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利用の手引き

フルテキスト

フルテキストの入手方法
● 論文のフルテキストの入手方法について、電子ジャーナルを中心に説明しています。
● 学外から利用する場合は、利用の手引き「リモートアクセスの使い方」もご覧ください。

1. 各種文献データベースで
1-1. PubMed@KEIO （慶應専用） ----------------------------------------------- p. 2
1-2. 医中誌 Web ----------------------------------------------------------------------- p. 3
1-3. Web of Science ----------------------------------------------------------------- p. 4
補 1. 学会会議録（国内）はここから ------------------------------------------------ p. 4
補 2. 「慶應義塾大学」アイコン ------------------------------------------------------ p. 5

2. 特定の論文情報から
2-1. PubMed Single Citation Matcher （海外文献） ------------------------- p. 5
2-2. 医中誌 Web 書誌確認画面 （国内文献） ---------------------------------- p. 6

3. 雑誌名から （所蔵資料）
3-1. 電子ジャーナルリスト ---------------------------------------------------------- p. 6
3-2. KOSMOS ------------------------------------------------------------------------- p. 7
補 1. パスワードが必要な雑誌 ------------------------------------------------------ p. 7

4. 文献を取り寄せる
4-1. オンラインリクエスト ------------------------------------------------------------ p. 8

◆ おすすめの入手手順 ◆
データベース
文献データまたはフルテキストリンクアイコンがない

電子ジャーナルリスト （信濃町メディアセンターWeb サイト）
リストにない、または利用可能範囲外

KOSMOS
電子版もプリント版も（信濃町に）所蔵がない

文献取り寄せ （オンラインリクエスト）
◆ 信濃町メディアセンターWeb サイトからの入口 ◆

②

⑤

① PubMed, 医中誌 Web
② Web of Science, 学会会議録
③ 電子ジャーナル / KOSMOS 検索

①

③

④

④ 電子ジャーナルタイトルリスト
⑤ 文献複写申し込み
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電子リソースご利用上の注意：
次の行為は契約によって禁じられています（利用規約）
1. 雑誌1冊すべてにわたるような大量のデータを一時にダウンロードすること
2. 第三者へのデータの転送（電子的方法・ハードコピーとも）
3. 商用（営利目的）の利用
4. 許可なくデータを翻訳・編集・変更し、公的なコミュニケーションに流したり、発表したりすること
5. 短時間に集中的なアクセスを行うこと
上記事項が守られない場合、提供元から慶應義塾全体の利用が停止されることがあります。

＜＜ 1. 各種文献データベースから ＞＞
主なデータベースから電子版フルテキストを入手する方法です。
データベースの検索結果からフルテキストへリンクできない場合は、「3.雑誌名から(所蔵資料)」(p.6)
をご覧ください。
プリント版の所蔵もない場合は、他機関からフルテキストのコピーを取り寄せることができます。「4.
文献を取り寄せる」(p.8) をご覧ください。

< 1-1. PubMed@KEIO （慶應専用 PubMed） >
慶應義塾の所属者向けに便利な機能を追加した PubMed です。
慶應義塾が購読する電子ジャーナルに、専用の KEIO-LINK アイコンが
表示されるので、フルテキスト入手が容易です。
検索結果の詳細画面、一覧画面どちらからも入手できます。
[注意] 一般の PubMed とは URL が異なりますので、信濃町メディアセンターWeb サイトからアクセスしてください。
（一般の PubMed では慶應義塾が購読する電子ジャーナルの全文にアクセスできません。）

(1) 検索結果の詳細画面から

論文タイトルをクリックして
詳細画面を表示

検索語が
マーカー表示

アイコンが表示されていたら
クリック
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(2) 検索結果の一覧画面から
表示形式を変更：
Format のプルダウンから、
[Abstract] を選択

一覧画面で
抄録やリンクアイコンを表示

論文情報の末尾に
KEIO-LINK アイコンが表示
されていたら、クリック

KEIO-LINK アイコンがなかった場合
「Free」や「Open Access」と表示されているアイコンがあったら、クリックしてみてください。
（アイコンの例）
リンクした先が有料コンテンツの場合は、「3.雑誌名から(所蔵資料)」(p.6) をご覧ください。

< 1-2. 医中誌 Web >
フリーまたは慶應義塾が購読する電子ジャーナルに専用の KEIO-LINK アイコンが表示されます。

アイコンが表示されていたら
クリック

KEIO-LINK アイコンがなかった場合
「慶應義塾大学」アイコンをクリックします。
→ 詳細は、「補 2.「慶應義塾大学」アイコン」 (p.5) 参照

Medical Online FAX サービス
PDF で見られなくても、KEIO-LINK アイコンをクリックして FAX 申込み画面が表示された場合、あるいは
「慶應義塾大学」アイコンをクリックして提供元の表示に「Medical Online FAX サービス」があった場合は、
FAX でフルテキストを入手できます（無料）。

メディカルオンラインの FAX 送信申込画面で、ご自身が受信できる FAX 番号を入力してください。
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< 1-3. Web of Science >
フリーまたは慶應義塾が購読する電子ジャーナルに「出版社のサイト」が表示されます。

詳細画面ではこちら

KEIO-LINK アイコンがなかった場合
「慶應義塾大学」アイコンをクリックします。
→ 詳細は、「補 2.「慶應義塾大学」アイコン」 (p.5) 参照

< 補 1. 学会会議録（国内）はここから >
「IMIC 学会会議録検索」では、学術大会で配布された抄録集（1997 年～）や医学雑誌に掲載された抄録
（1990 年～）の情報を、会議名・開催年月・開催地等から検索できます。

当館 Web サイト > 学習/研究サポート
> 文献検索(記事検索) > 学会会議録

[ IMIC 学会会議録検索] を
クリックして、アクセス

検索結果画面

検索結果の一覧で、抄録集や雑誌掲載の
有無を確認。
○ がついていたら、会議名をクリック

資料名、掲載雑誌を確認し、KOSMOS 検索へ
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< 補 2. 「慶應義塾大学」アイコン >
データベース検索結果に慶應専用アイコンがない、あるいはフルテキストにアクセスできなかった場合は、
「慶應義塾大学」アイコンをクリックしてください。KOSMOS 画面の中で論文情報と提供元が表示されます。
慶應が購読する電子ジャーナルであれば、フルテキストへアクセスできます。電子ジャーナルを購読して
いない場合は、プリント版の所蔵の有無が確認でき、文献複写申込みフォームへもリンクしています。

※CiNii はこちらのアイコン
論文情報

利用可能な提供元をクリック
(アイコン例)
全キャンパス共通 /

信濃町キャンパスのみ

リモートアクセス可

上記の電子ジャーナルが無かった場合は
[KOSMOS] をクリック
[文献複写申込] をクリックすると、文献複写
オンラインリクエストのフォームが表示

＜＜ 2. 特定の論文情報から ＞＞
論文の「掲載誌名」「巻号」「年」「ページ数」など部分的に情報が分かっている場合に、一番簡単な方法です。

< 2-1. PubMed Single Citation Matcher （海外文献） >
PubMed トップページ中央の
[Single Citation Matcher] をクリック

論文の 年(Date), 巻(Volume), 号(Issue), 最初のページ(First page)
などを入れて検索
※検索結果が多すぎた場合は、著者名や雑誌名を追加して再検索
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< 2-2. 医中誌 Web 書誌確認画面 （国内文献） >

[書誌確認画面] をクリック

論文の 年, 巻, 号, 最初のページ などを入れて検索
※検索結果が多すぎた場合は、著者名や雑誌名を追加して再検索

＜＜ 3. 雑誌名から（所蔵資料） ＞＞
KEIO-LINK アイコンがなくてもフルテキストを入手できる電子ジャーナルもあります。また、プリント版で入手
できるものもあります。

< 3-1. 電子ジャーナルリスト >
信濃町メディアセンターで作成している電子ジャーナルリストです。
当館 Web サイトの「電子ジャーナル/電子ブック検索」窓に、雑誌名を入れて検索してください。

利用可能な刊行年の範囲
例) 「(with a delay of 12 months) 」とある場合、
直近 12 カ月は利用不可

雑誌名の一部でも検索ができます。
例) 日本皮膚科学会雑誌 → 日本, 皮膚科, 学会, 雑誌 など
The New England Journal of Medicine → new, england, eng, med など

電子ジャーナルタイトルリスト
雑誌の一覧は、当館 Web サイトの電子ジャーナルタイトルリストから
ご覧ください。雑誌名の頭文字をクリックすると、その文字から始まる
タイトルのリストが表示されます。
日本語タイトルはローマ字表記に変換してください。（例: 呼吸器 → K）
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< 3-2. KOSMOS >
当館 HP の「KOSMOS 検索」窓に、雑誌名を入力して検索すると、KOSMOS 画面が開きます。
電子ジャーナルまたはプリント版を所蔵しているかどうか確認できます。
タブ [KOSMOS] をクリック
→検索窓の上に「KOSMOS 検索」と表示されます。

論文の掲載誌名（雑誌名）・巻号・年・ページを確かめて、雑誌の正式名称から検索します。
電子ジャーナル：
利用可能地区・年代を確認して
[オンラインアクセス] をクリック

プリント版：
[全ての所蔵] をクリックして
該当巻号の所蔵・配架場所を確認

雑誌の正式名称がわからない場合（PubMed）
PubMed では雑誌名の略称形が表示されます。KOSMOS では略称形で検索できない場合があるので、
正式名称が分からない場合は以下の手順で確認します。
検索結果の詳細画面で雑誌名をクリックし、
[Search in NLM Catalog] を選択

雑誌の正式名称

< 補 1. パスワードが必要な雑誌 >
フルテキストを入手するためにパスワードを求められる電子ジャーナルがあります。これらの利用は、利用
可能なキャンパスに所属している方に限られます。
(1) 当館 Web サイトの電子ジャーナル/電子ブック検索の結果から

(2) KOSMOS 検索から[オンラインアクセス]をクリックした後の画面から

それぞれクリックした後に表示される案内に従って、お問い合わせください。
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＜＜ 4. 文献を取り寄せる ＞＞
当館内に所蔵がない図書および掲載誌のない雑誌論文は、学内外から現物または複写を取り寄せて入手
できます。
入手にかかる費用や日数は、依頼先の機関により異なります。

< 4-1. オンラインリクエスト >
Web サイトの「申し込む」から、オンラインリクエストをご利用ください。
・ 図書（現物）の取り寄せを申し込む
→「図書予約・取寄せ」
・ 論文（雑誌の一部）や図書の一部の複写を申し込む
→「文献複写・取寄せ」
それぞれクリックすると、サービス内容をご覧いただけます。
申し込み方法や料金等についてはこちらでご確認ください。

[申し込む] をクリック
→オンラインリクエストフォームに入力
※ご利用上の注意をご一読いただき、
同意の上、
お申し込みください。

お問合せ先： 信濃町メディアセンターレファレンス担当
TEL03-5363-3725 内線 62755
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