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1. はじめに

2. 蔵書検索

3. 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）

+ 本文の入手 ～くるくるLinker を使って～

4. 論文を探すためのツール②
PubMedを使った検索（医学関連分野の英語論文を探す）

※ 論文を探すためのツール③ CiNii Research
※ 論文を探すためのツール④ Scopus

5. まとめ

本日の流れ
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1. はじめに
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• 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

• 臨床実践のための検索
EBM（ Evidence Based Medicine：エビデンスに基づく医療）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

• 研究のための検索
あるテーマに関する文献を系統的・網羅的に探す

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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1.いろいろな検索



・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
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文献検索の意義 研究における文献検索



・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

・信頼できる検索を行い、記録を残すため

→ ・検索の透明性・再現性を確保
・検索結果だけでなく検索方法（検索式、キーワード）

も重要
・多くの文献検索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

1.

検索の
信頼性

多様な
検索

情報の
信頼性
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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



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

• 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

図書を探すためのツール

CanZo（滋賀医大にある資料を探す）

CiNii Books（国内の大学図書館等の蔵書を検索）

など専用のデータベース
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1.資料の特徴



論文を探すためのツール

医中誌Web（国内の医学･薬学･看護学等の文献情報を検索できるデータベース）

CiNii Research（日本語の論文・データを検索できるデータベース）

PubMed（米国国立医学図書館が提供している無料の生命科学文献データベース）

Scopus（エルゼビアが提供している全分野の欧文文献・引用情報データベース）

など専用のデータベース

• 個々の論文タイトルが内容を表す

探す単位は１論文

学術
雑誌

• 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
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1.資料の特徴



2. 蔵書検索
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2.滋賀医大にある資料を探す

CanZo（蔵書検索）を使って調べます

今年で10周年!
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2.CanZoへのアクセス①

下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル

附属図書館

在学生の方

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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2.CanZoへのアクセス②

クリック

附属図書館トップページ
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2.CanZo検索画面

CanZoトップ画面

例：「転倒予防」に関する資料を探す

「転倒予防」と入力し
Enter または 検索ボタン をクリック
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2.CanZo検索結果

追加の条件で絞り込む
こともできます

所蔵場所の
情報

貸出中のときは
予約ができます

新しく出版された
順に並んでいます

カーソルを
あてると

背ラベルを
表示

配置場所や予約の方法については

「マイライブラリ使い方ガイド」参照

タイトルをクリック
すると詳細表示へ



3. 論文を探すためのツール①
医中誌Webを使った検索
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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3,400万件の論文、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。

3.論文を探すためのツール①
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3.医中誌Webへのアクセス
論文を探すためのツール①

学外（自宅等）から利用する場合、
学認サービスでアクセスしてください
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1

2

4

5

6

④
・ユーザ名：メール
アカウント(@より前)
・パスワード：メー
ルのパスワード

を入力し、Login を
クリック

①学術認証はこちら
をクリック

学認サービスを使います

3

②滋賀医科大学を選択し
③選択をクリック

⑤1つめか2つめにチェック
⑥同意をクリック

3.医中誌Web 学外からの利用

論文を探すためのツール①



3.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：○ 今井晋二 × 今井 晋二

キーワードを入力

論文を探すためのツール①
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例：変形性膝関節症の運動療法に関する文献で、

参考になりそうなものをいくつか読みたい といった場合

医中誌Web 基本的な検索方法（1）

まずは

変形性膝関節症 で検索

論文を探すためのツール①

3.
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3.
次に「運動療法」で検索

※ 検索結果数は 2022/6/8 時点のものです

医中誌Web 基本的な検索方法（2）

運動療法 で検索

「変形性膝関節症」での検索結果

論文を探すためのツール①
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1回の検索で、キーワードは
1つにするのがおすすめ！



3.
「変形性膝関節症」と「運動療法」

両方のキーワードを含む文献 を探す

→ 「履歴プラス検索（AND検索）」を使う

医中誌Web 基本的な検索方法（3）

1

2

3

論理演算子（AND,OR,NOT）
が選べる

論文を探すためのツール①
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① かけ合わせたい履歴にチェック
② 論理演算子「AND」を選択
③ 「履歴プラス検索」をクリック



3.

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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3.
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 基本的な検索方法（4）

2

1

論文を探すためのツール①

24

① 絞り込みを行う履歴にチェック
② 「絞り込み条件」を展開



3.
例：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 基本的な検索方法（5）

論文を探すためのツール①

① 絞り込み条件を選択
② 「簡易表示」をクリック
③ 「履歴プラス検索」

1

2

3
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3.
 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）

 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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3.

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
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3.医中誌Web 検索結果の確認：表示形式の変更

検索結果の表示形式、ソート順、件数を変更して見やすく

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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3.
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

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：データの詳細

論文を探すためのツール①

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

29

検索語の参考にできる

本文の入手へ



3.
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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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）

31

• 臨床疑問（クリニカルクエスチョン）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

3.検索語の検討 疑問を整理する



＊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も

32

がん･癌･ガン

腫 瘍

悪性新生物

シソーラス 腫 瘍

3.検索語の検討 シソーラスを使う
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3.
例：「運動療法」のシソーラス用語（統制語）を調べる

1

2

4

3

運動療法に
関連する用語が
一覧表示される

②「運動療法」で検索

③「運動療法」をクリックし、
④「キーワードの詳細情報を見る」
を選択

①「シソーラスブラウザ」
をクリック

医中誌Web シソーラスブラウザ

論文を探すためのツール①
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統制語
「運動療法」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

3.

同義語・
参照語等

【上位語・下位語】
用語の階層構造を確認できる

3.医中誌Web シソーラスブラウザ

論文を探すためのツール①



自動マッピング機能

 医中誌Webでは入力語に対応する統制語（シソーラス用語）
があれば、自動的に検索する仕組みになっている

 統制語に結びつかないと、検索もれが多くなってしまう

35

• /TH → 統制語で検索していることを示す

• /AL → フリーワードで検索（全項目を検索）

3.

#5 シソーラス用語「運動療法」で
検索した結果
→ 「運動療法」がテーマとして
扱われている文献

#2 単に「運動療法」を検索した結果
→ シソーラス用語「運動療法」も検索している

3.医中誌Web シソーラスを使って検索（1）

論文を探すためのツール①
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 新しい文献レコードには、統制語（シソーラス用語）が
付与されていない

→ 網羅的に検索するためには、統制語とキーワードで検索
したものをあわせて、より広い集合をつくることも必要

OR で履歴プラス検索 をし
同じような意味を持つ
大きなグループをつくる /TA → タイトルとアブストラクトに限定

3.

「ウォーキング」でやってみます

#6 ウォーキングのシソーラス用語

#8 シソーラス用語「歩行運動」の同義語

3.3.医中誌Web シソーラスを使って検索（2）

論文を探すためのツール①
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3.

ウォーキングのグループ

変形性膝関節症のグループ

ウォーキング×変形性膝関節症

3.3.3.医中誌Web シソーラスを使って検索（3）

論文を探すためのツール①

気軽にいろいろ
な検索を試して
みてください♪
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「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

出力したい文献データ
にチェックを入れ、
プリンタマーク 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

3.3.3.医中誌Web 検索結果の出力（1）印刷

論文を探すためのツール①



39

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

Excelできれい
に開けます

こんなメール
が届きます

3.3.3.医中誌Web 検索結果の出力（2）メール

論文を探すためのツール①

出力ボタン：
印刷・ダウンロード・メール・クリップボード(一時保存)・
文献管理ソフトへエクスポート



3.
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＞

本文の入手 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」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

40



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

3.本文の入手 くるくるLinker ～Step1.～

41

「PDFをダウンロード」を
クリック



Step1.
電子ジャーナルなし

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.
図書館で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

3.本文の入手 くるくるLinker ～Step2.～
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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『中部日本整形外科災害外科学会雑誌』の場合
→ chubunihonseikeigekasaigaigekagakkaizasshiと表し、

c 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

3.本文の入手 図書館で和雑誌はどこにあるか



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）
なし

Step3.
「文献複写の取寄せを申し込む」
リンクをクリック

3.本文の入手 くるくるLinker ～Step3.～

44



45

3.3.3.医中誌Web 参考文献リストから探す

論文を探すためのツール①

出版社名があるのは図書

この文献が
見たい！

ちなみに…
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年：2003
巻：117
開始ページ：397

を入力し、「書誌確認
検索」をクリック

3.3.3.医中誌Web 書誌確認機能を使う

論文を探すためのツール①

ここを
クリック



3.

！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
PubMedを使った検索

48



4.論文を探すためのツール②

49

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3,400万件の論文、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

50※現在、VPN接続時に不具合が生じています。↓対処法はコチラ↓
https://www.shiga-med.ac.jp/library/support/manual/pubmed_vpn_error.pdf



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

51



• 複数の検索語がある場合
＊スペースで区切って入力

ex.) Osteoarthritis Knee Exercise Therapy

• 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

52



• 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

53



・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/

一般的な単語から医学用語まで幅広く収録した、

アルク提供の英和・和英検索サービス

・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

＜参考＞

DeepL 翻訳ツール
https://www.deepl.com/ja/translator

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

54

https://lsd-project.jp/cgi-bin/lsdproj/ejlookup04.pl
https://eow.alc.co.jp/
https://www.deepl.com/ja/translator


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

55

変形性膝関節症

運動療法



角瀬邦晃ほか, 人工膝関節全置換術後における歩行
速度に影響を与える術後早期の機能的因子の検討. 北
海道理学療法. 2019, 36, p.9-13

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

56



1 2

サーチボックスに
① 「 Osteoarthritis△Knee 」と入力し
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「 Osteoarthritis Knee」で検索してみましょう

57



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

58



• 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

59



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

60



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

65



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

44,713件→16,759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

68



検索結果
16,759件→16,250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

69

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(exercise therapy)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

Topic!

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

70

1 2



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

71
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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
Goh, Siew-Li. Efficacy and potential determinants of 
exercise therapy in knee and hip osteoarthritis: A 
systematic review and meta-analysis. Ann Phys
Rehabil Med 2019;62(5):356-365.
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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.PubMed Meshを使った検索

論文を探すためのツール②

76

MeSHとは About MeSH

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

系統的な検索には必須！



「 Mesh Database 」
をクリック

4.PubMed Meshを調べる① Mesh Databese

論文を探すためのツール②
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4.
論文を探すためのツール②

78

PubMed Meshを調べる② Mesh Databese

• "Osteoarthritis" 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



4.
論文を探すためのツール②

79

PubMed Meshを調べる③ Mesh Databese

MeSH: 主標目 (Main headings)

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

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



4.
論文を探すためのツール②

80

上位語

下位語

2

3

1

PubMed Meshを調べる④ Mesh Databese

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

このMeSH用語への参照語 (Entry Terms)

上位語

下位語

1

2

3



4.PubMed Meshを調べる⑤ Abstract ページ

論文を探すためのツール②

81

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

[MeSH terms] 
をクリック

PAGE NAVIGATION
• 画面下方の項目に

移動できる



4.論文を探すためのツール③

82

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3,400万件の論文、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

84

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3,400万件の論文、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
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よ
く
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う
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す

5.まとめ 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

88



▶ 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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