
文献検索について 

医学科3年生オリエンテーション 2016.4.5 



本日の目標 

①「文献」とはなにか，ということが説明でき
る 

②文献を探す手段を説明できる 
③文献検索用のデータベースを説明できる 
④検索方法や結果を理解し，文献を実際に

読む方法について説明できる 
⑤文献を管理する方法を例示できる 



①「文献」とはなにか 

①「文献」といってもいろいろあ
りますが・・・ 
 
 

• 図書 
• 雑誌論文 
• 報告書・白書・法令・特許・統計 
• インターネット上の情報 

「文献を探しなさい」と言われたら，「雑誌論文を探しなさい」とほぼ同義語です 
今日は雑誌論文の探し方について学びます 



「雑誌論文」はどこにありますか？ 

「雑誌論文」はいわゆる「学術雑誌」に載っています。 
蔵本分館では，「学術雑誌」は1階に，それ以外は2階に置いています。 

こういうの？ それとも？ 

①「文献」とはなにか 



①「文献」とはなにか 
学術雑誌はここにあります 

新着雑誌架 

雑誌書庫 

一度も見たことのない方は，帰りがけに図書館に来てみてくださいね 



①「文献」とはなにか 
最近はこんなところにもあります 

電子ジャー
ナル（EJ）と
いって，イン
ターネットで
読める雑誌
も増えていま
す。 



探す単位は論文ごとです 

一つの雑誌の中には，色々なテーマの論文が入っています。 
自分の読みたい論文が「どこにあるか」を探す必要があります。 
※どこにあるか＝〇〇という雑誌の×巻△ページ 

①「文献」とはなにか 

肺がんについて
の論文はどこに
ありますか？ 



②文献を探す手段 

手段は大きくわけて３つです 
①手当たり次第に探してみる 
②手持ちの文献の参考文献の欄を見る 

 
 



②文献を探す手段 

手段は大きくわけて３つです 

③文献データベースを
使って、テーマに即
した文献を検索する 

それぞれ長所と短所があります 



②文献を探す手段 

• 探し方の長所・短所 
①手当たり次第に  ×非効率的 
          ○すぐ読める 

②参考文献欄を見る ○よい文献が見つかりやすい 
          ×その文献より古いものしか 
           見つからない 

③データベースで  ○効率的 
          ○最新の文献が見つかる 
          ×図書論文や報告書は見つけ 
           にくい 



②文献を探す手段 

今日は，③の「デー
タベースで」を中心
に説明します。 



③文献検索データベース 

問題です。 
「がん抑制遺伝子についての
論文を探して、２つくらい読ん
できて」 

と先生に言われたら，どうしますか？ 



③文献検索データベース 

1. Googleで探す 
2. 先輩に聞いてよさそうな論文

を教えてもらう 

3. データベースを検索して探す 
どれにします？ 



③文献検索データベース 
何でもGoogleで探せばうま

くいく，というわけでもあり
ません。 

多分皆さんも 
「買い物がしたかっ
たらAmazon」 
「旅行に行きたかっ
たら楽天トラベル」
など使い分けてい
ると思います。 



③文献検索データベース 

論文を探したかったら 
「データベース」を使う，
というのをぜひ身に着
けてください。 



③文献検索データベース 

1. PubMed 
2. 医中誌web 

皆さんの分野で代表的なデータベースはこの２つです 

１は外国語，２は日本
語と覚えてもらえばい
いです。 

「研究は英語論文を読まないと話にな
らない」そうですので，今日はPubMed中心
に説明します 



④文献検索データベース 
(PubMed) 
海外の生命科学系分野の雑誌論文を検索できる。 
無料データベースなので、家からでも利用可能。 
全世界の人が利用している。 



④文献検索データベース
（PubMed) 

学内のPCなら
ここから！ 



④文献検索データベース 
(PubMed) 
使い方は簡単です。 

キーワードを検索ボックスに
入れて、Searchボタンをクリッ
クするだけ！ 

・・・と言われて
も「がん抑制遺
伝子」って英語
で何ていうの？ 

もちろん、入力す
るのは英語です。 



もし綴りを忘れてしまったら，こんなwebページもあります 

④文献検索データベース 
(PubMed) 

ライフサイエンス辞書オンラインサービス 
http://lsd-project.jp/ 



検索結果一覧画面です。 

④文献検索データベース 
(PubMed) 

多すぎて見る
のもイヤ!! 

少し工夫すれば，論文を
絞り込むことができます 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

がん抑制遺伝子の「どんなことについて」書
かれている論文を読もうとしていますか？ 

• 免疫？ 
• 薬物作用？ 
• 代謝？ 

調べたいテーマ 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

こんな条件で絞り込むと、目的の論文を探し
やすいかもしれません 

• 研究対象（ヒトか動物か） 
• ヒトの場合は年齢区分

（乳児，高齢者など） 

絞り込み 



絞り込みはここから行います 

④文献検索データベース 
(PubMed) 

でも、ここ
にはすべて
の条件が
出ているわ
けではあり
ません。 



絞り込みはここから行います 

④文献検索データベース 
(PubMed) 

絞り込みた
い条件が
ない場合
は、まず条
件を画面に
出します。 



④文献検索データベース 
(PubMed) 
「免疫（immunology)」をキーワードに加え，「動物」で絞込を
しました 



④文献検索データベース 
(PubMed) 
で、これからどうしましょう？ 

お題は「論文を読んできて」でしたが、ここに出てくるのは論
文のリストであって、論文そのものではありません。 



④文献検索データベース 
(PubMed) 
詳細画面でも、論文は出てきません。 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

• PubMed自体は、論文そのものを持っていません。 
• あくまで、「どんな論文がどこにあるか」を探すデータベースです。 

そのかわり、電子ジャー
ナルのwebページにリン
クをはってくれています 



④文献検索データベース 
(PubMed) 
「電子ジャーナル」といっても、色々あります 

1. 無料で読める 

１と２がいいですよね(^^) 

3. 有料で、大学で契約もしていない
ので、お金を払わないと読めない 

2. 有料だけど、大学で契約している
ので、学内のPCだと（皆さんはお金
を払わずに）読める 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

１（無料の電子ジャーナル）はアイコンなど色々なところに
「Free」と書いているので分かりやすいです 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

ちなみに、いきなり論文が出てくるわけでなく、PDFへのリンク
があるページに飛ぶことが多いです。 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

２（契約しているので読め
る）か３（読めない）かは、ア
イコンからは区別がつきま
せん。 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

• 左は出版社のWebページ 
• 右は徳島大学のWeb
ページ 

どっちをクリックしましょうか？ 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

出版社のアイコンをクリック
して、最終的にこういう画面
になれば、３（有料で、大学
で契約もしていない）という
ことになります。 

「でもこの論文が読みたい」
場合、今度は雑誌を図書
館に置いているかを、図書
館のホームページで調べ
直す必要があります。 

でもそれって、ちょっと面倒です 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

• １（無料）か２（契約して
いる）の論文があるか 

• ない場合、図書館に雑
誌を置いているか 

このアイコンから調べると、以下のことが分かるので便利です 



④文献検索データベース 
(PubMed) 

画面例 

効率のよい方法を知ってい
ると、楽に文献を入手する
ことができます。 
ぜひ活用してください。 



③文献検索データベース
(PubMed) 

学内のPCな
らここから！ 

なお、          が出
てくるのは、 
「学内で」 
「図書館のホームページを
経由した場合」 
のみです。 

GoogleやYahooの検索から
PubMedのページへ行くこと

もできますが、その場合は
学内でも           
が出てきませんのでご注
意ください。 



④文献検索データベース
（JCR:雑誌の格付けチェック) 
自分が読みたいと思った論文，大丈夫？ 

× PubMedで検索して見つけた論文
だから大丈夫 

× 無料の論文は怪しいから，有料
の論文を読むことにしておこう 



④文献検索データベース
（JCR:雑誌の格付けチェック) 
本当は，論文の内容を吟味することが重要ですが・・・ 

Journal  Citation Reports 

雑誌がどのくらい
引用されているか
＝雑誌の影響度 
を，「インパクトファ
クター」という数値
で表しています 



④文献検索データベース
（JCR:雑誌の格付けチェック) 



④文献検索データベース
（医中誌Web) 
国内の医学系分野の文献が検索できる。 
学内のみ利用OK、同時アクセス４ユーザーまで。 



②文献を探す手段 

①手当たり次第に探してみ
る 
②手持ちの文献の参考文献
の欄を見る 
③文献データベースを使う 



②文献を探す手段 
＜問題＞ 
あなたは、先生にとある論文の参考文献リストを見せられ 

「3番が図書館で読めたら読んでおいて」と言
われました。 

「参考文献リスト」とはこう
いうもののことでしたね 



②文献を探す手段 
リストを見ると3番にはこのように書かれていました 

(3)Milano F, et al. An ex vivo readout 
for evaluation of dendritic cell-
induced autologous cytotoxic T 
lymphocyte responses against 
esophageal cancer. Cancer Immunol 
Immunother.  56.  1966-77. 2007 



②文献を探す手段 

論文が読めるかどうかは， 

• 雑誌名 

• 巻号 
を知る必要があります。 



②文献を探す手段 
Milano F, et al. An ex vivo readout for 
evaluation of dendritic cell-induced 
autologous cytotoxic T lymphocyte 
responses against esophageal cancer. 
Cancer Immunol Immunother.  56.  
1966-77. 2007 

著者名 論文名 

掲載された雑誌名 巻号 

ページ 出版年 



②文献を探す手段 

ここに入れるの
は，雑誌名だけ
です 



②文献を探す手段 

２つ同じタイトルがあります。上が紙の雑誌、
下が電子ジャーナルです。 
「図書館に雑誌を読みに来たい」場合は１をク
リックします。 



②文献を探す手段 

ここで初めて，お目当ての巻号があるかを確
認します。 
56巻があるかどうか，分かりますか？ 



②文献を探す手段 

電子ジャーナルの場合は、所蔵年（＝アクセ
スできる年）が重要です。 



⑤文献を読む 

お願い 
電子ジャーナルは，必要なものだけ表
示させるようにしてください。 
 
徳島大学全体の利用が停止する場合
があります。 



ところで，電子ジャーナルって，パソコンで論文が読めて 
便利ですよね 

でも，これを自分のパソコンにダウンロードすると・・・ 

⑤文献管理ソフト 



⑤文献管理ソフト 
管理がなかなか大変です 

そんな時は，「文献管理ソフト」を使ってみてください 

さっきの論文です 



⑤文献管理ソフト 
文献管理ソフトを１つご紹介します 

• 無料です（２GBまで） 
• PDFを取り込むと，自動

的に論文名などの情報
を登録してくれます 

• データベースの検索結
果から論文情報を取り
込めます 

• サーバに情報が保存さ
れるので，複数のパソコ
ンやiPad ,iPhoneで使え
ます 

まずはアカウント作成から！ 
http://www.mendeley.com/ 

http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/


お知らせ 
• 図書館では、文献検索講習会を実施して

います。 
• 例年5月～6月にかけて行っていますので、

日程が決まり次第図書館のホームページ
や、学科のWeb掲示板でお知らせします。
ぜひご参加ください。 

• また、希望に応じた講習会を随時受付し
ています。グループでもお一人でも構いま
せんのでお気軽にカウンターまでご相談
ください。 
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