
    

             

     

 

 

 

 

        

             

 
              

              
 

              

              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日本本医医学学図図書書館館協協会会  

中中国国・・四四国国地地区区会会  
 
 
 
            ※サービス内容は裏面をご覧ください。 

大学図書館 研究所図書館 病院図書室 

JMLA  

日本医学図書館協会 

地域医療従事者の皆様 

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、各図書館まで直接お問い合わせください。各図書館

までお問い合わせください。 

 

 

 

近隣公共図書館 大学図書館 所属病院図書室 

関連図書館協会等 
連 携 

 雑誌名や書名がわかっている場

合は、インターネットで検索。 

●図書館の目録で所蔵を探す 

●各機関のオンライン蔵書目録

（OPAC）で探す 

●各県内図書館横断検索で探す 

●全国大学図書館等の横断検索

（NACSIS Webcat）で探す。 

http://webcat.nii.ac.jp 

● 国 立 国 会 図 書 館 蔵 書 検 索

（NDL-OPAC）で探す。 

 http://opac.ndl.go.jp 

 

文献所蔵の探し方 

 

 

 図書、論文の入手方法は裏面を

ご覧ください。 

文献の入手方法 

 



 

 

 

 
                 ●図書館の目録で探す 

                 ●各機関のオンライン蔵書目録（OPAC）で図書、雑誌を探す 

                 ●各県内図書館横断検索で図書、雑誌を探す 

                 ●全国大学図書館等の横断検索（NACSIS Webcat）で図書、雑誌を探す http://webcat.nii.ac.jp 

                 ●国立国会図書館蔵書検索（NDL-OPAC）で図書、雑誌を探す http://opac.ndl.go.jp 

                 ●国立国会図書館蔵書検索（NDL-OPAC）で雑誌論文を探す http://opac.ndl.go.jp/index.html 

                 ●PubMed（米国国立医学図書館）で雑誌論文を探す http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 

 

 ●図書館にあれば閲覧、複写が可能な館があります。各館のサービス内容をご覧ください。 

 

 

 ●他の医学図書館や公共図書館へ出向き利用 

                 ※病院図書室は公開していない場合があります。 

                  当館にない文献でも、入手するための方法をお知らせすることができる場合があります。 

                   お気軽に担当者へご相談下さい。 

 

 

 

 ●大学ウｪブサイト上のオープンアクセス文献の利用 

                   大学出版物の公開 

                   大学研究成果の公開（機関リポジトリ） http://JAIRO.nii.ac.jp 

 ●CiNii- NII論文情報ナビゲータの利用 http://ci.nii.ac.jp/  

 ●J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)の利用 

                   http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja 

  ●オープンアクセス外国雑誌 

                   Free Medical Journals  http://www.freemedicaljournals.com/ 

                   PubMed Central  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 

 ●Google Scholar で検索 

                                              

 

 ●データベース作成機関への申込         

                   医学中央雑誌刊行会   http://www.jamas.or.jp/service/service_o/copy.html 

                   科学技術振興機構（JDreamⅡ） http://pr.jst.go.jp/copy_s/copy2.html 

 ●国立国会図書館申込システムの利用 

                   http://opac.ndl.go.jp/index.html 

 ●国内出版社のペイパービュー（論文単位の購入）利用 

 ●海外出版社のペイパービュー（論文単位の購入）利用 

 

 

 ●看護師（日本看護協会会員）は日本看護協会図書館の郵送文献複写が利用可能 

所蔵文献の探し方 

（図書・雑誌）   

文献の入手方法 

（図書・雑誌論文） 

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.1 

中国・四国地区加盟図書館利用 

地域の図書館利用 

インターネット上の利用（無料） 

インターネット上の利用（有料） 

その他の利用 

個人でできる 

文献入手方法 

（図書・雑誌論文） 



 

                             ★各会員図書館のサービス内容   

                               詳細は各図書館に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）                       〇島根大学医学図書館（出雲市塩冶町 89-1）   

  TEL: 0859-38-6462     FAX: 0859-38-6469                    TEL: 0853-20-2094      FAX: 0853-20-2095 

  ホームページ：http://lib.med.tottori-u.ac.jp/                       ホームページ：http://lisa.shimane-u.ac.jp/ 

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

                                                                

                                                         

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）           〇川崎医科大学附属図書館 （倉敷市松島 577 ）  

  TEL: 086-235-7053/7050  FAX: 086-235-7432                    TEL: 086-464-1158      FAX: 086-463-6578 

  ホームページ：http://www.lib.okayama-u.ac.jp/shikatalib/index.html        ホームページ：http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/campus/05.html 

  E-mail: cg7053@adm.okayama-u.ac.jp                         E-mail:  medtosho@med.kawasaki-m.ac.jp  

      

 〇広島大学霞図書館 （広島市南区霞 1 丁目 2-3 ）                  〇山口大学図書館医学部図書館 （宇部市南小串 1-1-1）                                               

  TEL: 082-257-5902/5903  FAX: 082-257-5904            TEL: 0836-22-2142     FAX: 0836-29-0003 

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

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

        

       

〇放射線影響研究所図書館 （広島市南区比治山公園 5-2）              〇中国労災病院図書室 （呉市広多賀谷 1-5-1）  

  TEL: 082-264-1335      FAX:: 082-261-3172                   TEL: 0823-72-7171      FAX: 0823-74-0371 

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

                                             

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

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） 

郵送複写受付 ○ 郵送可（現金書留等）FAX・メールで依頼可能 

レファレンス ○ 平日開館の 9：00-17：00 まで受付 

その他 ○ PC 利用可（登録要） 

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ○ 利用者登録が必要 

来館複写受付 ○ 時間： 

郵送複写受付 ○ 所属機関経由で申込み 

所属機関経由ができない場合、島根県内の医

療従事者は直接申込み可 

レファレンス ○ 平日の 9：00-17：00 まで受付 

その他 ○ PC 利用可（登録要ですが、現在準備中） 

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 × 学外の方への貸出は行っておりません 

来館複写受付 ○ 時間：開館時間中。セルフサービスで利用可能 

郵送複写受付 ○ 所属機関経由でお申し込み下さい。 

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。 

古医書集成を閲覧されたい場合、事前にお問

合せ下さい。 

閲覧 ○ 医療従事者としての身分を証明するもの提示 

貸出 ×  

来館複写受付 ○ 時間：8：30-17：00、 セルフサービス 

郵送複写受付 ○ 所属機関からの申込可 

（料金後払い、郵便振替） 

レファレンス ○ 電話（8：30-17：00）、メール 

その他  所蔵館の少ない資料についてはその都度相談

してください。 

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： 

館内資料はセルフサービスで複写可     

郵送複写受付 ○ 所属機関から申込可（料金前払い、現金書留ま

たは郵便為替（無記名） 

レファレンス ○ 平日の 9：00-17：00 まで受付 

その他   

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ○ 利用証発行者 (現住所証明できるものが必要) 

来館複写受付 ○ 時間：        

館内資料はセルフサービスで複写可 

郵送複写受付 ○ 所属機関から申込可 (ﾒｰﾙ、FAX による受付、

料金前払い、現金書留) 

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できません 

閲覧 ○ 開館時間内利用可 

貸出 ×  

来館複写受付 ○ 時間：開館時 館内資料はセルフサービスで可

能 

郵送複写受付 ○ 平日の 8：30-17：00 まで受付 

レファレンス ○ 平日の 8：30-17：00 まで受付 

その他   

閲覧 ○ 身分証明書の提示 

貸出 × 職員のみ 

来館複写受付 ○ 時間：8：15-16：00 

郵送複写受付 ○ 郵送可、FAX・メール・電話による依頼受付 

レファレンス ○ 平日の 8：15-16：00 まで受付 

その他   

中国地区 



〇国立病院機構 呉医療センター図書室 （呉市青山町 3-1）             〇倉敷中央病院図書室 （倉敷市美和 1-1-1） 

  TEL: 0823-22-3111      FAX: 0823-23-8629                    TEL: 086-422-9271      FAX: 086-422-9271 

       E-mail: mk7101@kchnet.or.jp                                                

 

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                                           

                                         

 

 

 

 

 

 

                            

★各会員図書館のサービス内容 

                                        詳細は各図書館にお問い合わせください。★ 

 
〇徳島大学附属図書館蔵本分館 （徳島市蔵本町 3-18-15）            〇香川大学図書館医学部分館 （香川県木田郡三木町大字池戸 1750-1）   

  TEL: 088-633-7415      FAX: 088-633-9590                     TEL: 087-891-2085       FAX: 087-840-2051                                  

  ホームページ：http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/kura.shtml              ホームページ：http://www.med.kagawa-u.ac.jp/ l̃ibin/index.htm 

  E-mail: k-sien@lib.tokushima-u.ac.jp                             E-mail: tosho3@med.kagawa-u.ac.jp                                    

  

〇愛媛大学図書館医学部分館 （愛媛県東温市志津川）                

    TEL: 089-960-5483       FAX: 089-960-5484                      〇高知大学総合情報センター(図書館)医学部分館 （南国市岡豊町小蓮） 

  ホームページ：http://www.lib.ehime-u.ac.jp/IGAKU/                 TEL: 088-880-2269       FAX: 088-880-2175 

  E-mail: medlib2f@lib.ehime-u.ac.jp                                     ホームページ：http://www.kochi-ms.ac.jp/ õf_lbrry/                                  

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

 

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         

       

 

  

  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  
                              （平成 22 年 11 月版） 

閲覧 ○ 事前申請要 

貸出 × 職員のみ 

来館複写受付 ○ 時間：平日 9：00-16：00（事前申請要） 

郵送複写受付 ○ 所属機関から FAX にて申込可 

レファレンス ○ 平日 9：00-16：00 

その他   

閲覧 ○ 開室時間内利用可（8：30-17：30） 

貸出 ○ 地域連携登録医 

来館複写受付 ○ 時間：開室時間内（申請要） 

郵送複写受付 ○ 地域連携登録医、所属機関からの申込可 

レファレンス ○ 平日の 9：00-17：00 まで受付 

その他 ○ PC 利用可 

閲覧 ○ 開室時間内利用可 8：30-17：15（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

（申請要） 

郵送複写受付 ○ 郵送可能 

レファレンス ○ 開室時間内可 8：30-17：15 

その他 ○ PC 利用可（申請要） 

閲覧 ○ 開館時間内利用可能 

貸出 ○ 利用者登録され、図書館で貸出返却可能な方 

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 

郵送複写受付 × 大学図書館、公共図書館を通じた依頼のみ可 

レファレンス ○ 平日開館の 8：40-17：00 まで受付 

その他 ○ PC 利用可（登録要） 

閲覧 ○ 開館時間内の利用に限る 

貸出 ○ 利用願の提出により、貸出可能な利用証を発

行（要身分証） 

来館複写受付 ○ 時間：有人開館時間内 

館内資料はセルフサービスで複写可能 

郵送複写受付 ○ 郵送、FAX による依頼可能 

レファレンス ○ 平日開館の 8：30-17：15 まで受付 

その他 ○ PC 利用可能 

閲覧 ○ 開館時間内利用可能 

貸出 ○ 利用者登録され，図書館で貸出返却可能な方 

来館複写受付 ○ 時間：開館時間内利用可 セルフサービス 

郵送複写受付 ○ 所属機関から申込可             

レファレンス ○ 平日開館の 9：00-17：00 まで受付 

その他   

閲覧 ○ 開館時間内利用可能  

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 

郵送複写受付 ○ 所属機関図書室（係）経由で FAX,郵送による

依頼可 

レファレンス ○ 月-金 9：00-17：15 

その他  月末閉館（午前半日）あり 閲覧 ○ 開室時間内 8：30-17：15 

貸出 × 職員、入院患者、登録医のみ 

来館複写受付 ○ 時間：8：30-17：15 

郵送複写受付 ○ 郵送、FAX による申込可           

レファレンス ○ 平日開室時間内受付 8:30-17:15 

その他 ○ PC 利用可能。印刷不可 

四国地区 


