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PsycINFOとは？
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 APA (American Psychological Association) の作成する
 心理学および関連領域（医学・精神医学・看護学・教育学等）における

 最も包括的な書誌ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（50カ国、29言語の雑誌を収録）

 収録対象

 学術雑誌（2,450誌以上）…80%以上

 1806年以降、ﾀｲﾄﾙ・抄録・ｷｰﾜｰﾄﾞは英語の雑誌

 1978年以降、ローマ字表記の非英語ﾀｲﾄﾙも収録

 1,500誌はcover to cover収録（99%はpeer review誌）

 収録雑誌リスト：http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html
 書籍…3% & 書籍のチャプター…8%
 1987年以降、英語の出版物

 学位論文…12%
 1995年以降のDissertation Abs. International (A&B)から選択

 Cited References
 2001年以降、雑誌論文、書籍、書籍チャプターの引用文献の書誌情報

も提供

http://www.apa.org/psycinfo/covlist.html


Ovid®PsycINFOの特徴
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 文章形式で質問を入力できます…Basic Search (基本検索）
 PsycINFO のControlled Term(ｼｿｰﾗｽ）を簡単に活用できます
 ｼｿｰﾗｽPsychological Index Terms
 11th ed. in 2007, 8,400語以上のControlled termを搭載

 Advanced Search (上級検索）
 PsycINFOのClassification Code もフル活用できます
 Classification Code 
 22 Major categories + 135 subcategories

 Search Tools (検索ツール）
 PsycINFOの検索結果から、さまざまな情報源に到達できます
 Ovid full text (LWW PsycINFO Archives)
 その他の購読/ 無償電子ｼﾞｬｰﾅﾙ
 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾘｿｰｽ … CogPrints 

 収録範囲…1806年以降
 更新頻度…毎週



Ovid®PsycINFOへのアクセス方法
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http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/lib/



Ovid®PsycINFOへのアクセス方法

6Ovid®PsycINFO講習会

User ID/PasswordIP認証



Ovid®購読リソースリスト
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Ovid®PsycINFO：メイン検索画面
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Ovid®PsycINFO：基本検索モード
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演習用検索キーワード： treatment of schizophrenia with Risperidone



Ovid®PsycINFO：検索履歴
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Ovid®PsycINFO：結果表示＆関連語・シソーラス
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基本検索モードでは、検索
結果は、新しい順ではなく
「関連性の高い順」に★印
スコアをつけて、表示され
ます。

検索に使われた語句は、
画面左側の「検索ツール」
ボックスに表示されます。

「関連する語」は、単数・複
数・スペル違い・同義語な
どを、汎用辞書を参照して
探します。

「関連する語」の左に△が
あるものはPsycINFOのシ

ソーラスタームです。クリッ
クすると階層が表示されま
す。

入力した語は黄色、関連
する語は紫色でハイライト
されます。

基本検索モードでは、検索結果を
関連度の高い順に表示します。



Ovid®PsycINFO：PsycLexicon＆関連語
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Ovid – APA以外の商品 Ovid - APA 商品 他社① 他社②

anxiety anxiety anxiety anxiety

anxieties anxiety anxiety anxiety
reaction anxiety anxieties worry
anxiety reaction reaction anxiety worries
angst anxiety reaction anxiousness

anxiousness angst

feeling anxious anxiousness

feeling anxious

apprehension

worry

apprehensions

apprehensiveness



Ovid®PsycINFO：結果表示
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Ovid®PsycINFO：フルレコード例
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＊



Ovid®PsycINFO：検索結果の絞込み
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Ovid®PsycINFO：検索結果の絞込み

16Ovid®PsycINFO講習会



Ovid®PsycINFO：検索結果の絞込み
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Ovid®PsycINFO：検索結果の出力
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同時出力は

２００件まで

①

②



Ovid®PsycINFO：検索結果の出力・印刷
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Ovid®PsycINFO：検索結果の出力・電子メール
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Ovid®PsycINFO：検索結果の出力・保存
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Ovid®PsycINFO：「マイアカウント」
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Ovid®PsycINFO：「マイアカウント」ログイン・作成
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Ovid®PsycINFO：「マイアカウント」作成
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Ovid®PsycINFO：「マイプロジェクト」
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Ovid®PsycINFO：「マイプロジェクト」
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Ovid®PsycINFO：「マイプロジェクト」
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Ovid®PsycINFO：検索結果管理
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Ovid®PsycINFO：「マイアラート」

29Ovid®PsycINFO講習会



Ovid®PsycINFO：「マイアラート」

30Ovid®PsycINFO講習会



Ovid®PsycINFO：「マイアラート」例①
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Ovid®PsycINFO：「マイアラート」例②
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Ovid®PsycINFO：上級検索モード

33Ovid®PsycINFO講習会

上級検索モードでは、入力語を統制語に誘
導するマップリング機能が利用できます。

演習用検索キーワード： depression



Ovid®PsycINFO：統制索引語マッピング
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Ovid®PsycINFO：統制索引語・シソーラス
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Ovid®PsycINFO：一般検索・exp検索・*検索
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Ovid®PsycINFO：複合語（フレーズ）検索
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Ovid®PsycINFO：複合語（フレーズ）検索
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Ovid®PsycINFO：複合語（フレーズ）検索
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.mp= ‘multi-purpose’



Ovid®PsycINFO：複合語（フレーズ）検索
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Ovid®の「ストップワード」 = インビジブル

and, as, by, for, from, in, is, not, of, on, or, that, the, this, to, use, was, were, with



Ovid®PsycINFO：検索結果の組み合わせ
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Ovid®PsycINFO：データベースの切り替え
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講習リソース＆利用者サポート
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http://access.ovid.com/training/ja/
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