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Ｉ．はじめに

当院が独立行政法人科学技術振興機構(JST）

作成の文献情報検索システムを利用するように

なって５年が経ちました｡契約した当初はJOIS

という名称でしたが、改良に改良を重ねられ、

現在のJDreamⅡに至ったようです。

JDreamⅡは全てＨ本語で検索でき、海外の

文献でも日本語で内容を知ることができます。

また、MEDLINEファイルの日本語検索が可

能です。

当院では年間契約をしており、ログインＩＤ

とパスワードを入力すれば、２４時間どこからで

も検索することができます｡ただし当院の場合、

｢同時に３回線まで」という制約があり、それ

を超えてしまうと接続不可能となり、時間を空

けて再度接続しなければなりません。では検索

手順について説明いたします。

Ⅱ。検索手順

１．ログインＩＤとパスワード、利用者名を入

力（図１）

ログインＩＤは契約時から間定のものですが、

パスワードは独自で変更することが可能です。

パスワードについては、当院職員以外、例えば

退職された職員が引き続き利用することのない

よう定期的に変更しています。

２．データベースと検索モードの選択（図２）

最も利用頻度の商いJMEDPlus（1981年以降

の日本国内発行の盗料から、医学、薬学、歯科
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蝋飛護学､生物科学などに関する文献情報)は

約364万件収録されています。またMEDLINE

(1966年以降の米国国立大学図:11F館の作成する

医学、看護学、歯学などに関する文献情報）は

約1,300万件収録されています。

検索モードにシンプルモードとコマンドモー

ドの２種類があります。シンプルモードはイン

ターネット検索と同じ感覚で、初めての人でも

簡単に利川でき、コマンドモードはシンプル

モードでは物足りない方のために、より複雑な

検索ができるようです。



ができます。また「ハイライト表示」といって、

検索したキーワードが抄録の中に赤字で表示さ

れる機能があります。肢初に管理者による設定

が必要ですが、抄録中に検索語がどう示されて

いるかが一目でわかり大変便利だと思います。

５．検索終了

検索終了の際には、必ずブラウザの×で閉じ

ずに、ログアウトボタンから終了しなければな

りません。ブラウザから閉じると利用中と認識

され’IiIl線がふさがった状態になり、次に利用

３．検索語を入力（図３）

１つのボックスに複数の検索語を入力するこ

とが可能です。検索語を増やすことによって、

より特定された文献を抽出することができま

す。また発行年、言語、記事区分、発行国、巻

号・ページなどで絞り込み検索も可能です。

４．検索結果の表示（図４）

入力した検索条件とヒット件数、タイトル一

覧が表示されます。そして、タイトルをクリッ

クするとその詳細が表示され、抄録を見ること
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したい方が利用できなかったりしてしまいま

す。そのため当院でも利用者の方には終ｒ方法

を必ず伝えるようにしています。

したが、まだまだ使っていない機能がたくさん

あります。今年４月よりＪDreamⅡとなったば

かりで､私自身も探りながら利用しております。

今後もさまざまな機能を使いこなせるよう努ﾉ』

し、利用者のお役に立てるよう頑張りたいと思

います。
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