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説明：附属図書館 利用支援係

医学総合特論
文献検索に関するオリエンテーション



本日の講義内容 Today’s content

 はじめに (Introduction)

 論文検索・文献入手 (Database Searching ・ Accessing Full-Text)

PubMed / Scopus / くるくるリンカー

 適切な投稿雑誌を選ぶ (Select the Journal to submit)

Journal Citation Reports(JCR) （Impact Factor : IF）

 出版倫理・引用 (Publication ethics and Citation)

 文献を管理して利用する
(Reference management & bibliography creation)

EndNote basic
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研究における文献検索 Literature search

研究テーマ

選定

研究活動

実験・データ収集・分析

発表

論文執筆・学会発表

文献検索
文献検索

文献検索

先行研究のレビュー
デザイン・方法の参考

最新動向の確認

研究状況の調査
下調べ

研究活動のさまざまな場面で文献検索が必要



何を求めて検索するのか
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ちょっと調べもの
データを探す
似たような研究例を探す

発見的
検索

系統的
検索

先行研究の調査
システマティックレビューをするとき
診療ガイドラインを作成するとき

参考）諏訪敏幸著, 2013『看護研究者・医療
研究者のための系統的文献検索概説』

「検索」のタイプ Types of search



発見的検索 Heuristic search

 日常的におこなわれている検索

→ ほとんどが「発見的検索」
• 京都駅までの行き方は？

• この用語の意味は？

 ある問題について役に立つ情報を見つける
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 簡単に – キーワードでさくっと検索
 短時間で – 適当な情報が出たらそれでOK
 答えは１つ、または少数でよい

Google検索が代表的コツあり



Google検索のTips

• 含めないキーワードを指定する keyword exclude

→キーワードの前に-(マイナス)を挿入

例 グルコサミン␣–サプリメント

• 語順も含め完全に一致 exact match

→キーワードを””(二重引用符)で囲む

例 “腹腔鏡下手術合併症”

※␣は半角スペースを表します

これをしないと自動的に
キーワードを分解して検索する
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Google検索のTips

• 国の機関のサイトを探したい →␣site:go.jp
他にも…大学・研究機関は .ac.jp

団体は .or.jp .org など

• PDFファイルを探したい →␣filetype:pdf
Wordファイルなら .doc .docx
Excelファイルなら .xls .xlsx など

• タイトルにキーワードが入っているサイト

→intitle:末梢神経疾患 7
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系統的検索 Systematic search

 網羅的に Exhaustively

→ 全体的な状況、全体像を知る Get overall of the research

 主題検索（内容で探す）がメイン – 統制語を使う
Subject search – Using cotrolled term

 キーワード検索は補助的に + Keyword search 

 検索者が検索過程をコントロールする
Control search process

 １ステップずつ、検索を組み立てる – 件数やヒッ
トした内容も確認しつつ

Search step by step & confirm search results

 検索履歴を残す – 透明性・再現性
Save search history – transparency, repeatability



滋賀医大で利用できるデータベース&ツール
Medical Databases&Tools for SUMS Members
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Name Language / Notice
PubMed （MEDLINE）[free] English

Ovid MEDLINE English / 同時アクセス3

Ovid EBM Reviews
（Cochrane Library, ACP Journal Club）

English / 同時アクセス2

Scopus English

EBSCO CINAHL English / 同時アクセス1
看護学分野

医中誌 Japanese / 同時アクセス8

CiNii Articles [free] Japanese

UpToDate English *検索は日本語も可能
VPN不可

Journal Citation Reports(JCR) English
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・Scopus
引用文献データベース

・Ovid MEDLINE
・医中誌web
・Ovid EBM Reviews

CochraneLibraryを収録

・EBSCO CINAHL
看護学分野

・CiNiiArticles
日本語文献

参考）

・Google Scholar

・PubMed
・UpToDate

データベースの特性
Characteristics of Database

専門的
specific

学際的
interdisciplinary

大阪大学付属図書館, 『研究生活に役立つ
図書館の使い方 2018』 p.3を参考に作成

系統的
systematic

発見的
heuristic



データベースの特性
Characteristics of Database

11
DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing preappraised evidence: fine-tuning 
the 5S model into a 6S model. Ann Intern Med. 2009;151:JC3-2. doi: 
10.7326/0003-4819-151-6-200909150-02002

Systems
システム

Summaries
まとめ

Synopses of Syntheses
統合概要

Syntheses
統合

Single Studies
研究

6Sモデル：日本語訳

Synopses of Single Studies
研究概要

教科書・ガイドライン

システマティックレビュー

個々の研究

参考）福岡敏雄（大原記念倉敷中央病院）
JMLA分科会EBM入門「医学情報を見極める」(2014.5.31)

McMaster University Health Sciences Library
https://hslmcmaster.libguides.com/ebm

→ UpToDate

→ CochraneLibrary
（Ovid EBM Reviews）

→ PubMed
Scopus

まとまった情報
汎用性が高い

個々の情報
具体性が高い

エビデンスの検索

抄録ジャーナル

→ ACP Journal Club
（Ovid EBM Reviews）
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ツール/検索方法の使い分け
Use tools & types depends on the situation

研究テーマ

選定

研究活動

実験・データ収集・分析

発表

学会発表・論文執筆・投稿

文献検索
文献検索

文献検索

先行研究のレビュー
デザイン・手法の参考

最新動向の確認

研究状況の調査
下調べ

目的や場面に応じてツールと検索方法を使い分ける

PubMed
Scopus

UpToDate

PubMed
Scopus

JCR
EndNote 

basic
PubMed
Scopus
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附属図書館ウェブサイトへ Library website

講座・施設

センター・施設など 附属図書館

English site 

Departments Library
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附属図書館ウェブサイト Library website

データベース 学習・研究サポート

よく使う
リソース



SUMS Library English Website
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PubMed

Scopus

Procedures CONSULT
UpToDate

Journal
Citation
Reports

EndNote Basic



論文検索・文献入手
Database Searching / Accessing Full-text

PubMed
くるくるリンカー Article Linker
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PubMedとは What is PubMed?
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 米国国立医学図書館が作成して、インターネット上で
無料公開されている、世界の主要な医学雑誌に掲載
された学術論文を調べることができるデータベース
PubMed is the U.S. National Library of Medicine’s search system for 
health information. It is available free on the Internet.

 約2,900万件の文献データを収録
PubMed comprises more than 29 million citations for biomedical 
literature from MEDLINE, life science journals, and online books.

 文献データにはフルテキストへのリンクがある
Citations may include links to full-text content from PMC (PubMed 
Central) and publisher web sites.



PubMedのデータ PubMed Content
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検索できるデータ

 MEDLINE
1946年から現在までの世界中の5,200誌以上の文献データ
を収録

Time coverage: generally 1946 to the present
Source: currently, citations from over 5,200 worldwide journals

 MEDLINE収録前の最新データ
In-process citations that have not yet been indexed for MEDLINE

 MEDLINE収録対象外データ等
Citations never become MEDLINE records because they are out-
of-scope from certain MEDLINE journals



PubMedへのアクセス Access to PubMed
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 附属図書館Webサイト上の PubMed 滋賀医大
専用入口 から利用しましょう

この専用入口からアクセスすることにより、図書館が
提供している電子ジャーナル本文リンクへのアクセス
や様々なサービスが利用できる

PubMed滋賀医大専用入口 / PubMed SUMS Library Special Link
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijpsumlib



PubMedを自宅で使う場合
When You Use Library E-resource at Home
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 学外から電子ジャーナルやデータベースを
利用するには、VPN接続が必要です

1

2

4

5

6

3

VPN接続中



PubMed 検索トップページ
PubMed Searching
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画面上部のサーチボックスに
検索語を入力する
To search PubMed, enter the terms 
in the search box

検索マニュアルや各種ツールへのリンク
Links to the search manual and various tools



検索のルール（1） Search Rules
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 複数の検索語がある場合 Plural search terms
＊スペースで区切って入力 Separate each word with a space

ex.) allergic rhinitis seasonal

 著者名で検索する場合 Search by Author
＊ラストネームはフルで、ファーストネームとミドルネームは
イニシャルで入力 Enter the author’s last name plus initials
ex.) nagata s / smith ja

＊2002年以降出版の文献は、フルネームで検索可能
Full author name for articles published from 2002 forward is available
ex.) nagata satoru

 雑誌名で検索する場合 Search by Journal Title
＊完全な雑誌名でも、略誌名でも検索可能

Full titles or title abbreviations
ex.) new england journal of medicine

n engl j med



検索のルール（2） Search Rules
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 前方一致検索 Prefix Search
＊検索語の最後にアスタリスク(＊) をつけると、語尾変化のある

単語をまとめて検索 Enter a word followed by an asterisk (*) to search for
all terms that begin with the word

ex.) endocrin*→ endocrine, endocrinology, endocrinopathy, ...など

 熟語（フレーズ）の検索 Search for a Phrase
＊ダブルクォーテーションで囲む Enclose the phrase in double quotes

ex.) “Kidney allograft”

 ストップワード Stop Words
＊ストップワードは検索対象外 Stop words are ignored in the search

ex.) a, by, can, for, the, ...など

 論理演算子（AND, OR, NOT) Boolean Operators
＊演算子は大文字入力 Enter Boolean operators in uppercase characters

ex.) vitamin c AND common cold
kidney cancer OR renal cancer



A B A B

AND検索 OR検索

A AND B A OR B

NOT検索

A B

A NOT B

論理演算子 Boolean Operator

24



キーワード検索 Keyword Search
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 サーチボックスに検索語を入力し、[Search] をクリック

ex.） breast cancer

検索語を入力すると、

関連する候補語が表示
される

Automatic suggestions will 
display as you type your 
search terms. 



検索結果一覧 Search Results
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検索結果

デフォルトでは、文献データが
Summary形式、1ページ20件、

データ収録の新しい順に表示
される

PubMed search results are initially 
displayed in a summary format, 20 
items per page, and sorted by 
recently added citations listed first.



"Search details" の [See more…] から、検索式の
詳細を確認することができる
Check the search process at "Search details"

検索式の確認（1） Search Details

27
[See more...] で
さらに詳しく



検索式の確認（2） Search Details
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PubMedの自動変換 (Automatic Term Mapping) に
より、検索語が自動的に統制語 (MeSH) に翻訳され、
より正確で網羅的に検索される仕組みになっている

PubMed optimizes searches by Automatic Term 
Mapping. If a query includes a term that maps to a 
MeSH term, the term will be searched as the MeSH
term as well as a text word. 

裏側で自動的にこれだけの
処理がされている！

MeSHについては

後ほど詳しく



検索結果の表示形式を変更
Display Settings
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 画面上部 [Format] [Sort by] [Per page] から選択

To retrieve more information about the search results, use the Display 
Settings menu to change the view to the Abstract or MEDLINE formats.

表示形式 表示順 1画面の
表示件数



表示形式の種類 ① Format 1 : Summary
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著者名

収載誌名、出版年月、巻号、
ページ、DOI、本文言語

関連文献

PMID（PubMed番号）
これだけで検索可能

本文が英語以外の場合
前後に [ ] がつく

文献タイトルが詳細表示へのリンクになっている
To view an Abstract format of the record, click on the title link 

Summary形式



表示形式の種類 ② Format 2 : Abstract

31本文へのナビゲートリンク
The link icon navigating full text

Abstract形式



表示形式の種類 ③ Format 3 : MEDLINE
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MEDLINE形式
•全ての文献データがタグ付きで
表示

•この形式で保存したテキスト
ファイルは、文献管理ソフト
「EndNote」に取り込むことが
できる



① 検索語を追加する Add more search terms

検索結果の絞り込み（1）
Refine Search Results
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② フィールドを限定する Use search field tags

追加する検索語として、therapy（治療）、
prevention（予防）、diagnosis（診断）、
prognosis（予後）、etiology（病因）なども有効

・著者名 Author shiota k [au]
・雑誌名 Journal j biol chem [ta]
・出版年 Publication Date

2019 [dp], 2015：2019 [dp]
・所属 Affiliation
shiga university of medical science [ad]

・言語 Language english [la]
・文献の種類 Publication Type review [pt]
・MeSH用語 MeSH Terms

hypertension [mh]
・タイトルと抄録 Title/Abstract 

breast cancer [tiab]

タグを[ ] でくくる

 おもなタグ Tags

Advanced Search [Builder] 
で指定することも可能



③ Filterを使う Use filters

・Article types：文献の種類

・Text availability：本文入手

・Publication dates：出版日付

・Species：人間/動物

・Languages：言語

・Sex：性別

・Subjects：主題

・Journal categories：雑誌のカテゴリ

・Ages：年齢

・Search fields：検索フィールド

Filter

検索結果の絞り込み（2）
Refine Search Results

34

メニューに表示されていない場合

① [Show additional filters] をクリック

② Additional filters から追加したい条件を
チェックして、[Show] ボタンをクリック



Filter は解除するまで有効
Filters are applied until you turn them off

[Customize…] から [Randomized Controlled Trial] を
選択し、[Show] ボタンをクリックすると、メニューに表示
される

Filters
・Publication dates： [5 years]
・Languages： [English]
・Article types： [Randomized Controlled Trial]

例：「最近5年間に英語で書かれたランダム化比較試験の文献」

検索結果の絞り込み（3）
Refine Search Results
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フィールド指定/履歴検索 Advanced Search
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サーチボックス下の
[Advanced] をクリック

Builder
• フィールドを指定し、キーワードを入力
• AND, OR, NOT を選択

History
• 検索履歴が表示される (8時間有効)
• 履歴を利用した再検索ができる
＊「#0」はクリップボードに保存したデータ

検索式が表示される

検索結果に遷移せず「History」に追加される
→ さまざまな検索語を試したいときに便利



フィールド指定/履歴検索 Advanced Search
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 フィールド指定

① Builder の検索項目を [Title/Abstract] に
して、breast cancer と入力

② [Add to history] をクリック

③ History に検索式と検索件数が表示される

[Search] をクリックすると検索が実行され、検索結果画面が表示される

例：タイトルまたは抄録にbreast cancer が含まれる文献



フィールド指定/履歴検索 Advanced Search
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 履歴検索

③ History に検索式と検索件数が
表示される

例：Historyから「breat cancer または mammary cancer」という検索式をつくる

① History #1と#2の [Add] をクリック
→ Builder にキーワードが追加される

② Builderのプルダウンから [OR] を
選択し、[Add to history] をクリック



検索結果の印刷 Printing
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• 検索結果を印刷する場合、ブラウザ
の印刷機能を使用する

• 印刷したい文献データのチェック
ボックスにチェックをいれ、Display 
Settingsで表示形式を選択すると、

チェックした文献のみが表示されて
印刷できる

After checking the citations you want to 
print and select a Display Settings option, 
print directly from the web browser .



検索結果の保存 Downloading Results
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検索結果をテキストファイルとして保存する
場合

① [Send to] をクリックし、File を選択
② [Format] と [Sort by] を選択
③ [Create File] をクリック

＊EndNote に取り込む場合は、
Format "MEDLINE" を選択



クリップボードに保存 Clipboard
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検索結果を一時的に保管する場合

① [Send to] をクリックし、Clipboard を選択
② [Add to Clipboard] をクリック

＊クリップボードには、500件まで保存される
（8時間有効）

＊重複データは自動的に除去される

「確認済み」のしるしにも



検索結果をメールで送信する場合

① [Send to] をクリックし、E-mail を選択
② [Format] と [Sort by] を選択
③ E-mail アドレスを入力
④ 「私はロボットではありません」にチェック

→ 確認のための画像が表示される
⑤ [E-mail] をクリック ＊200件まで送信可能

メールで送る Send E-mail

42

こんな感じで届きます
E-mail from NCBI



「Free」「Open Access」等表示されたアイコンは

無料で本文を入手可能

文献を入手するには（1）
Accessing Full-Text
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検索結果より、文献の詳細（Abstract形式）に表示される
アイコンに注目！

雑誌の発行元へのリンク
本文が入手可能な場合あり

本文が入手可能かチェック！



くるくるLinker：データベースの検索結果から
本文へとナビゲートするリンクツール

文献を入手するには（2）
Accessing Full-Text by clecleLinker
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論文情報

Step.1
[論文] をクリックすると本文へ

Step.2
冊子体の所蔵状況を表示
＊詳細はCanZo（蔵書検索）で
確認

Step.3
学外より文献複写の取寄依頼
（有料）ができる



電子ジャーナル（本文）の利用
E-Journal (Full-Text)
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• リンクをたどって本文の電子ジャーナル
が利用できる

• 本文はHTML形式やPDF形式で表示



電子ジャーナルの利用について
For Access to E-Journal
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 利用上の禁止事項 All publishers prohibit the following actions

＊個人の研究・教育目的以外の利用
Usage beyond the private purpose

＊データの複製・再配布・改変・転売
Reproducing and distributing

＊一括または大量のダウンロードや印刷
Systematic and programmatic download 

 禁止事項に違反すると大学全体での利用停止、
利用制限などのペナルティが科せられる
In case that you violate the license conditions, they will suspend our 
license to access from SUMS.

適正な利用をお願いします！
You are required to comply with the license !



★ ScienceDirect トランザクション
Transactional Access to ScienceDirect
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 エルゼビア社の電子ジャーナル ScienceDirect は、
論文単位で購読する トランザクションで閲覧・ダウン
ロードできます
You can access download the articles from Elsevier’s E-journals 
(ScienceDirect) on pay-per-view.

 トランザクションを利用するには、ユーザ登録と利用
申請が必要です
To use this service, you must create an account on ScienceDirect
and submit the application form in advance.

 公平な利用のため、1ヶ月あたり10件程度にとどめて
ください
For fair use, please refrain from using large quantities and keep it at 
around 10 per month.



冊子体の所蔵を確認する
Search by CanZo
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電子ジャーナルなし

冊子体の所蔵情報が表示される

詳細は「滋賀医科大学での所蔵
を確認する」で CanZo を確認



学外より文献複写を取り寄せる（1）
Guide to Copy Request
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① [文献複写の取寄せを申し込む]
をクリック

×
×

② [ILL複写依頼（コピー取り寄せ）] を
クリック

English order 
form



利用者IDとパスワードは
大学メールアカウント(@より前)・
パスワードと共通

学外より文献複写を取り寄せる（2）
Guide to Copy Request
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利用者IDとパスワードを入力して、
「ログイン」ボタンをクリック

「別ウィンドウで画面を
開きます」を「OK」



PubMed からくるくるLinker を
通ってきた場合は「雑誌」

図書か雑誌かを選択し
「次へ」をクリック

PubMed で検索した

論文情報が自動入力
される

学外より文献複写を取り寄せる（3）
Guide to Copy Request
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連絡事項があれば「コメント」に入力
例）「○月○日までに入手希望」など

入力できたら「申込」を押す！

公費使用については必ず
所属長の許可を得てください

・カラーコピー
・入手範囲
・支払区分 を選択

＊公費の場合は使用する予算を選択

＊所属と異なる公費を使用する場合
などはコメントに記入

学外より文献複写を取り寄せる（4）
Guide to Copy Request
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学外より文献複写を取り寄せる（5）
Guide to Copy Request
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内容を確認し、これで
よければ「決定」をクリック
→ 依頼完了

文献複写取り寄せサービスは
「有料」です

料金：30円~50円 / 1枚 ＋ 送料
取寄日数：3日~7日程度
（急ぎの場合はご相談ください）

依頼後は、CanZo画面にて
ログアウトしてください



MeSHとは About MeSH
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Medical Subject Headings = MeSH
 MEDLINEの索引付けに使用される統制語彙集（シソーラス）

 論文の主題を表すキーワードとして1文献あたり約10～20語の
MeSH用語を付与

 最新の文献データには付与されていない（索引付けに時間がかかる）

MEDLINEの
キーワード

neoplasms
MeSH

文献での表現

cancer
neoplasm

tumor

MeSH is the NLM (National Library of Medicine) controlled 
vocabulary thesaurus used for indexing PubMed citations



MeSHを調べる（1）
Search MeSH Database
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サーチボックスのプルダウン
メニューから [MeSH] に変更

どちらからでもMeSH Databaseを
検索できる

More Resourcesより
[MeSH Database] をクリック



• "breast cancer" を検索すると、
関連するMeSH用語が簡単な
説明とともに一覧表示される

• 複数ある場合は、用語をクリック
すると詳細表示される

MeSHを調べる（2）
Search MeSH Database
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Use this database to search for a particular 
term or concept. If multiple items are retrieved, 
click on the desired term to view and select 
subheadings and other options.



MeSHを調べる（3）
Search MeSH Database
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PubMed Search Builder
• [Add to search builder] をクリックすると
検索式が入力される

• [Search PubMed] をクリックすると
PubMed を検索する

Click on the [Add to Search Builder] button on the right side of the screen. 
When finished adding terms, click [Search PubMed] to complete the search.

MeSH: 主標目 (Main heading)

サブヘディング: 副標目 (Subheading)
• MeSH用語に共通する概念について
まとめたもの



MeSHを調べる（4）
Search MeSH Database
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このMeSH用語への参
照語 (Entry Terms)

MeSH用語の階層構造
該当する語からみて
・上位語：より広い概念
・下位語：より狭い概念

必要に応じてチェック
・そのMeSH用語を中心に
扱った文献に限定
・そのMeSH用語の階層構
造での下位語を含めない

上位語

下位語

上位語で検索すると

下位語を付与された
文献もヒットします



MeSHを調べる（5）
PubMed Abstract Page
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+ をクリック

この文献に付与された
MeSH 用語が確認できる

*が付いたものが Major Topic



特定の文献を探す Single Citation Matcher
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Single Citation Matcher
 特定の文献をピンポイントで探せる

 断片的な情報から正確な文献情報を検索

 検索項目：

掲載雑誌名（略誌名も含む）、発行年月日、巻号、

開始ページ、著者名、タイトル中のキーワード

PubMed トップページの
[Single Citation Matcher]
よりアクセス



特定の文献を探す Single Citation Matcher
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例題：この論文を探す A.C. Wolff, M. Hammond, 
K.H. Allison, ... et al.,
Recommendations for 
human epidermal growth 
factor receptor 2 testing in 
breast cancer: American 
society of clinical
Oncology/College of
American pathologists
clinical practice guideline 
focused update, J. Clin. 
Oncol. 36 (2018) 2105–
2122.



＊雑誌名・著者名を入力すると候補語が
自動的に表示される

特定の文献を探す Single Citation Matcher
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検索項目を入力し、［Search］ボタンをクリック

第一著者 / 最終著者
に限定できる

Journal： j clin oncol
Volume: 36     First page: 2105



臨床向けツール Clinical Queries
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 臨床医学領域で、エビデンスとなる文献を
短時間で探せる

 ３つの検索フィルター
Clinical Study Categories： 臨床研究のカテゴリを選択

Systematic Reviews： システマティックレビューを検索

Medical Genetics： 遺伝学関係の文献を検索



Category：病因・
診断・治療・予後・
診療ガイドライン
Scope:広く漏れな
く / 狭く正確に

Topic：診断、鑑別
診断、遺伝子検査
等

[See all] から
検索結果へ

臨床向けツール Clinical Queries
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キーワードを入れて、
[Search] をクリック

各検索フィルターの最新
5件が表示される



My NCBI について My NCBI
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My NCBIの主な機能

 Save searches & automatic e-mail alerts: 
＊検索式の保存、保存した検索式を自動的・
定期的に実行した結果をEメールで配信

 Collections:
＊検索結果の長期保存

 Search Filters:
＊検索結果のフィルタリング（15個まで設定可）

 Preferences:
＊画面のカスタマイズ



My NCBI にアカウント登録（無料）
Register for My NCBI
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初めて使うときは、PubMed 
トップページ右上の [Sign in 
to NCBI] をクリック

「Sign in to NCBI」の
[Register for an NCBI account]
をクリックし、ユーザ登録

Googleアカウント
でもログイン可能



My NCBI に検索式を保存
Save Search Strategies
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② My NCBIにサインインし、
Saved Searches 画面で
[Save] をクリックする

保存した検索式を自動実行してEメー
ルへ結果を送信させる設定もできる

• “Yes, please.” を選択すると、スケ
ジュール設定項目等が表示される

•送信頻度は、毎月/毎週/毎日から
選択可能

•データの表示形式や件数も指定可
① 検索結果画面の

[Create alert] や
検索履歴の [Save in My 
NCBI] をクリック



My NCBI：検索キーワードをハイライト
Activate Search Term Highlighting
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Common Preferences の
[Highlighting] をクリック 検索結果画面にて、検索

キーワードが指定色に
ハイライトされる

ハイライトに使用する
色を選択して [Save]
をクリック

My NCBIにログイン後、画面上部の
[NCBI Site Preferences] をクリック
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Scopus
（スコーパス）



• エルゼビア社が提供する抄録・索引データベース

• 科学・医学のみならず、社会・人文科学を含む広範な
分野にわたる世界 5,000 以上の出版社から 22,500
誌以上のジャーナルを収録

• 書籍の情報も収録

• MEDLINEのデータを100%カバー

• データは毎日更新

• 参考文献情報を収録（1970年以降の論文）

Scopus とは

論文の引用・被引用関係がわかる！
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Scopus の利用 via Library Website

附属図書館 Webサイト ＞ データベース

学外から利用する場合は、VPNサービス
を通ってアクセス 71



Scopus ：検索画面 Top Page

表示言語の切り替え
Switch languages

検索対象項目の指定

サーチボックス

※ 英語のみ
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検索履歴

[検索範囲]
期間指定・文献タイプ・アクセス
タイプで絞り込みができる



Scopus ：検索結果画面 Results

並べ替え Sort

絞り込み Refine

くるくるリンカーを通って
フルテキストへ！
Navigate to full text
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被引用数
Cited by



Scopus ：検索結果の並べ替え Sort
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「被引用数(多い順)」を選ぶことで他の
文献によく引用された文献が見つかる
Cited by (Highest) - Results are sorted 
on the highest number of times cited by 
other articles.



適切な投稿雑誌を選ぶ
Select the Journal to submit

75

Journal Citation Reports (JCR)
オープンアクセスについて Open Access



Journal Citation Reports （JCR） とは

 Clarivate Analytics社提供、学術雑誌の重要
度・影響度を計る指標（インパクトファクター）
を調べるためのツール

 世界80カ国以上、12,000誌以上の統計情報
を1997年以降より収録

76
学外から利用する場合は、
VPNサービスを通ってアクセス

JCR インパクトファクター

「データベース」 メニュー
にもリンクあり

入口



Impact Factor（IF）とは

 特定の学術雑誌に掲載された論文が
特定の期間内にどれくらい頻繁に引用されたかを
平均値で示す尺度
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ある雑誌Aの2018年のImpact Factor

雑誌Aが2016年と2017年に掲載した論文数

雑誌Aが2016年と2017年に掲載した論文が、2018年に引用された回数
＝

 注意点

! 研究者の評価に用いられるべきではない

! 異なる分野間の雑誌の比較には有効でない
他にも評価指標がいくつか考案されています

ex.) Eigenfactor Score, h-index(研究者の評価指標) etc.



候補が出てきたら
クリック

Journal Citation Reports （JCR） の利用

雑誌名を入力して検索

 Journal Citation Reports トップページ
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Journal Citation Reports （JCR） の利用

最新年度の
インパクトファクター

 雑誌詳細情報画面
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雑誌の情報

過去の値はAll yearsから
カテゴリ名をクリックすると
同じ分野の雑誌を一覧

※VPN接続の場合、このページが
うまく表示されません（2019.5現在）
All yearsのページから最新年度のIF
を参照してください



Journal Citation Reports （JCR） の利用

この欄がIFです

 All years
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戻る



Journal Citation Reports （JCR） の利用

複数の雑誌を見比べながら調べる
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①トップページの
Browse by Journal
をクリック

②Select Journalsをクリックし
タイトルに含まれる単語で検索
出てきた候補から選択します
※同じジャーナル名が2件出てくることが
ありますがどちらを選んでも変わりません

選択したジャーナルが
ここに溜まっていきます③ページ下部のSubmitを

クリックすると
選択したジャーナルの
情報を一覧表示します

Clearをクリックすると
全ての条件がクリアされ
全件表示になります



Journal Citation Reports （JCR） の利用

特定の分野の雑誌を見比べながら調べる
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Select Categoriesをクリックし

調べたい分野にチェックを入れて
Submitをクリック
※複数選択可

IFの高い順に並んで
います ※変更可



オープンアクセス誌（OA誌）
Open Access Journal

 購読型雑誌（従来型）→読者が購読料を支払う

 オープンアクセス誌→著者が掲載料（APC*）を支払う代わりに、
誰でも無料で論文が読めるよう公開される

*APC=Article Processing Charge、論文出版加工料とも呼ばれる
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現在、世界的に

学術論文のオープンアクセス化が進んでいます

出版後一定の期間（エンバーゴ）の後にオープンアクセスにする雑誌や

一部の記事だけをオープンアクセスにする「ハイブリッド誌」もあります



オープンアクセスの出版プロセスを悪用し、ずさんな査読で
掲載料を不当に搾取する悪徳な業者が問題に
Some “publishers” unfairly exploit APC without checking articles for
quality.

Predatory Journal
（捕食ジャーナル、ハゲタカジャーナル）
と呼ばれている

ハゲタカジャーナルに注意！
Beware of predatory journal!
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知らない名前の出版社から掲載の招待が来た等、
怪しいと感じたらご注意を!

Be careful when the invitation to submit a paper comes 
from an unknown publisher.



ジャーナルの信頼性をチェックする
Check the reliability of the journal

チェックできるサイトの例：
You can check the following site：

 Journal Citation Reports
厳格な審査を経て採録されているため
JCRでヒットするジャーナルはある程度信頼できる
ただし、採録まで時間がかかる＆後から採録中止になることもある

 DOAJ（https://doaj.org/）
質の高い査読つきOA誌をまとめたリスト

 Beall’s list（https://beallslist.weebly.com/）
いわゆるブラックリスト、個人作成

 thinkchecksubmit.org
チェックすべき項目をまとめたサイト

85



オープンアクセス２つの方法
2 ways to make your papers open access

 Gold OA
オープンアクセス誌に投稿する

86

 Green OA
セルフ・アーカイブ（著者自ら公開）

Author

Publisher

Reader

OA journal

出版社が一定の条件下で認めていることがある
Some publishers allow authors to Self-Archive

Author

Publisher

Reader

機関リポジトリ等
Institutional

Repository etc.

Author’s
Version



機関リポジトリ「びわ庫」について
SUMS repository BIWAKO
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• 機関リポジトリ「びわ庫」に登録することで論文を
オープンアクセスにできます

• 登録できるのは主に「著者最終稿*」です
*査読を経てアクセプトされた最終的な原稿
出版社によるレイアウトの調整などを受ける前のバージョン

• 出版社の条件確認等は図書館で行います

• 「リポジトリ登録依頼」等の件名で以下のアドレス
までお気軽にご相談ください

説明ページ 機関リポジトリ「びわ庫」担当

附属図書館学術企画係

hqjoukan@belle.shiga-med.ac.jp



出版倫理・引用
Publication ethics and Citation
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• 研究捏造 Research fraud (Fabrication / Falsification)
• 剽窃 Plagiarism
• 利益相反に関するもの On conflict of interest
• オーサーシップに関するもの On authorship
• 二重投稿、複数出版 Simultaneous submission /

Multiple, duplicate publication
• サラミ法 Salami slicing

出版倫理に関する不正行為 Publication misconduct

出版倫理 Publication ethics
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撤回論文 Retracted articles

出版倫理 Publication ethics
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Article types → 
Retracted Publication



出版倫理 Publication ethics

撤回論文 Retracted articles
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撤回理由を説明する記事と
撤回された記事の
両方が残ります



 捏造 Fabrication

 改ざん Falsification

 盗用（剽窃） Plagiarism

撤回論文 Retracted articles

盗用 （剽窃）

→  不注意で
「盗用」する
危険性あり！

出版倫理 Publication ethics

オープンアクセス誌収載の生物医学文献のうち、
撤回された621件について調査

おもな撤回の理由
Reason for retraction

(Number of retractions)

 Error (148)
 Plagiarism (142)
 Duplicate publication (101)
 Fraud/suspected fraud (98)

(= data fabrication/falsification)
 Faked peer review process (93)
 Authorship dispute (67)
 Unclear (18)
 Others (13)

Wang, T., et al., Retracted Publications in the 
Biomedical Literature from Open Access 
Journals. Sci Eng Ethics, 2018. 参照
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他人のアイディア、プロセス、結果、言葉などを、適切な了承
を得ずに流用すること

引用について Citation

盗用（剽窃）とは？

他人の論文や言葉を使用する場合は、

適切な形で引用する
When using other papers or words, 
you must cite them appropriately.

Plagiarism is the appropriation of another person’s ideas, 
processes, results, or words without giving appropriate credit.

Nicholas H. Steneck著 『ORI研究倫理入門』 丸善, 2005

盗用とならないために ･･･
To avoid plagiarism ...
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 著作権法における引用の要件

 公表された著作物

 公正な慣行に合致するもの

 原文をそのまま引用 （要約は可能）

 研究その他の目的のためになされ、正当な範囲内で
あること

引用について Citation

引用の意義 Purpose of citation

 信頼性を保証する Guarantee the reliability

 独創性を主張する Appeal the originality

 説得力を高める Enhance the cogency

 読者への情報提供 Provide information to the readers
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引用の種類

 直接引用：参照した文章をそのまま書き写し、" " などの引用符で括る
Direct quotation: Report the exact words of another author, placed inside 

quotation marks

 間接引用：参照した文章を要約して、自分の文章に取り入れる

Indirect quotation: Paraphrase or summarize someone else’s words

引用について Citation

引用の仕方 Citing
 括弧でくくるなど、自分の文章と他人の文章を区別する

Distinguish your own sentences from sources by using
quotation mark for instance

 著作物の出所を明示する
Indicate where the information came from
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科学論文では

通常

間接引用



引用について Citation
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引用の方式 Citation methods
本文中で参考文献を明示する方法は、大きくふたつの種類に
分けられる

 バンクーバー方式 Vancouver Referencing Style
本文での引用箇所に引用順に参考文献の連番を振り、参考文献欄
に連番順に参考文献を記述

In the reference list, the references are listed in numeric order 
that they were cited in the body text

 ハーバード方式 Harvard Referencing Style
本文での引用箇所に著者名と発行年を記述し、参考文献欄は著者
名（姓）・発行年順に参考文献を記述

In the reference list, the references are listed by the surname of 
the author 



引用について Citation
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... (Björk 2015). It has been argued that the 
increasing number of publications has grown 
beyond the capacity of scientists needed for peer 
review, leading to a decline in the quality of the 
review process (Arns 2014). Furthermore, ...

引用例 Sample citations
Vancouver Harvard

The Committee on Publication Ethics (COPE) 
published retraction guidelines in 2009.1 ...
However, retraction notices often need to strike a 
balance between providing adequate information
without being defamatory or libellous.2 ...

References
1. Wager E, Barbour V, Yentis S, et al. Committee 

of Publication Ethics Retraction Guidelines. 
2009.http://publicationethics.org/files/retractio
n%20guidelines.pdf (accessed Mar 2015).

2. Eden L. The Ethicist Blog Retraction: mistake or 
misconduct?, 2013.
http://ethicist.aom.org/2013/10/retraction-
mistake-or-misconduct/ (accessed Jul 2015).

References
Arns, M. (2014). Open access is tiring out peer 

reviewers. Nature, 515(7528), 467.
Barreiro, E. (2013). Open access: is the scientific 

quality of biomedical publications threatened? 
Archivos de Bronconeumologia (English Edition), 
49(12), 505–506.

Björk, B. C. (2015). Have the “mega-journals” 
reached the limits to growth? PeerJ, 3, e981.

Moylan, E.C. and M.K. Kowalczuk.
BMJ Open, 2016. 6(11): p. e012047.

Wang, T., et al. Sci Eng Ethics, 2018. 
doi: 10.1007/s11948-018-0040-6.

TextText



• NLMスタイル （米国国立医学図書館） 生物医学分野
NLM (National Library of Medicine) - used in medicine

• AMAスタイル （米国医師会） 生物医学分野
AMA (American Medical Association) - medicine

• APAスタイル （米国心理学会） 社会科学分野
APA (American Psychological Association) - social sciences

• ACSスタイル （米国化学会） 化学分野
ACS (American Chemical Society) - chemistry

• IEEEスタイル （電気電子学会） 工学分野
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - engineering

• MLAスタイル （米国現代言語協会） 人文科学分野
MLA (Modern Language Association) - literature and the humanities 

代表的な参考文献の記述スタイルには、次のようなものがある

引用について Citation
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引用文献のスタイル Citation styles



Location
(Pagination)

引用文献（例） Sample citations

引用について Citation

Snider DP. The Mucosal Adjuvant Activities of ADP-Ribosylating Bacterial 
Enterotoxins. Crit Rev Immunol. 2017;37(2-6):499-530.

Authors Article title

Journal title Date of 
publication

IssueVolume Location
(Pagination)

NLM style

APA style

Snider, D. P. (2017). The Mucosal Adjuvant Activities of ADP-Ribosylating
Bacterial Enterotoxins. Crit Rev Immunol, 37(2-6), 499-530.
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Authors
Year of 

publication Article title

Journal title IssueVolume



 雑誌によって引用文献の記述方法はさまざま
Reference formats vary depending on the journal
まずは投稿雑誌の文献記述法を確認

Check the format on “Instructions for Authors”

引用について Citation

例） Annals of Internal Medicine
“Information for Authors”

http://annals.org/aim/pages/authors
100

引用文献の記述 Writing references



引用について Citation

編著者は6名までを記載、
それ以上は、et al.とする

101

文献番号は丸括弧に
入れる

引用文献は、本文中での
初出順にアラビア数字で
通し番号を付ける

文献管理ツールを使用すると、文献番号の付与や
参考文献リストの作成が簡単に行えます

Reference management software makes you easier to 
insert citations and references

投稿規程 Instructions for authors

参考文献としたURLは、
アクセス可能か確認し、
アクセス日を記載



文献を管理して利用する
Reference management & bibliography creation

文献管理・論文執筆支援ツール

EndNote basic

102



文献管理ツールとは？ Reference manage tools

文献データを蓄積・管理し、

引用文献リストを簡単に作成することが可能な
論文執筆支援ツール

文献管理ツールには、有料・無料のものが数多くあります

（例）

・EndNote basic
・EndNote（デスクトップ版）

・Mendeley
・RefWorks
・Zotero

など

今回説明するのは機関版
が利用できるこちら
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EndNote basic とは？

 Clarivate Analytics社が提供する文献管理ツール

 インターネット上で利用可能

 データベースから文献データを集める

 文献データを蓄積・管理する（最大50,000件）

 雑誌の投稿スタイル（3,300種以上）にあわせて
参考文献リストの形式を整える

 Microsoft Wordで執筆した論文に、文中の引用や
参考文献リストを自動で作成する

無 料
※ 年に一度学内での

アクセス必要

104

※学外から利用する場合はVPN接続をせずにログインしてください
Use without VPN connection from off campus

※院内LANに接続されたPCでは利用できません
Don’t use on a PC connected to the hospital LAN



1. 図書館ホームページ ＞学習・研究
サポート ＞「EndNote Basic」
http://www.myendnoteweb.com/

2. 「Register」

まずはユーザー登録 Create an account
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3. メールアドレス・パスワード・
氏名を入力 → 「Register」

まずはユーザー登録 Create an account

名前の入力：日本語は
文字化けします

すべて✔ に変わったら
OK！

＊パスワード作成上の注意

・8文字以上
・アルファベット・数字・記号（! @ # $ % 
^ * ( ) ~ `{ } [ ] | & _）を必ず使う
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！メールをHTML表示にすると、本文に
“Click here to activate” のリンクが
表示されます これを押すとHTML表示に変わる

まずはユーザー登録 Create an account

4. 確認メールが送信される → アクティベート
Send e-mail to your mail address → Activate

大学のwebメール（Active mail）の場合

5. サインイン → 使用許諾書 「同意する」
Sign in  and accept



1. 図書館ホームページ ＞
学習・研究サポート ＞
「EndNote Basic」から

★ 学外からも利用可能

サインイン（ユーザー登録後） Sign in

108

2. メールアドレス・パスワードを
入力して「Sign in」をクリック

Enter your email address and password

Password reset



保存されている文献
データの情報を表示

タブで切り替え

サインアウト

表示言語の切り替え
Switch language

サインイン後の画面 Home
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引用文献リスト作成

・文献リストの作成
・プラグインのダウンロード
・文献データの出力

オプション

・パスワードの変更
・アカウント情報

ダウンロード

・プラグインのダウンロード
・取り込みボタンの追加

タブからの操作 Tab

110

こここここここここここここ

分類 （文献を管理する）

・グループ（フォルダ）の管理
・他のユーザーとのグループ共有
・重複文献の検索と削除
・添付ファイルの管理

文献の収集

・オンラインデータベースを検索
・文献データを手動で作成
・文献データの取り込み

マイレファレンス

・保存した文献データの一覧



1. ダウンロードタブのCWYW
(Cite While You Write) から
Windows版・Macintosh版いず

れかをクリックしてプラグインを
ダウンロード

自分のパソコンに「CWYW」をインス
トールしておくと、データベースから
直接文献データを取り込んだり
Wordで論文を執筆中、文中の引用
や投稿スタイルに合わせた参考文
献リストの自動作成ができます

プラグインソフト（CWYW）のインストール
Cite While You Write™ Plug-In

111



2. 「ファイルを保存」
↓ 

「EndNotePlugins.exe」
をダブルクリック

3. Installerが起動

以降は画面の指示に
従ってインストール完了

プラグインソフト（CWYW）のインストール
Cite While You Write™ Plug-In

112

Wait a moment …
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入力しなくても大丈夫

「Next」を押してどん
どん進みます

プラグインソフト（CWYW）のインストール
Cite While You Write™ Plug-In

1 2

3
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プラグインソフト（CWYW）のインストール
Cite While You Write™ Plug-In

4

5

Cite While You Write を
選択
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プラグインソフト（CWYW）のインストール
Cite While You Write™ Plug-In

6

7

完了！



文献データの取り込み
Import data into EndNote basic

EndNote basicへの主なデータ取り込み方法

1. データベースから取り込む
（例） PubMed ・・・ Citation manager

医中誌Web ・・・ ダイレクトエクスポート

2. 検索結果を保存後、そのファイルから取り込む
（例） TXT形式ファイル

RIS形式ファイル

3. 直接EndNote basicに入力

1

2
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文献データの取り込み① – PubMedから
Import from PubMed

保存したい文献
にチェックを入
れる

Send to
をクリック

Citation manager
を選択

Create File
をクリック

1

2

2
3

3
4

4
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1



5 ※ このウィンドウが出ない場合もある

ファイルを開くウィンドウが表示されたら
「プログラムで開く」を選択

6

7

EndNote basicのアカウントでログイン

選択した文献のデータ（6件）が
EndNote basicにエクスポートされた

Please wait 
for a moment.

文献データの取り込み① – PubMedから
Import from PubMed
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EndNote basic の画面

取り込んだデータが
マイレファレンスの

「未整理」フォルダに
入っている

文献データの取り込み① – PubMedから
Import from PubMed

119



1

2

3

4

保存したい
文献にチェック
を入れる

Send toを
クリック

Fileを選択

Create Fileを
クリック

1

2

3

5

MEDLINEを
選択

4
5

6

ファイルを保存6

Formatは
MEDLINE
を選択

文献データの取り込み② – Import via text file
テキストファイルをインポート – PubMed 
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1. 文献の収集タブ「レファレンス
のインポート」をクリック

2. 「参照」からインポート
するファイルを選択

3. PubMed検索時に
MEDLINE形式で保存した
ファイルを選択

文献データの取り込み② – Import via text file
テキストファイルをインポート – PubMed 

EndNote basic の画面
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4. インポートオプションから
「PubMed(NLM)」を選択

5. インポート先を選択し、
「インポート」をクリック

よく使うデータベースを「お気に入り」
（マイリスト）に設定しておくと便利です

6. グループ名を入力
（新しいグループを選択した場合）

文献データの取り込み② – Import via text file
テキストファイルをインポート – PubMed
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7. グループ「20190527」に文献が取り込まれる

文献データの取り込み② – Import via text file
テキストファイルをインポート – PubMed
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1

1 ［未整理］を表示

2

2 目的の文献に
チェック

3 3 「グループに追加...」
のプルダウンリスト
からグループを選択

4 「新しいグループ」を
選択した場合は、
グループ名を入力

マイグループに
追加される

文献データ（レファレンス）の管理：
グループ（フォルダ）の作成

124
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クリップマーク
をクリック

1
ファイルの添付
をクリック

参照からファイル
を選択

アップロードを
クリック

1

2

3

4

※ 最大2GBまで
利用可能

添付ファイルの管理 Manage Attachments

125

添付すると

クリップが

青色

に変わります

2

4

3



2. 重複データの一方にチェックが

入っており、「削除」をクリックすると
重複文献が削除される

1. 分類タブの「重複の検索」を

クリックすると、重複文献の
一覧が表示される

重複文献の検索・削除 Find Duplicates

126



1. 分類タブ「マイグループの管理」より

共有したいグループの「共有」に
チェックを入れ（共有中の印がつく）、
「共有の管理」をクリック

2. 「このグループの共有を
開始します。」をクリック

共有中

グループの共有 Share

3. 共有したいユーザーのメールアドレスを

入力し、その権限（「読み取り専用」か
「読み書き」）を選択して「適用」をクリック 127



引用文献リストの作成 Format Bibliography

1. 引用文献リスト作成タブ
「文献リストの作成」を表示

2. プルダウンから選択
・レファレンス → グループ
・書誌スタイル → 出力形式
・ファイル形式 → HTMLなど

ポップアップブロックが表示される場合は、
一時的に許可してから再度同じ手順を
行ってください

3. データの出力方法を選択
・保存 → ダウンロード
・Email → メール送信
・プレビュー＆印刷 → ウェブ上で表示

出力例 （プレビュー＆印刷）
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Wordで引用文献を自動作成する（CWYW）
CWYW Plug-In  on MS-Word

1. Microsoft Word で作成した原稿ファイルを開く

Wordで論文を執筆中、「CWYW」（Cite While You Write）プラグインを
利用して引用文献の挿入や参考文献リストを自動で作成する方法です

2. メニューバーの「EndNote」
タブをクリックし、ログイン画面
が出たらアカウントを入力して
ログイン

認証がうまくいかない場合、「Cancel」を
クリックし、ツールバーの「Preferences」
を選択 → 「Application」タブを開きアカ
ウントを入力し「OK」してください
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3. Word原稿の挿入箇所にカーソルを
合わせ、「Insert Citations」 を
クリック

文献リストの書式（スタイル）をプルダウン
から選択
プルダウンになければ［Select  Another 
Style･･･］を選択

Wordで引用文献を自動作成する（CWYW）
CWYW Plug-In  on MS-Word

滋賀医大雑誌の
Styleもあります
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Wordで引用文献を自動作成する（CWYW）
CWYW Plug-In  on MS-Word

4. タイトル・著者名等、キーワード
を入力して「Find」をクリック
→ 検索したキーワードを含む
論文データがEndNote basic
から呼び出される

5. 該当の文献を選択して
「Insert」をクリック

Ctrlキーで複数の
選択も可能
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Wordで引用文献を自動作成する（CWYW）
CWYW Plug-In  on MS-Word

6. 引用文献が挿入された
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挿入した文献情報の削除方法（CWYW）
CWYW Plug-In  on MS-Word

1. 「Edit Citation(s)」をクリック

2. 削除したいレコードのEdit
Referenceから「Remove 
Citation」をクリック

引用挿入した文献情報は、必ずEndNoteの
CWYW機能で削除してください
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本日の講義について

アンケートに記入して下さい

記入が終わりましたら、

出入口の図書館職員に渡して

ご退室ください。
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