
利用案内
自宅学習編

川崎市立看護短期大学図書館

Do You Need Help ?



検索のポイント：目標の結果に向けて手がかりになりそうな言葉を準備します

同義語 （例）がん、ガン、癌、腫瘍、悪性新生物

関連語 （例）老人、老年、高齢者

連想語 （例）支える、介助、補助、救護

図書館に所蔵がある 貸出（延長） カウンター、マイライブラリ

予約 マイライブラリ、カウンター

複写 図書館内コピー機

図書館に所蔵がない 現物貸借 マイライブラリ希望申請、カウンター

文献複写 マイライブラリ希望申請、カウンター

オープンアクセス インターネット上で閲覧またはダウンロード

検索のポイント：二次資料を使いこなす方法を使って検索します

便利な図書館サービス

OPACを使った資料の検索では糸口になるキーワードを設定します
テーマに関連した資料を数多くヒットさせるにはキーワードの使い方に工夫を加えます

図書館は看護・医学の専門的な図書や雑誌などの資料が揃い、信頼性の高い情報を収集できる場所です
必要な情報を見つけるための利用方法を学んでください

探す 探す

一次資料

二次資料

雑誌 図書 電子ジャーナル 電子ブック
論文 記事 Webサイト

文献目録 OPAC Web検索エンジン
索引誌 文献データベース

資料の使い方

シラバス図書 学修
レポートの書き方
文献の探し方

就活 ビジネスマナー 新着図書の紹介
毎月曜日

資料検索を始める前に

貸出ランキング上位の図書はアクセスしやすように特設スペースに配架しているのでとても便利です
小休止するなら医療漫画がオススメ！『コウノドリ』『フラジャイル』『はたらく細胞』ほか

はじめに



資料検索のステップ

START
図書

雑誌

OPAC 書架

所蔵
あり

OPAC

・医中誌Web
・最新看護索引Web
・JDreamⅢ

【国内雑誌】

▶学内

▶学外

雑誌架

所蔵
あり

【外国語雑誌】

・CINAHL
・ProQuest

【国内雑誌】

【外国語雑誌】

・CiNii Articles

・PubMed

所蔵
なし 文献複写依頼

書誌情報
・文献名
・著者
・巻(号)
・ページ
・出版年

文献入手

・カウンター
・マイライブラリ

希望申請

依頼
方法

貸出
複写



図書を探す

<例>キーワード：在宅

検索した
キーワード
が含まれる
資料の絞り
込みができ
ます
・著者名
・件名
・出版年

等

検索結果をさらに絞り込みたい時は？
「在宅」で検索し、訪問看護をクリックした結果からさらに
キーワードを追加して検索します <例>キーワード：がん

絞り込み成功

絞り込み成功

プルダウンから検索内容の並び順が変更できます

訪問看護をクリックすると「在宅」＋「訪問看護」
を含んだ資料が絞り込みされます

ヒット数

「ガン」と「癌」でも検索結果が異なります

選択



探している資料を選択すると書誌内容が確認できます

図書予約方法

「内容注記」にキーワード「がん」が
含まれています

件名のBSH//訪問看護
をクリックすると
書誌に同じ件名の
ついた資料が検索
できます

分類の492.993[自然科学]をクリックすると
書誌に同じ分類番号のついた資料が検索できます

分類の492.9[自然科学]をクリックすると
書誌に同じ分類番号のついた資料が検索できます
分類番号492.9は“看護学”を表します

検索結果の右上にある予約する
ボタンから登録を行います
OPAC、マイライブラリの
どちらからでも予約できます



雑誌を探す

トップ画面の右上にあるボタンから検索します

タイトルまたはイニシャルで検索できます

「で始まる」
「を含む」

どちらを選択
するかで
検索結果が
変わります

クリックすると
雑誌の情報が表示されます

所蔵のある巻号が分かります

巻号一覧をクリックすると
巻号ごとの特集記事が確認できます

所蔵の巻(号)が分かります



<例>キーワード：褥瘡

ヒット数

巻号と出版月日
が分かります

雑誌タイトル

特集記事

件数が多い場合、さらにキーワードを
追加して絞り込みます

<例>キーワード：在宅

検索結果220件→25件

雑誌名が分からずキーワードで検索して探したい時

あるキーワードを元に雑誌の特集記事を探したい時

複写する時は館内コピー機横
にある申込用紙に書誌情報を
書いてボックスへ入れてください



データベースを使って探す

OPACで検索したが資料が見つからなかった時

CiNii Articles <学外アクセス可>を使って検索します

<例>キーワード：タッチング

論文タイトル

図書館に蔵書があれば
OPACをクリックする
と所蔵情報が見られ
ます

クリックすると
全文公開されていたら
ダウンロードして
読むことができます

論文によっては
抄録を読むことが
できます

【学内アクセスのみ】

医中誌Webをクリック
すると医中誌Webの
ログイン画面が表示
されます

学内での利用に限り
ログインID/PWDが
必要です
図書館・情報処理学習
室のPCからログイン可

掲載雑誌名
巻(号), ページ, 発行年月
出版社

ダウンロードできなかった時は
この書誌情報をメモしておこう
カウンターでの相談を承ります



テーマ「認知症高齢者の排泄に伴う転倒リスクについて知りたい」

図書

鈴木みずえ編：
認知症plus転倒予防：せん妄・排泄障害を含めた包括的ケア

492.9||N680||ニ1

武藤芳照, 原田敦, 鈴木みずえ編著：
認知症者の転倒予防とリスクマネジメント：病院・施設・在宅でのケア

493.758||ニ

鈴木みずえ編集：
転倒・転落予防のベストプラクティス：ベッドサイドですぐにできる！

492.9||N640||テ

雑誌

鈴木みずえ著：【高齢者の転倒予防】認知症高齢者の転倒
リスクとその予防へのケア 気づく力と見守る目を養う危険
予知トレーニングを中心に

Geriatric 
medicine

53(8),
Page815-825,
2015

鈴木みずえ著：【痴呆高齢者の転倒・転落事故は防げる
か？】転倒・転落の危険度判定とケアプラン

看護學雑誌 68(1),
Page19-24, 2004

小木曽加奈子, 今井七思著：要介護高齢者に対する転倒・転落
におけるリスクマネジメント--転倒・転落振り返りシートの
分析

岐阜医療科学大学
紀要

(4), Page19-26, 
2010

橋本和久, 加藤宗規, 山崎有事著：トイレでの転倒頻度の減少
を目的とした応用行動分析学的介入による効果の検討

理学療法科学 26(2), Page185-
189, 2011

納谷知里, 山田律子著：わが国の急性期病院における認知障害
高齢者の転倒の実態および転倒予防ケアの現状と課題

北海道医療大学看
護福祉学部学会誌

13(1), Page27-34, 
2017

三田村佳代著：【症状を理解して、ケアにつなげる！認知
症】事例 どんなふうにケアするの？(事例2)学生の実習 病棟
を歩き回る人の転倒・転落を防ぐには？

Nursing Canvas 6(9), Page23-26, 
2018

湯淺美佐子著：【一人ひとりの状態・状況に合わせた排泄ケ
ア】認知症の人の排泄時のリスクマネジメント

認知症ケア 19(2), Page64-71, 
2018

学外からの検索はCiNii Articles
OPACと比べると未所蔵の雑誌も対象になるため多くの文献がヒットします
ただし、医学系に特化したデータベースではないためマッチしない情報がヒットします

学内からの検索は医中誌Web
国内医学文献データベースで医学・看護学・薬学など関連領域の文献情報を検索
所蔵があれば表示されるOPACリンクボタンで所蔵情報へ簡単にアクセスできます

「認知症の高齢者が 排泄に関わる際に どうして転倒しやすいのか その理由・原因」
と解釈して資料検索を行います

O P A C で 検
索

索

デ ー タ ベ ー ス で 検 索


