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PubMed…

医中誌 …



PubMed/医中誌
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PubMed 医中誌

収録対象誌 5700誌以上
(対象誌以外も含めると26000誌以上)

約6500タイトル
(中止タイトルなども含む)

世界約80カ国(アメリカ中心) 日本刊行定期刊行物

統制された
キーワード

MeSH term 医学用語シソーラス

学外からの
接続

無料データベース
世界各地から無料で検索可
能ですが、学外からなら
リモートアクセスが便利!

契約データベース
学内の端末からのみ
利用可（同時アクセス数9）
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医学関連分野の文献データベース

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

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。
文献の主題・内容を表す統制されたキーワードで、

階層構造をもつ。
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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

世界各地から無料で24時間利用可能
ご自宅や職場からでも利用できます。 4

PubMed とは
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収録対象誌
 5700誌以上
 世界約80カ国(アメリカ中心)

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

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

収録範囲



6

図書館Webサイト→「データベース」→「医学・生物学」→
「PubMed」をクリック

学外からの場合は
PubMedの から接続
⇒図書館のリンクから接続すると

で電子ジャーナルのリンクを
たどるときや、複写依頼などに便利

PubMed への接続



Query box
キーワード入力

advanced search
検索履歴を使った、かけ合わ
せ検索（履歴検索）etc.

Helpを活用！
とても詳しい
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PubMed 検索画面



使い方ガイドのエリア
 クイックガイド
 FAQ
 自習プログラム
 PubMedの最新情報

検索ツール
 特定論文の検索
 複数論文の一括検索
 Evidenceの重みに着

目した検索
 特定のトピックに絞っ

た検索

検索に役立つその他の
情報資源とその紹介

 MeSHデータベース
 Journalsデータベース
 臨床試験情報 etc..
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Pub med 検索画面 2



思いつくままキーワードを入力して、search
＊入力中に検索語の候補が表示される

Automatic term mapping機能により、MeSH Term
も自動的に検索してくれる
→検索内容は検索結果のSearch Details（p.20）で確
認できます

＊Auto Suggest機能
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基本的な検索



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automatic term mapping機
能はoffになる。詳しくはhelp参照のこと＊
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キーワード入力のポイント



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したいときに
利用＊この場合もautomatic term mapping機能はoffになる＊

キーワードの最後に＊（アスタリスク)をつけて検
索。一文字に＊をつけるのは不可

PubMedでバリエーション検索ができるのは600種
類まで

・一般にこのような検索を「トランケーション」

または「ワイルドカード検索」という

・このような検索に使うマークを

「トランケーション記号」と呼ぶ（マークはDBにより異なる） 11

前方一致検索（Truncation)



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

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

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
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ストップワード
=検索の対象にならない単語



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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特殊文字の入力



著者名の入力

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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論理演算子を使った検索

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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検索例

「少女期以降の摂食障害における親との関連」を

テーマに発表されたレビュー論文を探す

探す手がかり
・キーワード

“eating disorder”, “parent”, “daughter”など

・対象の年齢、性別＝「19歳以上」、「女性」

・文献の種類＝レビュー論文

 検索結果をfilterで絞り込む
 対象年齢や対象などの条件から限定
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検索結果の絞り込み

まず検索してみて、検索結果が多
すぎたら…

Filterを活用する他、キーワードの見直し
（別の語を加えて履歴検索したり、MeSHを
活用するなど）も有効です。
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Filter-絞り込み画面

A: 文献の種類：レビュー論文

Article types

⇒ Review

B: 対象： 女性

Sex ⇒ Female

C:対象年齢： １９歳以上

Ages ⇒ Adult

：19+years

設定ごとに絞り込みが行われる

18複数チェックも可能

項目が非表示の場合は追加可能

A

B

C



検索結果画面の見方
（summary-1)

本文言語
（英語以外）

著者名

雑誌名、出版年月;
巻（号）ページ
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絞り込み内容の表示
新しい検索をする時は“Clear 
all”をクリックするのを忘れず
に！

検索結果は新しく登
録されたものから順
に表示。 著者名や
雑誌名でソート可能

論題 (翻訳されたタイ
トルは[ ]でくくられる)



検索結果画面の見方（summary-3）

表示形式の変更は
ここから！

MeSHや抄録、フルテ
キストリンク表示なら

Abstract形式で 20

検索式
の内容
確認・式
の変更

検索履歴



検索結果の詳細表示（Abstract形式）
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掲載誌の情報：誌名をクリックして、[Search in NLM 
Catalog]を選択すると雑誌情報が表示されます。

論題

著者名

抄録

フルテキストへのリンク

学内蔵書検索・
文献複写依頼へ

Meshのチェックはこちらから



図書館の蔵書検索や、電子
ジャーナル本文、学外複写
依頼などへのリンク

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
クが表示される

A.筑波大学の電子ジャーナル・蔵書検索
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

D

A

B

E

C

リモートアクセスを行え
ば学外からも利用可能



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

→電子ジャーナルのページもチェック

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ます

（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

★契約外のタイトルは閲覧不可



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
↓

FormatをSummaryから「MEDLINE」に変更
↓

MEDLINE方式で表示されたら全選択してコピー
↓

RefWorksにログインしてレコード→インポートを選択
↓

★次のスライドの図を参照してください★
枠内に貼り付け→インポート
詳しくは下記URLを参照してください

http://www.sunmedia.co.jp/e-
port/refworks/cat38/refworks_2/
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文献管理ソフトRefWorksへまとめて
インポート-1



１．プルダウンメニューから
このとおり選択

２．コピーしたデータ
をここへ貼り付け

3．インポートボ
タンをクリック
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文献管理ソフトRefWorksへ
まとめてインポート-2

0.RefWorksへログインする。
図書館WEBサイト→「資料案内」→「活用する」の中にあり



その他の機能

Clipboard:幾つかの検索結果を一時的に保存して
おける。500件まで。後でまとめて印刷やダウンロ
ードするのに便利。 からどうぞ
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
MeSH Database：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
MeSHを組み合わせてよりターゲットを絞った検索を
することも可能です。
Single Citation Matcher：不完全な文献情報を完全
なものにしたいとき
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。
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その他の機能
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Single Citation Matcher



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6500タイトルに掲載された文献のデータ
を収録

 収録文献数 約1,000万件（2016年4月現在）

 テータの更新 月2回（毎月1日と16日）

 医学中央雑誌刊行会が作成

 キーワードの付与、抄録作成（原著論文）

 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

 学内の端末からのみ利用可（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
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検索事例

 自閉症児の教育支援について書かれた論文を
探す

どんなキーワードで検索するか？

自閉症

教育 支援
まずは思いついた単語で

検索してみましょう

検索対象の項目を限定
する場合はここから

著者名に限定して検索
したい時にチェック
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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….
更に「すべてのチェックタグ

を表示 」

対象を小児（6～12歳）に限定する場合
はチェックタグ の年齢区分を選択
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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

・論理演算子（and、or、not）...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

・フレーズ検索は、””（double quotation）で囲む

例："Apolipoproteins E"

・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
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統制語への自動案内
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「子供 登校 障害」と入力したが

入力した単語による検索と同時に、同義のシソ
ーラス用語（統制語）による検索も自動的に行う

（シソーラス用語についてはp.38参照)

実際の検索は、（小児/TH or 子供/AL） and 
登校/AL and (疾患/TH or 障害/AL）で行わ
れている （赤字がシソーラス用語“TH”）



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。

検索式を直接編集

1.組み合わせたい検索式にチェックを入れ

検索結果に対して
絞り込みを行う

2.演算子を選択して

3.検索
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詳細データ表示
★シソーラス用語を

チェック！！
＊がつくものは、その文献に付与
されている統制語の中でメインテ
ーマ（主題）を表すもの（メジャー
統制語）

この論文を収
録している

雑誌の
書誌情報は
Source：をみ
る（入手に必
要な基本情

報）
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リンクアイコン

●筑波大学蔵書検索で該当雑誌が所蔵されて
いるか検索する。

●論文の複写、所蔵検索、RefWorksへのエクス
ポート等への入口

●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

●電子ジャーナルへのリンク。フリーのものや本
学で利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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シソーラスとは（１）

 シソーラス用語

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

（＝統制語）

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

アルコール中毒

アルコール使用障害

慢性アルコール症

Alcoholism

アルコール依存症
（シソーラス用語=見出し語）

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を付与する 37



シソーラスとは（２）

 表題や抄録に「アルコール依存症」や「アルコール
中毒」という言葉を含まない（または別の言葉で
表現されている）が、内容としてはアルコール中毒
についての文献データ

「アルコール依存症」というシソーラス用語の付与に
より検索が可能

＝ ノイズ、モレの少ない検索を実現
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シソーラスの参照

副標目を指定して
検索

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

39

階層構造の参照



書誌確認画面

手持ちの引用文
献の書誌事項か
ら簡単に検索でき
る

書誌事項の確
認、複写依頼など
に活用できる
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検索結果を利用して

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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最後に

 医学中央雑誌Web版には詳しいヘルプがある
ので、適宜参照のこと。

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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