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設置の目的

連合会所属病院の職員の利用に供するため、また、職員の医学知識などを向上
させ、研究を遂行して行く上で役立つことを目的に、昭和35(1960)年10月、
「国家公務員共済組合連合会中央図書室の設置並びに運営規程」に基づき、国
家公務員共済組合連合会中央図書室が虎の門病院内に設置されました。

設置までの経緯

北海道から九州まで日本各地にある連合会病院の規模は様々であり、それぞ
れ図書室を有しているものの、経済的な面から職員が必要とする医学書・雑誌
等資料を十分に備えることは不可能でした。

また、各図書室が保有する医学図書等が重複することは無駄でもあるという
点から、できるだけ多くの医学資料を集中的に中央の一カ所に整備し、それを
連合会全病院で平等に、そして簡便に活用できることを目的とし、設置される
運びとなりました。
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連合会中央図書室



中央図書室HP

連合会の全病院向けに公開しています。
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http://www.kkr-library.jp

http://www.kkr-library.jp/


利用にあたって
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中央図書室

住所: 〒105-8470
東京都港区虎ノ門2-2-2 虎の門病院内 9F

開室： 平日 8:30 - 17：00（職員による対応時間帯）

閉室： 土曜日、日曜日、祝日、開院記念日（５月２０日）、
年末年始、蔵書点検期間（随時）

サービス対象：連合会所属病院職員

持ち物： 連合会所属病院職員であることが確認できる身分証明書

利用方法：防災センターに身分証をご提示いただき、セキュリティー
カードを受け取って9階職員エリアまでお越しください。
（スライド28ご参照ください）



目次

1. 中央図書室の蔵書について

2. 蔵書検索・貸出について

3. 文献を探す

4. 電子ジャーナルの紹介

5. 文献を取り寄せる

6. 電子リソース検索

7. その他、医学関連データベースの紹介

8.  レファレンスサービス、文献検索指導

5



1.中央図書室の蔵書について
1-1.雑誌・図書の配架場所

雑誌 1996年以降の医学系学術雑誌を所蔵
※所蔵範囲はタイトルによって異なります

新着雑誌架 最新1年分の和雑誌を配架

製本雑誌架 和・洋製本雑誌を配架

図書 主に医学およびその関連領域における専門書等

図書書架 ガイドライン・教科書類・参考図書（辞書等）
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中央図書室では、主に医学およびその関連領域における専門書等の
学術系資料を収集・整備し保存、提供しています。



1-2. 図書購入申込み

 必要事項を「中央図書室図書購入申込票」に記入し、内容が分かるパンフレット類を

添付してください。

 購入希望図書の選定は「図書委員会」で行います。※申込者には選定結果の可否を連
絡します。
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中央図書室の蔵書として必要な
資料が対象となります

申込票は中央図書室HP→サービス案内→図書購入申込
からダウンロードできます。



・３つの語句まで入力可能。
・スペースで区切って入れる 例：「今日 治療」

検索結果（例）
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2. 蔵書検索・貸出について
2-1. 図書の所蔵を調べる 「所蔵目録OPAC」



2-2. 図書の貸出
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貸出冊数・期間

貸出冊数： 1人5冊まで

貸出期間：発送・返却に要する日数を含め20日間

※返却の際の送料のみ、ご所属病院の負担となります。

申込み方法

「図書貸出申請書」に必要事項をご記入いただき、ご所属病院の図書室

よりお申し込みください。

中央図書室HP → サービス案内 →  図書の貸出



3．文献を探す
3-1.検索データベースの利用
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文献検索データベース：

ある特定の文献を探すために、著者名、論題名、掲載雑誌名、巻・号・頁、
発行年などの書誌事項を抜きだして編集したデータベース。
これらを利用することによって、効率よく文献を探し、収集することができ
ます。
※文献検索データベースは、雑誌に掲載された論文情報を探すためのツールであ
り、電子ジャーナルの全文を閲覧するデータベースではありませんのでご注意く
ださい。

[日本語文献]

医学中央雑誌Web版

JDreamⅢ

最新看護索引Web

[外国語文献]

PubMed (KKR専用）

MEDLINE（EBSCO/Ovid)

CINAHL 

※医中誌Webは契約病院のみ



3-2. 医中誌WEB （契約病院のみ）

・ 収録件数は約1000万件以上

・ 収録年代:1959年～

・ 検索結果にあるリンクアイコンから

フルテキストを利用できる。
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国内発行の医学・歯学・薬学およびその
関連領域の定期刊行物、大学・研究所・
病院等の紀要、研究報告書を収載。会議
録が多い。

IP認証 or ID/PW認証

契約の有無、ID/PWについてはご所属病院の担当者にお尋ねください



3-3.

・国内発行の医学・薬学・歯科学・看護学・生物
科学・獣医学に関する定期刊行物に掲載された
論文（会議録を含む）情報を収録。

・収録件数は約6,000万件以上
収録年代：1981年～

・検索結果にあるリンクアイコンからフルテキスト
を利用できる
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JDreamⅢ
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IP認証 or ID/PW認証

契約の有無、ID/PWについてはご所属病院の担当者にお尋ねください



3-4. KKR専用

リンクリゾルバとは、文献を検索した
結果から、当契約している電子ジャー
ナル等の全文を利用できる文献を自動
的に探し、リンクするシステムです

※通常のPubMedではありません。
PubMedをご利用の際には必ず
“中央図書室のHPにあるKKR専用
PubMed” からログインしてください。

を、クリック

PubMed（リンクリゾルバ対応）
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ID/PWについてはご
所属病院の担当者にお
尋ねください



4. 電子ジャーナルの紹介
4-1. 連合会全体で利用可能
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各病院図書室から使える医学とその周辺分野のオンラインジャーナル

(1) 「EBSCOhost MEDLINE complete」
(2) 「Journals@Ovid」
(3) 「ProQuest」
(4) 「Springer」
その他、無料で全文を利用できるジャーナルもリンクしています。
(5) 「Free Medical Journals」「MISCELLANEOUS_EJOURNALS」etc…

ID/PWについてはご所属病
院の担当者にお尋ねください

現在、中央図書室では約5,000タイトル以上の電子ジャーナルを連合会全体で
利用できるよう契約しています。(一部閲覧制限有り）

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&Group=main&Profile=cochrane
http://gateway.ovid.com/
http://global.umi.com/pqdweb/
http://www.freemedicaljournals.com/


・ 国内の医学関連分野の雑誌 論文・全文データベース。 約1000タイトル以上を収録。

・ 医学中央雑誌Web版、JDreamⅢの検索結果からリンクし、全文をダウンロードできる。

・ IP認証もしくはID/PW認証（契約の有無、ID/PWについてはご所属病院の担当者に

お尋ねください）
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4-2. Medical Online（契約病院のみ）



・ 医学書院発行の医学・看護・リハビリテーション分野を中心とした雑誌

61タイトル、2003年（一部2004年）以降の全文データを収録

・ IP認証（契約の有無についてはご所属病院の担当者にお尋ねください）
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4-3. Medical Finder（契約病院のみ）



5. 文献を取り寄せる
5-1. 文献複写依頼について
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ご所属の病院で入手することのできない文献は、中央図書室に複写依頼をし、
コピーを取り寄せることができます。

①ご所属病院に冊子体の所蔵、もしくは電子ジャーナルの契約がない

② “連合会病院全体で利用可”の表示がない
（主にEBSCO・Ovid・ProQuest・Springerは連合会全体で利用できます）

③インターネット上に無料公開していない

上記3点を、文献検索の結果からKKRリンクでご確認の上、(                             )
よりお申し込みください。

申込件数：1日最大20件まで
お届けまでの所要日数：4～10日間

ご所属病院で入手できる文献は（冊子
体・オンライン共に）、ご自身で入手す
るのが最短ルートです！
※中央図書室に複写申込みをされても対
応できませんのでご注意ください。※文献複写のお申し込みは、原則としてオン

ラインのみです。



5-2. 依頼方法
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文献複写依頼

① 中央図書室HPの文献検索データベース：KKR専用PubMed、医中誌Web

版、JDreamⅢの検索結果画面から中央図書室へ複写の申込ができます。
→（ ）

複写依頼のチェックは、午前と午後の2回です。お急ぎの場合はメモ欄に
その旨ご記入いただき、必ずお電話にてご連絡ください。

※お急ぎの当日受付分は午後2：00まで、それ以降は翌開室日の受付となります。

② 上記文献検索データベースの契約がない、もしくはインターネットから
申し込みができない文献に限り、FAXでもご依頼いただけます。書誌事項
を正確にご記入の上、03-3584-0423 へお申し込みください。

中央図書室HP→サービス案内→文献複写→「文献複写サービス券」



5-3. 文献複写依頼時の注意事項

19

その他 注意事項

国内に所蔵がない文献もあります。その場合、取り消しにするか、外国に依頼（約
1ヶ月要します）するかを必ず記入してください。

国内に所蔵館のある資料は約1週間で入手できます。お急ぎの場合には、必ず入手
希望日をご明記下さい。

※お急ぎの当日受付分は午後2：00まで、それ以降は翌開室日の処理となります。

※他館への文献複写依頼は、相手館のルールに基づき運用されている為、ご希望に
添えない場合もありますのでご注意下さい。

会議録の依頼について

会議録につきましては原則お申し込みをお断りしております。
文献検索データベース（医中誌Web・JDreamⅢ）で資料区分を
ご確認いただいた上、他に代わる資料がないという場合のみお申込み
ください。※その際はオンライン申し込むフォーム“メモ欄” (複写サービス券の
場合は枠内)にその旨ご記入ください。



5-4. 文献複写申込 ― 検索結果から
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中央図書室HPの文献検索データベース：KKR専用PubMed,医学中央雑誌Web版、
JDreamⅢの検索結果画面（KKRリンク）から文献複写の申込みができます。
→（ ）をクリック。

・国内に所蔵があれば約1週間～10日で入手できます。
・複写依頼のチェックは、午前と午後の2回です。お急ぎの場合は

メモ欄にその旨ご記入いただき、必ずお電話にてご連絡ください。

※中央図書室の複写サービスは、以下3点
の文献に限らせていただいております。

①ご所属病院の図書室に所蔵・契約のない
文献 ②連合会の全病院向けに提供してい
る電子ジャーナルサイトでダウンロードで
きない文献 ③無料公開されていない文献



5-5. 文献複写申込 ー 複写サービス券

 複写サービス券は中央図書室HPの「サービス案内」

から｢複写サービス券」をダウンロード できます。

 国内に所蔵があれば約1週間～10日で入手できます。

 お急ぎの場合は入手希望日を記入してください。
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オンラインから申込むことができない文献 は、「複写サービス券」に必要
事項を記入してお申込みください。他の機関より文献の取り寄せをします。

※お急ぎの当日受付分は午後2：00まで、それ以降は翌開室日の処理となり
ます。

他館への文献複写依頼は、相手館のルールに基づき運用されている為、
ご希望に添えない場合もありますのでご注意下さい。



5-6. 著作権について

当室は、図書館での文献等の複製を認めている著作権法３１条(第五款著

作権の制限：図書館等における複製）の「図書館その他の施設で政令で

定めるもの」に該当していません。そのため、中央図書室での文献複製は、

著作権法30条「私的利用のための複製」の範囲となります。

著作権法第30条「私的利用のための複製」は、著作権者の承諾を得なくて

も著作物を利用できる行為として、「個人的に、または家庭内、その他こ

れに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義されています。

つまり、一般的には私的使用を目的としており、文献の複製は利用者ご自

身による複製行為しか認められていません。

当室に所蔵のない資料については、「私的使用」をされる方々の求めに

応じて、図書室担当者が代行して資料を所蔵する施設に複製を依頼し、

届いた複製物をお渡しすることになります。

なお、当室が依頼する外部の図書館(主に大学図書館)では著作権法31条

で文献の複製を認められています。
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6.電子リソース検索
電子ジャーナル・ブックを探す

・ タイトル欄に、雑誌の略称または

フルタイトルを入れる。

⇔ 例 「Circulation Journal」

のリンク先を探す

 point 1: 大文字・小文字の区別は不要

 point 2: 検索条件にチェックを入れる

初期値は「を含む」に設定
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ID/PWについてはご
所属病院の担当者にお
尋ねください

「KKR Library e-Journal List 」



7.その他、医学関連データベースの紹介
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DynaMed Plus®とは

DynaMed Plus® は多忙な臨床医・医療従事者が、日々の限られた時間の中で最新の根
拠に基づいた医療情報を効率的に参照することができるEBM診療サポートツール

・IP認証 or ID/PW認証

・連合会全体で利用可

・ ID/PWについてはご所属病院の担当者
にお尋ねください

7-1.DynaMed Plus



・ Cochrane は、コクラン共同計画の
SystematicReviewsを中心とした
DBです。

・ Evidence-based Medicineの

情報インフラストラクチャーとして

エビデンスの高いDBです。

・ IP認証 or ID/PW認証 連合会全体

で利用可。 ID/PWについてはご所属

病院の担当者にお尋ねください
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7-2.Cochrane Library



7-3. 今日の診療WEB版（契約病院のみ）

・「今日の治療指針」「今日の診断指針」「治療薬ﾏﾆｭｱﾙ」など 診断・治療用のテ
キストおよび医学辞書を収録

・ IP認証
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契約の有無についてはご所属病院の担当者にお尋ねください



8. レファレンスサービス、文献検索支援

・ 特定のテーマに関する資料・報告書・統計等を探す

・ 書誌事項の不足・記述違いなどで文献を特定できない

・ 検索の仕方がわからない

・ ご自身で行った検索の結果に満足できない
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このような場合には司書が調査または検索のお手伝いをい

たします。どうぞお気軽にご相談ください。

中央図書室HP→サービス案内→文献検索から「オンライン文献検索申込書」をダウンロードできます。



セキュリティー
カードでご通行く
ださい。

●中央図書室所在地●

28


