
滋賀医科大学 附属図書館 利用支援係
hqjouser@belle.shiga-med.ac.jp

- 研究手法を学ぶ -
データベースを使って論文を探してみよう

基礎医学研究入門

2022年4月28日（木）
16:10-17:30



0. はじめに

1. 研究における文献検索とは？

2. なぜ、データベースで検索するの？

3. 資料の特徴（図書・学術雑誌・インターネット）

4. 論文を探すためのツール

① 医中誌Webを使った検索（医学関連分野の日本語論文を探す）

② PubMedを使った検索（医学関連分野の英語論文を探す）

※参考：CiNii Researchを使った検索（全分野の日本語論文を探す）

5. まとめ

本日の流れ
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・テーマの設定

→ ・文献検討（文献検索・文献収集を含む）
・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

→ ・仮説の設定
・具体的な研究方法の検討と立案
・予備テストの実施と研究方法の改良
・研究の実施（=データの収集）
・データの整理・分析

・発表

→ ・学会発表・論文投稿など

0.
テーマ
の設定

研究
活動

発表

はじめに 研究のすすめかた

3



・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

1.
全体像
を知る

位置づけ
を明確に

ヒント
を得る

研究における文献検索とは？ 文献検索の意義
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・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する

・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、条件で絞り込む
ことができる

・信頼できる検索の記録を残すことができる

→ ・検索結果だけでなく検索方法（検索式、キーワード）
も重要

・多くのデータベースでは検索履歴を保存する機能を
備えている

2.なぜ、データベースで検索するの？

学術
論文

研究
発表

レポート
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何を求めて
検索するのか

 ちょっと調べもの
 日常業務の中での疑問
 似たような研究例を探す

 先行研究調査
 システマティックレビューの

対象文献を集める
 診療ガイドライン作成のため

のエビデンス文献を集める

発見的
検索

系統的
検索

ほしいものを見つける

全体を見る

2.いろいろな『検索』
なぜ、データベースで検索するの？①
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専門的
specific

学際的
interdisciplinary

系統的
systematic

発見的
heuristic

2.データベースの特性
なぜ、データベースで検索するの？②

CiNii Research
参考）Google Scholar

Scopus
PubMed
UpToDate

Ovid MEDLINE

医中誌web
Ovid EBM 
Reviews

★

★

★
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文献収集の

４つのキーワード

2.どの
文献が役にたつ？

4.どうやって
手に入れる？

3 . レポートの進めかた

2.

1.どんな
文献がある？

3.どこに
その文献がある？

文献収集の4つのキーワード
なぜ、データベースで検索するの？③
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文献収集の

流れ

5.学内
に文献がある

6.オープン
アクセス

3 . レポートの進めかた

2.

電子ジャーナル・電子ブック
図書・雑誌、、、

インターネット上に
無料で公開

取寄せる

取寄せる

8.海外
に文献がある

7.学外
に文献がある

どうやって手に入れる？
なぜ、データベースで検索するの？④
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3.

１冊

・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

図書

学術
雑誌

インター

ネット

探す単位 特徴

1論文

サイトの

ページ

・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
・個々の論文タイトルが内容を表す

・出現/消滅の変化が激しい
・情報の信頼性を確認して利用する必要

あり(作成者や典拠を確認)

資料の特徴
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データベース名
検索する
言語

収録年代 特徴

医中誌Web
[イチュウシウェブ]

日本語 1946～

国内で発行している医学・歯学・薬学・看護学及び
その関連領域の雑誌や紀要、会議録 約7,500誌から
収録した1,480万件以上の論文情報が検索できる。
（VPN可。同時アクセス8人）

PubMed
[パブメド]

英語 1946～
世界で発行されている、医学・生命科学関連の雑誌
から収録した約3,300万件の論文、抄録情報を検索
できるデータベース。

CiNii Research
[サイニィ]

日本語

文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等
の研究データ、KAKENの研究プロジェクト情報など
を含めて、横断検索が可能。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。

Scopus
[スコーパス]

英語

エルゼビア社が提供する世界最大規模の抄録・索引
データベース。25,700誌以上の雑誌を収録し、
1970年以降の論文は、抄録に加えて参考文献・被
引用論文の情報も収録。

4.論文を探すためのツール①
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下
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ル

附属図書館

在学生の方

2 . 資料を探そう！

4.医中誌Web アクセス

論文を探すためのツール①

滋賀医科大学ホームページ 在学生の方 ＞ 附属図書館
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4.医中誌Web アクセス

論文を探すためのツール①



4.医中誌Web 検索のルール

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： 医療 → 「医療管理」「医療情報」

・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：○ 谷浦直子 × 谷浦 直子

キーワードを入力

論文を探すためのツール①
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4.医中誌Web キーワードの選択（一例）

論文を探すためのツール①

2021.08.25【報道機関向け】
アミロイドβの毒性を引き起こす特異な立体構造を選択的に認識する抗体の開発
− アルツハイマー病の正確な診断手法と抗体医薬への応用に期待 –
https://www.shiga-med.ac.jp/sites/default/files/2021-08/20210830press.pdf
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「アミロイドβタンパク質」と入力し、「検索」をクリック

医中誌Web キーワード検索（1）

アミロイドβタンパク質

論文を探すためのツール①

4.
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4.
次に「アルツハイマー病」と入力し、「検索」をクリック

※ 検索結果数は 2022/04/21 時点のものです

医中誌Web キーワード検索（2）

「アルツハイマー病」

「アミロイドβタンパク質」での検索結果

論文を探すためのツール①
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4.
「アミロイドβタンパク質」と「アルツハイマー病」両方のキーワードを

含む文献を探す

① かけ合わせたい履歴にチェックを入れ、
② 論理演算子「AND」を選択して、
③ 「履歴プラス検索」をクリックする

→ 「履歴プラス検索（AND検索）」を使って絞り込む

医中誌Web 検索結果を絞り込む（1）

1回の検索で、キーワードは
1つにするのがおすすめ！

1

2

3

論理演算子（AND,OR,NOT）
を使って効率よく検索！

論文を探すためのツール①
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4.

A B

A or B

A not B
B not A

A and B

履歴検索のイメージ AND,OR,NOT

論文を探すためのツール①
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4.
ヒット件数が多い！

→ 「絞り込み条件」を使って検索結果を絞り込む

医中誌Web 検索結果を絞り込む（2）

2

1

論文を探すためのツール①

① 絞り込みを行う履歴にチェックを入れて
② 「絞り込み条件」を展開します
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4.
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（2）

論文を探すためのツール①

① 絞り込み条件を選択して
② 「簡易表示」をクリックして
③ 「履歴プラス検索」

1

2

3
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4.

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）

医中誌Web 収録文献の論文種類とその割合

論文を探すためのツール①

「会議録除く」の絞り込みが有効

22



4.
 会議録とは？

• 学会、研究会や各種機関、団体で発表
される抄録及び要旨。会報。

（医中誌Web編集方針より）

• 医中誌Webに収録されている文献デー
タの約6割が会議録のため、研究論文
を探したいときは、「会議録除く」が
有用

 会議録の例

医中誌Web 会議録について

論文を探すためのツール①

これだけ！
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4.医中誌Web 表示形式を変更

検索結果の表示形式、ソート順、件数を変更できる

論文を探すためのツール①

一つの文献レコードを詳細表示に変更す
る場合は「論題」をクリックする
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4.
① タイトル（論題）

② 著者

※所属表示あり

③ 掲載誌情報
※掲載誌, I S S N , 巻号,  

頁, 刊行年

④ 論文種類

⑤ シソーラス用語
医中誌フリーキーワード

⑥ チェックタグ

⑦ 抄録

⑧ 文献番号、DOI

⑨ リンクアイコン

⑩ 類似文献

※下線リンクをクリック
すると、再検索できる

医中誌Web 検索結果の確認（詳細）

検索語の参考にできる

論文を探すためのツール①

①

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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4.
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)

＜本文入手までの手順＞

医中誌Web くるくるLinker ～Step1.～

論文書誌情報
医中誌Webで調べた文献データが表示される

論文を探すためのツール①

「論文」または「ジャーナル
トップページ」をクリック

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
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「PDFをダウンロード」を
クリック

Step1.のリンク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

4.医中誌Web くるくるLinker ～Step1.～

論文を探すためのツール①
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Step1.
電子ジャーナルはないことがわかる

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)

＜本文入手までの手順＞

Step2.
冊子体を所蔵している場合、
所蔵情報が表示される

「滋賀医科大学での所蔵を確認する」
からCanZoで所蔵を確認

4.医中誌Web くるくるLinker ～Step2.～

論文を探すためのツール①
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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)

＜本文入手までの手順＞

Step1. & 2.
学内所蔵（電子ジャーナル＆冊子体）は
ないことがわかる

Step3.
「文献複写の取寄せを申し込む」
リンクをクリック

4.医中誌Web くるくるLinker ～Step3.～

論文を探すためのツール①
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4.
まずは検索してみて…

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？

医中誌Web 検索結果の評価

少なすぎ？

多すぎ？

原著論文が1つも
ない (; ;)

関係なさそうなのが
いっぱい (; ;)

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！

論文を探すためのツール①
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4.

！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

医中誌Web ログアウト

論文を探すためのツール①

検索終了時には、

「ログアウト」をクリック！
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4.論文を探すためのツール②

32

データベース名
検索する
言語

収録年代 特徴

医中誌Web
[イチュウシウェブ]

日本語 1946～

国内で発行している医学・歯学・薬学・看護学及び
その関連領域の雑誌や紀要、会議録 約7,500誌から
収録した1,480万件以上の論文情報が検索できる。
（VPN可。同時アクセス8人）

PubMed
[パブメド]

英語 1946～
世界で発行されている、医学・生命科学関連の雑誌
から収録した約3,300万件の論文、抄録情報を検索
できるデータベース。

CiNii Research
[サイニィ]

日本語

文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等
の研究データ、KAKENの研究プロジェクト情報など
を含めて、横断検索が可能。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。

Scopus
[スコーパス]

英語

エルゼビア社が提供する世界最大規模の抄録・索引
データベース。25,700誌以上の雑誌を収録し、
1970年以降の論文は、抄録に加えて参考文献・被
引用論文の情報も収録。



4.PubMedにアクセス

PubMedは附属図書館トップページ
の専用入口から、アクセス！

論文を探すためのツール②

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
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4.
キーワード検索のほか、Advanced Search（詳細検索）では、検索式を組み立てたり、
履歴を使った検索を行うことができます。

PubMed 検索画面

論文を探すためのツール②

「詳細検索」画面

「Advanced」をクリック

検索式を組み立てる
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• 複数の検索語がある場合
＊スペースで区切って入力

ex.) Amyloid Peptides

• 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.) Uemoto, S

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

• 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.) International journal of molecular sciences
Int J Mol Sci

4.PubMed 検索のコツ（1）

論文を探すためのツール②
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• 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

4.PubMed 検索のコツ（2）

論文を探すためのツール②
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・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://eow.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 ほか

4.PubMed 英語のキーワードを調べる（1）

論文を探すためのツール②
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4.PubMed 英語のキーワードを調べる（2）

論文を探すためのツール②

医中誌Web シソーラスブラウザや辞書参照の「統制語」を確認する

38



泉尾 直孝ほか, 若手研究者が取り組む認知症治療薬
創出に向けた多角的アプローチ 毒性配座アミロイ
ドβに着目した新規アルツハイマー病モデルマウスの
開発.薬学雑誌. 2021, 141(6), p.843-849

4.PubMed 英語のキーワードを調べる（3）

論文を探すためのツール②

日本語文献の英文タイトルや抄録、キーワードに注目

39



例えば、先ほど医中誌Webで検索した、日本語のキーワード
-------------------------
アミロイドβタンパク質
アルツハイマー病
-------------------------
で得た検索結果から、

などをキーワードとして英語論文を探す

4.PubMed キーワードの選択

論文を探すためのツール②

スライド 25：検索結果の詳細（『シソーラス用語と医中誌フリーワード』を抜粋）
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1 2

サーチボックスに
① 「 Amyloid△Beta△Peptides 」と入力し

※ギリシャ文字は読みの英語綴りで入力 β → beta

② ［Search］ボタンをクリックする

4.PubMed 基本編：キーワード検索

論文を探すためのツール②

まずは「 Amyloid Beta Peptides 」で検索してみましょう
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検索結果件数

4.PubMed 基本編：検索結果一覧表示

論文を探すためのツール②

初期設定では

・Summary 形式
・Best match（適合度順）

・1画面 10件
で表示される
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• Display optionsをクリックして、
[Format] [Sort by] [Per page] から項目を変更できる

Format

Sort by
Per page

表示形式

表示順
1画面の表示件数

4.PubMed 基本編：表示形式を変更

論文を探すためのツール②
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Summary形式

Abstract形式

抄録

本文への
ナビゲート

4.PubMed 基本編：表示形式の種類（1）

論文を探すためのツール②

タイトルをクリックすると
詳細表示(Abstract形式)へ
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PubMed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

4.PubMed 基本編：表示形式の種類（2）

論文を探すためのツール②
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検索結果一覧（Summary形式）

詳細表示
（Abstract形式）

PubMed 番号
で検索できる

タイトル 本文が英語以外の場合、前後に ［ ］ がつく

収載誌名、出版年月、巻号、ページ、DOI

4.PubMed 基本編：文献データについて

論文を探すためのツール②

本文言語（英語以外の場合記載）
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4.PubMed 基本編：検索結果の保存 [Save]

論文を探すためのツール②

＜テキストファイルとして保存する場合＞

① [Save] をクリック
② [Selection] と [Format] を選択
③ [Create File] をクリック
＊EndNote に取り込む場合は、Format "PubMed" を選択

1

2

3
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4.PubMed 基本編：検索結果をメールで送信 [Email]

論文を探すためのツール②

＜検索結果をメールで送信する場合＞

①文献データのチェックボックスにチェック

② [Email] をクリック
③ E-mail アドレスを入力
④ [Selection] と [Format] を選択
⑤ 「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
⑥ [Send email] をクリック
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[Citation Manager]を使うと

EndNoteに直に取り込み

4.PubMed 基本編：検索結果の保存 [Send to]

論文を探すためのツール②

次のスライドを参照

MyNCBI (パーソナル機
能・要登録)に保存
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4.PubMed 基本編：検索結果の保存 [Clipboard]

論文を探すためのツール②

1

2

3

＜検索結果を一時的に保管する場合＞

① [Send to] をクリック、[ Clipboard ]を選択

②文献データのチェックボックスにチェック

③ [ Send ]をクリック

＊500件まで8時間保存。重複データは自動的に除去される

★クリップボードを見るには…
→ サーチボックス下のリンクをクリック
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4.PubMed 基本編：検索結果を絞り込むには

論文を探すためのツール②

Filterメニューに表示されていない場合

①［Additional filters］をクリック

追加したい条件をチェックして、
②［Show］ボタンをクリック

2

1

・ARTICLE TYPE：文献の種類
・SPECIES：人間 / 動物
・LANGUAGE：言語
・SEX：性別
・JOURNAL：雑誌
・AGE：年齢

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

～～～～～～～～～～～～
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例：「直近5年」の間に「英語」で書かれた論文に絞り込む

[5 years] にチェック

選択中のフィルター
が表示される

検索結果

40,020件→12,117件に

4.PubMed 基本編：Filterで絞り込む（1）

論文を探すためのツール②
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検索結果
12,117件→11,997件に

4.PubMed 基本編：Filterで絞り込む（2）

論文を探すためのツール②

例：「直近5年」の間に「英語」で書かれた論文に絞り込む

53

①［Additional filters］をクリック

② [LANGUAGE]の［English］にチェック

③［Show］をクリック

④［English］を選択



PubMed 応用編：Advanced検索（1）

論文を探すためのツール②

4.
検索式を組み立てる / フィールドを指定して検索

1. フィールドを指定(Title/Abstract) 
して検索語(Alzheimer)を入力

サーチボックス下の"Advanced"リンクから

2. "Add" をクリックすると"Query
box" に検索語や検索式が入力される

“先輩からのアドバイス”

特定の雑誌を網羅的にチェックするときは、

(Journal)を選択して検索すると効率的 (^_^)v

54
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PubMed 応用編：Advanced検索（2）

論文を探すためのツール②

4.
検索式を組み立てる / 検索履歴を使って検索

3. 「 」 をクリック

→ “Add with AND” を選択

→ “Query box” にANDをともなって追加される

・・・

4. Search または Add to History をクリック

・"Search" → 検索結果一覧画面へ
・"Add to History" → 検索履歴へ
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• 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！

4.PubMed 特定の文献を探す（1）

論文を探すためのツール②

Single Citation Matcher
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「 Single Citation Matcher 」
をクリック

4.PubMed 特定の文献を探す（2）

論文を探すためのツール②

例題：この論文を探す
Kageyama, Yusuke. Characterization of a 
Conformation-Restricted Amyloid β Peptide and 
Immunoreactivity of Its Antibody in Human AD brain. 
ACS chemical neuroscience 2021;12(18):3418-
3432.
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第一著者 / 最終著者に限定できる

各検索項目を入力し、
［Search］ボタンをクリック

4.PubMed 特定の文献を探す（3）

論文を探すためのツール②
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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！

4.PubMed 文献を入手するには？

論文を探すためのツール②

" 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！
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4.論文を探すためのツール③

60

データベース名
検索する
言語

収録年代 特徴

医中誌Web
[イチュウシウェブ]

日本語 1946～

国内で発行している医学・歯学・薬学・看護学及び
その関連領域の雑誌や紀要、会議録 約7,500誌から
収録した1,480万件以上の論文情報が検索できる。
（VPN可。同時アクセス8人）

PubMed
[パブメド]

英語 1946～
世界で発行されている、医学・生命科学関連の雑誌
から収録した約3,300万件の論文、抄録情報を検索
できるデータベース。

CiNii Research
[サイニィ]

日本語

文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等
の研究データ、KAKENの研究プロジェクト情報など
を含めて、横断検索が可能。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。

Scopus
[スコーパス]

英語

エルゼビア社が提供する世界最大規模の抄録・索引
データベース。25,700誌以上の雑誌を収録し、
1970年以降の論文は、抄録に加えて参考文献・被
引用論文の情報も収録。



4.CiNii Research にアクセス
論文を探すためのツール③

「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
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4.論文を探すためのツール④
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データベース名
検索する
言語

収録年代 特徴

医中誌Web
[イチュウシウェブ]

日本語 1946～

国内で発行している医学・歯学・薬学・看護学及び
その関連領域の雑誌や紀要、会議録 約7,500誌から
収録した1,480万件以上の論文情報が検索できる。
（VPN可。同時アクセス8人）

PubMed
[パブメド]

英語 1946～
世界で発行されている、医学・生命科学関連の雑誌
から収録した約3,300万件の論文、抄録情報を検索
できるデータベース。

CiNii Research
[サイニィ]

日本語

文献だけでなく、外部連携機関、機関リポジトリ等
の研究データ、KAKENの研究プロジェクト情報など
を含めて、横断検索が可能。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。

Scopus
[スコーパス]

英語

エルゼビア社が提供する世界最大規模の抄録・索引
データベース。25,700誌以上の雑誌を収録。また
1970年以降の論文は、抄録に加えて参考文献・被
引用論文の情報も収録。



4.Scopus にアクセス
論文を探すためのツール④

検索画面は日本語表記ですが
検索語は英語で入力します
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5.まとめ（1）

＜文献検索の意義＞
・現在までの研究状況の全体像を知る
・自分の研究の位置づけを明確にする
・研究のヒントを得る

→ 先行研究（すでにある事実や他の人の見解）を正確に理解し、それ
を踏まえ、オリジナリティのある研究を！

＜データベースを検索する必要性＞
・信頼できる情報のみを対象に検索できる
・多様な検索ができる
・検索の記録を残すことができる

→ 引用、および参考文献等に挙げる情報は、その出所を明示する必要
があるため、文献検索結果の再現性が重要！
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よ
く
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デ
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が

ま
と
ま
っ
て
い
ま
す

5.まとめ（2）データベースへのアクセス方法
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5.
▶ VPNサービスと学認（Shibboleth認証）サービス

VPN接続中

1

2

3

このリンクから
図書館へ

まとめ 学外から電子資料やデータベースを利用する①
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▶ VPNサービスと学認（Shibboleth認証）サービス

5.

1

滋賀医科大学2

3

電子資料をクリックしたあとの画面

まとめ 学外から電子資料やデータベースを利用する②
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ありがとうございました

～ わからないことがありましたら、
お気軽にお尋ねください ～

滋賀医科大学 附属図書館 利用支援係
hqjouser@belle.shiga-med.ac.jp

077-548-2080
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