
2017年4月 医学科3年自主研究演習

医学論文と資料の検索ガイダンス
～文献データベースの使い方～

1医学ナナちゃん
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こんなとき、どうする・・・？①

「関節リウマチのリハビリ」について調べたい！

関係ない
論文かも・・・
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こんなとき、どうする・・・？②

「S状結腸軸捻転症に対する腹腔鏡手術」について
調べたい！

少ないかも・・・



本日の内容
1. 【講義】 10分程度

・文献の検索について

・各文献データベースの概要

［国内論文］医中誌Web

［外国論文］PubMed

・学外からの資料の取寄せ

2. 【演習・解説】

・医中誌Webを使ってみよう

～休憩～

・ PubMedを使ってみよう 4



論文の検索から入手までの流れ

論文検索

このテーマに
ついて世の中に
どんな論文が
あるの？
どの雑誌に
載っているの？

【医中誌Web】

【PubMed】

論文入手！所蔵検索

その資料は
どこにあるの？
信州大学で
見られるの？

・電子ジャーナル
【メディカル

オンライン】
【Publication Finder】

・冊子体雑誌
【OPAC】

このテーマについての
医学論文を読みたい！

START

GOAL

他学部にある図書は
取り寄せできます。

論文の取り寄せ(有料)

文献複写

図書の取り寄せ
(学生は予算内で無料)

現物貸借

信大にない資料も、
他の大学などから
取り寄せ可能です！

信大にない

信大にある

フルテキストへリンク 5

【】がついているのは
データベースの名前です
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医学分野の日本語の論文を探すときに使用する
データベース。論文の情報を検索するデータベース
なので、本文は未掲載(リンクがついている場合有)。

信州大学で契約しているデータベースなので、
松本キャンパス内でのみ利用可能。同時アクセス4。
シソーラス用語による自動検索有。
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論文検索で使うデータベース【国内論文/医学分野】

医中誌Web
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本文リンクがつくには1～2ヶ月の
タイムラグがあります！

新しい論文でリンクがない場合は
メディカルオンラインを直接検索しよう！
検索方法は検索マニュアルp25～

医学分野の日本語雑誌そのものを
提供しているデータベース。
約1150誌について本文を読むことが
できる。

医学部で契約しているデータベース
なので、医学部・附属病院内で利用
可能(リモートアクセス可)。

所蔵検索(電子ジャーナル)で使うデータベース【国内雑誌/医学分野】

メディカルオンライン国内論文の
補足



医学分野の外国語論文を探すときに使用する

データベース。論文の情報を検索するデータベース
なので、本文は未掲載(リンクがついている場合有)。
※リンクリゾルバ機能有

無料のデータベースなのでどこからでも利用可能。
シソーラス用語による自動検索有。
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論文検索で使うデータベース【外国論文/医学分野】

PubMed
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英語が苦手…という方は
・ライフサイエンス辞書 <http://lsd-project.jp/>

・医中誌Webのシソーラス参照

ここから検索もOK

無料で使えるオンライン
英和・和英辞書

生命科学系の用語が
充実している他、
シソーラス用語を

検索することができる。



JDreamⅢ(検索マニュアルp.34)

科学技術・医学分野の論文を探すとき
に使用するデータベース。
学内で利用可。同時アクセス10。

論文に付与されたシソーラス用語が和
訳されているため、日本語のキーワー
ドで外国語論文を検索可能。ただし、
和訳された言葉と同じ言葉で検索する
必要があります。

シソーラス用語による自動検索がない
ので、同義語を「OR」でつなげて検索
する必要があります。

タミフル OR オセルタミビル

シソーラス用語(MeSH)が
和訳されています。

＊PubMedでヒットした文献を
JDreamⅢで検索すると、MeSHの
和訳を簡単に調べられます。

論文検索で使うデータベース【国内・外国論文/科学技術・医学分野】

JDreamⅢ
外国論文の
補足
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【】がついているのは
データベースの名前です



論文の取寄せ（文献複写）

信州大学にない場合でも、
必要な論文のコピーを
他大学などから取寄せできます（有料）
※他学部図書館にある雑誌論文も文献複写で取寄せます
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所定の用紙に記入して
カウンターで
お申し込みください。

ページ数にもよりますが、
大体1論文数百円程度です



図書の取寄せ（現物貸借）

所定の用紙に記入して
カウンターで
お申し込みください。

信州大学にない図書を
他大学から取寄せ
できます

※学生は予算の範囲内で無料！
詳しくは申込時にお問い合わせ
ください

他大学からの
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検索結果のお悩み

Ｑ 検索結果が少なすぎる！

・文章ではなく単語を入力する
・キーワードは入力し過ぎない
・適切なキーワードを入力する

Ｑ 検索結果が多すぎる！

・適切なキーワードに変更する
・検索対象を限定する
・キーワードを追加する
・絞り込み条件を使う
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実際に

操作して
みましょう



シソーラス用語を使った検索のメリット

17

ADHD 注意欠陥
多動性障害

注意欠如障害

同義語が複数あっても
まとめて検索ができるので

漏れのない検索が可能です！
※下位の概念もまとめて検索可

医
中
誌

注意欠如・多動症 注意欠如・多動症 注意欠如・多動症



シソーラス用語を使った検索のメリット
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COPD Chronic 
Obstructive 
Lung Disease

同義語が複数あっても
まとめて検索ができるので

漏れのない検索が可能です！
※下位の概念もまとめて検索可

P
u

b
M

e
d

Pulmonary 
Disease, Chronic 
Obstructive

COAD

Pulmonary 
Disease, Chronic 
Obstructive

Pulmonary 
Disease, Chronic 
Obstructive
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こんなとき、どうする・・・？①

「関節リウマチのリハビリ」について調べたい！

「関節リウマチのリハビリ」について
ピンポイントで検索できる！

副標目で
「リハビリテーション」

を指定
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こんなとき、どうする・・・？②

「S状結腸軸捻転症に対する腹腔鏡手術」について
調べたい！

どんなシソーラス用語が
つけられているかな？

自分の検索に
使ってみよう！
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お知らせ

日 月 火 水 木 金 土

5/7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 6/1 2 3

自主研究演習の時間帯
（12：50～16：10）が対象です。

医中誌Webの同時接続数 ４ → ４０ に増加！



お知らせ

図書館マスコットキャラクター

医学ナナちゃん

「医中誌Web」・「PubMed」は本日の
演習内容と同じです。
「応用」は、副標目の活用方法や
エビデンスレベルの高い文献への
絞り込みについて、実際に医中誌Webと
PubMedを操作しながら演習を行います！
ぜひご参加ください！

22

情報検索演習会を開催中！(5月31日まで)
「医中誌Web」・「PubMed」・「応用」の3コマあります
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ご参加ありがとうございました！

図書館マスコットキャラクター

医学ナナちゃん

わからないことがありましたら
いつでも医学部図書館まで

お越しください！！

アンケートにご協力をお願いいたします



副標目[Subheadings]の活用方法

①「乳癌の骨転移」について (腫瘍の原発と転移)

検索式：乳房腫瘍/TH and 骨腫瘍/TH

副標目を使うと → 乳房腫瘍/TH and 骨腫瘍;転移性/TH

②「タミフルによるインフルエンザの治療」について (薬による疾患の治療)

検索式：インフルエンザ-ヒト/TH and Oseltamivir/TH

副標目を使うと

→ インフルエンザ-ヒト/TH and Oseltamivir;治療的利用/TH

おまけ①

副標目を活用することで、検索語間の関係を指定した検索が可能です。

どっちが原発？転移？

タミフルの副作用も

ヒットするなぁ・・・

原発と転移が
一目瞭然！

治療的利用について
ピンポイントに検索！詳しくは検索マニュアルp.20



Subheadingsは階層構造になっています
Therapy(治療)

diet therapy(食事療法)
drug therapy(薬物療法)
nursing(看護)
prevention & control(予防と抑制)
radiotherapy(放射線療法)
rehabilitation(リハビリテーション)
surgery(外科学)

transplantation(移植)

「Therapy」を選択すると、
「diet therapy」や

「drug therapy」なども
自動的に検索します。
＊階層構造については、
「図解PubMedの使い方」

の巻頭にわかりやすく
載っています。

副標目は階層構造には
なっていませんが、例えば
「治療に関する副標目」を
選択すると、「薬物療法」や
「食事療法」などに自動的
にチェックが入るので、まと
めて検索できます。

おまけ②



各種データベースへのアクセス

各種データベースは
全て医学部図書館のHPから
利用を開始してください。
※デモ版など違うサイトに
アクセスするのを防ぎます

※リンクリゾルバ等の
機能が使えます

Googleなどで検索
「信州大学医学部図書館」

PubMedメディカル
オンライン

OPAC

電子ジャーナル検索
Publication FInder

医中誌Web

JDreamⅢ

おまけ③



論文検索データベース
言語 特徴 利用可能範囲

医中誌
Web

日本語 医学分野に特化。
シソーラス用語による自動検索有。

松本
キャンパス内

４人

PubMed 外国語 医学分野に特化。
シソーラス用語による自動検索有。

どこからでも

JDreamⅢ 日本語
外国語

科学技術・医学分野に特化。
日本語で外国語論文が検索可能。

信州大学内 10人

言語 検索対象 特徴 利用可能範囲

メディカル
オンライン

日本語 電子ジャーナル 医学分野の日本の雑誌を
収録。大量ダウンロード
に関する制限がある。

医学部・病院内
ただし、リモートアク
セス可能

Publication
Finder

外国語 電子ジャーナル 全分野の外国雑誌を収録。検索はどこからで
も可能。閲覧は学
内からのみ。(一部リ

モートアクセス可)

OPAC 日本語
外国語

信大所蔵資料
図書・冊子体雑誌
視聴覚資料・
電子ブック など

信州大学が所蔵している
資料を検索できる。
取り寄せ・予約も可能。

どこからでも

電子ジャーナル・所蔵検索

※図書館HPからスタートすると、
リンクリゾルバが利用可能

同時アクセス

おまけ④


