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データベースを使った情報収集

• 医中誌Web
（国内発行の医学・歯学・薬学・看護及び関連分野の論文情報データベース、
1983年以降798万件収録、収載雑誌約5,000誌、毎月1日と16日にデータ更新、
索引語：医学用語シソーラス第7版）

検索、結果の表示、出力、フルテキストの入手

• PubMed
（米国National Center for Biotechnology Information,National Library of  
Medicine無料提供,1946年以降の医学論文+電子ブック、約2,200万件毎日更新、
収載雑誌約5,600誌61言語‐英語91％日本発行168誌；日本語73誌、索引
語:Medical Subject Heading(MeSH)）

キーワード検索、検索結果の表示・印刷・保存、Single Citation
Matcher， Show additional filter，Advanced Search， MeSH，
Clinical Queries，My NCBI
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【ログイン】
医中誌Webのログイン画面
同時アクセス4

PubMed もここから
リンクしている

アクセス、ログイン

【アクセス】

図書館ホームページの
データベース検索の中
にある医中誌Webの
リンクをクリック
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終了、検索語の入力 【アクセス終了】
×終了をクリック

【検索語を入力】 【検索ボタンをクリック】
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知りたいことの整理

・知りたいことを質問形式の文章
で詳しく書く

・検索したい概念を抽出して検索
語候補を出す

「胃がんの手術について」

「リンパ節転移のない粘膜内胃
がん患者への手術療法は内視
鏡治療と比較して再発を減らせ
るか？」

• PICO:EBMで使われる質問定

式化の項目、臨床系の質問な
ら論点整理に便利

Patient/Problem
患者・病態・疾患

Intervention 介入（Exposure曝露）

Comparison 比較

Outcome アウトカム 結果

P→リンパ節転移 粘膜内胃がん

I→手術療法

C→内視鏡治療

O→再発
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①文字を入力するとリスト表示

②【項目指定】
〇すべて検索
〇著者名
○その他（収載誌名ほかドロップ
メニューから選択して検索）

【日本語】
・完全一致検索は検索語を[ ]で囲む
著者名,収載誌名,所属機関名,特集名のみ
例）[福田恵一]→福田恵一のみ、福田恵一郎はヒッ
トしない

・一人の姓名の間にスペースは入れない
例）福田 恵一→福田誠、末松恵一もヒット

【英数】
・アルファベットは大文字・小文字どちらもOK
例）AIDS，Aids，aidsによる検索は同じ

・スペースや記号を含む検索語は” ”で括る
例）”HMG‐CoA Reductase Inhibitors”

【複数語】
1. AND 論理積 両方含む
2. OR 論理和 いずれか含む
3. NOT 補集合 後ろの語を含まない

6



履歴検索

1）1語ずつ検索

2）掛け合せたい
検索式にチェック

3）AND，OR，NOTを選び
4）「履歴検索」をクリック

自動変換された検索式と件数が表示される。
/THの項目指定が付いているのがシソーラス用語
例）胃がん→胃腫瘍/TH

手術→外科手術/TH
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例）（胃がん OR 胃潰瘍）AND（手術 NOT内視鏡）

履歴検索番号とキーワードを直接検索窓に入力して検索式をつくることもできる。

検索式・検索語の再利用が可能

選択した履歴を削
除可能

1）絞り込みたい検索式（1つ
だけ）にチェックを入れ

2）「更に絞り込む」をクリック
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項目にチェックして「絞り込
み実行」をクリック
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絞り込み検索



表示 （検索結果一覧画面）

フルテキストアイコン
PDFやFAXサービス有

論文タイトル（論文種類）

絞り込みタブ

データベース収載の新し
いもの順

番号をクリック
すると詳細画
面が開く
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表示 （詳細画面）

Abstract

医中誌ID
論文タイトル
Author：著者名
（所属）
Source:掲載誌
論文種類

シソーラス用語
チェックタグ
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参考文献表示が付
いている論文もある



出力（文献と方式の選択）

1）「すべてチェック」または該当論文
のチェックボックスをチェック

2）希望の出力方式を選択する。

印刷，ダウンロード，メール，クリップボード（一
時保存），ダイレクトエクスポート（EndNoteWeb
等へ転送）

3）出力形式等を選択して「印刷」や
「ダウンロード」する。
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シソーラス用語（主題を表す統制された用語）

1）シソーラス参照機能を利用

参照先の選択
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クエリーボックス詳細検索画面へ切り替え

登録サービスMyNCBI

PubMedの使い方
・クイックマニュアル
・フリーアクセス論文の入手
・FAQ
・チュートリアル
・更新のお知らせ

より多くの情報資源
・Meshデータベース（医学件名による検索）
・Journalsデータベース
・臨床試験情報

・インターフェイスを利用せずデータを取り込
むデータ取得用プログラム
・リンクアイコン登録

PubMedのツール
・モバイル端末向けサービス
・特定の論文の簡単検索
・書誌情報による一括検索
・臨床医学領域におけるEBM文献検索
（治療、診断、病因、予後、systematic 
reviewsの検索）
・特定のトピックに絞った検索
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PubMed以外のNLMの各種情報源へのリンク
・BookShelf生物医学系の図書、テキストブックや報告書の全文を収載
・Nucleotide Databese (GenBank)遺伝子の核酸塩基配列のデータベース
・Protein Database遺伝子から翻訳されてできたタンパク質のアミノ酸配列のデータベース
・Genome Database 約3,000種類のウイルスやバクテリア等、さまざまなゲノム情報のデータベース
・Structure Database  生体高分子の三次元構造をキーワードで検索・表示できるデータベース
・Taxonomy Database NCBIの各データベースに登録された遺伝子情報を持つ生物の系統分類データベース
・OMIM Database ヒト遺伝子や遺伝子疾患に関する情報の統合データベース
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【検索フィルターの追加により限定】 ※注意：Filters Activated表示：該当条件を再度クリックするか、Clear all するまで絞り込み条件は有効
テキストの入手（抄録、無料電子ジャーナル全文）
出版年（日付）
ヒトか、動物か
論文タイプ（臨床試験、メタアナリシス、診療ガイドライン、ランダム化比較試験、レビュー等）
言語など

検索の結果見つかった文
献数表示（253,340件中1‐
20件目を表示）

文献のタイトル
著者名

雑誌名・出版年月・巻・号 ページ

PubMed番号
関連文献

検索キーワードがタイトル中にある文献

詳しい検索式
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Summary形式

表示形式を変える
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契約している電子ジャーナル本文へのリンク

徳島大学電子ジャーナルリストへのリンク

Abstract形式

MEDLINE形式
EndNoteWebに取り
込むときはMEDLINE
形式で保存します。
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ここをクリック

①Addをクリックする

②自動で表示される
③キーワードを入力する

④検索式が自動的に作成される

⑤Add to historyをクリックする

Historyの集合番号の右にあるAddをクリックすると、Builderに番号が追加されて自動的に#1 AND #2などの検索式が作られていく（自分
で入力することもできる）。AND、ORなどの論理演算子を選択してAdd to historyをクリックすると、履歴が1行追加される。[Search]をクリッ
クすると検索結果が表示される。

Advanced Search
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語尾のあいまいな検索
（トランケーション、Advanced Search）

語尾に*を付けるかAdvanced SearchでMeSH TermsのShow index listを開き選択する

①検索フィール
ドを選択する

②キーワードを
入力する

③Show index listをクリック
する

リストの中から適当なものを選択
後、[Search]またはAdd to history
をクリックし検索する。複数の語
を選択するときはCtrlキーを押し
ながらクリックする

A

B

④入力されたキーワードに
ついて、語尾の変化ごとの
文献件数がリスト表示され
る
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MeSHを使った検索
・MeSHとはPubMedを検索するためのシソーラス。見出し語、毎年改定、広い意味の上位語から特定の狭い意味の下位語まで
階層構造になっている。
・各用語に共通に用いて限定するためのサブヘディングがある。
・Major TopicはMeshの中で、その文献の中心テーマを表すものをMajor Topicといい、画面上ではMajor TopicのMeSHにはアス
タリスク（＊）が付いています。

①PubMedトップ画面More ResourcesにあるMeSH Databaseをク
リック
②検索ボックスに探したいキーワードを入力して[Search]をクリッ
ク
③関連するMeSH用語が簡単な説明と一緒に表示されるので、
用語を選択してクリックする。

①

②

③
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④

⑥

⑤

④表示されたMeSH用語で使用できるサブヘディングをい
くつか選ぶ
⑤[Add to search builder] をクリックする、選択したMeSH
用語がボックスの中に入ります。ボックスの中で直接検
索式を編集することもできる
⑥複数のMeSH用語を組み合わせる時は②~⑤を繰り返
し、 後に[Search PubMed]をクリックすれば、ボックスの
中の検索式を実行する

サブヘディングと組み合わせずにこ
のMeSH用語ですぐに検索したいと
きはRelated informationの各リンク

をクリックする。サブヘディングを
チェックしても無効になる。
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MeSHの階層構造
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Username/Passwordを
入力してSign in
*Forgot…
→ID/PWd忘れ対応
*Register for  account
→登録
*Google等アカウントも
利用可
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検索式保存・新着文献お知らせ設定①

④
③

②
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Single citation Matcher
文献の不完全な情報から正確な文献情報

が検索でる。
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Clinical  study category（臨床研究カテゴリー）
Etiology（病因）、diagnosis(診断)
therapy(治療)、prognosis(予後)
clinical prediction guides(臨床予測指針)

Scope（検索の範囲と性格）
narrow: specific search (狭い)
broad:  sensitive search(広い)

EBMに使える文献を短時間で検索したい

PubMedの検索結果を表示

同一のテーマに関する複数のランダ
ム化比較試験などを統計的に処理し
総合評価した結果をまとめた論文

遺伝学関係の文献のための検索画面

（ステップ1）疑問の定式化：臨床における疑問をPICO
（PECO）にまとめる。
（ステップ2）情報収集：定式化された疑問の解決に必要
な情報を収集する。
（ステップ3）批判的吟味：収集した情報の信頼性、妥当性
等を吟味する。
（ステップ4）患者への適用：収集・吟味した情報に基づき
疑問を解決する。


