
インターネットを活用した
看護情報検索

◇ 三重県看護協会研修補助資料 2006.8.23 ◇

三重大学附属図書館

情報リテラシー担当

Email: literacy@ab.mie-u.ac.jp

電話： 059-231-9089

FAX： 059-231-9800

患者を診ずに本だけで勉強するのは、
まったく航海に出ないに等しいと言えるが、
半面、本を読まずに疾病の現象を学ぶのは、
海図を持たずに航海するのに等しい

William Osler 1849-1919



本日の内容

1．インターネットと情報リテラシー

情報リテラシーとは？

ネット検索のコツ 実習

2．図書を探す

三重大学所蔵の図書を探す： MU-OPAC 実習

全国の大学図書館の図書を探す： Webcat Plus 実習
三重県内の図書を探す： ＭＩＬＡＩ 実習

3．雑誌論文を探す
雑誌論文をキーワード検索し、所在を確認して入手する：

CiNii（サイニー）→MU-OPAC 実習

13：00～14：00 文献情報検索の基礎

14：10～15：20 文献情報検索の応用



ICT社会はどこまで進み、何を目指しているのか？

首相官邸のホームページ中のＩＴ戦略本部

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

「e-Japan重点計画-2006」（2006.7.26）中の概略筆頭に

「ITによる医療の構造改革」が挙げられている

医療の分野におけるICT化、情報化がより一層促進される

医療従事者には、情報リテラシーが必須

IT 新改革戦略 e-Japan重点計画-2006

※ICT: Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術



情報リテラシーとは？：生活情報全般

地図・
時刻表

市町村の
Webサイト・
地域の

ｲﾍﾞﾝﾄ情報

ＩＴ時代の
われわれの
日々の
生活パターン

居ながらにして
ネット上で検索し，
情報収集。
予約、支払いも・・・

地域の
医療機関は？

旅行の計画
ホテルは？
交通は？
行き先の状
況は？



根拠=文献・症例

に基づいた医療
（ EBM ）・看護
（ EBN ）が必要！

学術・専門

在宅ケアのあり方
についてレポート
を出さなくちゃ！

ｷｰﾜｰﾄﾞで
検索しよう

♪

情報リテラシーとは？

※EBM: Evidence-Based Medicine
※EBN： Evidence-Based Nursing

●情報そのものの電子化：
文献・情報・データそのも
のがネット上で読めること
もある。

●検索手段の電子化：
ネット上で検索して、情
報のありかをチェック。



情報の検索

評価・取捨選択

重要Point：情報リテラシーの全体像

●情報リテラシーとは・・・
コンピュータ等を利用して幅広く情報を収集・活用し、それを分析、
判断する基礎的能力のことをいう。（労働経済白書のあらまし より）

情報の整理 情報の発信

リテラシー literacy:読み書き能力

●類似概念：
コンピュータ・リテラシー
メディア・リテラシー



● 日本看護協会のホームページなど，特定の団体

● インターネットのポータルサイト（検索エンジン）

● 政府情報や，医薬品・法令などの無料のデータベース

POINTPOINT
○必要としている情報をどうやって見つけるか？ →情報探索のノウハウ

○誰が，いつ，どこで発信した情報なのか？ →情報の信憑性・安定性の評価

○自分にとって有益な情報なのか？ →情報の内容評価・活用

インターネット上の情報



検索実習①検索実習① インターネット情報検索インターネット情報検索

・「専門看護師（CNS: Certified Nurse Specialist)」について調べる

POINTPOINT
・どこから調べ始めるか？ →情報のとっかかり ・・・日本看護協会

リンクを辿ってみる・検索をしてみる・またリンクを辿ってみる

・自分にとって有益な情報なのか？ →情報の評価・活用

お気に入りに追加，印刷，保存できる （日付、サイト名、URLを必ずメモ！）

！

インターネット上の情報を検索してみよう



インターネットと学術情報

インターネット
たとえば、Google, Yahoo!, Wikipedia

データベース

・だれでも自由に発信できる

・内容の審査は基本的に無い

・広範囲ヒット

・信頼できる情報源から収集

・内容の吟味がなされている

・整理された情報

情報の新鮮さと量 情報の正確性・固定性

図書館の図書や雑誌論文
（学術情報）,技術資料など
による、裏づけが必須！

インターネットで見つけた情報、

そのまま使って大丈夫？

・誰がその情報を正しいと保証する？

・何時までその情報は保持される？

！

政府や地方公共団体、
専門団体のHPは例外

VS.

※Google Scholarなど、学術的に信頼性が高いネット検索も出始めている。



どんな文献・情報が
あるか？

文献・情報はどこに
あるのか？

重要Point：文献・情報 と 学習・研究の関係

効率よく入手する場合

幅広く情報を集める場合

先行文献

漏れなく検
索できた？

書かれてい
ることは正し

い？

テーマの
決定

情報の
利用

情報の
評価

先行文献
の調査

医療と情報
について
調べたい

けれど・・・？

Critical
thinking

使ったら、
「参考文献」
として明記

研究

学習

情報源は信
頼できる？



２．図書を探す
－三重大OPAC・Webcat Plusをマスターする－

志あれば道あり

Where there's a will, there's a way.



目的に最適なデータベースを選ぶ

◇どんな本・文献があるか？
本：三重大学OPACなど

日本語の雑誌論文： 雑誌記事索引（国内雑誌の索引）

医中誌（国内医学文献の抄録誌）

朝日新聞記事：聞蔵（DNA for library）

欧文の学術雑誌論文：PubMed，CINAHLなど

◇その本・雑誌論文はどこにあるのか？
MU-OPAC、NACSIS WebCAT、MILAIなど

Ｗｈａｔ？

Ｗｈｅｒｅ？



あるテーマについて、OPACで
三重大にある図書を探す

●三重大学OPAC（ｵｰﾊﾟｯｸ）とは
●三重大学のｵﾝﾗｲﾝ蔵書検索ｼｽﾃﾑです。

⇒本や雑誌の所在、貸出状況がわかります

●インターネット上の無料の公開データベース

●収録範囲：図書館の開架図書・参考図書、

雑誌および1990年以降に受入れた研究図書。

●三重大学OPACのＵＲＬ

http://www.lib.mie-u.ac.jp/ilis/search/index.html

ＯＰＡＣ豆知識ＯＰＡＣ豆知識

OPACは Online Public Access Catalog
の略称です。



検索事例②検索事例② MUMU--OPACOPACを検索するを検索する

・医療情報について書かれた本を探す

POINTPOINT
・ データベースは何を使うか？ →

三重大で持っているかどうか＝MU-OPAC（三重大学蔵書検索システム）

・ キーワードはどのように入力するか？ → キーワード入力のコツがある

・ 検索結果から，実際の置き場所を確認して，利用する

！

２．図書を探す



OPACにｷｰﾜｰﾄﾞを入れてみます

書名に
「医療」と「情報」を
含む資料の検索

検索ボタンを
押します！



OPACの“検索結果一覧”です

三重大には、書名に
「医療」と「情報」
というｷｰﾜｰﾄﾞが入った
資料が36件ありました。

詳しく見たい
資料名を
マウスでクリック
します



“検索結果詳細”が表示されました

所蔵情報：
図書館か研究室か。
図書館のどの場所か。
貸出されているか。

書誌情報：
書名、著者名、出版
社名、出版年など



“検索結果”に基づき､本を探します

◆所蔵情報を詳しく見てみます（１）

この資料は、
図書館の開架にある。
自分で探せます。
貸出中なら予約も可

「配置場所」が
「図・」で始まる本・・・

図書館にあります
「人、教、医、工、生」
などで始まる本・・・

学部等にあります
医・図書室：事務棟２階
医看・図書室：看護学習ホール

（看護学科棟３階）

！



“検索結果”に基づき､本を探します

◆所蔵情報を詳しく見てみます（２）

「請求記号」は
本の背表紙にも貼って
あります。
本の内容を表します

490＝医学
492.9＝看護

図書館の本はこの番号
順に並んでいます。

！
書架の４９０のと
ころにあります



◆キーワードの入力方法
◇ワードで入力する “医療” “情報” ：３６件

◇フレーズで入力する “医療情報” ：５件

◆論理演算
◇ AND検索:すべて含む ◇ OR検索：どれか含む

↑検索結果を絞り込んでいく ↑幅広く検索する

情報医療 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理療法

重要Point：検索キーワード入力のコツ



Webcat Plusの検索画面 「連想検索」機能

「医療情報の現場での
活用」と入力。
思いついた言葉で検索
できます。文章でもＯＫ

「検索」ボタンをクリック



Webcat Plus 検索結果一覧

検索結果
123914件みつかりま

した。

再検索ボタン

関連ワード
データベース
が連想した
キーワードの
候補



Webcat Plus 検索結果一覧

詳しく見たい本
の名前をクリッ
クします。

検索結果
どんな本が見つかっ
たか、詳しく見てみま
しょう。



Webcat Plus “図書情報”画面

内容・目次が
見られるから、
内容の確認に
とても便利！

もう一つウインドウが
開いて詳細な情報が
見られます。

書誌情報
タイトル、著者、
出版者など・・・



Webcat Plus “図書情報”画面

更に、シリーズ名
や著者名をクリック
すると・・・
同じシリーズの本
や、その著者の本
のリストが表示でき
ます。



Webcat Plus 検索結果一覧

本の名前に、
医療、現場が
入っていないも
のも出てきてい
ます。

検索結果
更に、どんな本が見
つかったか、詳しく見
てみましょう。



Webcat Plus “図書情報”画面

目次に入って
いることばから
検索できた！

本の名前に医療は
入っていないけれ
ど・・・



Webcat Plus “所蔵図書館一覧”画面

全国の大学などの
所蔵情報へのリンク

I.E.の便利な機能



Webcat Plus “所蔵図書館一覧”画面

この本は三重大学にあります。
「三重大のどこ」にあるかは・・・

分かっている本の情報を

利用してMU-OPACで

探す必要があります。



MILAIの検索画面

「蔵書検索」をクリック



WebcatPlusの検索結果画面とMILAIの検索画面

書名（タイトル）やISBN（国際標準図書番号）での検索が便利

書名（タイトル）
「看護・医療系のた
めの情報科学入門」

コード検索ISBN
「4870542110 」



MILAIの検索結果画面

検索結果一覧から
書誌詳細表示へ

桑名市の図書館で
見つかりました！



雑誌論文を探す

温故知新

He that would know what shall be must consider what has been.



どんな論文があるか探すには

→CiNiiや医中誌などの 文献データベースの出番

「癌患者の心理」に関する論文が読みたい

１．文献データベース

どんな論文があるか

どの雑誌のどこに載っ
ているか

２．所在データベース
（OPAC等）

掲載誌がどこにあるか



医学系・看護系雑誌論文は医中誌かCiNiiで探す

◆ CiNii サィニィ

（サイト契約。学内から自由に使えます）

⇒1948年～学術的な論文がキーワードや著者名、
雑誌名で検索できる

⇒日本で刊行された欧文の雑誌論文も検索できる

CiNiiの検索は無料公開されています

(CiNii:http://ci.nii.ac.jp/cinii/servlet/CiNiiTop#）



◇検索例：癌患者の心理についての論文を探す

CiNiiで検索してみます

※参考：「癌」を「がん」あるいは「ガン」にすると
検索結果はどうなるでしょう？

行どうしの
論理演算

行の中の論理演算
どれか含む：ＯＲ
すべて含む：ＡＮＤ

キーワードの種類を指定
レコード全体：全ての項目から検索



詳しく見たい論文名をクリック

CiNiiで欲しい論文をﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ

CiNiiの一覧表示

216件ありました



CiNiiの詳細表示

Ａ：雑誌名と
巻号が重要。

Ｑ：実際にこの文献を読むためには、
どうしたらよいでしょうか？



よくあるまちがい例
×論文名を「書名・雑誌名」で探す

×論文の著者を「著者」で探す

雑誌論文は収録雑誌名で探す！

収録雑誌のタイトルで
検索するのが基本

今度はOPACで雑誌「日本看護科学会誌」を検索します
キーワードは、雑誌のﾀｲﾄﾙ、ISSN、資料区分がポイント！



OPACで雑誌論文の収録雑誌を探す

OPACで論文の収録雑誌の所在を探す

19（2）号（ 2005年 ）は

見当たらないが・・・？

“＋”は原則として
継続して受入の意味
「受入状況」をクリック



OPACで論文の収録雑誌の所在を探す

19（2）号（ 2005年 ）は

看護学習ホールで見る
ことができます。

実際の置き場所がわからない場合
⇒図書館参考調査ｶｳﾝﾀｰへ



電子ジャーナルを探すー本文リンクがある場合

本文リンク等ありの場合

ここをクリック！

続いてここを
クリック！！



「PDF」をクリック

②電子ジャーナルを探すー本文リンクがある場合

本文が表示
されます（＾＾）ｖ



三重大学になかったら・・・

◆他の図書館の雑誌所蔵状況を調べてみ
ましょう
◆MILAI

（三重県下の公共図書館の総合目録）

◆ Webcat Plus

（全国大学等の蔵書検索システム）

※２つとも、OPACの検索画面からリンクされています。


