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1. 概要 

 

医中誌 Web 

医学中央雑誌刊行会が作成・提供する国内医学論文情報のインターネット検索サービス 

国内発行の、医学・歯学・薬学および看護学・獣医学などの関連分野の定期刊行物の 

論文情報が検索できる  

 20 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 

医中誌では、表記の揺れを吸収するため、ひらがな、カタカナ、旧漢字、異体字など、 

医学用語を中心とした約 23,000 語について同一視を行っています。 
 

 

2.2. 検索結果をみる・文献複写の申し込みをする 

 

 

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 

完全一致検索 

例 [小児看護] 

[ ]角括弧で囲むと完全一致検索ができる。完全一致が指定できる 

対象項目は、著者名、収載誌名、所属機関名、特集名 

フレーズ検索 

例 “critical care” 

スペースや記号を含む検索語を検索するときは、検索語全体を 

“ （ダブルクォーテーション）で囲む 

大文字小文字の区別 

例 aids AIDS 

アルファベットの大文字と小文字は区別しない 

キーワードを入れて

検索してみましょう 

検索式が表示されます 

入力したキーワードに同義の統制語が

ある場合は一緒に検索されます 

本文あり などのボタンがあるものはクリックして文献の

PDF を入手しましょう。また、APU を押して、図書館に

所蔵があるか確認しましょう 

本文ありを選択すると、本文を 

閲覧できる文献のみ表示します 

プルダウンすると 

検索項目を指定できます 

論題をクリックすると 

詳細画面になります 
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図書館に所蔵がない時は、アドバンスサービス（関連情報）のシートをクリックして 

Web 上で論文が公開されているか調べましょう。 

 

 

  

APU を押すと図書館に所蔵があるものは、所蔵

情報が表示されます。文献が掲載されている巻号

が所蔵されているか確認しましょう 

Web 上で論文が公開されているか調べます

Google Scholar と a Web Search Engine 

（Google）で検索します 

図書館所蔵がなく、Web 上で公開のない文献を入手したい時は 

取り寄せができます（1 文献 300-500 円かかります） 

文献複写を申し込む GO をクリックして、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 
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2.3. 文献の詳細情報をみる 

 

 

○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 

○メジャー統制語 統制語のうち、特に主題を表現している重要なキーワード 

 

2.4. 検索結果を保存する 

検索結果は Excel ファイルなどで保存することができます。 

 

統制語やフリーキーワードが表示されます 

メジャー統制語には＊がついています 

クリップボタンを押すと、チェックを入れた

文献をクリップボードに一時保存できます 

※選択した文献のみダウンロードしたい時に便利 

① 保存したい文献にチェックを 

入れ、ダウンロードボタン 

をクリック 
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⑦ Excel ファイルが開くので、名前を付けて保存する ※ファイルの種類：Excel ブック にする 

 

3. 応用検索 

3.1. シソーラスブラウザ 

シソーラスは、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です。使用するとテーマにあった文献を効率よく検索できます。 

 

 

 

 

 

 

① シソーラスブラウザ をクリック 

② キーワードを入力して検索してみましょう 

部分一致・完全一致の選択ができます 

⑤ ダウンロード をクリック 

② 出力形式を選択します 

標準形式 か タグ付き形式 がおすすめ 

全項目を選択する場合は タグ付き形式 を選択 

③ 検索式の出力を あり にすると検索式も 

一緒に保存できます 

④ Excel で保存する時は CSV 方式 を選択 

TSV 方式 はメモ帳で保存されます 

⑥ 画面右上の ichu.csv 

ファイルを開く をクリック 

③ シソーラス用語をクリックして 

キーワードの詳細情報を見る を選ぶ 

ここから検索もできます 
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3.2. 検索条件を絞り込む 

キーワードでの検索結果から、本文あり・抄録あり文献に限定、論文の種類（原著論文のみなど）、 

分類（看護など）、発行年などで絞り込みができます。 

 

 

画面を下の方へスクロールすると、検索語の上位語・

下位語が確認できます ※検索は、メジャー統制語に

限定せず、下位語も検索する がおすすめ 

統制語や MeSH 用語を使って、医中誌 Web と

PubMed で検索ができます 

副標目を選択して内容を絞り込むこともできます 

検索結果の絞り込みは、画面左列の絞り込み条件、

または、ボタンをクリックすると、全ての絞り込み

画面が表示されます 

★絞り込みのポイント★ 

・論文種類：原著論文 を選択すると、会議録や抄録集、 

雑誌の特集記事などを除くことができる 

・分類：看護 を選択すると、看護分野に特化した論文に 

絞り込めるが、周術期やリハビリ関連の論文がもれる 

こともある 

→ 検索キーワードに「看護」をかけ合わせても良い 

・発行年の絞り込みは視野を狭め動向を見誤る可能性がある 

・チェックタグを使用すると、小児や高齢者など、論文の 

対象を絞り込める 

⊞（プラスマーク）をクリックすると

副標目の詳細が表示されます 
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3.3.  履歴プラス検索 

履歴プラス検索では、検索履歴を利用して、履歴キーワードをかけあわせた検索ができます。 

 

 

 

 

 

検索する前に… 

○研究テーマをブロックに分解して、組み立てる 

 例：関節リウマチ患者 が 経験する痛み の 受容プロセス 

    関節リウマチ     痛み    受容プロセス → 受容 コーピング 患者心理 

 

○検索手順の１例： 

下記の順番に検索していく。6.以降は、3.3.履歴プラス検索（p.7）を使い、 

AND 検索は必ず 1 対 1 で検索する。 

１.  関節リウマチ 

２.  痛み 

３.  受容 

４.  コーピング 

５.  患者心理 

６.  ３ ｏｒ ４ ｏｒ ５ 

７.  1 ａｎｄ 6       など 

 

※自分の研究テーマに合ったよい文献をみつけたら、論題をクリックして詳細画面を開いて 

シソーラス用語、医中誌フリーキーワードをチェックし、参考にする 

（この場合は、会議録や古い文献でもよい） 

 

 

AND、OR、NOT が選べる 

選んだ式をかけ合わせた

条件で検索されます 

検索履歴２つにチェックを 

入れて 履歴プラス検索 を押す 

検索結果の 

件数がわかる 
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○検索式について （※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※1 

例: 痛風 OR 糖尿病（論理演算子の前後にスペースを入力する） 

（ ）丸かっこ 先に処理させたいものを（ ）丸かっこ で囲むと、（ ）内の検索が 

優先され、あとは左から順に処理される 

例: （アロマセラピー OR 精油） 睡眠障害 

検索対象項目の 

タグ指定 

キーワード/タグ※2 という形式で指定する 

/TH（統制語）、/AU（著者）など  例: 守山愛子/AU 

絞り込み条件の 

タグ指定 

タグ※2=キーワード という形式で指定する 

PT（記事区分）、SH（副標目）など  例: PT=原著論文 

※1 大文字、小文字、大文字・小文字の混在でも検索できる（全角半角どちらも可） 

※2 検索タグは、大文字で入力する（全角半角どちらも可） 

 

 

○論理演算子 

 

 

A AND B     A OR B    A NOT B 

論理積      論理和     論理差 

 


