
文献検索講習会 応用編１ 
2015年度 

国 内 文 献 の 探 し 方 
 

本日のテーマ 

◆ 医中誌Ｗｅｂの基本的な検索，シソーラスを使った効果的な検索を理解する。 

◆ CiNiiの基本的な検索を理解する。 

◆ データベースの検索結果から、電子ジャーナルで本文を入手したり、図書館の所蔵状況を確

認したりする。 

◆ 検索結果をファイルに保存する。 

 

１． 医中誌Ｗｅｂの検索 

 

（１）医中誌Ｗｅｂとは 
 国内で発行された医学・看護学・薬学・歯学などの雑誌文献情報を検索できる 

 有料だが大学で契約しているので、学内で利用できる。同時アクセス数は 4。 

 本文へのリンクがある（ものもある）。 

 検索できるのは 1977年から 

 

（２）論文の検索（テーマ例：「ストレスが原因となって発症する気管支喘息について」） 
＃１ 考えられるキーワードで検索をしてみましょう 

 

＃２ 「すべての絞り込み条件を表示」して、次の条件で絞り込みをかけてみましょう 

   ・論文種類：原著論文 

   ・収載誌発行年：2000年以降 

＃２－２この検索結果から１つ文献を選んで、パソコンで本文が読めるかどうか，読めない場合は図

書館で所蔵しているかを確認してみましょう 
     （「徳島大学 FullText」と書いてあるアイコンをクリック） 

 

＃３ 「ストレス」だけで検索してください。 

 

＃４ 「気管支喘息」だけで検索してください。 

 

＃５ 履歴検索を使って、＃３の検索結果と＃４の検索結果をかけあわせてみましょう 
    （２つの検索履歴にチェックを入れ、履歴検索ボタンをクリック） 

＃６ シソーラス参照画面を使って， 

 キーワード：ストレス，副標目：合併症 

の論文を検索してみましょう。 

 

＃７ 同じくシソーラス参照画面を使って， 

 キーワード：喘息，副標目：病因 

の論文を検索してみましょう。 

 

＃８ ＃６と＃７の結果を掛けあわせて，＃６の検索結果とくらべてみましょう 

 

＃９「脳梗塞に対する薬物療法の有効性」についての論文を検索してみましょう。「有効性」という

単語で検索するのと，他の単語（例えば「治療成績」など）で検索するのと，違いを比べてみましょ

う。 

 



文献検索講習会 応用編１ 
＃１０ 歯学部 吉本勝彦教授が 2012年に「日本内分泌学会雑誌」に書かれた論文のタイトルと，そ

の論文が読めるかどうか調べてみましょう 
    （「書誌確認画面」を使ってみましょう） 

 

＃１１ ＃９の検索結果を何件か選んでクリップボードに保存してみましょう 

    次にクリップボードの中身を確認して、ダウンロードしてみましょう 

 

 

（３）ログアウト 

 

２． ＣｉＮｉｉ（サイニイ）の検索 

 

（１）CiNiiとは 
 国内で発行された全分野の雑誌文献情報を検索できる 

 無料のため、どこからでも検索できる。 

 本文へのリンクがある（ものもある。また、一部は学内でのみ本文を表示できる） 

 

（２）論文の検索 

＜演習１＞ 大学生の朝食摂取に関する論文を検索してみましょう 

 

① フリーワードの検索窓に「大学生 朝食」と入力して検索してみましょう 

② ①の結果から「CiNii に本文あり、または連携サービスへのリンクあり」の論文に絞り込んでみま

しょう 

③ 詳細検索を使って、②の結果から 2010年以降に発表された論文に絞り込んでみましょう 

④ 検索結果一覧から論文の詳細情報を確認し、本文を開いてみましょう。 

 

＜演習２＞「口腔衛生学会雑誌」の 57巻 3号の目次を開き、興味のある論文を読んでみましょう 

 

 

（３）自宅から検索する場合 

 

 

 

３． 電子ジャーナル・メディカルオンラインの利用 

 

（１）メディカルオンライン 

 

 

（２）電子ジャーナルの利用法と利用上の注意 

 

 

 

４． アンケート 

 



文献検索講習会応用編１ 解答例 

＃１ 

 

＜ポイント＞ 

 テーマ（「ストレスが原因となって発症する気管支喘息」）をそのまま入力しない 

 件数が少ない場合は主要なテーマのみで検索するなど，検索語を見直す 

（上の例だと，「気管支喘息」というキーワードを入れることによってすでに「その病気が発症している」とい

う概念が含まれるわけですから，「発症」は入れなくてもいいかもしれません。また，「原因」は「要因」「病因」

「起因」など他に色々な表現が考えられますので，「原因」だけでは不十分です。なお，「病気の原因」を検索

するコツについて後で実習します） 

 臨床上の疑問の種類（「診断」や「治療」など）がはっきりしている場合は，加えてみる 

 

＃２ 

 

 

 

 

 

 

医中誌には，いろいろな種類の文献が

収録されています。中でも多いのが「会議

録」という学会などで行われた研究発表の

要旨が収録されたものです。会議録を調査

する必要のない場合は「会議録除く」にチ

ェックを入れる，研究論文を調べている場

合は「原著論文」にチェックを入れて絞り

込みをするなどの絞り込みをすると，目的

外の論文を省くことができます。 

また，そのテーマについて概要を知りた

い場合は，「総説」「解説」にチェックを入

れると効果的です（「総説」と分類される

論文は全体の 1%未満のため，「総説」だけ

だと非常に件数が少なくなります。その場

合は「解説」（こちらは 15%弱あります）

も含めることをおすすめします） 

 

 



＃２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃３～５ 

履歴検索は以下のように行います。 

 

＜履歴検索のよいところ＞ 

 検索式・検索語の再利用が可 

 検索結果がどの式・語の影響か個別に確認できる 

→試行錯誤が効率的にできる 

 

＃７，８シソーラス参照画面 

 

 

 

 

＜電子ジャーナルがない場合＞ 

メディカルオンライン（PDF）など，電子ジャー

ナルが読めると分かっているアイコンがあればク

リックしてみましょう。分からない時は徳島大学

のアイコンをクリックしてみましょう。 

＜電子ジャーナルがある場合＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃８ 

副標目を使うことにより，検索語間の関係を指定することができます。 

他の疾患・症状が原因となって発症する疾患・症状について検索する場合，原因のほう（今回の場合「ス

トレス」）に副標目「合併症」を，後から発症するほう（今回の場合「気管支喘息」）に副標目「病因」

をつけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 上位語・下位語を参考にし，「下

位語も検索する」チェックボック

スにチェックするか検討する 

 主要なテーマに絞りたい場合は

「メジャー統制語に限定する」に

チェック 

 副標目はキーワードによって選

べるものが違う 

 <Pre 医中誌>となっている新し

いデータにはシソーラスが付い

ていないので注意 

2015 年 1 月から，対応する MeSH 用

語（PubMed のシソーラス用語）があ

る場合は表示されるようになりまし

た。PubMed 検索でのキーワードを検

討する際にご活用ください。（この画

面から PubMed を検索することもで

きるようになりました） 



＃９ 

＃１では，キーワードを減らして検索しました。この問題ではキーワードを変えて検索することの効果

を実習します。治療や処置などの有効性について調べたい時，「有効性」とそのまま入力すると思うよう

な結果が得られません。治療成績，患者の QOL など，どんな有効性について調べたいのかを考えて検索

したほうがよいです。自分の研究テーマをどのような言葉で表現すればよいか検討しながら試行錯誤す

ることも大切です。 

 

＃１０ 

特定の文献を探したい時や文献情報の一部しか分からない場合は，書誌確認画面が便利です。 

 

 



＃１１ 

検索を続けているうちに，少し前に見つけた文献が見当たらなくなることがあります。 

参考にしたい文献は検索の都度クリップボードに入れておき，最後にまとめてダウンロードなどの保存

をすると便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ダウンロードについて＞ 

 出力形式は：通常は「標準形式」で OKです 

 フォーマット：テキストファイルで保存したい場合は，「改行区切り」，Excelファイルで保存したい

場合は「CSV 方式」がよいです（「TSV 方式」もテキストファイルや Excel ファイルで保存できます

が，どのプログラムを使用するか聞かれる場合があります） 

※EndNoteや Mendeleyなどの文献管理ツールを使っている場合は，「ダイレクトエクスポート」ボタンを

お使いください 

 

文献にチェックを入れ，クリッ

プボードボタンをクリックし

ます 

クリップボードに保存した

文献は，画面上部の「クリッ

プボード」タブで確認できま

す 

（改行区切り） 

（CSV 方式） 



シソーラスについて 

医中誌 web・Pubmed には、シソーラスというしくみがあります。 

シソーラスとはキーワードの辞書のことで、ここに載っている単語を使って論文のキーワードが

登録されています。 

もし、シソーラスがなかったら、1 型糖尿病についての論文を検索するためには 

① 「1 型糖尿病」 

② 「糖尿病 I 型」 

③ 「インシュリン依存型糖尿病」 

④ 「インスリン依存型糖尿病」 

⑤ 「若年発生型糖尿病」 

などなど・・・・ 

考えつく限りの様々なキーワードを入れて検索しないと、検索もれが多くなってしまいます。 

それを防ぐために、上のどのような単語が論文名や抄録に使われていても、「糖尿病-1 型」とい

う単語がキーワードとして登録されていて、検索ボックスに「1 型糖尿病」など思いつく単語を１

つ入れて検索するだけで②以降の「糖尿病-1 型」がキーワードの論文すべてがヒットするような

しくみになっています。 

 

これは大変便利なしくみなのですが、反面、

検索結果数が多くなりがちという欠点がありま

す。 

そんな時は、ぜひシソーラスを使ってみてく

ださい。 

シソーラス検索画面では、キーワードの上位

語（広い概念）や下位語（狭い概念）なども分

かります。 

ちなみに、「糖尿病-1 型」の上位語や下位語

は左のようになっています。 

 

通常は下位語もすべて検索していますので、

「糖尿病 1 型」で検索した場合は「Wolfram 症

候群」がキーワードの論文も自動的に検索して

います。 

そこまで詳しい論文は必要ないという場合は、

「糖尿病-1 型」がキーワードの論文または「1 型糖尿病」という単

語がタイトルや抄録など、どこかに出てくる論文を検索しています 



「下位語も検索する」のチェックボックスを外してみます。 

また、一口にキーワードといっても重要なもの（主なテーマ）とそうでないものがあり、重要な

キーワードは「メジャー統制語」といいます。 

「糖尿病-1 型」が主なテーマの論文を検索したければ、「メジャー統制語に限定する」にチェッ

クを入れます。 

さらに、「副標目」といって「治療」「診断」など、医学文献中に頻繁に現れる概念をあらわすキ

ーワードも同時に検索できます（副標目は通常の検索画面の絞り込み条件にもあります）。 

下の画面の検索履歴#3 は、 

 キーワード：「糖尿病-1 型」（下位語は検索しない・メジャー統制語に限定） 

 副標目：食事療法 

で検索した結果です。 

 

 

「１型糖尿病」だけで検索した場合と比べ、ぐっと件数が減っていることが分かるかと思います。 

また、#2 は検索画面に「1 型糖尿病 食事療法」と入力して検索しています。#3 との件数の

違いに注目してください。 

しかも＃３は「糖尿病-1 型」を重要なキーワードで検索していますので、調べたいことから外

れの少ない検索が出来ているはずです。 

検索でお困りの際には、シソーラスを活用してみませんか？ 

もし使っていてわからないことがありましたら、いつでもお尋ねください。 

 

 

徳島大学附属図書館 蔵本分館 

klib@lib.tokushima-u.ac.jp 

088-633-7415（内線 6520） 
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