
医学論文の探し方
（医中誌・PubMed )

2019年5月 筑波大学大塚図書館 1

 医中誌 …
 PubMed …



医中誌/PubMedで何ができるの？
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なぜ医中誌やPubMedを使うの？
→どちらも医学分野で膨大な情報量をもつデータベース。
こんなテーマ、条件の論文を探したいときに使うと便利。
医中誌やPubMedでしかヒットしない文献も。統制語も付与されてい

るため検索効率UP

読みたい論文を検索できたけど、本文が読めません
→医中誌・PubMedは「二次資料」。本文(一次資料)を集めたデータ
ベースではないため、本文を入手するには図書館の蔵書検索など別の
情報源も活用する必要があり。

検索する 見つける
（読みたい文献を確定する）

電子ジャーナルにある？
Web上で公開されている？
図書館に蔵書している？
etc..

入手する



医中誌 / PubMed
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日本語医学系論文を探すなら

医中誌
外国語医学系論文を探すなら

PubMed

収録対象誌
約7000タイトル
(中止タイトルなども含む) 5700タイトル以上

日本刊行定期刊行物 世界約80カ国(アメリカ中心)

統制された
キーワード 医学用語シソーラス MeSH term

学外からの
接続

 契約データベース
 学内の端末からのみ利用可能

（同時アクセス数9）

 無料データベース
 世界中から無料で誰でも検索可能

ただし、学外からのアクセス時も
リモートアクセス利用が便利!

3



医中誌とは

日本国内で発行された医学及びその関連領域の定期
刊行物約7000タイトルに掲載された文献のデータを収
録

 収録文献数 1964年以降 約1,300万件（2019
年4月現在）

 データの更新 月2回（毎月1日と16日）
 医学中央雑誌刊行会が作成
 抄録は全体の20～30%、原著論文は90%に付与
人手によるインデキシング（キーワード付与）
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接続方法

！学内ネットワークからのみ！利用可（同時アクセス数9）
1.図書館WebページTulips Searchの下にある

「データベース」をクリック
2.データベース一覧から 「医学・生物学」→
「医中誌Web 」をクリック

3.「医中誌Web」画面が開くので「ログイン」ボタン
をクリック

5



基本の検索

「発達障害者のQOL」について書かれた論文を探したい
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まずは思いついたキーワードを検索ボックスへ
「発達障害」 「 QOL 」

例題：

「著者名」やその他項目に限定し
て検索したい時はここにチェックを
つけ替えて検索！



（参考）検索語入力について

 アルファベットの大文字・小文字は区別なし

 フレーズ検索は、””（ダブルクウォーテーション）で囲む
例：“Quality of Life“

 完全一致検索（著者名、収載誌名、所属機関名、
特集名）は、[]（角括弧）で囲む

 論理演算子（and、or、not）は 記述した順に
左から処理される。（）でくくるとカッコ内優先。
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検索結果一覧画面
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「検索式」
入力した検索語を医中誌がどのよ
うに変換して検索したかを表す。
これを使って検索することもできる。



検索結果一覧画面
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検索結果一覧画面
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「文献番号」をクリックすると、
詳細画面へ！

論文名，著者名（所属），
掲載雑誌，掲載巻号，ページ数，出版年「リンクアイコン」

いろいろな種類があり、論文を入手するには
アイコンを活用する。
筑波大では契約していないデータベース等の
アイコンも表示されてしまうことを注意すること
（アイコンあり≠本文あり）



リンクアイコンの種類

筑波大学蔵書検索(電子ジャーナルは除く)で該当雑誌
が所蔵されているか検索

論文の複写、筑波大学所蔵検索（電子ジャーナル含
む）、RefWorksへのエクスポート等への入口
筑波大生の論文入手の際の基本となるアイコン

CiNiiへのリンク。「本文あり」の場合はCiNiiで本文を公
開していて本文が見られます

PubMedへのリンク

電子ジャーナル・機関リポジトリへのリンク。フリーのものや
本学で用契約をしている場合は本文が見られます

本学では契約外の電子ジャーナルへのリンク
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図書館の蔵書検索・電子ジャーナ
ル本文・学外複写依頼などへのリ
ンクする窓口Tulips Linker
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フルテキスト（本文）リンク
フルテキストが利用可能な場合は、リンクや
本文が表示される
※リモートアクセス の利用で、家などの
学外からでも利用可能。



図書館の蔵書検索・電子ジャーナ
ル本文・学外複写依頼などへのリ
ンクする窓口Tulips Linker
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D

A
B

E

C
A.筑波大学の蔵書検索（紙の雑誌・図書）
B.他大学の所蔵を検索(CiNiiBooks)
C.国立国会図書館(NDL)の所蔵を検索
D.複写依頼ボタン(私費を選択）
E. RefWorksへ文献情報をインポート



詳細データ表示
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「チェックタグ」
論文の「対象」を表すキーワード。
動物、ヒト（年齢別）などがある

「シソーラス用語」
論文の主題を表す統制語

「メジャー統制語」（ “＊”がついている用語）
文献に付与されている統制語の中でメインテーマ
（主題）を表す。

（この論文にはないが）抄録がある場合は、「Abstract」としてここに表示される



シソーラス（統制語）とは

専門の索引者が「医学用語シソーラス」をもとに付与した、各文献の内容
を表現する統一されたキーワード。
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発達遅滞
児童発育障害
発達の障害
Child Development Deviation
Specific Child Development 
Disorders

発達障害

《シソーラス用語=見出し語》 《同義語》



シソーラス（統制語）とは

各キーワードは特定のカテゴリー内で階層的に位置づけられ、概念
上の上下関係が明確に定義されている。

学習障害
小児発達障害-広汎性
注意欠陥・多動症

発達障害

著者により使う用語は様々
→ 「医学用語シソーラス」（統制語辞書）によって統一した
キーワードが付与されることでどのテーマの論文かわかりやすくなる。
シソーラス用語の付与により、ノイズ、モレの少ない検索が可能
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神経発達症

《上位語》 《下位語》



検索語の自動マッピング
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入力した検索語による検索と同時に、同義のシソーラス用語
（統制語）による検索が自動的に行われる

「発達障害 QOL」というキーワードに対して、実際には、
「（発達障害/TH or 発達障害/AL） and (生活の質/TH or 
QOL/AL）」という検索がされている。（赤字がシソーラス用語“TH”）



検索語の自動マッピング
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入力したキーワードのみ（自動マッピング無）
発達障害/AL and QOL/AL

発達障害

（論文名，抄録など）
すべてのフィールド

QOL

（論文名，抄録など）
すべてのフィールド



検索語の自動マッピング
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（発達障害/TH or 発達障害/AL） and (生活の質/TH or QOL/AL）

発達障害

統制語

発達障害

（論文名，抄録など）
すべてのフィールド



検索語の自動マッピング
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（発達障害/TH or 発達障害/AL） and (生活の質/TH or QOL/AL）

発達障害

統制語

生活の質

統制語

発達障害

（論文名，抄録など）
すべてのフィールド

QOL

（論文名，抄録など）
すべてのフィールド



検索ノイズ
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「発達障害者のQOL」について書かれた論文…？



シソーラスを確認する
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１.「シソーラス参照」の
「シソーラスブラウザ」を開く
２.キーワードを入力して検索
３.確認したい統制語をクリック
4.「キーワードの詳細情報を見
る」をクリック！

※「医中誌Webで検索する」を
クリックすると、その統制語をキ
ーワードに検索が行われます



シソーラスを確認する
（キーワード詳細画面）
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シソーラスを確認することで、自動案内されたシソーラスではどのような
単語が含まれて検索されていたのかを調べたり、自動案内されなかっ
た場合に適切なシソーラス用語を自分で探したりすることができます。

「副標目」
付与されるシソーラス用語がどのような観点で
用いられているかを示す副次的なキーワード



絞込み検索
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例題：
「発達障害をもつ中・高校生のQOL」について書かれた、抄録が掲載されている
論文を探したい



絞込み検索

「すべての絞り込み条件を表示」すると、
色々な面からの絞込みが可能
 掲載雑誌の巻号・開始頁
 論文種類
 抄録の有無
 研究デザイン etc….
※「すべてのチェックタグを表示 」をクリックすると

さらに細かく絞れる項目もあり
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例題：
「発達障害をもつ中・高校生のQOL」について書かれた、抄録が掲載されている
論文を探したい



応用の検索：検索履歴を使った検索

履歴を使うと、複雑な検索も簡単に行うことができます。
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１.組み合わせたい検索式に
チェックを入れる

２ .演算子(AND,OR,NOT)を選択する
3 .検索！



応用の検索：文献情報の一部がわかっている
特定の文献を探したい
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例題：2012年の『発達障害研究』という雑誌に小澤温先生の解説が掲載さ
れているらしい。その文献が何か探したい。

１.「書誌確認画面」を開く
２．手持ちの引用文献の書
誌事項（一部でも可能）を
検索キーワードとして検索

参考文献リストにある論文を
入手したいときにもオススメ！



検索結果の出力方法

チェックを入れた文献をまとめて
 印刷
 ダウンロード、ダイレクトエクスポート
・検索結果一覧をそのままRefWorksに落とせる

 メール
 クリップボード（必要な文献を検索中に一時的に保存、後でま

とめてメール、ダウンロード等できます）
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医中誌を使うときには

 医学中央雑誌Web版には詳しいヘルプがあるの
で、適宜参照すると便利。

 「My医中誌」に登録すると、検索式の保存や個
人に合わせたカスタマイズも可能

！同時アクセス数が制限されているので、次の方のためにも
検索終了時には必ず画面右上の「終了」ボタンをクリック！
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世界の主要医学系雑誌に掲載された文献情報
（雑誌名,巻号,ページ,タイトル,著者名,抄録）を検索
 世界各地から無料で24時間利用可能。

 医学用語、著者、雑誌名などを手がかりに検索できる

 各文献にMeSH termが付与されている。
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PubMed とは



 提供元：
アメリカ国立医学図書館（NLM)の国立バイオテクノロジー情報センター
（NCBI：National Center for Biotechnology Information)
 アメリカの国費で運用
 火～土曜日更新
 MEDLINEの全文献＋収録前の文献、その他生命科学分野

のジャーナル文献の書誌情報(タイトル、著者名、雑誌名、抄
録など）を収録。MEDLINEに索引付けされる前の文献データ
やMEDLINE収録対象外の文献も含む

 収録年：1946年～
※1946～1965年＝OLDMEDLINE（抄録が無いなど、データ構造が異なる）
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PubMed とは



1.図書館WebページTulips Searchの下にある
「データベース」をクリック

2.データベース一覧から 「医学・生物学」→
「PubMed」をクリック

学外からの場合は から接続！
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PubMed への接続

どこからでも利用可。ただし、図書館のリンクから接続すると
を使って電子ジャーナルへとんだり複写依頼ができて便利！
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PubMed 基本の検索

「発達障害者のQOL」について書かれた論文を探したい

キーワード例
発達障害

“developmental disorder”, “Developmental 
Disabilities”, “Child Development Deviation”

 QOL
“QOL” , “Quality of Life”

まずは思いついたキーワードで検索！

例題：
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PubMed 基本の検索

Auto Suggest機能が
入力をサポート

検索ボックスにキーワードを入力→ 「Search」 or Enter

★自動用語マッピング機能により、検索語と紐づく統制語が
ある場合は、自動的に統制語の検索も行われる



 大文字・小文字どちらでも可

 ２つ以上のキーワードを掛け合わせる場合
スペースを挟んで並べて入力

ex. A B C
（自動的にA B Cすべてを含む文献を検索）

 複数の単語をフレーズとして入力したい場合は、””
（ダブルクォーテーション）でくくる

＊フレーズ検索の場合は自動用語マッピング機能はoffになる
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キーワード入力のポイント



 PubMedの主なストップワード：
“a”“the”“of”“can” “that”など

 ストップワードを含む複数の単語をフレーズ
として入力したい場合 ””で括る

※ストップワードのリスト
PubMed検索画面上部 Help → Appendics
→ Stopwords 36

キーワード入力のポイント
ストップワード

ストップワード＝検索対象にならない語



 ギリシャ文字 ⇒ 英綴りで入力
例：α → alpha

 ハイフン ⇒ スペースに置き換え
 アポストロフィ、! ? % などの記号 ⇒ 省略
 ウムラウト、アクサンテギュ ⇒ 省略
 分子式など

例：H2O, 39 degrees C
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キーワード入力のポイント
特殊文字の入力



姓△(スペース)名前のイニシャル の順で入力
ファーストネームとミドルネームのイニシャルは続けて入力する。

例：Howard Martin Temin → temin hm

特殊な著者名の例
St.Clair M → St Clair M (ピリオドは省略）
Smith AB 3d, Smith AB III → Smith AB 3rd
Vaart JM van der → van der Vaart JM
自動的にバリエーションも検索してくれるので、入力した著者名だけを検索するに
は、 “ ”で囲み、タグをつける
O‘brien J のみ検索し、O’brien JM、O‘brien JD等を検索しない →
“O’brien J“[au] 

姓だけで検索したい時もタグづけ → tanaka [au]
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キーワード入力のポイント
著者名の入力



単数形と複数形を一緒に検索するなど、語尾変化のある
単語をまとめて検索
＝「トランケーション」・「ワイルドカード検索」

→ キーワードの最後に＊（アスタリスク)をつける。
※一文字に＊をつけるのは不可
例：「 child*」 でchildren childhood など

※ 600種類のバリエーションを超えるとメッセージがでて検索できない
※ 自動用語マッピング機能はoffになる
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キーワード入力のポイント

前方一致検索（Truncation)



AND(論理和)、OR(論理積)、NOT(論理差)
が使える
■括弧（ ）を使って複雑な式をたてることも

できる
例 (A OR B) AND (C OR D)

■演算子は記述した順に左から右へ処理される。
（）でくくればカッコ内優先
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キーワード入力のポイント
論理演算子を使用した検索



検索結果一覧画面

41

A B

C

E

D

A：フィルター →文献タイプ・出版年・性別・年齢などで絞り込みができる
B：フォーマット・ソート → 検索結果の表示方法・並び方・件数の変更ができる
C：検索件数 D：文献情報 E：検索式



検索結果一覧画面（真ん中）
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A

B

DC

E

A：論題 (翻訳されたタイトルは[ ]でくくられる)
B：著者名
C：雑誌名（略称），出版年月，巻号，ページ
D：DOI
E：PubMed ID →PubMedのID番号。この番号だけでも検索ができる



検索結果一覧画面（Abstract形式）
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抄録

リンクアイコン

MeSH term

関連度の高い論文



電子ジャーナル（フルテキスト）へのリンク

逆に契約していてもアイコンが表示されない場合もあるので、電子
ジャーナルのページもチェックすると確実
※最初にリモートアクセスのアイコン から接続すれば、学外からも契約の電
子ジャーナルが閲覧できる（リモートアクセスサービス対象外のものは除く）
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 提供元によってさまざまなアイコンが表示
筑波大学としては契約外の電子ジャーナルの場
合も表示は出るが、とりあえずクリック
※契約外のタイトルは閲覧不可
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MeSH Ｔerms （MeSH 用語）

Mesh：Medical Subject Headings
 アメリカ国立図書館（NLM)が作成する生物医学関係のシソ

ーラス用語
 上位語・下位語といった階層構造を構築している
 surgery，therapyなどのサブヘディング（副標目）を持つ
 PsycINFOなど他のデータベースでも利用されている（医中誌

WebのシソーラスブラウザでもMeSH用語が確認できることがあ
る ）

 1文献あたり約10語～20語のMeSH 用語が付与される
 ↑のうち、文献の主要テーマを表すMeSH 用語（2～3

語）：Major topics
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MeSH Database

MeSHを調べたいとき、検索したいキーワードのスペルが不確かなと
きに使用。MeSHを組み合わせてよりターゲットを絞った検索をす
ることも可能。
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MeSH Database
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検索結果の絞り込み Filter

例題：「発達障害をもつ中学生・高校生のQOL」について書かれた論文を探したい
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検索結果の絞り込み Filter

例題：「発達障害をもつ中学生・高校生のQOL」について書かれた論文を探したい

解除したい条件は再クリック、
もしくは「Clear all」をクリック
するまで絞り込み条件は有効



Single Citation Matcher
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不完全な文献情報を完全なものにしたいときに便利。
巻号、ページでも検索可能。



Single Citation Matcher
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そのほか機能や検索

検索ツール
 Single Citation Matcher：特定論文の検索
 Batch Citation Matcher：複数論文の一括検索
 Clinical Queries：Evidenceの重みに着目した検索
 Topic-Specific Queries：特定のトピックに絞った検索



A：advanced search・・・検索履歴を使った、かけ合わせ検索（履歴
検索）などができる

B： My NCBI・・・アカウント作成により、検索式が登録でき、メールで最
新情報を入手できる。

C：Help・・・とても詳しいのでぜひ活用
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そのほか機能や検索

【TOP画面】

【検索一覧画面】

A
B

C

D

D： Clipboard・・・幾つかの検索結果を一時的に500件まで
保存しておける。後でまとめて印刷やダウンロードするのに便利。
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そのほか機能や検索

使い方ガイドのエリア
 PubMed Quick Start Guide：クイックガイド
 PubMed FAQs：FAQ
 PubMed Tutorials：プログラム
 New and Noteworthy：PubMedの最新情報
など
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そのほか機能や検索

検索に役立つその他の情報資源とその紹介
 MeSH Database：MeSHデータベース検索に使うMeSHを調べたいとき、

検索したいキーワードのスペルが不確かなときに使用。MeSHを組み合わせて
よりターゲットを絞った検索をすることも可能。

 Journals in NCBI Databases：正確な雑誌名を知りたいとき、特定領
域の雑誌を探したいとき

 Clinical Trials ：臨床試験情報
など



１．検索結果からインポートしたいレコードにチェックを入れる
２．FormatをSummaryから「MEDLINE」に変更
３．MEDLINE方式で表示されたら全選択してコピー
４．RefWorksにログインして[レコード]→[インポート]を選択
５．枠内に貼り付け→インポート
※詳しくは下記URLを参照
http://www.sunmedia.co.jp/e-port/refworks/cat38/refworks_2/#PubMed
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文献管理ソフトRefWorksへ
まとめてインポートする

２

３

全選択してコピー



５-２
コピーしたデータをここへ貼り付け
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RefWorksへのログインは、
図書館WEBサイト
→「資料案内」
→「活用する」から。

文献管理ソフトRefWorksへ
まとめてインポートする

５-１
プルダウンメニューからこの通り選択

５-３ インポートボタンをクリック

４
RefWorksの
[レコード]→[インポート]へ



最後に

■参考文献（大塚図書館所蔵）
・岩下愛・山下ユミ(2016). 図解PubMedの使い方 : インターネットで
医学文献を探す 第7版 日本医学図書館協会
請求記号: 490.7-A12 資料ID:10016015696

・諏訪部直子・平紀子(2013). わかりやすい医中誌Web検索ガイド : 
検索事例付 日本医学図書館協会
請求記号: 490.7-Su87 資料ID:10014010462

■そのほかわからないことがありましたら、お気軽に大塚図書館職員まで
お問い合わせください。メールでのご相談も受け付けております。
ill-otsuka@tulips.tsukuba.ac.jp
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