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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 参考文献の記載方法を理解し、求める文献が図書館に
所蔵されているか確認することができる 

④ 文献検索用のデータベースを説明できる 
⑤ 検索での適切なキーワードの選び方について説明できる 

⑥ 検索結果を理解し，文献を実際に読む方法について説明
できる 

⑦ 文献管理ソフトの概要について説明できる 
 



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・・・ 
 
 

• 雑誌論文 
• 図書 
• 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「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（１階） 

雑誌書庫
（１階） 

練習問題で、実際に見に行ってもらいます 



②文献を探す手段 

最近は電子ジャーナル
といって，ネットで読め
る雑誌も増えています。 
データベースの検索結
果からリンクが貼られ
ている場合もあり，便
利です。 



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 
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 

参考文献の見方に
ついて問題です。 



②文献を探す手段 
次の参考文献リストの論文が図書館で読めるかどうか，調べてください。 

（１）長谷川 智一ほか.幼児期の小児の口蓋に
発生した血管腫の1例 . 小児歯科学雑誌. 
52(3), 448-453, 2014 
 
（２）Tarun SZ Jr, Sachs AB. A common function 
for mRNA 5' and 3' ends in translation 
initiation in yeast. Genes Dev. 1995 ; 9(23): 
2997-3007.  



②文献を探す手段 

読みたい論文が実際に読めるかどうかは， 

• 雑誌名 
• 巻号 
• ページ 

を知る必要があります。 



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 

ここで初めて，読みたい巻号があるかを確認
します。 
52巻3号があるかどうか，分かりますか？ 



②文献を探す手段 

「Online」と付いているのは電子ジャーナルです 
巻号ではなく、読むことのできる年が書かれて
います 



②文献を探す手段 

雑誌の省略形でも検索できます 

（例）：Tarun SZ Jr, Sachs AB. A common  
 
function for mRNA 5' and 3' ends in 
translation initiation in yeast. Genes Dev.  
1995 ; 9(23): 2997-3007.  
 

著者名 論文名 

掲載された雑誌名 
出版年 巻号 ページ 



 

所在：蔵本1階雑誌書庫の場合 

蔵本1階雑誌書庫（東） 今年発行分 

蔵本1階
雑誌書
庫（西） 
 

②文献を探す手段 



②文献を探す手段 

問題です。 
今から配る参考文献リストの、◯
がついている文献が図書館にあ
るか確認して、探しに行ってくださ
い。 



③文献検索データベース 

文献検索データベー
スについて 



③文献検索データベース 

問題です。 
「血栓溶解薬“t-PA”を用いた 
脳梗塞の治療についての論文
を探し、その要約を書きなさい」 

というレポートが出たら，どうしますか？ 



③文献検索データベース 

1. Googleで探す 
2. 先輩に聞いて去年のレポート

を見せてもらう 

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。 
 
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. 医中誌web 

2. PubMed 

皆さんの分野で代表的なのはこの２つです 

１は日本語，２は外国語と覚えてもらえばい
いです 



③文献検索データベース 

国内の医学系分野の文献が検索できる。 
学内で、同時アクセス４ユーザーまで。 



③文献検索データベース 
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キーワードの選び方 

問題です。 
バセドー病の薬物療法につ
いての論文を探し、その要約
を書きなさい 

キーワードは何にしますか？ 



④キーワードの選び方 

• 薬物療法は「薬物療法」でいいで
しょう 

• 「バセドー病」は？他に言い方は
ないですか？ 

「バセドー病」だけだと，同義語を
使っている論文は見つからないか
もしれません。 



④キーワードの選び方 

バセドー病＝グレーヴス病 
他にも，このような表記が考えられま
す。 
• バセドウ病 
• Basedow病 
• Graves病 



④キーワードの選び方 

もし，もれなく検索しようとすると・・・ 



④キーワードの選び方 

これでは検索が大変です 
医中誌webには，この手間を省く仕組
みがあります。 
「自動マッピング機能」といいます。 



④キーワードの選び方 

とりあえず「バセドー病」と入れて検索してみましょう 



④キーワードの選び方 

検索結果に「バセドー病」以外の表記はありますか？ 
件数が出ているところの式を見てください 



④キーワードの選び方 
Graves病なんて入れていないのに，勝手に検索しています 

これが自動マッピング機能です 



④キーワードの選び方 

• 各論文には，キーワードがつけ
られています。 

• キーワードは適当につけている
のではなく，「シソーラス」という
辞書に載っている言葉からつけ
られます。 



④キーワードの選び方 
◯バセドウ病に特発性血小板減少性紫斑病を合併し、その後、緩徐進行1型糖尿病を発症した多腺性自己免疫
症候群3型の1例 
Author：内藤 伸仁(徳島赤十字病院 代謝・内分泌科), 金崎 淑子, 上田 紗代, 井上 広基, 中内 佳奈子, 宮井 優, 
村上 尚嗣, 島田 直, 新谷 保実 
Source：徳島赤十字病院医学雑誌(1346-9878)18巻1号 Page61-65(2013.03) 
論文種類：原著論文/症例報告 
シソーラス用語：*Graves病(外科的療法,合併症); 甲状腺摘出術; *糖尿病-1型(薬物療法,合併症); *紫斑病-特発
性血小板減少性(合併症); *多発性内分泌症-自己免疫性; Insulin Aspart(治療的利用); Insulin Glargine(治療的
利用) 
 
◯Opsoclonus-myoclonus症候群を呈したeuthyroid Graves' diseaseの29歳女性例 
Author：鈴木 成治(東京都立墨東病院 内科), 桑原 宏哉, 松村 謙, 渡邊 睦房, 藤ヶ崎 浩人 
Source：臨床神経学(0009-918X)53巻6号 Page494(2013.06) 
論文種類：会議録/症例報告 
シソーラス用語：Steroids(治療的利用); 抗炎症剤(治療的利用); *Graves病(合併症,診断,薬物療法); *オプソクロ
ーヌス-ミオクローヌス症候群(合併症,診断,薬物療法) 

両方とも，「Graves病」という 
キーワードがつけられています。 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%E0%93%A1%90L%90m%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%E0%93%A1%90L%90m%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%E0%93%A1%90L%90m%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%E0%8D%E8%8Fi%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%E0%8D%E8%8Fi%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%E0%8D%E8%8Fi%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%E3%93c%8E%D1%91%E3%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%E3%93c%8E%D1%91%E3%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%E3%93c%8E%D1%91%E3%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%88%E4%8F%E3%8DL%8A%EE%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%88%E4%8F%E3%8DL%8A%EE%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%88%E4%8F%E3%8DL%8A%EE%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%92%86%93%E0%89%C0%93%DE%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%92%86%93%E0%89%C0%93%DE%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%92%86%93%E0%89%C0%93%DE%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%7B%88%E4%97D%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%7B%88%E4%97D%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%7B%88%E4%97D%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%91%BA%8F%E3%8F%AE%8Ek%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%91%BA%8F%E3%8F%AE%8Ek%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%91%BA%8F%E3%8F%AE%8Ek%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%87%93c%92%BC%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%87%93c%92%BC%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%87%93c%92%BC%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%90V%92J%95%DB%8E%C0%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%90V%92J%95%DB%8E%C0%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%90V%92J%95%DB%8E%C0%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%93E%8Fo%8Fp%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%91%BD%94%AD%90%AB%93%E0%95%AA%94%E5%8F%C7-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%91%BD%94%AD%90%AB%93%E0%95%AA%94%E5%8F%C7-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%91%BD%94%AD%90%AB%93%E0%95%AA%94%E5%8F%C7-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Insulin+Aspart%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Insulin+Glargine%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%97%E9%96%D8%90%AC%8E%A1%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%97%E9%96%D8%90%AC%8E%A1%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%97%E9%96%D8%90%AC%8E%A1%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8CK%8C%B4%8DG%8D%C6%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8CK%8C%B4%8DG%8D%C6%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8CK%8C%B4%8DG%8D%C6%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%BC%91%BA%8C%AA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%BC%91%BA%8C%AA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%BC%91%BA%8C%AA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93n%E7%B2%96r%96%5B%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93n%E7%B2%96r%96%5B%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93n%E7%B2%96r%96%5B%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%A1%83%96%8D%E8%8D_%90l%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%A1%83%96%8D%E8%8D_%90l%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%A1%83%96%8D%E8%8D_%90l%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Steroids%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8DR%89%8A%8F%C7%8D%DC%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH


④キーワードの選び方 

「バセドー病」で検索すると自動的
に「Graves病」をキーワードに持
つ論文を検索します。 

そして自動マッピング
機能の登場 



④キーワードの選び方 
◯バセドウ病に特発性血小板減少性紫斑病を合併し、その後、緩徐進行1型糖尿病を発症した多腺性自己免疫
症候群3型の1例 
Author：内藤 伸仁(徳島赤十字病院 代謝・内分泌科), 金崎 淑子, 上田 紗代, 井上 広基, 中内 佳奈子, 宮井 優, 
村上 尚嗣, 島田 直, 新谷 保実 
Source：徳島赤十字病院医学雑誌(1346-9878)18巻1号 Page61-65(2013.03) 
論文種類：原著論文/症例報告 
シソーラス用語：*Graves病(外科的療法,合併症); 甲状腺摘出術; *糖尿病-1型(薬物療法,合併症); *紫斑病-特発
性血小板減少性(合併症); *多発性内分泌症-自己免疫性; Insulin Aspart(治療的利用); Insulin Glargine(治療的
利用) 
 
◯Opsoclonus-myoclonus症候群を呈したeuthyroid Graves' diseaseの29歳女性例 
Author：鈴木 成治(東京都立墨東病院 内科), 桑原 宏哉, 松村 謙, 渡邊 睦房, 藤ヶ崎 浩人 
Source：臨床神経学(0009-918X)53巻6号 Page494(2013.06) 
論文種類：会議録/症例報告 
シソーラス用語：Steroids(治療的利用); 抗炎症剤(治療的利用); *Graves病(合併症,診断,薬物療法); *オプソクロ
ーヌス-ミオクローヌス症候群(合併症,診断,薬物療法) 

両方とも，「Graves病」という 
キーワードがつけられているので，検索されます。 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%E0%93%A1%90L%90m%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%E0%93%A1%90L%90m%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%E0%93%A1%90L%90m%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%E0%8D%E8%8Fi%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%E0%8D%E8%8Fi%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%E0%8D%E8%8Fi%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%E3%93c%8E%D1%91%E3%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%E3%93c%8E%D1%91%E3%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%E3%93c%8E%D1%91%E3%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%88%E4%8F%E3%8DL%8A%EE%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%88%E4%8F%E3%8DL%8A%EE%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%88%E4%8F%E3%8DL%8A%EE%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%92%86%93%E0%89%C0%93%DE%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%92%86%93%E0%89%C0%93%DE%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%92%86%93%E0%89%C0%93%DE%8Eq%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%7B%88%E4%97D%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%7B%88%E4%97D%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8B%7B%88%E4%97D%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%91%BA%8F%E3%8F%AE%8Ek%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%91%BA%8F%E3%8F%AE%8Ek%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%91%BA%8F%E3%8F%AE%8Ek%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%87%93c%92%BC%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%87%93c%92%BC%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%87%93c%92%BC%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%90V%92J%95%DB%8E%C0%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%90V%92J%95%DB%8E%C0%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%90V%92J%95%DB%8E%C0%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%93E%8Fo%8Fp%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%93%9C%94A%95a-1%8C%5E%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8E%87%94%C1%95a-%93%C1%94%AD%90%AB%8C%8C%8F%AC%94%C2%8C%B8%8F%AD%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%91%BD%94%AD%90%AB%93%E0%95%AA%94%E5%8F%C7-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%91%BD%94%AD%90%AB%93%E0%95%AA%94%E5%8F%C7-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%91%BD%94%AD%90%AB%93%E0%95%AA%94%E5%8F%C7-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Insulin+Aspart%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Insulin+Aspart%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Insulin+Glargine%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Insulin+Glargine%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%97%E9%96%D8%90%AC%8E%A1%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%97%E9%96%D8%90%AC%8E%A1%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%97%E9%96%D8%90%AC%8E%A1%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8CK%8C%B4%8DG%8D%C6%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8CK%8C%B4%8DG%8D%C6%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8CK%8C%B4%8DG%8D%C6%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%BC%91%BA%8C%AA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%BC%91%BA%8C%AA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%8F%BC%91%BA%8C%AA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93n%E7%B2%96r%96%5B%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93n%E7%B2%96r%96%5B%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93n%E7%B2%96r%96%5B%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%A1%83%96%8D%E8%8D_%90l%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%A1%83%96%8D%E8%8D_%90l%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%93%A1%83%96%8D%E8%8D_%90l%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Steroids%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8DR%89%8A%8F%C7%8D%DC%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83I%83v%83%5C%83N%83%8D%81%5B%83k%83X-%83%7E%83I%83N%83%8D%81%5B%83k%83X%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH


④キーワードの選び方 
このおかげで，一見「バセドウ病」「Graves病」が使われていない論文も 

◯プライマリケア・マスターコース 日常診療ケーススタディ 内分泌疾患を見逃
さない!(第3回) 甲状腺疾患 ちょっとひとひねり! 
Author：木村 健一(木村健一クリニック) 
Source：日本医事新報(0385-9215)4658号 Page62-67(2013.08) 
論文種類：解説 
シソーラス用語：Thyrotropin(血液); Thyroxine(血液); Triiodothyronine(血液); 下垂
体腫瘍(病因,診断,外科的療法); 甲状腺炎-亜急性(診断,治療); 甲状腺炎-自己免
疫性(診断,治療); *甲状腺疾患(診断,治療); Graves病; Thyrotropin Receptors; 鑑
別診断; プライマリーヘルスケア; 甲状腺ホルモン不応症候群(診断) 
医中誌フリーキーワード：甲状腺炎-無痛性(診断,治療) 

検索してくれます 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96%D8%91%BA%8C%92%88%EA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96%D8%91%BA%8C%92%88%EA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96%D8%91%BA%8C%92%88%EA%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Thyrotropin%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Thyroxine%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Triiodothyronine%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%89%BA%90%82%91%CC%8E%EE%E1%87%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%89%BA%90%82%91%CC%8E%EE%E1%87%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%88%9F%8B%7D%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%88%9F%8B%7D%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%88%9F%8B%7D%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%8E%A9%8C%C8%96%C6%89u%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%8E%BE%8A%B3%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Graves%95a%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22Thyrotropin+Receptors%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8A%D3%95%CA%90f%92f%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8A%D3%95%CA%90f%92f%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%83v%83%89%83C%83%7D%83%8A%81%5B%83w%83%8B%83X%83P%83A%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%83z%83%8B%83%82%83%93%95s%89%9E%8F%C7%8C%F3%8CQ%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%96%B3%92%C9%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%96%B3%92%C9%90%AB%22/TH
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%22%8Db%8F%F3%91B%89%8A-%96%B3%92%C9%90%AB%22/TH


④キーワードの選び方 

思いついたキーワードを入れたら
勝手に登録されているキーワード
に変換して検索してくれるから，適
当に入れときゃいいや(^^) 

→だいたい当たっていますが，事
はそう単純ではありません。 



④キーワードの選び方 

「エイズ」で検索すると，こんな論
文もヒットしました。なぜでしょう？ 

急性心筋梗塞治療後に急性ステント血栓症・ヘパリン起
因性血小板減少症を発症したと思われる1例 
Author：家泉 泰宏(東名厚木病院 循環器内科), 北野 義
和, 沖 淳義, 薄葉 文彦 
Source：日本内科学会関東地方会598回 
Page23(2013.07) 
論文種類：会議録 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%C6%90%F2%91%D7%8DG%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%C6%90%F2%91%D7%8DG%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%C6%90%F2%91%D7%8DG%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%AB%8F%7E%8B%60%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%AB%8F%7E%8B%60%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%AB%8F%7E%8B%60%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%94%96%97t%95%B6%95F%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%94%96%97t%95%B6%95F%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%94%96%97t%95%B6%95F%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php


④キーワードの選び方 

急性心筋梗塞治療後に急性ステント血栓症・ヘパリン起
因性血小板減少症を発症したと思われる1例 
Author：家泉 泰宏(東名厚木病院 循環器内科), 北野 義
和, 沖 淳義, 薄葉 文彦 
Source：日本内科学会関東地方会598回 
Page23(2013.07) 
論文種類：会議録 

答え 「いエイズみ」
さん 

これはめったにない例ですが・・・ 

http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%C6%90%F2%91%D7%8DG%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%C6%90%F2%91%D7%8DG%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%C6%90%F2%91%D7%8DG%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%96k%96%EC%8B%60%98a%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%AB%8F%7E%8B%60%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%AB%8F%7E%8B%60%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%89%AB%8F%7E%8B%60%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%94%96%97t%95%B6%95F%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%94%96%97t%95%B6%95F%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/api/opensearch?q=%5B%94%96%97t%95%B6%95F%5D/AU
http://search.jamas.or.jp/index.php


④キーワードの選び方 

実際に検索
してみると、
ちょっとピント
のずれた論
文が多く検索
される場合も
あります 



④キーワードの選び方 

検索結果に納得の行かない時は，シソ
ーラスを見てみましょう。 



④キーワードの選び方 

「バセドー病」で検索すると，キーワード
は「Graves病」と教えてくれます。 



④キーワードの選び方 
「Graves病の薬物

療法」が主なテー
マになっている論
文を検索するが，
「Graves病眼症」

に関係する論文は
検索しない 

ようにチェックを
入れてみてくだ
さい 



④キーワードの選び方 

ただ「バセドー病 薬物療法」と入力して検索した場合よ
り，件数が減り，求める内容の論文が残っています 



④キーワードの選び方 

もう一つ大事な絞り込み条件があります。 



④キーワードの選び方 

医中誌Webの場合，「論文を読みなさい」と言われた時は「原著
論文」にチェックを入れてください。 



⑤文献を読む 

読んでみたい
論文が見つか
ったら，次は
どうすればよ
いでしょう？ 



⑤文献を読む 

医中誌web自体は論文本
文を持っていません。 
あくまで，「どんな論文があ
るか」ということを教えてくれ
るツールです。 

リンク機能で，図書館の蔵
書検索や，電子ジャーナル
へ導いてくれます。 

そのかわり 



⑤文献を読む 
このボタンが便利です 

図書館の電子ジャーナルのページです。 
• 論文が電子ジャーナルで読めるか 
• 雑誌が図書館にあるか 
調べることが出来ます。 
どちらもない場合は，文献取寄せの
ページに行くこともできます。 



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。 



③ー⑤PubMed 
基本的には医中誌webと同じです 
自動マッピング機能もあります 
シソーラスがMeSHという名前です 



③ー⑤PubMed 
「再生不良性貧血」に関する文献を検索してみましょう 



③ー⑤PubMed 
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 

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

http://lsd-project.jp/


③ー⑤PubMed 
最近，便利な機能ができました 



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・・・ 

⑥文献管理ソフト 



⑥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 



⑥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/


本日の課題 

「再生不良性貧血の薬物療法について」 
述べた論文で， 
• 電子ジャーナルで読めるもの 
のを挙げてください。 
また，検索プロセスも提示してください。 

条件：シソーラスを使うこと 



プレゼン作成にあたって 
PubMedを使って検索してください 
英語の文献にしてください（英語以外の文献
は，タイトルが[ ]で囲われています） 

 シソーラス（MeSH)参照画面の画面コピー 
 論文タイトルとその日本語訳，著者名，雑

誌名，巻号ページ，出版年 
を必ず入れてください。デザインなどは自由です。 
※電子ジャーナルの1ページ目の画像をプレ
ゼンに入れてください 



ヒント 

疾患の薬物療法についてシソーラスで
検索するには，副標目「drug therapy」
を付けます。 

「主要なテーマ」＝MeSH画面の
「Restrict to MeSH Major Topic」チェック
ボックスを使いましょう。 



例えば・・・ 

②Subheadings等，条
件を指定する 

①PubMedのMeSH 
database画面で，「〇〇」

（再生不良性貧血の英
語）と入力して検索する 

③本文が読めるかど
うか調べる 

④電子ジャーナルが
読めるため，本文へ
のリンクをクリックする 



例えば・・・ 
⑤最後に，1ページ目の画面コピーを
入れてください。 

• 論文名：High-dose 
cyclophosphamide for severe 
aplastic anemia: long-term 
follow-up（重度再生不良性

貧血に対する高用量のシク
ロホスファミド：長期フォロー
アップ。） 

• 著者名：Brodsky RA ほか 
• 雑誌名：Blood 
• 巻号：115巻11号 
• ページ：2136-2141 
• 出版年：2010年 
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