
2019.5.16, 6.27, 7.25
附属図書館利用支援係

看護部研修会
文献検索の方法を知ろう



本日の内容
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1. 文献検索の前に
2. 蔵書検索

（CanZo 等）
3. 論文の検索

（医中誌Web, CiNii Articles, PubMed）
★CINAHLについて
★文献管理ツールEndNote basicについて



1. 文献検索の前に
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3

いろいろな検索

・日常的な検索
ある程度満足できる”答え”が見つかれば終了

・看護実践のための検索
EBN（エビデンスに基づいた看護）実践のために
臨床上の疑問の定式化→情報の収集→情報の吟味→患者への適用

・看護研究のための検索
あるテーマに関する文献を網羅的に探す、など

検索の目的に応じて
適切なツール（データベース）
適切なキーワード を選ぶ必要がある
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文献検索の意義

・現在までの研究状況の全体像を知る
どこまで解明されているのか？何が解決していないか？
どのようなキーペーパーがあるか？中心的な研究者は誰か？

・自分の研究の位置づけを明確にする
先行研究との関連をあきらかにし
オリジナリティの根拠とする

・研究のヒントを得る
研究方法や研究デザインを参考にできる

看護研究における文献検索
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なぜデータベースで検索するのか？

Web全体を検索するサーチエンジン（Google等）との違い

・信頼できる情報のみを対象に検索できる
Web検索で見つかる情報についても
最低限「誰が」「いつ」書いたものかを確認しましょう

・多様な検索ができる
キーワードを様々に組み合わせたり、条件で絞り込んだりできます

・信頼できる検索を行い、記録を残すため
文献検討やシステマティックレビューを行う場合、
検索結果だけでなく検索方法（検索式、キーワード）も問題となります
多くのデータベースでは検索履歴を保存する機能を備えています



図書

• タイトルや目次である程度内容がわかる

探す単位は１冊
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資料の特徴

• 一冊ごとに系統的にまとめられている
• テーマの概要や基礎知識を得るのに適している
• 研究内容は熟しているが、刊行までに時間を要する



• 個々の論文タイトルが内容を表す

探す単位は１論文
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資料の特徴

• 特定の学術分野について、個々に独立した論文や
記事を掲載している

• 図書に比べると最新の情報を把握できる

学術
雑誌

論文を探すためのツール
医中誌Web CiNii Articles PubMed CINAHL
など専用のデータベース



2. 蔵書検索
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蔵書検索データベース

「どんな図書・雑誌があるか」だけでなく
「どこにあるか（所蔵）」を調べるツール

滋賀医大にあるかどうかは蔵書検索CanZoで調べ
無ければ学外の所蔵を探しに行く

論文のデータベースは「どんな論文が」
「どの雑誌に載っているか」を調べる
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附属図書館トップページの「CanZo（蔵書検索）」を
クリック

こちらを
クリック

滋賀医大にある資料を探す
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簡易検索と
詳細検索の切替

2 . 資料の探し方
滋賀医大にある資料を探す

例：看護研究の研究計画書の書き方
について書いてある本を探したい

CanZoトップ画面

「看護研究 計画」
と入れて「検索」を押す
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2 . 資料の探し方
滋賀医大にある資料を探す

項目を限定した
検索もできる

資料種別を限定できる
詳細検索画面



13

2 . 資料の探し方

さらに追加の条件で
絞り込むこともできます

滋賀医大にある資料を探す

所蔵場所の
情報はこちら

新しく出版された
順に並んでいます

貸出中のときは
予約ができます

資料の配置場所や
予約の方法については
別紙「マイライブラリ
使い方ガイド」を参照

WY
20.5
Ada



・全国の大学図書館の資料を探す
CiNii Books
https://ci.nii.ac.jp/books/

・国立国会図書館の資料を探す
NDL ONLINE（国立国会図書館オンライン）
https://ndlonline.ndl.go.jp/
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2 . 資料の探し方
他の図書館にある資料を探す(1)

直接行けない遠くの図書館にある資料は
滋賀医大図書館まで取寄せができます
図書館カウンターまでご相談ください

CanZoのタブ切替でも
CiNii Booksが検索可



・滋賀県内図書館横断検索
県内図書館の蔵書を網羅的に検索できる
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［アクセス］
附属図書館トップページ
＞資料検索
＞滋賀県内図書館横断検索

1. 探したい資料の
キーワードを入力

2. 対象の図書館に
チェック

4. 各図書館の所蔵
状況を確認

3. ｢検索｣ボタンを
クリック

他の図書館にある資料を探す(2)



貸出券の登録
 滋賀県に住んでいる方、または通勤・通学している方で

あれば、登録可
 貸出券登録申込書に記入し、住所の確認できるもの（運転

免許証・保険証・学生証など）とあわせてカウンターまで
（即日発行）

貸出冊数と貸出期間
 一人10冊以内、3週間まで
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2 . 資料の探し方

滋賀医科大学

［滋賀県立図書館ウェブサイト］
http://www.shiga-pref-library.jp/

Google mapより

滋賀医大図書館
から

徒歩10分！

滋賀県立
図書館

滋賀県立図書館の利用について



3. 論文の検索
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• CanZo（蔵書検索）では、論文タイトル・論文著者
名で検索できない
→ 各種の文献検索データベースを検索して、
必要な文献を探す

図書館HPトップにある
「データベース」に
各種データベースへの
リンクがある

よく使うデータベース
へのリンクはここ

学術雑誌論文を探すには？
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データベース名 検索言語 収録年代 特 徴

医中誌Web
[イチュウシウェブ]

日本語 1959～
国内で発行している医学・歯学・薬学・看護学お
よび関連分野の雑誌や紀要、会議録 約7,400誌か
ら収録した1,330万件以上の論文情報が検索でき
る。（VPN可。同時アクセス8人）

CiNii Articles
[サイニィ]

日本語
日本の学術論文を中心とした文献データベース。
医中誌Webが収録範囲としない分野（医学関連以
外）を広くカバー。一部の論文に本文へのリンク
機能がある。（無料。アクセス制限なし）

PubMed
[パブメド]

英語 1946～
世界約80か国で発行されている医学・生命科学関
連の雑誌5,200誌以上から収録した約2,900万件の
論文、抄録情報を検索できるデータベース。（無
料。アクセス制限なし）

CINAHL
[シナール]

英語 1976～
約5,500誌の看護学や健康全般に関する雑誌論文
の抄録情報を収録したデータベース。（VPN可。
同時アクセス1人）

主な文献検索データベースの特徴
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文献検索 ～ 利用のステップ
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1.検索
• 検索語を検討する（疑問の構造化・検索語の見直し）
• 文献データベースを検索し、目で確認できる程度に結果数を押さえる

2.評価

• 検索結果を確認する（タイトル・抄録などで判断）
• 周辺も含めて全体の様子を見る

3.入手

• 必要な文献情報をメモ・印刷・メールする
• 文献の本文を入手する

4.利用

• 必要な文献情報を文献管理ツールなどに保存する
• 論文執筆に利用する（参考文献・引用文献）

*京都大学医学図書館作成「PubMedの使い方」
スライドno.8の図を改変させていただきました



3-1. 医中誌Web
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概要
・医学中央雑誌刊行会が作成する国内の医学論文

情報のインターネット検索サービス

内容
・医学・歯学・薬学および看護学・獣医学などの

関連分野の定期刊行物約7,400誌から収録した
約1,330万件（1959年～）の文献情報をインター
ネットで検索可能

医中誌Web とは
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医中誌Web へのアクセス
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図書館HPトップにある
リンクよりアクセス、
ログインする

学外（自宅等）から利用する場合、
VPNサービスを通してからアクセス
し、ログインする



医中誌Web 学外からの利用
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1

2

3

4

5

6

VPN接続中

※ここからVPN接続状態に

Usernameと
Passwordを入力

VPNサービスを使います



医中誌Web 検索のルール
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検索のルール：
・キーワードがどこかに含まれるものがヒット

例： 看護 → 「看護管理」「看護師」

・スペースを入れると、AND検索
例： 花粉症 スギ → 「花粉症」と「スギ」の両方を含む文献

・著者名は、姓と名の間にスペースを入れない
例：○ 松末吉隆 × 松末 吉隆

ここに
キーワード

を入力



例題：
認知症の家族ケア

について書かれた論文を探す

医中誌Web 基本的な検索の流れ
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医中誌Web キーワード検索
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サーチボックスに「認知症」と入力し、「検索」をクリック



医中誌Web キーワード検索
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次に「家族ケア」と入力し、「検索」をクリック

認知症での検索結果
※ 検索結果数は2019/05/09時点のものです

前の検索語は
「クリア」で消去



医中誌Web 履歴検索
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「認知症」と「家族ケア」両方のキーワードを含む文献を探す

かけ合わせたい履歴にチェックを入れ、
論理演算子「AND」を選択して、
「履歴検索」をクリックする

→ 検索式の履歴検索（AND検索）を行う

論理演算子
（AND, OR, NOT）
を使って効率よ

く検索

１回の検索で
キーワード１つに
するのがおすすめ



★ 履歴検索のイメージ : AND, OR, NOT
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A B

A or B

A not B B not A

A and B



医中誌Web 検索結果を絞り込む
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絞り込みを行う履歴にチェックを入れて、
「更に絞り込む」をクリックする

ヒット件数が多い！

→ 検索結果を絞り込む



最近5年間に発行された、会議録以外の日本語文献に絞り込む

医中誌Web 検索結果を絞り込む
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チェックを入れたら
「絞り込み実行」



★ 医中誌収録文献の論文種類とその割合
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58.1%26.2%

14.2%

1.5%

■会議録（58.1%）
■ 原著論文（26.2%）
■ 解説・総説（14.2%）
■ その他（Q&A、図説、座談会、講義、レター、

症例検討会、コメント、一般）（1.5%）

 会議録
学会などで行われる研究発表の要旨、抄録
および会報

 原著論文
独創性、新規性のある研究論文
＊症例報告も原著論文としている

 解説
あるテーマについて、その分野の専門家が
解説した記事

 総説
あるテーマについて、関連文献に基づいて
既知の事項、動向、研究状況、課題などを
総括的に論評した論文、または「レ
ビュー」「総説」と明記されている論文

＊『わかりやすい医中誌Web検索ガイド』
p.8-9より（データは2012年時点）

「会議録除く」の絞り込みが有効



★ 会議録の例
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これだけ

著者名で
検索

同じ著者が似たタイトルで
原著論文を投稿している場合がある

会議録

原著論文



＊チェックタグとは？
年齢や性別など、論文における「対象」を表すキーワード

例）成人女性を対象とした乳がんに関する文献に限定

①

②

★ 絞り込み：チェックタグ
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①「乳がん」を検索した
履歴にチェックを入れ、

「更に絞り込む」をク
リック

② チェックタグの「すべ
てのチェックタグを表
示」をクリック



③

④

③ 年齢区分「成人(19～44)」、
性別「女」にチェックを入れ

④「絞り込み実行」をクリック

★ 絞り込み：チェックタグ

36



検索結果の表示形式、件数、ソート順を変更できる

医中誌Web 検索結果の確認
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 特定（複数）の文献レコードを詳細表示に
変更する場合は「文献番号」前のチェック
ボックスにチェックを入れる

 一つの文献レコードを詳細表示に変更する
場合は「文献番号」をクリックし、「この
論文の詳細を見る」を選択する



医中誌Web 検索結果の確認
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① 文献番号
② タイトル（論題）
③ Author（著者）

※ 筆頭著者のみ
所属表示あり

④ Source
※ 掲載誌, I S S N , 巻号頁,

刊行年
⑤ 論文種類
⑥シソーラス用語
医中誌フリーキーワード

⑦ チェックタグ
⑧ Abstract（抄録）
⑨ リンクアイコン

※ 下線リンクをクリック
すると、再検索できる

検索語の参考に
できる

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨



医中誌Web 検索結果の評価
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少なすぎ？
多すぎ？

まずは検索してみて…

関係なさそう
なのがいっぱ
い (; ;)

原著論文1つ
もない (; ;)

検索語の検討＆検索式の見直し
 テーマをもっと具体的に or 一般的に
 他の言い方はできないか、違う言い回しは？
 別のキーワードも追加してみる？

件数だけでなく、
タイトルや抄録も
見て、どんな文献
がヒットしたのか
確認しましょう



EBM (Evidence-based medicine) で用いられる質問定式化の項目

• P ：Patient（誰に：研究対象）
• I/E：Intervention / Exposure

（何をすると / 何によって：介入 / 要因）
• C ：Comparison（何と比較して：比較対象）
• O：Outcome（どうなる：結果）

★ 検索語の検討：
どんなキーワードで検索するか

40

• 研究テーマ（リサーチクエスチョン）を構造化・具体化
された形に整理できる

• 文献検索に使用する語句を抽出できる

ぴこ ぺこ

PICO/PECO



★ 検索語の検討：疑問を整理する
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がん患者の不安について

• P ：手術前のがん患者に
• I/E：看護師がオリエンテーションをすると
• C ：オリエンテーションをしないのに比べて
• O ：患者の不安が減少するか

• P ：外来治療を受けるがん患者に
• I/E：退院前訪問をすると
• C ：退院前訪問をしないのに比べて
• O ：患者の不安が減少するか

ふわっと
した疑問

例１

例２

具体的な内容
で考える

PICO/PECOに
あてはめる

検索語をピッ
クアップ



＊シソーラスとは？
・主題カテゴリを統制するための辞書
・「概念」がまとめられている

 シソーラス用語（統制語）を使う ＝ 主題検索
→ テーマに沿った文献が検索できる

！ただし、人力で索引付けされているので新しい文献には付与されていない

検索語を選ぶ際のヒントになる！

★ 検索語の検討：シソーラス参照
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がん･癌･ガン

腫 瘍

悪性新生物

シソーラス 腫 瘍



★ 検索語の検討：シソーラス参照
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乳がんに
関連する用語が
一覧表示される

「乳がん」で検索

例：「乳がん」のシソーラス用語（統制語）を調べる

「乳房腫瘍」をクリックし、
「キーワードの詳細情報を見る」
を選択

「シソーラス参照」
タブをクリック



★ 検索語の検討：シソーラス参照
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統制語
「乳房腫瘍」の

詳細情報が
表示されるこの統制語で医中誌

を検索する

「上位語・下位語」
タブをクリック

同義語・
参照語等

用語の階層構造を確認できる



医中誌Web 検索結果の出力：印刷
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出力したい文献データ
にチェックを入れ、
「印刷」をクリック

検索式を出力しておくこと
をオススメします

「すべてチェック」は
表示されているすべて
が選択されます。



医中誌Web 検索結果の出力：メール
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メールアドレスを指定し、
出力形式やフォーマットを
選んで、送信

おすすめ!

こんなメール
が届きます
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いいなと思った文献情報を一時的にクリップボードに
保存すると、後でまとめて出力することができます

クリックして
クリップボードの
中身を見る

医中誌Web 出力：クリップボード

気になる文献に
チェックを入れて
クリップボードに追加



医中誌Web リンクアイコン
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滋賀医科大学くるくるLinker：本文入手へナビゲート

最新看護索引Web：日本看護協会が提供する文献データベース
に登録されている文献データへのリンク
「PDF」と書かれたアイコンは、「日本看護学会論文集」掲載
論文へのリンクとなっている

メディカルオンライン：日本国内で刊行された医学関連文献を
集めたデータベースに登録されている文献データへのリンク
「PDFダウンロード」を押すと、即PDFをダウンロード
「FAXサービス」を押すと、FAX送信の申込み画面が開く

上記以外にもリンクアイコンがあり、各種文献データベースへ画面遷移する

文献データに表示されるリンクアイコン
→ 本文入手への手順をナビゲートする「滋賀医科大学くるくる
Linker」や別のデータベースへのリンクです

すべての
データに

表示



Step1.
電子ジャーナルで
利用可能か確認

Step2.
冊子体の所蔵を確認

Step3.
学外より文献複写の
取り寄せを依頼(有料)

 くるくるLinker

49

-本文入手までの手順-

論文情報
医中誌Webで調べた文献
データが表示される



 くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手

50

Step1.：図書館で電子
ジャーナルを提供している
場合、本文へのリンク

が表示される

「論文」をクリック



 くるくるLinker Step1. 電子ジャーナルで入手

51

Step1.の「論文」をクリックすると、
提供元Webサイトから本文を電子
ジャーナルで読むことができる

「PDFをダウン
ロード」を
クリック

PDFが
開く！



★ 電子ジャーナル利用の注意事項

52

禁止事項（違反すると大学全体で利用停止）
 個人の研究・教育目的以外の利用
 複製・再配布・データの改変・転売
 一括または大量のダウンロードや印刷

過度なクリックはやめてください
※ダウンロードとは、ファイル保存だけでなく
PC画面に電子ジャーナルの本文を表示させる
ことも含みます



 くるくるLinker Step2. 図書館で冊子体を入手

53

Step2.：
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

Step1. で電子ジャーナルは
ないことがわかった



 図書館で和雑誌がどこにあるか

54

雑誌は雑誌名の
アルファベット順に
並んでいる

図書館2階

例：雑誌「看護管理」の場合
→ kangokanriと表し、
K のところに並んでいる

A→Z

QH→QZ
W→WW

WX→WZ

1999年以前に発行
された和雑誌

2000年以降に発行
された和雑誌



 くるくるLinker  Step3. 文献を取り寄せる

55

Step3.：
「文献複写の取寄せを申し込む」
リンクをクリック

Step1. & 2.で学内所蔵がない場合、
学外からコピーの取寄せを申し込む
ことができる



 くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

56

CanZo 外部データ受付画面が開く

ILL複写依頼（コピー取り寄せ）
をクリック



 くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

57

マイライブラリ 利用者認証画面が開く

利用者IDとパスワードを
入力して、「ログイン」
をクリック

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



 くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

58

図書か雑誌かを選択し、
「次へ」をクリック

医中誌からくるくるLinker を
通ってきた場合は「雑誌」



 くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

59

文献データは予め
セットされている



 くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

60

・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

を選択してください

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

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



 くるくるLinker Step3. 文献を取り寄せる

61

内容を確認し、これでよければ
「決定」をクリック

・通常1週間以内に到着
・図書館から到着メールを送信
・図書館カウンターにて受け渡し
・料金：

モノクロ @35～ 50 円
カ ラ ー @70～120円

× 枚数＋送料



★ 文献入手方法まとめ

62

１．電子ジャーナルで入手

２．滋賀医大の図書館で入手

３．学外から取り寄せる

速くて
便利！

ちょっと
時間とお金が

かかる

なければ
下へ進む



「書誌確認画面」タブをクリック！

医中誌Web 書誌確認機能

63

• 特定の論文を探している場合、例えば
 ある論文の参考文献リストに載っている論文を探すとき
 部分的な書誌事項しかわからない論文を探すとき

• 検索項目を限定して探したい場合、例えば
 2018年に雑誌『看護研究』に掲載された文献の一覧が見たい

→ そんなときは、書誌確認機能を使うと便利です



医中誌Web 書誌確認機能

64

雑誌名：日看科会誌
巻：35
開始ページ：247

を入力し、「検索」を
クリック

この文献が
見たい！



医中誌Web 書誌確認機能

65

見つけ
た！

見つけた文献は、くるくるLinkerを
使ってスムーズに本文を入手！

1件
ヒット



医中誌Web ログアウト

66

検索終了時には、必ず
「終了」をクリック！

！注意！
・本学では、同時に8人までアクセス可能
・ブラウザの「×」をクリックして終了すると、
しばらくログが残って、次の人がログイン
できなくなる



3-2. CiNii Articles

67



概要
国立情報学研究所が提供する、日本の学術論文を中心と
した論文情報が検索できる無料のデータベース

内容
医中誌Webが収録範囲としない分野（医学関連以外）を
広くカバーしている

論文本文へナビゲートするリンク機能もある

CiNii Articles とは

68



CiNii Articles アクセス

69

学外からは、VPNサービスを通して
アクセスすると、くるくるLinkerが
利用できる

附属図書館Webサイト >>> データベース >>>  CiNii Articles

「詳細検索」をクリックすると、
詳細検索の入力欄が表示される

→ 項目を指定した検索が可能



CiNii Articles   キーワード検索～検索結果一覧

70

例題：「高齢者」の「QOL」について書かれた論文を探す

キーワード：「高齢者△QOL」を入力し
「検索」をクリック ※△はスペース

検索結果の表示件数、
表示順序の変更ができる
※選択後「表示」をクリック

QOLを「生活の質」「クオリ
ティオブライフ」で言い換え
るなど、いろいろ試してみま
しょう！

Point

論文名 をクリックすると
論文詳細表示へ



CiNii Articles 論文詳細表示

71

論文タイトル
著者情報

【収録刊行物】
論文を掲載している刊行物名、
巻号、ページ数、出版年月日、
出版者の情報

【この論文にアクセスする】
本文等へのリンク

くるくるLinkerで
入手状況を確認
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3-3. PubMed



 オンライン辞書で検索する
WebLSDオンライン辞書 https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/ejlookup04.pl

生命科学分野に特化したWeb英和・和英辞書
英辞郎 on the WEB https://www.alc.co.jp/

アルク提供の英和・和英検索サービス
一般的な単語から医学用語まで幅広く収録

 参考図書で調べる ＊図書館1階参考図書コーナーにあり
『南山堂医学大辞典第20版』南山堂 , 2015.4 
『看護・医学事典第7版』医学書院 , 2014.2
『看護学事典第2版』日本看護協会出版会 , 2011.7
『コ･メディカル版ステッドマン医学辞典』メジカルビュー社 , 2010.4
『看護大事典第2版』医学書院 , 2010.3
『医学書院医学大辞典第2版』医学書院 , 2009.2 ほか

英語のキーワードを調べる

73



英語のキーワードを調べる

74

抄録

タイトル

キーワード

 日本語文献の英文タイトルや抄録、キーワードに
注目！



英語のキーワードを調べる

75

 医中誌Webシソーラス参照で確認する
MeSH用語や英語の同義語が登録されていることがある

確認したい
日本語のキーワード

キーワードの
詳細情報を見る



英語のキーワードを調べる

76

MeSHとは？
・Medical Subject Headingsの略
・PubMedにおけるシソーラス（統制語彙集）
・論文の内容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

そのまま
PubMed検索へ

医中誌での統制語と、MeSHで対応するキーワード

同義語の
リスト



 米国国立医学図書館（NLM）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

 2,900万件以上の文献データを収録

 文献データにはフルテキストへのリンクが
ある

PubMed とは

77



 附属図書館Webサイト上の 「PubMed（滋賀医大
専用入口）」からアクセス！

PubMed へのアクセス

78

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
＊学外からは、VPNサービスを通してアクセス

すると、図書館が契約する電子ジャーナル等
が利用できる

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



画面上部のサーチボックスに
検索語を入力する

PubMed 検索トップページ

79

検索マニュアルや各種
ツールへのリンク



 複数の検索語がある場合
＊スペースで区切って入力

ex.) allergic rhinitis seasonal 

 著者名で検索する場合
＊ラストネーム（姓）はフルで、ファーストネーム（名）
とミドルネームはイニシャルで入力

ex.) matsusue y

＊2002年以降出版の文献は、フルネームで検索可能
ex.) matsusue yoshitaka

 雑誌名で検索する場合
＊完全な雑誌名でも、略誌名でも検索可能

ex.) american journal of nursing
am j nurs

PubMed 検索のコツ（１）

80



 論理演算子（AND, OR, NOT）
＊演算子は大文字で入力

ex.) vitamin c AND common cold

 前方一致検索
＊検索語の最後にアスタリスク（＊）をつけると、語尾変

化のある単語がまとめて検索可能
ex.) nurs* → nurse, nurses, nursing, ... など

 熟語（フレーズ）の検索
＊ダブルクォーテーションで囲む

ex.) "kidney allograft"

 ストップワード
＊ストップワードは検索対象外

ex.) a, by, can, for, the, ... など

PubMed 検索のコツ（２）

81



表示される候補語を
クリックすると検索
が実行される

PubMed キーワード検索

82

例題：「postnatal depression」 についての文献を探す

サーチボックスに
「postnatal depression」と
入力し、［Search］ボタン
をクリックする



PubMed 検索結果一覧表示

83

検索結果：10,555件

初期設定では1画面につき
20件、データ収録の新しい
ものから順にSummary形式
で表示される



PubMed 文献データについて

84

文献タイトル
本文が英語以外の場合、
前後に ［ ］ がつく

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
PubMed 番号
この番号で検索
できる

本文入手はこちら

文献タイトルを
クリックすると
詳細表示へ



 [Format] [Sort by] [Per page] をクリックし、
変更する項目を選択する

PubMed 表示形式を変更

85

1画面の表示件数表示形式 表示順



PubMed Filterを使って絞り込む

86

検索結果画面左側のFilterメニューにある条件をクリックすると、
その条件で検索結果を絞り込むことができる

・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



PubMed Filterを使って絞り込む

87

絞り込んだ条件が
"Filters activated"と表示される
＊Filterは解除するまで有効

クリックすると✔が付き
絞り込みが有効に

絞り込みたい条件が出ていないときは
Customize...から



PubMed Advanced検索

88

サーチボックス下の
［Advanced］をクリック

Builder
①フィールドを指定し、

キーワード等を入力
②AND, OR, NOT を選択
複数の条件を組み合わせて
検索できる

History
これまでの検索履歴が表示され、
履歴を利用した再検索ができる
Addを押すと検索式がBuilderに
追加される



Single Citation Matcher
 文献の不完全な情報から正確な文献情報が

検索できる
 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

＊検索項目のうち一つからでも探せる！

PubMed 特定の文献を探す

89



PubMed 特定の文献を探す

90

PubMedトップページのPubMed Toolsより、
［Single Citation Matcher］をクリック

例題：この論文を探す



各検索項目を入力し、
［Search］をクリック
＊雑誌名・著者名を入力すると

候補語が表示される

PubMed 特定の文献を探す

91

第一著者 / 最終著者
に限定できる
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★CINAHLについて



CINAHL（シナール）とは
・看護学に関連する欧文文献データベース

3000誌以上の看護・健康・福祉に関連する雑誌から収録
1981年以降の文献を検索できる（毎週更新）

・雑誌論文以外の文献も多数収録
図書・学位論文・映像資料・訴訟事例・医薬品データなど
も収録

・スケール（尺度）を用いた論文を探す場合に有効
・日本語インターフェース

画面表示が日本語のため使いやすい
（ただし、検索するキーワードや論文自体の情報は英語で
表示されます）

93



CINAHLへアクセス
図書館HP→データベース→EBSCO CINAHL

「CINAHL」にチェックを入れ「続行」ボタンをクリック
（もしくは、「CINAHL」の文字をクリック）

94



95

CINAHLの検索画面（詳細検索）

キーワードを入力
キーワードの検索
の仕方を指定

検索する条件を限定

画面上の説明文や項目
は日本語で表示

検索する項目の指定が
可能



キーワード入力のヒント
・つづりがわからない部分がある

→ クエスチョンマーク「？」を入力
例：thr?w → throw 、threw などがヒット

・語尾の変化に対応させたい
→アスタリスク「＊」を入力

例：nurs* →nurse、nursing などがヒット

CINAHLの使い方

96

CINAHLでは、入力した単語と完全一致した語を検索する
ため、語尾が変化するものは＊を使って検索しましょう
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CINAHL キーワード検索
例題：「postnatal depression」 についての文献を探す

サーチボックスに
「postnatal depression」と
入力し、［検索］ボタンを
クリック

2,953件
ヒット！



CINAHL 検索結果一覧

98

サブジェクト：
この論文の主題となるキーワード

本文へは
くるくるリン
カーから

マウスをあてると
抄録が表示される

論題をクリックすると
詳細情報が表示される

クリックすると
フォルダに一時的
に保存される



CINAHL 検索結果を絞り込む

99

クリックすると、
隠れている限定条
件が表示される

学術雑誌論文
に限定したい
ときはここに
チェック

発行年の絞り
込みはここで

画面左側 隠れていた限定条件

MEDLINE(Pub
Med)のデータ
を除外したい
ときはここ



CINAHL 検索結果を絞り込む

100

その文献の主要なテーマに絞り込む
→内容で絞り込める

＞を押すと項目
が表示される

①チェックを
入れる

②更新を
クリック

文献のテーマで絞り込む →「サブジェクト：大見出し」から

もっと見たい
場合はここを
クリック



101

CINAHL スケールで検索

例題：
EPDS評価スケール（尺度）を使って
調査を行った論文を探す

※ EPDS：エジンバラ産後うつ病自己評価票
（Edinburgh Postnatal Depression Scale)
産褥期のうつ病を検出するために開発された
スクリーニング・テスト
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1

2

3

① 検索ボックスに
「EPDS」と入力

② 検索フィールドを
「Instrumentation」に指定
(選択しない場合：タイトル[TI]・
抄録[AB]・Subject Headings[SU]が
検索対象)

③ 「検索」ボタンを
クリック

CINAHL スケールで検索



CINAHL 検索結果詳細

スケールは機器(Instrumentation)
の項目に表示される

103

EPDSに関するスケールを
使っていることがわかる

「Article」は論文



CINAHL 印刷・保存・管理
検索結果を印刷・保存・メール送信などする場合は、
詳細画面に表示されるそれぞれのアイコンをクリック

①フォルダに追加：一時的に文献を保存

②印刷
③電子メール
④保存
⑤引用：引用形式の確認

⑥エクスポート：文献管理ツールへのエクスポート

⑦ノートの作成：メモを記録

⑧パーマリンク：文献の個別URL

⑨共有：Twitter や Facebook 等SNSツールへのリンク
104
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CINAHL
サブジェクト（シソーラス用語）検索

CINAHLでも医中誌やPubMedと同様に、
個々のデータについて その論文の内容にそった

サブジェクト (CINAHL Headings)  ＝シソーラス用語
が付与されている

サブジェクト(CINAHL Headings) で検索することによ
り、テーマにそった系統的な検索が可能になる！

よいキーワードが思いつかないとき、
思うような検索結果が得られないとき

はもちろん、そうじゃないときも
ぜひ使ってみましょう
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CINAHL
サブジェクト（シソーラス用語）検索

例： 「 postnatal depression 」をサブジェクト検索してみる

②検索語を入力

“CINAHL Heading” をクリック → サブジェクト検索画面へ

③「検索」ボタン
をクリック

①クリック
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CINAHL
サブジェクト（シソーラス用語）検索

このサブジェクト
で調べてみよう!!

Scope Note：
この語に関する説明が
見られる

postnatal depression に関する
論文を網羅的に検索できるシ
ソーラス用語が提案される

シソーラス用語
[Depression, Postpartum]を
クリック→ツリー表示へ
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チェックを入れるとサブ
ヘディングが表示される

上位語

CINAHL
サブジェクト（シソーラス用語）検索

下位語

①検索したい事柄にふさわしい
サブジェクト（シソーラス用語）に
チェックを入れる
必要に応じてサブヘディングを選択
②「検索データベース」ボタンをク
リック

サブヘディング
サブジェクトの
意味を限定

・拡張：下位語も含めて検索
・メジャーコンセプト：主要なテーマ
とする文献に限定して検索
必要に応じてチェック！



CINAHL インデックス検索

CINAHLでスケールについて検索する場合、
インデックス を利用して、
一覧から検索することも有効

検索可能な用語を
確認しながら検索
できる
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※CINAHLに収録されている論文に付与される情報
書籍の索引みたいなもの

※



①ブラウズボックスに検索
したいワードを入力
例：「 Edinburgh postnatal
depression scale 」を入力

②インデックスのブラウズ
から検索したい項目を選択
例：「Instrumentation」を
選択

③「検索」ボタンを
クリック

110

1

2

3

インデックス検索 の検索画面

CINAHL インデックス検索



「edinburgh postnatal depression scale」に関する
用語一覧が表示される

111

その用語を使って
検索した場合の
文献数

CINAHL インデックス検索



一覧から検索語を選択し、「追加」ボタンをクリック
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複数選択
も可能

複数選択する場合は演算子
を選択して用語をつなげる

CINAHL インデックス検索



検索ボックスに反映される → 「検索」ボタンをクリック
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検索結果が表示される

CINAHL インデックス検索



CINAHLの使い方：使い終わったら

本学では、1度に1人しか使えない
（同時アクセス1ユーザーのみ）

使い終わったら、必ず「LOG OUT」ボタンをクリック

114

ここから
終了するのを
お忘れなく!
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★文献管理ツール
EndNote basicについて
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文献データを管理し引用リストを簡単に作成する
ことが可能な、文献管理・論文執筆支援ツール

文献管理ツールとは？

(例)
・EndNote basic
・Mendeley
・RefWorks
・EndNote(デスクトップ版)
・Zotero

など

文献管理ツールには、有料のものや無料のものが数多くあります

今回説明するのはこちら



117

Clarivate Analytics社が提供する文献管理ツール

・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）
・文献リストの作成が簡単にできる
・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

EndNote basicとは？

→ 投稿する雑誌や提出先が指定する形式で
文献リストを作成できる 文献検討レポートに必要な

文献リストが作れる！
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EndNote basic 3つの主要機能

①文献情報の
収集

PubMed

医中誌Web

その他データベース

電子ジャーナル

②文献情報の
管理

③文献情報の
フォーマット

レコード(文献データ)の閲覧
グループ分け、編集、共有

指定の形式に合わせて
文献リストを自動作成

----------------------------------------
------------------------------------------------
-----

References
1. Chiu M, Watson S. Xerophthalmia and 

vitamin A deficiency in an autistic child with 
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3. Kong X, Yan C, Ma W, Li Y, Xing B, Yang 
Y, et al. Sodium hyaluronate's effect on 
xerophthalmia: a meta-analysis of 
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Opin. 2016;32(3):477-84.

Web上で管理



ログイン方法（要ユーザー登録）
１．図書館ホームページ

＞学習・研究サポート
＞「EndNote basic」

★学外からも利用可能

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 119

新しく登録する
ときはこちら

パスワードを忘れたら
ここから再設定



120

★ユーザー登録

＊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

名前の入力：
日本語は文字化けします

メールアドレス、パスワード、
氏名を入力し、Register !

すべて緑の✔
に変わったら
OK！

登録したアドレスに確認のメールが届いたら
メールをHTML表示にして、本文にあるリンクを
クリックしてください これを押すとHTML表示に変わります
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★プラグインのインストール

ダウンロードタブを開く

Windows版、または
Macintosh版を選択し
ダウンロード

自分のPCにインストール！
これがあるとデータベースからデータをダイレ
クトエクスポートしたり、Wordで論文を書き
ながら文献リストを自動作成することができる

※マルチメディアセンターのPCにはあらかじめインストールされています
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★プラグインのインストール

任意の場所に保存

ダブルクリック

1

2

3

4

しばらく待つ…
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★プラグインのインストール

入力しなくても大丈夫

5

7

6

「Next」を押して
どんどん進みます
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★プラグインのインストール
8

9

もう少しです!
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★プラグインのインストール
10

少し時間かかり
ます

11

完了！
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現在保存されている文献
データ（レファレンス）
の情報を表示

タブで切り替え

収集

管理

フォーマット

メイン画面インタフェース
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文献情報の取り込み

EndNote basic へ文献データを取り込む主な方法は2つ

1.データベースから直接取り込む
(例) 医中誌Web ・・・ ダイレクトエクスポート

CiNii Books  ・・・ EndNoteに書き出し

PubMed ・・・ Citation manager

2.検索結果をファイルに保存後、取り込む
(例)  TXT形式ファイル、RIS形式ファイル

今回説明するのはこちら

収集
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論文情報を取り込む：
医中誌Web - ダイレクトエクスポート

１．保存したい文献のチェックボックスにチェックを
入れ、「ダイレクトエクスポート」をクリック

２.「EndNote Web」をクリック

収集
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３．EndNote basic に
ログイン

４．文献が取り込まれる

論文情報を取り込む：
医中誌Web - ダイレクトエクスポート

EndNote basic側
の操作

収集
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「未整理」グループに
文献が取り込まれる

論文情報を取り込む：
医中誌Web - ダイレクトエクスポート

EndNote basic の画面

収集
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 図書の情報はCiNii Books からの取り込みが便利

CiNii Books とは？
国立情報学研究所が提供する、全国の
大学図書館が所蔵する図書や雑誌の
情報を検索できるデータベース

附属図書館 ＞資料検索 ＞CiNii Books

図書情報を取り込む：
CiNii Books – EndNoteに書き出し

収集

CanZo にも
取り込み機能

あり



132

CiNii Books 検索結果画面

1

① 取り込みたいデータに
チェックを入れて

② EndNoteに書き出しを選
んで「実行」をクリック

図書情報を取り込む：
CiNii Books – EndNoteに書き出し

2

一覧画面から
取り込む場合

収集
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CiNii Books 詳細表示画面

1

① EndNoteに書き出し
をクリック

2
②プログラムで開くを

選択し、OKをクリック

図書情報を取り込む：
CiNii Books – EndNoteに書き出し

詳細画面から
取り込む場合

収集
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CiNii Books 詳細表示画面

3

③ EndNote basic の
アカウントでログイン

4
④ 文献データが

EndNote basic に
エクスポートされた

図書情報を取り込む：
CiNii Books – EndNoteに書き出し

収集
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EndNote basic ［未整理］グループ

「未整理」グループに文献
データが取り込まれた

EndNote basic

タイトルをクリックする
と詳細画面へ

図書情報を取り込む：
CiNii Books – EndNoteに書き出し

未整理が0のままになっている場合
は、画面を更新してみてください

収集



 CiNii Books 等のデータベースにデータがない場合は？
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EndNote basic ＞「文献の収集」タブ ＞ 新しいレファレンス

「新しいレファレンス」
で書誌事項を手入力

文献情報の取り込み 収集
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文献情報の管理 グループ分け

①追加したい文献
情報にチェック

② 「グループに追加」
のプルダウンを

クリック

例：「未整理」グループにある
文献情報を新しいグループに追加する

③「新しいグループ」
を選択

管理
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文献情報の管理 グループ分け
例：「未整理」グループにある
文献情報を新しいグループに追加する④グループ名を

入力してOKをク
リック

⑤ グループが作成され、
選択した文献情報4件が
入った

管理
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便利な使い方：
PDFファイルも一緒に管理

ファイルが添付されるとクリップの色が
変わります

②

①文献レコードのクリップマーク
(     )をクリック
②[ファイルの添付]をクリック
③[参照]ボタンからアップロード
したいファイルを選択
④[アップロード]をクリック

※最大2GBまで
利用可能

③

④

①

管理
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便利な使い方：
文献リストを作成する

１．引用文献リスト作成タブの
「文献リストの作成」を表示

4．「ファイル形式」を選択し
プレビュー＆印刷をクリック→
別画面で、指定した書式での
文献リストが表示される

２．「レファレンス」で出力
するグループを選択

※ポップアップブロックが表示される場合
があります.その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．「書誌スタイル」から出力
したい形式を選択

フォーマット
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便利な使い方：
文献リストを作成する

5．コピーしてWord原稿などに
貼り付けて利用できる

出力例

フォーマット
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便利な使い方：
Wordで引用文献を自動作成する

プラグインをインストールするとMicrosoft Word に「EndNote」タブが追加される

Wordで執筆中の論文に、「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

引用文献
の挿入は
ここから

引用文献の形式は
ここで指定する

クリックするとログイン画面が開く

フォーマット
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便利な使い方：
Wordで引用文献を自動作成する

文中に引用文献を挿入する方法

①Word上で挿入したい位置
にカーソルを置き、このボ
タンをクリック

フォーマット
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タイトル・著者名等キーワード
を入力して「Find」をクリック
＊日本語はヒットしにくいです

便利な使い方：
Wordで引用文献を自動作成する

③「Insert」
をクリック

②挿入したい文献
を選択

Ctrlキーで
複数の選択も可能

文中に引用文献を挿入する方法

フォーマット
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簡単に引用文献
を挿入できる

便利な使い方：
Wordで引用文献を自動作成する

※プラグインを使って出力した引用文献情報の削除
は必ずプラグインの機能で削除してください

プラグインを利用して挿入した例

フォーマット
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このあとお時間ある方は
一緒にユーザー登録

してみましょう



さいごに

資料の探し方については、
図書館カウンターまでお気軽に

ご相談ください
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＊図書館入口すぐの検索コーナーにて、
「ぷち講習会」を開催しています＊

 火・金曜日 11：00- , 16：30-

 各回15分程度。事前申込不要！

 データベース検索等をPCを使って
実習方式で実施

 開催時間に図書館カウンターへ
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