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1. 概要 

 

CINAHL Plus with Full Text 

北米を中心とした看護学文献の書誌データベース 

収録分野は、看護学、生体臨床医学、健康科学、代替医学、消費者健康などで、 

図書・図書の章・学位論文なども含まれる 

収録書誌情報の半分弱（研究文献では６～７割）が MEDLINE と重複しているが、 

CINAHL の方が、シソーラスなどの索引類による看護系の主題検索能力が高い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 分 

でわかる 
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2. 検索の流れ 

2.1. キーワードを入力する 

 

 

 

 

 

 

 

○キーワード入力のポイント 

フレーズ検索 

例 critical care 

初期設定は 入力した語順どおりに検索 になっているため、 

キーワードをスペースで区切って入力するとフレーズ検索される 

※Google のように AND 検索にはならない 

ワイルドカード 

例 work* work??? 

*（アスタリスク）は 0 文字以上を置き換える 

?（クエスチョン）は 1 文字分置き換える 

前方一致、中間一致、後方一致 検索ができる 

単数形の入力 

例 child → children 

単数形を入力すると、複数形・所有格も検索する 

複数形を入力した場合は、複数形のみ検索する 

大文字小文字の区別 アルファベットの大文字と小文字は区別しない 

ストップワード 

例 the、for、of 

冠詞、前置詞、代名詞などは検索対象外になる 

 

 

〇論理演算子 

 

 

A AND B     A OR B    A NOT B 

論理積      論理和     論理差 

 

 

 

 

キーワードを入れて

検索してみましょう 

AND、OR、NOT（論理演算子）

が選択できる 

検索するフィールドを選択できる 

⊕を押すと検索行が追加されます 
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2.2. 検索結果をみる 

検索結果ページでは、検索された文献数、文献の PDF・図書館の所蔵の有無などが確認できます。 

 
 

 

 

図書館の所蔵を確認する をクリックして 

当館に所蔵があるか確認しましょう ① APU をクリックしてみましょう 

電子ジャーナルに掲載があるものは 

ここに表示されます 

②アドバンスサービスのシート 

をクリックしてみましょう 

③ Google Scholar と a Web Search Engine 

（Google）で検索してみましょう 

Web 上で公開されていれば、文献の PDF や

HTML 版が検索結果にでてきます 

④本文がみつからなかった文献を入手したい時は 

文献複写申込ができます ※ 1 文献 300-500 円かかります 

GO をクリックし、ユニパの ID・パスワードで 

ログインします（学部 4 年生・大学院生のみ利用可） 

本文の PDF がある 
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2.3. 検索結果を保存する 

検索結果は、Excel ファイルで保存することができます。 

 
 

 

 
 

 

⑤ 画面右上にダウンロードが表示される → delivery.csv ファイルを開く をクリック 

⑥ Excel ファイルが開く → 名前を付けて保存する ※ファイルの種類：Excel ブックにする 

① 保存したい文献の 

フォルダをクリック 

② フォルダビュー をクリック 

③ エクスポート をクリック 

④ CSV ダウンロード  

を選び 保存 する 
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3. 応用検索 

3.1. シソーラス検索 

シソーラスとは 索引、検索用の構造化された統制語彙集で、そのデータベースのために用意された 

主題カテゴリーのリスト。使用するとテーマにあった文献を効率よく検索でき、ノイズが減らせます。 

 

 

 

 

○サブヘディング（副標目） 

治療、診断など、各分野に共通する一般的なキーワード 

 

① CINAHL サブジェクトのヘディング 

をクリック 

② キーワードを入力して 検索 

メジャーコンセプト 

このキーワードをメインテーマとした

文献のみ検索したい場合はチェック 

④ チェックを入れるとサブヘディング

（副標目）が表示されます 

ツリー表示 

CINAHL Headings 用語の

概念的な位置づけがわかる 

⑤ 検索したい副標目 

にチェックを入れる 

③ 用語をクリックすると 

ツリー表示 が表示されます 

⑥ 検索データベース 

をクリック 
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3.2. 検索結果の絞り込み、検索オプション 

検索結果ページの左列に絞り込みメニューがあります。文献の PDF があるもの、出版年などで 

検索結果を絞り込むことができます。 

  

 

② 検索オプションを使って、検索モードの変更や検索条件を限定することができます 

 

 

 

 

 

検索モードの選択 ※初期設定は、ブーリアン/句になっている 

複数のキーワードを入れた場合の検索方法を選択できる 

○ブーリアン/句：スペースが入っていても 1 つの言葉として認識して検索 

○すべての用語に一致する項目を検索：AND 検索 

○いずれかの用語に一致する項目を検索：OR 検索 

○SmartText 検索：文章（5000 文字まで）での検索ができる 

全文・参考文献あり・抄録あり 

出版時期、ソースタイプなどで 

絞り込みができる 

その論文が対象としている年齢層や 

性別などからも絞り込みができる 

① ソースタイプ上の 詳細を表示 をクリック

すると、検索オプションが表示されます 
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3.3. 履歴検索 

検索履歴 をクリックすると、検索履歴/アラートが表示され、検索履歴をかけ合わせた検索が 

簡単にできます。 

 

 

 

3.4. 検索式を作る 

論理演算子、（）丸かっこなどを使って、検索条件に合った検索式を作ることもできます。 

3.3.の履歴検索を行うと、検索履歴/アラートの検索用語の列に、すでに検索した検索式が表示 

されます。それを参考にすると、簡単に検索式を作ることができます。 

また、検索窓の右隣にあるフィールドの選択をプルダウンして検索項目を指定することもできます。 

AND、OR、NOT AND、OR、NOT（論理演算子※）が使える 

leg OR hand のようにスペースで区切って入力する 

（ ）丸かっこ （）丸かっこ※を使って、検索の順序を変えることができる 

検索モードが「ブーリアン/句」の場合 

例１ influenza AND（vaccine OR vaccination） 

→「influenza」と「vaccine または vaccination」のかけ合わせで検索される 

例２ influenza（vaccine OR vaccination） 

→「influenza vaccine」と「influenza vaccination」が検索される 

※…半角で入力 
 

① 検索履歴 をクリック 

検索結果を一覧する前に結果件数がわかる 

② かけ合わせて検索したい履歴にチェックを入れ、 

AND を使用して検索 か OR を使用して検索 を選ぶ 
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4. 論文の掲載誌名から探す 

論文・図書などの参考文献から、入手したい文献の掲載誌・巻号が先にわかっている場合は、 

掲載情報から文献を探すことができます。 

 

 

 

 

 

① 出版物 をクリック 

雑誌名で検索できます 

PDF 全文 があるものは文献の PDF があります 

※全文ありの出版年月が表示されています 

③ 閲覧したい文献の 

出版年の＋ をクリック 

すると巻号が表示されます 

② 雑誌名 をクリック 


