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附属図書館利用支援係

看護学研究方法論Ⅰ
文献検索講習会（第２回）



本日の内容（第2回）
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1. PubMed

2. CINAHL

3. Scopus, UpToDate, JCR

4. EndNote②
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1. PubMed



PubMed とは

 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

 約2,900万件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

3



PubMed のデータ

検索できるデータ
 MEDLINE
 MEDLINE 収録前の最新データ
 MEDLINE 収録対象外データ等
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MEDLINE（メドライン）とは？
・PubMed のおもな構成要素となる医学･生命科学文献データベース
・1946年から現在までの5,200誌以上（2019年現在）の文献データを収録
・滋賀医科大学では Ovid MEDLINE を利用できる



PubMed へのアクセス

 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！
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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
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検索マニュアルや各種
ツールへのリンク



PubMed 検索のコツ（１）

 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.) shiota k

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

 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
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PubMed 検索のコツ（２）

 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
8



例題：
新人看護師のレジリエンス

について書かれた英語論文を探す

9

PubMed



＊英語のキーワードを調べる（１）

 オンライン辞書で検索する
ライフサイエンス辞書 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
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https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/ejlookup04.pl
http://www.alc.co.jp/


＊英語のキーワードを調べる（２）

 医中誌Webシソーラス参照で確認する
英語の同義語が登録されていることがある
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＊英語のキーワードを調べる（３）

 日本語文献の英文タイトルや抄録、キーワードに注目
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抄録

タイトル

キーワード

柏 美智. 新卒看護師が仕事上の困難への
対処の仕方を見出すプロセス：卒後3年
目の看護師へのインタビューより.日本
精神保健看護学会誌. 2017, 26(2), p. 1-10. 



＊英語のキーワードを調べる（４）

 まとめ
の英語訳は？

 novice nurse ←  英辞郎 on the WEB

 fresh(man) nurse(s) ←『看護学事典 第2版』
医中誌Webシソーラス参照

 new(ly) graduate(d) ←  日本語文献
nurse(s)

などなど
13

新人看護師



PubMed基本編 キーワード検索
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まずは「nurse resilience」で軽く検索してみましょう

サーチボックスに
「nurse△resilience」と入力し
［Search］ボタンをクリックする

候補語が表示さ
れたらそこから
選んでもOK



PubMed基本編 検索結果一覧表示
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検索結果：914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基本編 文献データについて
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文献タイトル
本文が英語以外の場合、
前後に ［ ］ がつく

本文言語（英語以外の場合記載）
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

文献データの状態遷移について
① 出版社から送付されたデータ
② 書誌事項の確認、索引付け等を整理中のデータ
③ MEDLINEデータとして登録済のデータ
④ MEDLINEに収録対象外のデータ

すべて
検索
されます



PubMed基本編 表示形式を変更

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

表示順

1画面の表示件数



PubMed基本編 表示形式の種類（１）

18

本文へのナビゲートリンク

抄録

Summary形式 Abstract形式



PubMed基本編 表示形式の種類（２）
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MEDLINE形式

• 文献の全データをタグ付きで表示
• 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



PubMed基本編 検索結果の印刷
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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

クスにチェックを入れ、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

（チェックを入れなければ表示されてい
る全件が印刷される）



検索結果をUSBメモリなどに保存する場合
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

PubMed基本編 検索結果の保存

21

①

③

②

[Citation Manager]
を使うとEndNote
に直に取り込み
（EndNoteスライド参照）



PubMed基本編 クリップボードを使う
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画面上部に、クリップボードに
保存した件数が表示される

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8時間保存される
＊重複データは自動的に除去される

①

②



PubMed基本編 検索結果をメールで送信
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検索結果をメールに送信する場合
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「ロボットではありません」にチェック
⑤［E-mail］をクリック
＊200件まで送信可能

指定したアドレスに
メールが届く

①

③

②

④

⑤



PubMed基本編 検索結果を絞り込むには
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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

①

②



該当のFilter項目を表示
①［Show additional filters］をクリック
② Languagesにチェック
③［Show］をクリック

例：「2015/1/1から現在」までに「英語」で書かれた論文に絞り込む

PubMed基本編 Filterで絞り込み（１）
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① ③

②



Publication Dates を指定
①［Custom range...］をクリック
② 年を入力
③［Apply］をクリック

PubMed基本編 Filterで絞り込み（２）

26

① ③

②

"2015"
のみ入力で

OK



PubMed基本編 Filterで絞り込み（３）

27

Languages を指定
→ English をクリック



PubMed基本編 Filterで絞り込み（４）
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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

検索結果：558件



PubMed応用編

29

『「新人看護師」の「レジリエンス」に関する文献 』を
系統的に検索する

 系統的な検索
 シソーラス用語（統制語）で検索
 同義語・類義語を確認し、それぞれで検索
 ORでつないで大きなグループを作る
 異なるグループを掛け合わせ（AND検索）

検索式を組み立てる！



 MeSHとは？→ Medical Subject Headingsの略
 MEDLINEのシソーラス（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

 最新の文献データやMEDLINE収録対象外データには
付与されていない

30

MEDLINEの
キーワード

neoplasms
MeSH

文献での表現
cancer

neoplasm
tumor

PubMed応用編 MeSHを使う（１）
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①サーチボックスのプルダウンメニューから
「MeSH」を選択

More Resources > 「MeSH Database」
からでも検索できる

PubMed応用編 MeSHを使う（２）
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② サーチボックスに「novice nurse」と
入力し［Search］ボタンをクリック

③他にも適当なものがない…
念のため「Nurses」をクリックして確認

PubMed応用編 MeSHを使う（３）

該当する
MeSHなし

 の MeSH を検索新人看護師
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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
• チェックをつけて検索できる

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

語の
定義

PubMed応用編 MeSHを使う（４）
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必要に応じてチェック
・Restrict to MeSH Major Topic.

＊ そのMeSH用語を中心に扱った
文献に限定

・Do not include MeSH terms ... 
＊ そのMeSH用語の階層構造での

下位語を含めない

MeSH用語の階層構造
・上位語 / 下位語が確認できる

＊ 上位語: より広い概念
＊ 下位語: より狭い概念

Entry Terms
・このMeSH用語への

参照語

上位語

下位語

やはり「新人看護師」に該当する
MeSH用語はなさそう → MeSH用語
は使わずフリーワードで検索する

PubMed応用編 MeSHを使う（５）
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PubMed応用編 MeSHを使う（６）

２件ヒット！
これがよさそうなのでクリック

 の MeSH を検索レジリエンス
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See Also → このMeSH用語も確認しておく
＊2009年までは「Adaptation, Psychological」
というMeSHが付与されていた

［Add to search builder］をクリックすると
サーチボックスに検索式が入力される
→［Search PubMed］をクリック

PubMed応用編 MeSHを使う（７）

このMeSH
用語への
参照語



PubMed応用編 MeSHを使う（８）

37

検索結果：4,666件



 ちなみに、医中誌でもMeSH用語が調べられます

38

ここからPubMedを検索
することも可能

PubMed応用編 MeSHを使う（９）



 をフリーワード（入力したままの形）で
検索する
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PubMed応用編 Advancedで検索（１）

新人看護師

 novice nurse
 fresh(man) nurse(s) 
 new(ly) graduate(d) nurse(s)

・
・
・

Advanced Search を使う
さまざまな検索語を、件数を確認しながら検索し、
式を組み立てていくことができる



PubMed応用編 Advancedで検索（２）
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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

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
＊履歴は8時間有効
＊#0 はクリップボードに保存したデータ

↑  検索式が自動的に作成される



PubMed応用編 Advancedで検索（３）
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①novice nurse と入力

② [Add to history] をクリック

③ History に追加される

 fresh nurse や new graduate nurse 等さまざまな語で
検索し、新人看護師のグループを作る



PubMed応用編 Advancedで検索（４）
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④ History の［Add］を
クリック し Builder に
追加する

⑤ プルダウンから[OR] を
選択し、 [Add to history]
をクリック

新人看護師
グループが
できた！



PubMed応用編 Advancedで検索（５）
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同様に レジリエンス のグループを作る

・psychological resilience
・resilience [Title/Abstract] 
・Resilience, Psychological [MeSH]

３つの検索履歴を OR でつなぐ



PubMed応用編 Advancedで検索（６）
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 新人看護師 と レジリエンス のグループを掛け合わせる

Add で追加し
てもよいし
直接＃と番号を
入力してもOK

新人看護師

レジリエンス

件数をクリッ
クすると検索
結果へ



PubMed応用編 検索語の参考

 検索結果のKEYWORDSやMeSH Termsから関連するキーワー
ドを見つけることができる

45

first year 
experience

nurse 
education

job 
satisfaction

personnel 
turnover

stress, 
psychological

クリックすると
展開する



PubMed 特定の文献を探す（１）

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！

46



PubMed 特定の文献を探す（２）
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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
Hung YN, Yang SY, Kuo CJ, Lin SK. Diagnostic consistency and
interchangeability of schizophrenic disorders and bipolar disorders: A 7-year 
follow-up study. Psychiatry Clin Neurosci. 2018;72(3):180-188.



各検索項目を入力し、
［Search］ボタンをクリック
＊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（３）

48

第一著者 / 最終著者
に限定できる



PubMed 文献を入手するには
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" Free " と表示されたアイコンは、無料
で本文が入手可能

雑誌の発行元のリンクは、本学が契約し
ている場合、本文が入手可能

本文が入手可能かチェック！

検索結果、文献の詳細（Abstract形式）
に表示されるアイコンに注目！



2. CINAHL
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CINAHL（シナール）とは

51

・看護学に関連する欧文文献データベース
約5,500誌の看護・健康・福祉に関連する雑誌から収録
1976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情報は英語で表示）



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）

CINAHLへのアクセス

52

学外からはVPNサービスに
接続して利用してください



CINAHLの検索画面（詳細検索）
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キーワードを入力

検索モードの指定

検索条件の限定

言語、年齢、性別、
出版年の指定など

画面上の説明文や項目は
日本語で表示

検索項目の指定が可能



CINAHL 検索のヒント

54

・つづりがわからない部分
→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
→アスタリスク「＊」を入力

例：nurs* → nurse 、nursing などがヒット



CINAHL キーワード検索

55

例題：糖尿病 "diabetes" の食事療法 "diet therapy"
についての文献を探す

サーチボックスに "diabetes"
と入力し、「検索」をクリック

181,382件
ヒット



CINAHL キーワード検索
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続いてサーチボックスに
"diet therapy" と入力し、

「検索」をクリック

21,140件



CINAHL 履歴検索
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"diabetes" と "diet therapy" 両方のキーワードを含む
文献を探す →履歴検索を行う

① サーチボックス下の
「検索履歴」をクリックし、
検索履歴/アラートを表示

② かけ合わせたい履歴に
チェックを入れ、「ANDを
使用して検索」をクリック

サーチボックスの検索語は
消しておいてください

1

2



CINAHL 検索結果一覧
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くるくるリンカー
本文へ

マウスをあてると抄録など
詳細情報が表示される

サブジェクト：
この論文の主題となるキーワード

検索結果の絞り込み

・検索結果の並べ替え
・表示形式の変更

論題をクリックすると
詳細情報が表示される

3,776件



CINAHL 検索結果の絞り込み
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「限定条件」の
「詳細を表示」を
クリック

各種条件で絞り込める

特徴的な絞り込み条件
・調査記事（学術雑誌論文に限定）
・査読（査読誌に限定）
・MEDLINEレコードを除外

(PubMedの主なコンテンツであるMEDLINEを除ける)
・第一著者が看護師

など

検索トップ画面の
「検索オプション」と同じです



CINAHL 検索結果の絞り込み
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サブジェクト：大見出し
文献の主な内容で絞り込める

閉じている項目は
＞をクリックして
展開

全部を見るには
「詳細を表示」
をクリック

※サブジェクト（シソーラス）での
検索については後ほど詳しく

x をクリックすると
条件を解除

絞り込み条件の解除方法



CINAHL 文献詳細画面
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このタイトルを
クリック

ツール
データの出力など

引用文献
この論文が引用
している文献

サブジェクトや抄録で
おおよその内容を掴める

糖尿病より
肥満(Obesity)が
メインの内容？



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

・フォルダに追加：一時的に文献を保存

・印刷
・電子メール
・保存
・引用：各種スタイルでの引用形式の確認

・エクスポート：文献管理ツールへのエクスポート

・ノートの作成：メモを記録

・パーマリンク：文献の個別URL
・共有：SNSツールへのリンク

CINAHL 印刷・保存・管理
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CINAHL フォルダに追加
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水色のアイコンを
クリックして選択

→ 黄色に変わる

未選択

選択済

選択を外したいときは
黄色フォルダをクリック

フォルダへの追加は一覧画面からも行える



CINAHL フォルダの中身を見る
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処理したいデータにチェックを
入れて、印刷等の処理を選択

画面右上の「フォルダ」
をクリック



EndNote basic にデータを取り込むには？
→ フォルダに保存してエクスポート

CINAHL 文献管理ツールへの出力

65

① フォルダ一覧画面
右側の「エクスポート」
をクリック

②「EndNote Web への直接
エクスポート」を選択し、

「保存」をクリック

テキストファイルをダウンロードして
EndNote basic にインポートする場合は、

「RIS形式」を選択
＊ EndNote basic での「インポートオプション」は、

"RefMan RIS" を選択

VPN接続では取り込めない場合があります



CINAHL 引用文献
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検索結果画面に戻り
「引用文献」をクリック

※引用文献を収録
しているデータと
そうでないデータ
があります

チェックを入れて「関連するレコード」をクリックすると、
この文献を引用したさらに別の文献を検索できる

引用文献の一覧



CINAHL 引用文献
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画面上部メニューの「引用文献」から
引用文献を直接検索することもできます

引用されている文献（＝参考文献表に載っている文献）
の著者、タイトル、雑誌名等で検索



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索

68

CINAHLでは、個々のデータに 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



例題：糖尿病の食事療法についての文献を
サブジェクト検索で探す
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① CINAHL Heading を
クリック

→ シソーラス検索画面へ

② "diabetes" と入力 ③「検索」をクリック

CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索



サブジェクトの一覧が表示される
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CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索

フキダシをクリックすると、
その語の定義（範囲=Scope）を
確認できます

基本的な使い方：
チェック（複数選択可）入れ、
「検索データベース」を押して検索



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索
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上位語

ツリー表示に変更して階層構造を確認する

下位語

文字をクリック

右にインデントされているほど下位語
です
“Diabetes Mellitus”が1型、2型の糖尿病
や、その他の症状等を下位語に含んで
いることが分かります



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索
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拡張 (+) について

※注意※

医中誌やPubMedなど他のデータベースでは
何もしなくても下位語を含んで検索してくれています
CINAHLは動きが異なるので注意が必要です

「拡張」にチェックを入れると
下位語も含めて検索します



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索
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サブヘディングについて

サブヘディングとは、
サブジェクトの意味をさらに細かく限定するものです
ここでは「糖尿病の食事療法」を調べたいので
“Diet Therapy/DH”にチェックを入れてみましょう



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索
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最後に「メジャーコンセプト」にチェックを入れて検索

メジャーコンセプトにチェックをすると
文献データの「主要サブジェクト」に
その語が含まれる文献を検索します

文献データ例



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索

75

サブジェクトを用いた検索の結果

“Diabetes Mellitus”(下位語含む) の
“Diet Therapy(DH)” が
主要なテーマとなっている文献を検索

1,764件 単なるキーワード検索のときよりも
件数が絞り込めている



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索

76

CINAHLのサブジェクト (CINAHL Headings) の特徴
・MeSH (PubMed) と比べ看護学分野特有の用語が豊富

→ 看護理論や尺度などもあり
（例）

興味のある用語を
是非調べてみましょう



CINAHL サブジェクト（シソーラス用語）検索
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サブジェクト検索の注意点
・新しくCINAHLに登録された文献データ (Pre-CINAHL)

には、サブジェクトは付与されていない
→ キーワード検索もあわせて行う

こちらにチェックをつけると
キーワード検索ができる

サブジェクト一覧



CINAHL スケール（尺度）の検索

78

スケールを用いた研究の検索にCINAHLが有効

(1) キーワード検索

(2) インデックス検索

例題：自己効力感尺度 (GSES)* を使って
調査を行った論文を探す

* GSES：General Self-Efficacy Scale

2種類の方法を
ご紹介します



CINAHL スケール（尺度）の検索（１）
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1

2

3

① サーチボックスに
"general self efficacy
scale" と入力

② サーチフィールドを
"IN Instrumentation"
に指定

③「検索」をクリック

（１）詳細検索画面でキーワード検索



スケールは機器 (Instrumentation)
の項目に表示される

CINAHL スケール（尺度）の検索（１）
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General Self-Efficacy Scale
に関するスケールを使って
いることがわかる

詳細画面



CINAHL スケール（尺度）の検索（２）
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（２）インデックス検索
インデックス検索とは…
思いついたキーワードでそのまま検索するのではなく
文献情報から抽出されたインデックス（本の索引のようなもの）
を使って検索する方法

キーワード インデックス 文献情報

思いついたままの語 どの語で検索すればよいか
ヒントになる

キーワードに自信がないときや
表記ゆれが考えられる場合に有効

→スケールの検索と相性がよい



CINAHL スケール（尺度）の検索（２）
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（２）インデックス検索

①「その他」から「イン
デックス検索」を選択

② インデックスのブラウズ
から "Instrumentation"
を選択

③ ブラウズボックスに
"general self efficacy 
scale" と入力

④「検索」をクリック

1

2

3

4



CINAHL スケール（尺度）の検索（２）
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General Self-Efficacy Scale に
関する用語一覧が表示される

用語一覧

アルファベット順



CINAHL スケール（尺度）の検索（２）
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① 一覧から用語を選択

複数選択する場合は、演算子を
選択して用語をかけあわせる

②「追加」をクリック

インデックス検索で調べた用語をCINAHLで検索

1

2

その用語で検索した場合の文献数

前後のページへ



CINAHL スケール（尺度）の検索（２）
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③ サーチボックスに反映される
→「検索」をクリック

④ 検索結果が表示される

3

4



出版物検索
・掲載誌から文献を探すことができる

CINAHL 出版物検索
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①「出版物」をクリック

② 一覧から検索したい出版物に
チェックをつけ、「追加」を
クリック

→ サーチボックスに出版物名が
反映される

③「検索」をクリック

1

2

3

出版物名を検索することも
可能



CINAHL Citation Matcher 機能
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①「その他」から "Citation 
Matcher" をクリック

Citation Matcher
・限られた情報から特定の文献を検索する

Li Y, Wang C, Huai Q, Guo F, Liu L, Feng R et al. (2016). Effects of tea or tea extract 
on metabolic profiles in patients with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis of 
ten randomized controlled trials. Diabetes Metab Res Rev, 32(1), 2-10.



CINAHL Citation Matcher 機能
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② 雑誌名や巻号、開始ページなど
わかっている情報を入力し、

「検索」をクリック
雑誌名は

略誌名でも
可能

③ 1件ヒット！



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」をクリック

CINAHL ログアウト
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こちらから
終了
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3. Scopus（スコーパス）



Scopus とは

 エルゼビア社が提供する抄録・引用文献データ
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
7,200万件以上の文献を収録

 MEDLINEのデータを100%カバー
 データは毎日更新
 1970年以降の論文は、参考文献も収録

論文の引用・被引用関係がわかる！ 91



Scopus の利用
附属図書館Webサイト > データベースから

学外から利用する場合は、VPNサービス
を通ってアクセス 92



Scopus ：検索画面

「検索語」と表示されているところに入力
ex.）dementia

検索ボタンまたは
Enterで検索！

検索範囲が
設定可能

プルダウンから
検索項目を選択

検索画面は日本語ですが、
英語で検索を行います

93



Scopus ：検索語入力のルール

 大文字・小文字の区別なし
 名詞の単数形を入力すると、複数形や所有格も検索
 フレーズ検索をするには、検索語を二重引用符（“ ”）

で囲む
 検索語の末尾にアスタリスク（＊）をつけると、語尾変化

のある単語をまとめて検索できる
 論理演算子

・AND 2つの語句の両方を含むものを検索
・OR 2つの語句の一方または両方を含むものを検索
・ANDNOT 後の語句を含まないものを検索

詳細は、Scopus クイックレファレンスガイド をご参照ください

94



Scopus ：検索結果

並べ替えEndNoteに文献データを
エクスポートする場合は
RIS形式を選択

検索結果の絞り込み

くるくるLinker

タイトルクリックで
詳細表示
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被引用数をクリックすると、
その論文を引用している論
文の一覧を表示



Scopus ：検索結果の絞り込み

 検索語を追加して絞り込む 項目を選択して絞り込む

クリックすると
項目が展開

チェックを入れて
「絞り込む」を
クリック

検索語を入力し、
をクリック

（またはEnter）
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Scopus ：検索結果の分析

出版物別、著者別など、
他の統計データをグラフで表示

検索結果一覧画面→ 検索結果の分析

97



・絞り込みを解除したい
・別のキーワードで検索をしたい
・履歴検索をしたい

Scopus ：こんなときは？（1）

検索式を入力して
履歴検索も可能！

どちらかをクリックして
トップページへ

リンクをクリックして
もう一度結果一覧へ

画面左上「Scopus」のロゴ
または「検索」をクリック

検索履歴
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Scopus ：こんなときは？（2）

③ DOIを選択

② DOIを貼り付け

① "doi:" 以下をコピー
(10.1177/0269216319852007)

PubMed

Scopus

・PubMedなど他のデータベースで
検索した文献をScopusで調べたい DOIで検索するのが便利！

④ 検索

DOIとは？
インターネット上の電子資料に付与
される識別子（コード）
データベースに依らず通用するID
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Scopus ：並べ替え: 被引用数 (多い順)

初期状態では出版年の新しい順
に表示されている

多く引用されている文献は
その分野において影響力が大きく、
重要であると考えられる

「被引用数(多い順)」を
クリック
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Scopus ：検索結果詳細

抄録

参考文献リストへ
被引用文献
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Scopus ：引用をたどる

A以前に
発行された論文

A以降に
発行された論文

過去も未来も検索できる

引用情報をたどって文献を探すことで、重要な文献を
芋づる式に検索できる！

テーマにぴっ
たりな文献A

参考文献
・・・・

Aが引用
している

論文

Aを引用
している

論文

エルゼビア・ジャパン オンライン講習会スライド：
「世界最大級の抄録・引用文献データベース: Scopusを使った検索 (文献検索編)」
をもとに作成
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/796682/Scopus_OnlineTraining_Part1_2018Jul.pdf

過去

未来

102



Scopus ：引用をたどる

被引用：
この論文を引用して
いる文献

参考文献：
この論文が引用して
いる参考文献の一覧

103



Scopus ：パーソナル機能

ユーザー登録
画面上部の「ユーザー登録」
から登録

ユーザー登録すると

• アラートの設定
• 検索式の保存
• 文献リストの保存
• グループ化した著者の保存

などの機能が利用できるようになります
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UpToDate
臨床意思決定支援ツール

105



UpToDate とは？
 臨床上の疑問に対して実用的な回答を提供でき

るように作られたインターネット上の教科書
 各分野の専門医が執筆し、20以上の専門領域に

わたって1万件以上の臨床レビューを提供
 日本語で検索可能！（ただし本文は英語）

附属図書館Webサイト＞
データベースからアクセス
してください

VPNサービスでは利用できませんが、
ユーザー登録をすれば、自宅や外出
先など学外からも利用することがで
きます
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UpToDate トップページ

検索言語が選べます

疾病名、症状、薬物名、
検査名などを日本語また
は英語で入力

ユーザー登録は
こちらから

※日本語で入力すると、医学用語辞書を
介して英語に翻訳されて検索されます

※最後に表示されるレビューの本文は
英語です

便利なツール

以下に詳しい利用説明ビデオが公開されています
https://www.uptodate.com/ja/home/online-tutorials

最新情報や患者
向け情報など
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UpToDate 検索結果

見たい
トピック
を選択

検索語と関連の強い順にトピックの
タイトルが表示される

トピックの
アウトライン

トピックを素早く
読むにはここ
SUMMARY & 
RECOMMENDATIONS

成人、小児、患者向け
などで絞り込み可能
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UpToDate 参考文献

REFERENCES

トピックの参考文献
＝重要な文献の集まり

入手したい参考文献
をクリック

Check for full text availability
→ くるくるLinker へ
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UpToDate 画像

GRAPHICS
臨床トピックに関連する
画像が利用できる

110

画像をPowerPointに
ダウンロードできる全ての画像を表示

著作権表示は削除しないで
ください

見たい画像タイトル
をクリック



UpToDate を学外で使う
- UpToDate Anywhere -

 学外からPCやスマートフォン、タブレット
で利用できます

 専用のモバイルアプリもあります
App Store、Google Play 等で「UpToDate」を検索し、
アプリをダウンロードしてご利用ください

 利用には、ユーザー登録が必要です
＊登録は大学内のネットワークに接続されたPCから行ってください
＊登録方法の詳細は、別紙をご覧ください
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Journal Citation Reports
（ JCR）
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Journal Citation Reports（JCR）とは

Journal Citation Reports （JCR） は、
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）を提供するツール

インパクトファクター（Impact Factor）
特定の学術雑誌に掲載された論文が特定の年または期間内に
どれくらい頻繁に引用されたかを平均値で示す尺度

＊計算方法＊
A＝2016年、2017年に雑誌Pに掲載された論文が2018年中に引用された回数
B＝2016年、2017年に雑誌Pが掲載した論文の数
雑誌Pの2018年のインパクトファクター＝A／B
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Journal Citation Reports（JCR）の利用
附属図書館 Webサイト ＞ 左側メニューまたは「データベース」から

114

学外からアクセスする場合は？
EndNote basic のアカウントで
サインインできます



Journal Citation Reports（JCR）の利用
 特定の雑誌を調べる

① 調べたい雑誌名
を入力

ex.) American Journal of 
Nursing

② 候補から該当の
雑誌名をクリック

③ ポップアップブロックが表示
される場合は、許可を選択
※ ブラウザによっては、設定後

再度検索が必要
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Journal Citation Reports（JCR）の利用

最新の
インパクトファクター

分野別雑誌一覧へ

雑誌タイトル

 雑誌詳細ページ

詳細ページのデータ
・インパクトファクター
・引用分布
・インパクトファクター計算
・引用論文一覧
・主要指標一覧
・原著･レビュー論文別データ
・国・機関順データ など

各年データへ

116



Journal Citation Reports（JCR）の利用
 雑誌詳細ページ

年別
インパクトファクター

117

数値をクリックすると、
根拠となるデータが表示
される



Journal Citation Reports（JCR）の利用
 特定分野のインパクトファクターを調べる

JCRトップページから
"Browse by Journal" を
クリック

118



Journal Citation Reports（JCR）の利用

④ 選択した分野の雑誌
リストが表示される

① "Select Categories"
をクリック

 特定分野のインパクトファクターを調べる

② 分野を選択

③ 画面下部の "Submit"
をクリック 119

初期状態では
インパクトファクター順



Journal Citation Reports（JCR）の利用
ｰ くるくるリンカーから ｰ

JCRの雑誌詳細情報
画面が表示されます

ここをクリック 120



4. EndNote basic②

121



122

おさらい：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 
a restricted diet. BMJ Case Rep. 2015;2015.

2. Kheir AE, Dirar TO, Elhassan HO, Elshikh
MA, Ahmed MB, Abbass MA, et al. 
Xerophthalmia in a traditional Quran 
boarding school in Sudan. Middle East Afr J 
Ophthalmol. 2012;19(2):190-3.

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 
randomized controlled trials. Curr Med Res 
Opin. 2016;32(3):477-84.

Web上で管理



PubMedからの取り込み：Citation manager

123

1

2
① 保存したい文献に

チェックを入れる
② Send to を

クリック

PubMedでヒットした文献から選択して
EndNoteに取り込んでみましょう
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3

4

③ Citation manager
を選択

④ Create File を
クリック

⑤プログラムで開く
を選択してOK

6

⑥ EndNote basic のアカウント
でログイン

7

⑦ 文献データが EndNote basic
にエクスポートされた

PubMedからの取り込み：Citation manager



125

EndNote basic

「未整理」グループに文献
データが取り込まれた

PubMedからの取り込み：Citation manager



PubMedからの取り込み：
テキストファイルをインポート

126

1

① 保存したい文献に
チェックを入れる

2
② Send to を

クリック
3

③ Choose Destination → File
Format → MEDLINE
を選択し、Create File をクリック

Format はMEDLINE
を選択
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④ファイルを保存する
を選択し、OK

初期設定の状態では「ダウンロード」
フォルダに保存される

4

PubMedからの取り込み：
テキストファイルをインポート
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⑤ 文献の収集タブから
レファレンスのインポート
を選択

EndNote basic
5

6
インポートオプションは
PubMed (NLM)を選択

7

⑦ グループ名を入力して、
OK

⑥ ファイル、インポートオプ
ション、インポート先を指定し、
インポートをクリック

完了！

PubMedからの取り込み：
テキストファイルをインポート



グループ分け
例）「未整理」グループの文献情報を

新しいグループに振り分ける

129

1

①未整理グループ
を表示

2

② 目的の文献に
チェック

3

③グループに追加... プルダウン
から新しいグループを選択

④ グループ名を入力して
OKをクリック

4



グループ分け

130

⑤ グループが作成され、
選択した文献情報 2件が
入った5

グループ分けをすることで
リストの作成などを一括で行えます
一つの文献を複数のリストに
登録することもできます



グループの管理

131

名前の変更や
グループの削除ができます
※グループを削除しても

中の文献データは消えません

分類タブから
マイグループの管理を選択

グループの情報を
他のアカウントと
共有することもできます



重複データの削除

132

フォルダのマークを
クリックすると
どのグループの文献かを
確認できます

分類タブから重複の検索を選択

重複したデータが
片方にチェックのついた
状態で表示されます 削除
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添付ファイル

添付すると
クリップが
青色に

変わります

※ 最大2GBまで
利用可能

1

① 文献レコードのクリップ
マークをクリック

2

②ファイルの添付を
クリック

3 ③参照からファイル
を選択

④アップロードを
クリック

4



3

2
1

引用文献リストの作成

134

① 引用文献リスト作成タブの
文献リストの作成をクリック

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

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



引用文献リストの作成

135

出力例
（プレビュー＆印刷）

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

コピーしてWordに
貼りつけるなどして
活用できる



Wordで引用文献を自動作成

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

メニューバーの「EndNote」タブ
をクリックし、ログイン画面にて
アカウント（メールアドレス）と
パスワードを入力して「OK」を
クリック

136

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



Wordで引用文献を自動作成

どのスタイルを選べばよいかは、
雑誌の投稿規定で確認しましょう
わからないときやまだ決まってい
ない場合は Numbered がおすすめ

137

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･･･］をクリックし、
一覧から選択



Wordで引用文献を自動作成

Word上の挿入箇所にカーソル
を置き、「Insert Citations」を
クリック

138



Wordで引用文献を自動作成

139

① タイトル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 から呼び出される

② 該当の文献を選択して
Insert をクリック

日本語はヒットしにくいです

Ctrlキーで
複数の選択も可能

1

2



Wordで引用文献を自動作成

簡単に引用文献
が挿入できる

140



挿入した文献情報の削除

141

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

1

① Edit Citation(s) を
クリック

2

② 削除したいレコードの
[Edit Reference] から
Remove Citation を選択し、
OK をクリック
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