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1. 概要 

 

○ PubMed 

米国国立医学図書館が運営する MEDLINE を含む医学関連分野の代表的なデータベース 

MEDLINE のほか、出版社から提供された索引付けされる前のデータ、MEDLINE 収録基準外の 

データなども含む、誰でも利用できるデータベース 

 

○ MEDLINE 

医学を中心とする生命科学分野の文献情報を収集したデータベース 

PubMed の主な構成要素であり、世界で最もよく使用される生物医学系データベース 

 

 

 

 

 

 

 

 30 分 

でわかる 



2 

2. 検索の流れ 

2.1. キーワードを入力して検索する 

 

 

○キーワード入力のポイント ※のものは半角で入力する（※印のないものは全角半角どちらも可） 

AND 検索 キーワードをスペースで区切って入力すると AND 検索になる 

前方一致検索 

work* 

* アスタリスク※を文字列の最後につけると、前方一致検索ができる 

（work*の場合、worker は検索され、homework は検索されない） 

フレーズ検索 

"critical care" 

スペース※を含む語を検索する場合は“ ダブルクォーテーション※ 

で囲むとフレーズ検索ができる 

ストップワード 

the、for、of 

冠詞、前置詞などは検索対象外 

雑誌名で検索するときは必要（American journal of…） 

著者名 

Smith RC 

姓（フル）＋ 名（イニシャル）で入力する 

ミドルネームは、名の後にイニシャルで入れる 

 

○ライフサイエンス辞書を使ってキーワードを探す 

図書館 HP の上部にあるメニュー右端の リンク のページにある ライフサイエンス辞書 で 

日本語 → 英語キーワード を検索し、そのまま PubMed へ移行することもできます。 

 

 

 

キーワードを入力し、Search をクリック 

して検索してみましょう 

トップページにメニューがあります（後頁で一部紹介します） 

 

① 日本語キーワードを入力して 検索 

② PubMed をクリックすると 

自動でPubMed検索ができます 
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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 が公開されているかなどが確認できます。 

文献の掲載情報の末尾に Online ahead of print.とあるものは、冊子体に掲載される前に、 

オンライン版で先に発表されている文献です。 

 
 

2.3. 文献の詳細をみる・文献複写の申し込みをする 

文献の詳細画面では、掲載誌名・巻号をはじめ、抄録、引用文献、フルテキストへのリンク、 

本学所蔵の確認などができます。MeSH terms が付与されると、Similar articles（類似文献）、 

Cited by（被引用文献）なども確認できるようになります。 

※MeSH terms（シソーラス用語）：3.1.シソーラス検索（p.5）を参照 

 

Free article、Free PMC article 

全文が閲覧できる文献 

FREE Full Text などのボタンは、本文へのリンクがあります 

APU は、本学の所蔵が確認できます 

論題をクリックして詳細をみてみましょう 

掲載誌名、発行年月 

掲載巻号：ページ 

検索された文献数 

Display options をクリックすると、 

Sort by：Best match/Most recent/ 

Publication date などで並べ替えができます 

類似文献 
この文献を引用した文献 
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をクリックすると、本学に所蔵があるものは、▽冊子体を入手する 

のところに、所蔵情報が表示されます。 

出典： に記載されている論文の掲載巻号が、本学の所蔵にあるか確認しましょう。 

 

 

 

 

2.4. 検索結果を保存する 

検索結果は、表示されているページの文献、すべて、チェックした文献のみ と 保存形式 を 

選んで保存することができます。 

 

① 保存する文献にチェックを入れる 

② Save をクリック 

掲載巻号の所蔵があるか 

確認しましょう 

③ Selection をプルダウンし All results 

を選ぶと、検索結果すべてを保存します 

Selection(〇) を選ぶと、チェックした 

文献のみを保存します 

④  Format を プ ル ダ ウ ン し て CSV ま た は 

Summary（text）を選び Create file をクリック 

⑤ 画面右上に表示される csv-〇〇.csv  

ファイルを開くをクリック→ファイルの種類：

Excel ブックにして、名前をつけて保存します 

図書館に所蔵がなく、文献複写申込をする

場合は、アドバンスサービス（関連情報） 

のシートを選択します 

申し込み前に、Web 上で論文が公開されているか 

調べましょう。Google Scholar と a Web Search 

Engine (Google) で検索します 

文献複写 を申し込む GO をクリック 

ユニパの ID・パスワードでログインして 

文献複写申込ができます 
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3. 応用検索 

3.1. シソーラス検索 MeSH Database 

PubMed では入力したキーワードは、適切な MeSH へ自動的に変換して検索されますが、MeSH 

用語を理解した上で、シソーラス検索する方が、より検索結果の精度をあげることができます。 

〇MeSH（メッシュ）Medical Subject Headings の略で MEDLINE のシソーラス 

○シソーラスとは 索引、検索用の構造化された統制語彙集 

＊統制語とは、情報検索において索引語として利用する語を限定し、その意味範囲や使用方法を規定したもの 

例：看護師、看護婦、ナース → 看護師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 用語をクリックして詳細をみてみましょう 

キーワードに関連する 

MeSH 用語が表示されるます 

① トップページ下の Explore 下の 

MeSH Database をクリック 

② キーワードを入力し Search 
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○Subheadings 副標目 analysis 分析、therapy 治療 のような一般的なキーワード 

AND 検索でのかけ合わせよりも MeSH 用語と密接に組み合わせることができます 

 

 

Subheadings: 

副標目が選択できます 

MeSH 用語の位置づけがわかる 

右下にいくほど下位語 

☑ Restrict to MeSH Major Topic 

選択した MeSH 用語を主要なテーマと

する文献だけを検索します 

④ 先に Add to search builder を 

クリックすると上窓に検索式が入る 

Search PubMed をクリックすると 

上記の検索式での検索が実行されます 

□ Do not include MeSH… 

下位の MeSH 用語は、含まない検索をします 

検索式が作成される 
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3.2. 検索結果の絞り込み 

検索結果ページの左列に絞り込みメニューがあります。論文の種類や出版年などで、検索結果を 

絞り込むことができます。 

 

 

3.3. 詳細検索 

トップページの検索窓下の Advanced で詳細検索ができます。History and Search Details の 

検索結果数をみながら、キーワードをかけ合わせて簡単に検索式を作成することができます。 

 

 

 

① Advanced を

クリックすると 

詳細検索のページ

が表示されます 

検索するフィールドを指定できます 

検索式ができたら、Search 

ARTICLE TYPE で絞り込みができます 

Additional filters をクリックすると、絞り込み条件選択 

の画面が開き、論文の種類、言語、性別、年齢などで 

絞り込みができます 

Abstract 抄録あり 

Free full text 文献が Web 上で公開されているもの 

Full text 文献の本文が閲覧可（本学で契約している 

電子ジャーナル等を含む） 

出版年を最近 1 年、5 年、10 年に 

絞り込めます 

 

② Add terms to the query box にキーワード

を入力して  ADD をクリックすると、下の

Query box に検索式が作成されます 

２つめ以降のキーワードは、AND をプルダウン

して、Add with AND/OR/NOT を選択します 
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○検索式作成のポイント            ※印の表記がないものは全角半角どちらも可 

AND、OR、NOT AND、OR、NOT 論理演算子※が使える（半角の大文字で入力する） 

キーワード OR キーワード 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 

検索タグ 

例 sakamoto[AU] 

検索タグ※を使って検索項目の指定ができる 

キーワード[TI] のように角かっこ・半角の大文字で入力する 

検索タグについてはトップページ左下の Learn→FAQs & User Guide

内の Appendices の Search Field descriptions and tags を参照 

例 influenza[MH] vaccin* （human not animals） 

 

4. その他の便利な機能 

4.1. 掲載誌・巻号などから文献を探す Single Citation Matcher 

 

 

 

 

 

③ History and Search DetailsのActions

の…をクリックすると Add with AND など

でのかけあわせ検索ができます 

※Query box にキーワードが入ります 

数字をクリックすると検索結果一覧が表示されます 

トップページの 

Single Citation Matcher をクリック 

文献の掲載誌・巻号・ページ・出版年 

などから検索ができます 

論題・著者名などを確認したい時に便利 


