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　 MEDLINEを含む医学関連分野の代表的なデータベースです。
MEDLINEは米国国立医学図書館（National Library of Medicine）が作
成し、1997年からインターネット上で無料公開を始めた。世界約80カ国、
約5,400誌の文献を検索することができます。日本の雑誌も約162誌が
継続して収録されています。

　　NCBI(国立バイオテクノロジ-情報センター)が作成している、Entrez (ア
ントレ) という統合型分子生物学データベースの一部です。

PubMedとは

対象： 医学，看護学，歯学，獣医学，薬学，健康科学を含む。

収録範囲： 1949年～現在　　　　　

収録データ数： 5,400誌より1,940万件

データ概要： 90％が英語，43％がアメリカで発表されたもの，約80％に
抄録あり，学会（会議）は収録されない。
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=ijpkmulib

PubMedへのアクセス方法

ここをクリック

医学部分館ホームページからアクセスすると、利用可能な電子
ジャーナルへのアイコンが表示される
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PubMedのトップページ

PubMedのツール
・特定論文の簡易検索

・複数論文の一括検索

・臨床医学領域における

　　EBM文献の検索

・特定のトピックに絞った検索

より多くの情報源

・MeSHデータベース

・Journalsデータベース

・臨床試験情報

PubMedの使い方
・クイックスタートマニュアル

・最新情報

・チュートリアル

・フルテキスト入手について

・FAQ

絞込み機能 詳細検索

検索ボックス
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①検索ボックスにキーワードを入れる

基本検索

②Searchボタンをクリック、
またはEnterキーを押す

　　　文字の入力方法
キーワードは基本的に英語を入力

キーワードが2つ以上の時はスペースを挟む

大文字でも小文字でも構わない

a, the, isなどはStopwordsと呼ばれて、検索の
対象にならない

ギリシャ文字の入力は

　　　→ alpha，β→ beta，γ→ gamma
記号の入力は　－（ハイフン） → スペース

　　　　　　’！？％＄などの記号は省略

　　　著者名からの入力例

abe s
St Clair M (St にピリオドは不要)
Smith DA 3rd (2d, 3d は 2nd, 3rdと表記)

入力ボックスに入力された用語に基づき、
候補語が表示されるので、目的の用語
をクリックすると、検索が始まります

　　　主題からの入力例

“rare sugar” kagawa
“Breast cancer” “drug therapy”
h1n1

キーワードの入力方法
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詳細検索（Advanced search）

②検索結果履歴と論理演算子（AND）を用いて積集合を作成

③#1は著者が香川大学所属の文献”Kagawa Univ…” ”Kagawa med…”
を複数選択し和集合を作成、#2は“breast cancer”という語を含む文献、
#3は“drug therapy”という語を含む文献、#4は検索結果履歴と論理演
算子（AND）を用いて、積集合を作成した例

①フィールド項目を選択し、キーワードを入力しながら検索式を組
み立てる。例）Affiliation（著者所属）を選択し、キーワード
に”kagawa u”を入力、Indexボタンをクリックし予想されるキーワー
ドを選択しながら、論理演算子を用いて検索式を作っていく

検索結果の履歴と論理演算子
（AND,OR,NOT）を用いて、さま
ざまな検索ができます
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熟語検索

　“”（ダブルクォーテーション）でキーワードの前後を囲んで入力する

前方一致検索

キーワードの最後に　＊（アスタリスク）を付けることで＊以降にどんな文字
が続いてもすべて検索する

　　　例）biol* で検索 biology, biological, biologically　などの単語を含む文献が検索される

　　

#１AND #2 #１OR #2 #１NOT #2

論理演算図

検索のこつ

AとBどちらも含むもの AとBのどちらかのもの AのうちBを含まないもの

雑誌名からの検索

正式名、略誌名、ISSNにより検索が可能　（ISSNの場合：0732-0582）
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論題

著者名

収載誌名・出版年；巻(号)：ページ
略誌名の上にマウスを置くと正式誌名が表示される

言語（英語以外の場合）

無料での全文に
リンクあり

検索結果の表示画面

検索結果のフイルター
全7件のうち、Review
文献0件
無料の全文が提供さ
れているものが2件

関連文献リスト

Summary表示

他データベー
スの検索

詳しい検索式
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Limits（絞り込み）

限定したい項目のチェック欄に
☑しSearchボタンをクリックする無料電子ジャーナルへのリ

ンク、抄録の有無を限定

主題の限定

トピックの限定

収録誌の限定

文献の種類で限定した
い場合、ここをクリック

収録誌の種類を限
定したり、データの
範囲を絞ったり広
げたりできます

論文タイプ

動物

ジャンル

言語

性別

年齢
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検索結果の表示形式を変える

①表示したい文
献に☑を入れる

②Display Settingを選択する

④Applyをクリックする

論文名をクリックするとAbstract
形式で詳細表示される

表示形式 表示件数 並び順

③メニューが開く
ので、ラジオボタ
ンを選択する
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検索結果詳細表示
このLinkSourceアイコンをクリックすると、文献リンク情報統合ツー
ル画面が表示され、電子ジャーナルへのリンク、冊子体検索、
RefWorksへの取込み、文献申込みなど、その他の情報へリンク

MeSH用語

化学物資名

電子ジャーナル
へのリンク

論文と関連度が
高い文献へリンク

Abstract

Abstract表示
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文献リンク情報統合ツール

本学契約または、無料電子ジャーナルを閲覧する

Google Scholar, Google,　Scirusで検索を行う

JCR(Journal Citaion Reports)で雑誌のインパクトファクターを調べる

本学図書館 OPAC またはWebcat Plusで雑誌の所蔵を調べる

依頼フォームに書誌事項が埋め込まれる

文献複写を依頼する場合は、先にここから
MyLibrary にログインしてください

文献複写依頼方法はこちらで確認してください

RefWorksに書誌情報を取り込む　
　

最新より1年間は電子ジャーナル閲覧不可
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検索結果の印字

④

①必要な文献のチェックボック
スに☑し、検索結果の表示形
式を変えておく

②左図のように、「ﾌｧｲﾙ（F）」の
「印刷（P）」から印刷を実行する

検索結果を印刷するには、ブラ
ウザーの印刷機能を使います
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検索結果の保存

②メニューが開くので、ラジオボ
タンを選択すると、自動的に設定
項目が表示される

③Fileは、検索結果をテキストファ
イルへ保存する時に選択する。
ダウンロードの表示形式（Format）
と表示順(Sort by)を指定できます。
RefWorksに取り込む場合は、 （Format）
MEDLINE形式を選ぶ

My NCBIに保存する場合は
Collectionsを選択する

検索結果を一時保管し、後で
まとめて印刷や保存する場
合はClipboardを使うとよい

電子メールで送信

④Create Fileボタンをクリック
すると、ファイルのダウンロー
ド画面がでてきます

（Format） Summary(text)の場合
（Format）MEDLINEの場合

①まず、Send toをクリックします
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検索式の繰り返し利用

初めて使うときは、
ここから登録する

②My NCBI画面になるので、
Username Passwordを入力します

④Saveボタンをク
リックすると、詳細
設定画面に変わる

③Sign Inをク
リックします

My NCBIを使うと検索式を長期間
保存でき、繰り返し利用できます

保存した検索式を自動実行して電
子メールへ結果を送信させる設定
ができます。送信頻度は毎月／毎
週／毎日から選択可能です。

①検索を実行した後、
Save Searchをクリック
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検索結果をRSSフィードで受信

①検索を実行した後、RSSをクリック

②Create RSSボタ
ンをクリックする

④このフィードを購
読するをクリックする

⑥お気に入りのフィードにある
PubMedへのリンクをクリックす
ると、最新情報を表示します

RSSリーダーで更新され
た情報を取得できます

③Create RSSボタンをクリック
するとRSS Feed画面になるの
で、XMLボタンをクリックする

⑤購読ボタンをクリック
すると登録が完了する


