 

特定非営利活動法人 日本医学図書館協会中国・四国地区会

特定非営利活動法人 日本医学図書館協会 

中国・四国地区会
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● 有料   ●無料

 

 

                   

※医学中央雑誌は冊子体が 1903 年～2003 年まであり、国立国会図書館デジタルコレクションでは

1983 年までを公開。

 

  

       

 

 

文献検索の基礎知識  積（AND 検索）   和（OR 検索）    差（NOT 検索） 

                         A AND B   A OR B A NOT B 

 ＡもＢも両方含む ＡかＢどちらかを含む      A のうちＢを含まない 

文献データベースで 

論文を検索する 

特定非営利活動法人 日本医学図書館協会中国・四国地区会リーフレット No.2 

●有料サービスでも加盟図書館で利用できる場合があります。各館のサービス内容をご覧ください。

書籍検索サイト

で本を検索する 

●医学中央雑誌Web 版※ (1964 年以降の日本の医学論文情報)  https://www.jamas.or.jp/
●JDreamⅢ（日本・海外の医学関係および科学技術文献） https://jdream3.com/
●CiNii Research（日本の論文等文献の横断検索） https://cir.nii.ac.jp/
●CiNii Dissertations（日本の博士論文）https://ci.nii.ac.jp/d/
●国立国会図書館サーチ（国立国会図書館の論文検索をはじめ全国の機関の図書所蔵検索）

https://iss.ndl.go.jp/
●magazine plus（一般誌を含めた雑誌・論文の文献情報）

http://www.nichigai.co.jp/database/mag-plus.html
●IRDB（学術機関リポジトリデータベース）https://irdb.nii.ac.jp/
●KAKEN（科学研究費助成事業データベース） https://kaken.nii.ac.jp/
●PubMed（世界の医学文献情報） https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
●Ingenta Connect （医学を含む洋雑誌の目次データベース）

https://www.ingentaconnect.com/
●Google Scholar (医学を含む学術資料検索)  https://scholar.google.co.jp/
●最新看護索引Web (国内看護文献)：日本看護協会会員は利用無料 https://www.nurse.or.jp/
●CINAHL（看護系データベース） https://health.ebsco.com/products
●PEDro（理学療法関連文献） https://www.pedro.org.au/

●NDL-ONLINE（国立国会図書館オンライン） https://ndlonline.ndl.go.jp/
●CiNii Books（全国大学図書館等の横断検索） https://ci.nii.ac.jp/books/
●カーリル（全国図書館横断検索） https://calil.jp/
●Books（日本書籍出版協会の「出版書誌データベース」）https://www.books.or.jp/
●日本医書出版協会医学書・医学雑誌検索（国内発行の医学書・医学雑誌検索）

https://www.medbooks.or.jp/search/ 
●Locator Plus（米国国立医学図書館所蔵検索） https://catalog.nlm.nih.gov/
●Library of Congress Online（米国議会図書館蔵書検索）https://catalog.loc.gov/
●British Library（英国国立図書館蔵書検索）https://www.bl.uk/
●メテオ・メディカルブックセンター（医学電子書籍検索：章単位での購入が可能）検索は無料

https://www.molcom.jp/ 

A A B A B B 

論理演算子（AND, OR,NOT）を使い、 

かけ合わせ、足したり、引いたりして、

目的のものを探します。

ほとんどのデータベースはスペースで区

切ってキーワードを並べると AND と

して検索します。
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★各会員図書館のサービス内容 ★

中国地区 コロナ感染症拡大防止対策として構成員以外の入館を制限している館もあります。 

  事前に、詳細を各図書館ホームページにて確認、またはお問い合わせください。 

〇鳥取大学医学図書館 （米子市西町 86） 

 TEL: 0859-38-6462     FAX: 0859-38-6469 

 ホームページ：http://www.lib.tottori-u.ac.jp/medical.html 

E-mail: ac-igakujo@ml.adm.tottori-u.ac.jp 

閲覧 ○ 平日 8：40-17：00 

貸出 ○ 利用者登録必要、図書館で貸出返却可能な方 

来館複写受付 ○ 時間：平日 9：00-17：00 ※その他の開館時は

セルフサービスで複写可（館内資料） 

有料データベ

ースの利用 

○ 医学中央雑誌 Web 版 

レファレンス ○ 平日開館の 8：40-17：00 まで受付 

その他 研究室所蔵資料はご利用いただけません。 

〇島根大学医学図書館 （出雲市塩冶町 89-1） 

 TEL: 0853-20-2094     FAX: 0853-20-2095

 ホームページ：https://www.lib.shimane-u.ac.jp 

 E-mail: m-library@lib.shimane-u.ac.jp

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ○ 利用者登録が必要（要氏名現住所確認） 

来館複写受付 ○ 時間：開館時間内 

館内資料はセルフサービスで複写可 

有料デ ー タ ベ

ースの利用 

○ 平日 9：00-17：00 利用申請が必要 

レファレンス ○ 平日の 9：00-17：00 まで受付 

その他 研究室所蔵資料はご利用いただけません。 

〇岡山大学附属図書館鹿田分館 （岡山市北区鹿田町 2-5-1） 

 TEL: 086-235-7053     FAX: 086-235-7432

 ホームページ：https://www.lib.okayama-u.ac.jp/shikatalib/

 E-mail: fcg7053@adm.okayama-u.ac.jp 

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ○ 利用者登録が必要（要氏名現住所確認） 

来館複写受付 ○ 開館時間内。セルフサービスで複写可 

有料データベ

ースの利用 

× ご利用いただけません。 

レファレンス ○ 平日開館の 9：00-17：00 まで受付 

その他 研究室所蔵資料はご利用いただけません。 

古医書集成閲覧は事前に申請が必要です。 

〇川崎医科大学附属図書館 （倉敷市松島 577） 

 TEL: 086-464-1158     FAX: 086-463-6578

 ホームページ：https://m.kawasaki-m.ac.jp/library/

 E-mail: medtosho@med.kawasaki-m.ac.jp 

閲覧 ○ 医療従事者としての身分を証明するものを提示 

貸出 × 

来館複写受付 ○ 時間：平日 8：30-17：00、土 8：30-12：30 

セルフサービスで複写可 

有料デ ー タ ベ

ースの利用 

× 

レファレンス ○ 平日 8：30-17：00、土 8：30-12：30 まで受付 

その他 研究室所蔵資料はご利用いただけません。 

〇広島大学霞図書館 （広島市南区霞 1 丁目 2-3） 

 TEL: 082-257-5902     FAX: 082-257-5904

ホームページ： 

https://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/index.php?page_id=200 

E-mail: tosho-fukyu-hiro@office.hiroshima-u.ac.jp

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ○ 利用証発行者 (氏名、現住所確認できるもの

が必要) 

来館複写受付 ○ 時間：開館時間内 

館内資料はセルフサービスで複写可 

有料データベ

ースの利用 

○ 利用申込に身分証が必要 

Walk in User として利用が許諾されているもの

のみ 

レファレンス ○ 平日の 9：00-16:45 まで受付 

その他 研究室所蔵資料はご利用いただけません。 

〇山口大学図書館医学部図書館 （宇部市南小串 1-1-1） 

 TEL: 0836-22-2143     FAX: 0836-29-0003 

 ホームページ：http://www.lib.yamaguchi-u.ac.jp/lib-m/ 

 E-mail: medlibsa@yamaguchi-u.ac.jp 

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ○ 利用者登録が必要（要身分証） 

来館複写受付 ○ 時間：開館時間内 

館内資料はセルフサービスで複写可

有料デ ー タ ベ

ースの利用 

○ 平日 9：00～17：00 利用申請が必要 

医学中央雑誌 Web 版 

レファレンス ○ 平日の 9：00-16：45 まで受付 

その他 研究室所蔵資料はご利用いただけません。 

〇放射線影響研究所図書室 （広島市南区比治山公園 5-2） 

TEL: 082-264-1335     FAX: 082-261-3172 

OPAC： https://rerf.opac.jp/  E-mail: library@rerf.or.jp 

閲覧 ○ 開室時間内利用可 

貸出 × 職員のみ可 

来館複写受付 ○ 時間：開室時間内（申請要） 

有料デ ー タ ベ

ースの利用 

× 

レファレンス ○ 開室時間内受付 

その他 事前にご連絡のうえご来室ください。 
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四国地区 

〇中国労災病院図書室 （呉市広多賀谷 1-5-1） 

    TEL: 0823-72-7171     FAX: 0823-74-0371 

    E-mail: books@chugokuh.johas.go.jp 

閲覧 ○ 身分証明書の提示 

貸出 × 職員のみ 

来館複写受付 ○ 時間：8：30-15：45 

有料デ ー タ ベ

ースの利用 

○ 医学中央雑誌 Web 版、メディカルオンライン、

最新看護索引 Web 

レファレンス ○ 平日の 8：30-15：45 まで受付 

その他   

〇国立病院機構 呉医療センター医局図書室 （呉市青山町 3-1） 

    TEL: 0823-22-3111     FAX: 0823-23-8629 

   E-mail: 506-ejournal@mail.hosp.go.jp 

閲覧 ○ 開室時間内利用可 

貸出 ×  

来館複写受付 ○ 時間：開室時間内 

有料データベ

ースの利用 

×  

レファレンス ○ 平日の 9：00-17：00 まで受付 

その他 ○ PC 利用可 

〇倉敷中央病院図書室 （倉敷市美和 1-1-1） 

    TEL：086-422-9234     FAX：086-422-9271 

    E-mail：kurachu-lib@kchnet.or.jp 

閲覧 ○ 事前申請要 

貸出 ×  

来館複写受付 ○ 時間：平日 9：00-16：00（事前申請要） 

有料デ ー タ ベ

ースの利用 

×  

レファレンス ○ 平日 9：00-16：00 

その他   

〇島根県立中央病院図書室 （出雲市姫原 4-1-1） 

    TEL: 0853-30-6292     FAX: 0853-30-6293 

閲覧 ○ 開室時間内利用可 8：30-17：15（事前申請要） 

貸出 ×  

来館複写受付 ○ 時間：8：30-17：15 セルフサービスで複写可

（事前申請要） 

有料データベ

ースの利用 

×  

レファレンス ○ 開室時間内可 8：30-17：15 

その他 ○ PC 利用可（事前申請要） 

〇徳島大学附属図書館蔵本分館 （徳島市蔵本町 3-18-15） 

    TEL: 088-633-7415     FAX: 088-633-7412 

    ホームページ：https://www.lib.tokushima-u.ac.jp/kura.shtml 

E-mail: tsgakujutsuk@tokushima-u.ac.jp 

閲覧 ○ 開館時間内利用可能 

貸出 ○ 利用者登録が必要（要氏名現住所確認） 

来館複写受付 ○ 時間：開館時間内 館内資料をセルフサービス

で複写可 

有料データベ

ースの利用 

○ 申請が必要 

医中誌 Web 版、Scopus、メディカルオンライン 

レファレンス ○ 平日開館の 8：30-17：00 まで受付 

その他 ○ PC 利用可（申請要） 

 

〇高知大学学術情報基盤図書館医学部分館  

（南国市岡豊町小蓮） 

    TEL: 088-880-2269     FAX: 088-880-2175 

    ホームページ：http://www.kochi-u.ac.jp/kms/of_lbrry/tosyokan.htm 

    E-mail: kg05@kochi-u.ac.jp 

閲覧 ○ 開館時間内 

月-金 9：00-20：00  土 9：00-16：30 

貸出 ○ 利用者登録が必要 

所属機関図書室（係）経由で相互貸借可 

来館複写受付 ○ 時間：月-金 9：00-20：00 土 9：00-16：30 

有料データベ

ースの利用 

○ 館内検索用 PC で利用可 

医中誌 Web 版、 最新看護索引 Web、 

メディカルオンライン 

レファレンス ○ 月-金 9：00-17：15 

その他   

〇高知医療センター図書室 （高知市池 2125-1） 

    TEL: 088-837-6772（図書室直通）     FAX: 088-837-6773 

閲覧 ○ 開室時間内 月-金 8：30-17：15 

貸出 × 職員、入院患者、登録医のみ 

来館複写受付 ○ 開館時間内 月-金 8：30-17：15 

有料データベ

ースの利用 

○ 医学中央雑誌 Web 版、 JDreamⅢ 

最新看護索引 Web、 メディカルオンライン    

レファレンス ○ 開室時間内 月-金 8:30-17:15 

その他 ○ PC 利用可（印刷不可） 

 
特定非営利活動法人日本医学図書館協会中国・四国地区会作成 

（令和 4 年 11 月版） 

〇高知学園大学高知学園短期大学図書館 

 （高知市旭天神町 292-26） 

    TEL: 088-850-0033     FAX: 088-840-1124 

    ホームページ：https://www.kochi-gc.ac.jp/toshokan/ 

    E-mail: toshokan@kochi-gu.ac.jp 

閲覧 ○ 開館時間内：月-金 8:30-18:00 

貸出 ○ 利用者登録が必要（要身分証） 

来館複写受付 ○ 時間：月-金 8:30-18:00 

有料データベ

ースの利用 

○ 館内検索用 PC で利用可 

医中誌Web版、JDreamⅢ、メディカルオンライン 

レファレンス ○ 月-金 8:30-18:00 

その他 ○ PC 利用可能 印刷可能 
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