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１．ＰｕｂＭｅｄについて 

PubMedは、世界約70 ｹ国、5,600誌以上の文献を検索することのできる医学文献データベースで

す。1946年から現在までの文献データ（タイトル、著者名、雑誌名、抄録等）が収録され無料で検

索ができます。40言語の文献が含まれています。 

NLM(米国医学図書館)のNCBI（国立バイオテクノロジー情報センター）が作成している生物学 

データベースの一部（Medline）です。http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Database/ 参照 

 

図書館ホームページ http://www.hama-med.ac.jp/lib/ のデータベース のなかの「PubMed」を

クリックするか、直接本学専用http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijphumlib  

をクリックしてください。 

浜医大専用からアクセスすると検索結果の詳細画面に右のアイコンがでてきます。    

 

基本（簡易）画面から 

キーワードで検索するには、キーワードをボックスに入力し、Searchボタンをクリックします。 

2語以上のキーワードを入力するには、スペースで1字空けて入力します。 

                                              

 
 

 Using PubMed   基本的なPubMedの概要や使い方の説明が掲載されています。 

 PubMed Tools  キーワード以外からもいろいろな検索ができる機能があります。 

 More Resources  「MeSH」を使った検索 や「Journal」 からも検索できます。 

※ MeSH については、６．MeSH Database を使った検索 で説明 

                                             

 

多くの条件を指定したいときは

Advanced から検索します。 
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２．検索の仕方 

２-１－１．キーワード検索 

１．「脳梗塞」について検索する。 

キーワード「cerebral infarction」 

★ 検索語は自動的に適切なMeSH用語、雑誌名、著者名に自動的に変換して検索されます。 

 

検索結果表示の見方 

 
論題名          雑誌名       著者 

 

[Epub ahead of print]  雑誌として出版される前の電子版の論文  最新の情報はこの形態が多い 

                     ★ 冊子として出版されている雑誌は巻、号、ページが表記される 

例） 52(12):1012-24. → 52巻12号1012-1024 ﾍﾟｰｼﾞを指す 

データの状態（種類別）★詳細画面に表記されている 

[PubMed as supplied by publisher]   出版社から直接送られる何も加工されていない生データ  

[PubMed in process]                 索引付け作業中のもの 

[PubMed indexed for MEDLINE]       索引、抄録付け等の登録が済んだMedlineデータ  

Similar articles                   クリックするとこの論文に関連した文献が検索される 

 

 

Filter 機能（絞り込み）の条件

を指定する場合 

検索結果の件数 
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２-１－2．著者名検索 

 

 

 

２－２．検索結果の表示（詳細画面） 

簡易画面の論題をクリックすると詳細画面に移ります。 

この画面では書誌情報（巻、号、ページ、論題）や抄録（abstract）、MeSH、関連文献、電子ジャー 

ナルへのリンク情報も表示されます。 

 

 

浜医大のアイコンをクリックす

るとリゾルバ画面へリンクさ

れ、電子ジャーナルのリンク状

況を見ることができます 

検索ボックスに探したい文献の著者名を入

力し、[Search]ボタンをクリックします。

 例） Smith R 

        Richard Smith  

        O’brien JM 

著者名を含む文献が検索され、書誌情報の

新しいものから20件表示されます。 

Smith Rで検索すると、Smith RJHなども検

索されます。Smith Rだけを検索したいとき

はSmith R@を使います。 
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２－３．検索結果の保存 

チェックボックスに必要な文献にチェックをつけて、Send to の中の表示項目を指定します。 

★ 保存形式、保存先を指定します。 Clipboard  を選ぶとクリップボードに500件8時間まで 

保存できます。 

 

 

 

２－４．検索結果の印刷 

PubMed自体に印刷機能はないため、画面に表示された文献リストは、ブラウザの機能を使って印刷

します。クリップボードに一時的に保存したデータを出力する場合は、ここを選択し、表示された

画面で印刷を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File            テキストで保存するとき 
Clipboard       印刷等で一時的に保存するとき 
Collections      長期間保存するとき（My NCBI）
Citation Manager  文献管理ソフトに取り込むとき

（EndNote, Mendeley等） 
E-mail          電子メールで送信するとき 

画面左上の「ファイル(F)」から

「印刷(P)」を選択。設定を確認

して、印刷を実行 
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３．いろいろな検索機能 

３－１．掛け合わせによる絞り込み 

検索結果が多く、更に絞り込みをかけたい場合には、新しい検索語を掛け合わせたり、Filter機能

を使います。 

例：「cerebral infarction」に「treatment」を掛け合わせる 

検索語をスペースで区切って、Searchボタンをクリックすると件数が絞られます。 

  

 
 

３－２. Filter による絞り込み 

 Filterでは、出版年、電子ジャーナルの表示形式や言語、年齢、出版形式などから限定すること

ができます。                                              

結果が多く、絞り込みをかけたい場合Filterを使うと便利です。 
さらに詳細な項目は「Show additional filters」を使います。 

 
 
※一旦、Filter をかけると解除しない限り絞り込み条件が続くので、解除する場合は下部にある

Clear allをクリックしてください。 

絞り込みたい項目にチェックを

いれShowをクリック 
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３－３． Advanced Search Builderの利用 

分野別に検索したい場合 

検索語があいまいで、用語を参照しながら検索を進めたいとき 

検索式の履歴を確認しながら検索したいとき 

 

                                                     

３－３－１ 参照インデックス機能  

検索用語があいまいなとき 

例） 浜松医科大学の正確な表記を知りたい  

「Affiliation」を選択、「hamamatsu」と「university」と入力し右の Show Index listボタンを

クリック 「hamamatsu university」に関わる用語が出てくる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

検索用語を参照したい場合 

「cerebral infarction」と入力し、Show Index をクリックすると関連用語が出てくるので、項目

を選択してSearch ボタンをクリックする。                 

検索ボックスに検索用語が入る。 

Search ボタンをクリックすると検索されます。 

Add to historyをクリックすると履歴に追加されます。                            

               

cerebral infarctionに続く関連分

野を選択、Searchをクリック 
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３－４．History 機能（履歴の確認・掛け合わせ） 

検索を進めていく途中で、検索の履歴を確認したり、掛け合わせなどの式をたてたりすることがで

きます。掛け合わせのときは、該当項目のAddをクリックするかボックス欄に #1  AND  #2 など

と式を立ててください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

４．Journals in NCBI Databases  雑誌名からの検索 

雑誌の正式名または略誌名、ISSN（雑誌ナンバー）を知りたいときは、「Journals in NCBI Databases」

を使うと便利です。   

 

  

「arch* orth*」検索用語にアスタリスクを付けると前方一致検索ができます。 

 
 
 
 
 
 
候補の一覧が表示されるので、該当雑誌をクリックすると情報が表示されます。 

                                               

 
 

 

履歴の確認や 

検索式の組み立てができる 
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PubMed をクリックすると該当雑誌すべての検索結果が出てきます。 

５．Single Citation Matcher（巻・号・ページから） 

★ 著者や雑誌の巻、号、ページ、出版年などがわかっているときは、「Single Citation Matcher」

を使うと便利です。 

 
 

６.MeSH Databaseを使った検索 

 ★主題にあったMeSHの階層や用語を確認しながら検索すると効率的な検索ができます。 

例）「lung cancer」を入力すると「cancer」はMeSH用語で「Neoplasmas」に統制、変換されます。    

 

 
 
 
 
 
キーワードに対するMeSH用語のリストが表示されます。 

「lung Neoplasms」にチェックをつけ、右のAdd to Search builder ボタンをクリックします。 

Search PubMed ボタンをクリックすると該当のMeSH用語のみを使った文献が検索されます。 

 

 

 

 

 

Cancer, Tumor, Neoplasmは 

MeSH用語に変換され統一される 

キーワード「lung cancer」入力し

て「Go」をクリック 

刊行年、巻、ページ等の数字を入

れると該当の論文が検索される  
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MeSH とはNLMが作成するシソーラス（Medical Subject Headings）の略で、さまざまな医学用語を

統一して使用できる（統制語）に索引付けされたものです。 

MeSH用語 「Lung Neoplasmas」をクリックするとMeSHの階層構造が表示されます。 

MeSH用語は一般的な広い意味の用語から狭い意味の用語まで階層構造になっています。 

 MeSHのツリー構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeSHとSubheadingを使った検索 

SubheadingとはMeSHに組み合わされた治療や診断など使用される件名です。 

MeSH用語をクリックするとSubheadingが表示されます 

ここではSubheading の「drug therapy」を選択します。 

例）MeSH用語「Lung Neoplasms」にSubheading「drug therapy」をかける 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MeSHの階層が 

表示されるので 

該当のものを選択 

検索したい Subheading

にチェックをかける  

複数可 

チェックをつけると MeSH 用語中心

に扱った文献となる。下位概念の

MeSH用語を含めて検索させるため、

この場合下のチェックはつけない 



 11

 

 

MeSH用語を主に使った文献だけを検索するときは「Restrict to MeSH Major Topic」にチェックを

つけます。つけない場合は、MeSH用語が付与されたすべての文献が検索されます。 

その下の「Do not include MeSH terms ...」は、MeSH 用語の下位概念を含めないで検索するとき

にチェックをつけます。 

チェックをつけてAdd to Search builder ボタン 

をクリックします。 

 

上記のような検索式が表示されるので、式を確認 

します。 

他の検索を加えたい場合、MeSH用語やSubheading 

を付けたい場合は、繰り返し追加します。 

最後にSearch PubMed ボタンをクリックすると 

検索結果が表示されます。 

MeSHによる検索はフリー検索と違い用語を統制した検索のため、漏れのない網羅的な検索が 

できます。 

 

７．Clinical Queries を使った検索 
★ 短時間で効率よく主に臨床医学文献を検索したいとき有効です。             

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Search by Clinics Study category     

etiology (病因)，diagnosis（診断），therapy(治療)，prognosis(予後)，Clinical prediction guides

（(臨床予測指針) など、カテゴリー別に検索  

●Systematic Review  システマチックレビューを検索 

●Medical Genetics Searches 遺伝学関連文献を検索 

 

Topic－Specific Queries  

 トピック性のある特定の分野を検索するのに便利です。 
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８.その他 

検索結果画面のDetails に 

おいてキーワードを追加したり、 

削除するなど自由に検索式を 

組み立てることもできます。 

 
 

 

PubMed Central   無料電子ジャーナルとのリンク 

「PubMed Central」のJournal List をクリックすると、オープンアクセスなど無料で電子 

ジャーナルを見ることができる雑誌のリストがあります。 

 

★ 初期画面に戻すまたは終了 

検索を終えて初期画面に戻りたい場合は、左上にある             をクリックするか、 

下段の「PubMed」をクリックしてください。 終了時はブラウザを閉じてください。 

 

入力規則 

① 複数のキーワードがある場合、スペースを区切って入力すると自動的にＡＮＤ検索（掛け合わ

せ）になります。 

② ダブルクォーテーション“  ”で囲むとフレーズ検索を行います。 

③ Bri*  検索語の後にアスタリスク*（小文字）をつけると、その文字から始まる検索ができます。

（前方一致）  例： British Journal・・・ 

④ タグを使うと、いろいろな検索ができます。タグは検索語のあとにつけてください。 

 [au]  著者名   Nakamura T[au] 

[ta]  雑誌名     New England Journal of Medicine [ta] 

[pt]  出版形式   Clinical Trial [pt]  

[ad]  著者所属等  Hamamatsu university school of medicine[ad]  

[ti]  タイトル（論題）に含まれる言葉や文字を限定する breast cancer[ti] 

 


