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本スライドは北海道大学歯学部関係者の利用を
目的として2020年4月に作成したものです



図書室利用と文献入手
きほんのき

ミニミニセミナー

2020年4月

北海道大学歯学部図書担当

den@lib.hokudai.ac.jp
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臨床疑問は

病棟で1人診るごとに5つ
外来で3人診るごとに2つ

は思いつく

1) Osheroff JA, Forsythe DE, Buchanan BG, Bankowitz RA, Blumenfeld BH, Miller RA. Physicians' information 
needs: analysis of questions posed during clinical teaching. Ann Intern Med. 1991;114(7):576–581. 
doi:10.7326/0003-4819-114-7-576

2) Covell DG, Uman GC, Manning PR. Information needs in office practice: are they being met?. Ann Intern Med. 
1985;103(4):596–599. doi:10.7326/0003-4819-103-4-596

1)

2)
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メニュー

歯学部図書室をはじめとした図書館利用法

図書、雑誌、電子ジャーナルの入手

大学の外から電子ジャーナルにアクセス

本学で利用できる医系データベース

10
分

５分

５分

５分
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歯学部図書室をはじめとした

図書館利用法

５分
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歯学部図書室
通常期 長期休業期間中

平日 9：00-20：00 9：00-17：00

土曜日 13：00-20：00 休室

日曜・祝日
年末年始

休室

1週間・3冊まで 〇 ペットボトル × 食べ物(お菓子含む)

× ペットボトルでない飲み物

飲食物貸出期間・冊数

職員証・学生証（院生）

・図書館利用証が必要
6



〇 蔵書検索 (ログイン不要）

〇 データベース等のインターネット利用

※要ログイン

× プリントアウト

〇 生協コピーカード

× 現金

各教室のコピーカードを
カウンターで保管しています

PC 私費
Private

校費
Public

閲覧室
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貸出・返却(歯学部資料のみ）のほか

・PDFで読めるのか知りたい
・文献を取り寄せたい
・「医中誌」の使い方、など
お気軽にご相談ください
※お問合せ対応：平日9-17時

閲覧室の直下（1階）に閉架書庫があり
製本雑誌・古い図書などを収容しています
書庫資料の利用を希望される場合、カウンターにお申し出ください
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北大には2つの大きな図書館
16の部局図書室があり
その全てを利用することができます
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北大内の図書館（室）

https://www.lib.hokudai.ac.jp/locations/

・貸出条件は各図書館(室)で個別に設定

・返却は借りた図書館・室へ
※本館・北図書館のみ相互返却可能

・各図書館(室)の開館時間
https://www.lib.hokudai.ac.jp/libraries/

利用する際は、職員証・学生証（院生）

・図書館利用証を忘れずに！
10

https://www.lib.hokudai.ac.jp/locations/
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図書、雑誌、電子ジャーナルの入手

10
分
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北大蔵書目録
お探しの図書・雑誌（含電子ブック・電子ジャーナル）

が入手可能か調べることができます
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北大蔵書目録
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https://opac.lib.hokudai.ac.jp
/opac/opac_search/

北大附属図書館 検索

https://opac.lib.hokudai.ac.jp/opac/opac_search/
https://opac.lib.hokudai.ac.jp/opac/opac_search/
https://opac.lib.hokudai.ac.jp/opac/opac_search/


上と下は同じ図書！
・上→紙の図書
リンク先で配架場所等をチェック
（次スライドで詳細解説）

・下→電子ブック
リンク先でそのまま利用できる
※サイテーションリンカーが出る場合
検索対象「書籍」を選択し検索
「本文を閲覧する」をクリックし「閲覧」

北大蔵書目録

図書を探す・入手する
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電子ブックへのリンク

STEP1
配架場所で置いてい
る図書室等をチェック

STEP2
棚に行く前に
請求記号をメモ

貸出中の場合は「状態」欄に表示される
その場合「予約」欄に出てくるアイコンから予約可能

北大蔵書目録

図書を探す・入手する
紙の図書



北大蔵書目録

雑誌を探す・入手する
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雑誌を探す場合は「詳細検索」がオススメ

STEP1
タイトル等入力
必要に応じて右プルダウンを選択

STEP2
「雑誌」にチェックを入れ検索



北大蔵書目録

雑誌を探す・入手する
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上と下は同じ雑誌！
・上→紙の雑誌
リンク先で配架場所等をチェック
（次スライドで詳細解説）

・下→電子ジャーナル
リンク先でそのまま利用できる
フルテキストナビゲーターを間に挟む
場合もあり。2枚先のスライドで解説。



北大蔵書目録

雑誌を探す・入手する
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紙の雑誌

電子ジャーナルへのリンク

STEP1
配架場所で置いてい
る図書室等をチェック

STEP2
所蔵巻号のリンクを
クリック

STEP3
読みたい巻号の所蔵状況をチェック
※欠号、貸出中、製本中の場合も



電子ジャーナルトップページ

北大蔵書目録

雑誌を探す・入手する
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電子ジャーナル

STEP1
（フルテキストナビゲーターが出た場合）
利用可能範囲を確認し、読みたい
年が含まれているかチェック

STEP2
本文へのリンクの下にある「雑誌」をクリック
→電子ジャーナルのトップページに遷移
→読みたい巻号を探す



例題
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伊藤学而ほか.矯正臨床の多角的な視点を養う. 
東京:クインテッセンス出版; 2012. 145 p.

下の文献は歯学部図書室で 読める ・ 読めない

※ヒント「参考文献を見て、図書か、論文か、見分けがつきますか？」

・図書の場合「出版地」「出版社」「総ページ数」がある場合が多い

答え：読めるタイトル「矯正臨床の多角的な視点を養う」で北大蔵書目録を検索するとはやい



例題
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下の文献は歯学部図書室で 読める ・ 読めない

※ヒント「参考文献を見て、図書か、論文か、見分けがつきますか？」

・論文の場合「掲載誌名」「巻号」「掲載ページ」がある場合が多い

・北大蔵書目録で探せるのは「図書」「雑誌」。論文名を入れてもヒットしない。

→論文の掲載誌名がわかるなら、北大蔵書目録で「雑誌名」で検索すればよい

・論文タイトルから検索して探したい場合は医中誌等のデータベースを使う

大久保力廣.インプラント支持を利用したパーシャ
ルデンチャーの考え方と設計.日本補綴歯科学会誌
. 2020; 12（1）:23-28p.

答え：読める雑誌タイトル「日本補綴歯科学会誌」を使い北大蔵書目録「詳細検索」を使って検索するとわかりやすい



大学の外から

電子ジャーナルにアクセス

５分
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リモートアクセスサービス
大学の外（自宅や出張先）から
電子ジャーナル・データベースに
アクセスできます
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ログイン
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https://www.lib.hokudai.
ac.jp/remote-access/

北大附属図書館 検索

どのIDを使えばよいか不明な方は
https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/idpw_syutoku/
（学内限定ページ）をご確認いただくか

歯学部図書室までお問合せください

den@lib.hokudai.ac.jp

https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/
https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/
https://www.lib.hokudai.ac.jp/remote-access/idpw_syutoku/
mailto:den@lib.hokudai.ac.jp


ログイン後

電子ジャーナル・電子ブックポータル
図書館データベースページ
からアクセスできます

正しくアクセスできていると、URLに
「ezoris.lib.hokudai.ac.jp」が含まれています
うまく接続できないときはURLを確認し表示され
るまで戻ってください



見分け方
・ Rアイコンがついている→利用できる
・ Rアイコンがついてない→利用できない
・ Fアイコン→無料（リモートアクセスに関係なく利用可）

リモートアクセス利用可否
見分け方：電子ジャーナル
一部、リモートアクセスサービスを利用できない
電子ジャーナル・データベースがあります



リモートアクセス利用可否
見分け方：データベース

見分け方
・ Rアイコンがついている→利用できる
・ Rアイコンがついてない→利用できない
・ Fアイコン→無料（リモートアクセスに関係なく利用可）



便利な補足
よく使うコンテンツ等がきまっている場合
以下の方法でログイン後すぐアクセスできます！

１）リモートアクセスにログイン

２）北海道大学蔵書目録やデータベースページ等をたどり
目的のコンテンツやデータベースを表示

３）URLに「ezoris.lib.hokudai」という文字列が含まれて
いることを確認

４）URLをブラウザに保存
５）リモートアクセスにログインしていない状態で、

保存したURLを開くとまずはログイン画面が表示され
ログインすると保存したページがすぐに利用できる

※公共のPCで利用の場合、使用後はブラウザのウインドウを閉じること



本学で利用できる

医系データベース

５分
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臨床疑問は

病棟で1人診るごとに5つ
外来で3人診るごとに2つ

は思いつく

1) Osheroff JA, Forsythe DE, Buchanan BG, Bankowitz RA, Blumenfeld BH, Miller RA. Physicians' information 
needs: analysis of questions posed during clinical teaching. Ann Intern Med. 1991;114(7):576–581. 
doi:10.7326/0003-4819-114-7-576

2) Covell DG, Uman GC, Manning PR. Information needs in office practice: are they being met?. Ann Intern Med. 
1985;103(4):596–599. doi:10.7326/0003-4819-103-4-596

1)

2)

どう解決する？
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臨床疑問は

病棟で1人診るごとに5つ
外来で3人診るごとに2つ

は思いつく

1) Osheroff JA, Forsythe DE, Buchanan BG, Bankowitz RA, Blumenfeld BH, Miller RA. Physicians' information 
needs: analysis of questions posed during clinical teaching. Ann Intern Med. 1991;114(7):576–581. 
doi:10.7326/0003-4819-114-7-576

2) Covell DG, Uman GC, Manning PR. Information needs in office practice: are they being met?. Ann Intern Med. 
1985;103(4):596–599. doi:10.7326/0003-4819-103-4-596

1)

2)

どう解決する？
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教科書を読む 同僚・指導医
に聞く

診療ガイドライン
を読む

症例報告を
読む

忙しくて
そのまま…
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忙しい臨床の合間に
効率的に調べたい



厳選・汎用

詳細・個別

６Sアプローチ

臨床判断支援システム
Systems

診療ガイドライン・教科書
Summaries

原著論文・メタ分析の要約
Synopses of Syntheses

メタ分析・システマティックレビュー
Syntheses

要約誌
Synopses of Studies

原著論文
Studies
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北大で使える情報源

臨床判断支援システム
Systems

診療ガイドライン・教科書
Summaries

原著論文・メタ分析の要約
Synopses of Syntheses

メタ分析・システマティックレビュー
Syntheses

要約誌
Synopses of Studies

原著論文
Studies

DynaMed

PubMed 医中誌Web

コクラン

ACP
ジャーナルクラブ

34

今日の臨床
サポート

診療
ガイドライン

臨床支援のための情報ツール



医系データベース
https://www.lib.hokudai.

ac.jp/databases/北大図書館 検索
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DynaMed

日本語でのキーワード検索も可能
Googleが翻訳してくれる

＜注意点＞
• 検索結果は英語
• 翻訳がうまくいかない場合はEnglishでの検索推奨
• トピック・検索用語の候補は表示されない

管理

薬

概要と推奨事項

時間がないとき
はまずココ！

見出しから
参照したい箇所

を選択 Dynamed-日本語チュートリアル（動画）↑
https://www.youtube.com/watch?v=5m8Hr7x1OCM
（2020/4/1確認）

https://www.youtube.com/watch?v=5m8Hr7x1OCM


診療ガイドライン

37

Clinical Question 8
う蝕象牙質の除去にう蝕検知液を使用すべきか

推奨
……う蝕検知液の染色性を指標にすることは、除去すべき
う蝕病変部を識別するうえで有用である ……よって、う蝕
象牙質の除去にう蝕検知液の使用を推奨する。（推奨の
強さ「B」）

日本歯科保存学会編（2016）.う蝕治療ガイドライン(第2版) 永末書店 59ページより抜粋

• 実際の診療現場で判断に迷うような内容についてエビデンスを
まとめ推奨を作成

• 冊子体で刊行、あるいは学会HP等で公開
• 定期的に改訂されるため、必ず最新版を確認すること



診療ガイドラインを探すには

診療ガイドライン情報データベース

日本の診療ガイドラインの検索
医中誌Web・本文へのリンクも

Minds

コクランレビューと
診療ガイドラインの抄録と
(一部)本文収録
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今日の診療WEB版
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医学書院のベストセラー書籍を収載し
たレファレンスデータベース

【収録書籍】
「今日の治療指針」「今日の診断指針」
「治療薬マニュアル」ほか



医中誌Web

国内の生命医学系雑誌・会議録等に
掲載された文献・抄録を収録

日本語の文献を探すには

メディカルオンライン

最近の総説的な記事を
簡単に見渡すには便利 40



PubMed リニューアル
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• モバイル端末での利用を重視
• 時間をかけずに適合文献を探しやすく
• 2020年春にはNew PubMedがデフォルトになる予定

https://eprints.lib.hok
udai.ac.jp/dspace/ha
ndle/2115/76426

こちらも
ご参照ください

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/76426
https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/handle/2115/76426


PubMed Clinical Queries

臨床研究 遺伝学システマティックレビュー

42

目的にあう文献を短時間で数件
検索するときに



北大フルテキストナビ
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医中誌・PubMedなどのデータベース上で
「電子体で読めるか」簡単に確認できます！

１．「北大フルテキストナビ」アイコンをクリック
２． 電子体で読める場合

→遷移先でPDFを閲覧・ダウンロード

電子体で読めない場合
→「お探しの資料は…見ることができません」と表示
→紙媒体の所蔵有無を下にあるSTEP2(蔵書目録)でチェック可能
→他図書館からの取り寄せをSTEP5で申し込み可能



補足：PubMedへのアクセス
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データベースページの

[PubMed北大版]
からアクセスすると

北大フルテキストナビ
が出てくるようになります



https://www.lib.hokudai.ac.jp
/med/guidance/30min/

30分講習会

・文献検索の方法や文献管理
ツールの利用法を学べる
1回30分の個人レッスン

・1名からご参加いただけます
・対象：北海道大学の医学部（含 ・
保健学科）、病院、歯学部、薬学部、お
よび関連部局に所属する学生・教職
員・看護師の方

45

https://www.lib.hokudai.ac.jp/med/guidance/30min/
https://www.lib.hokudai.ac.jp/med/guidance/30min/
https://www.lib.hokudai.ac.jp/med/guidance/30min/
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