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図書館ホームページの各種ツールを利用した

洋雑誌文献の基本的な検索についてご紹介します。
自宅からも利用可能ですので、ぜひお試しください。



目 次（説明内容）

1. 文献検索とは
2. データベースで文献を探す

洋）PubMed
3. 文献の掲載誌が学内にあるかどうか確認する
（1）電子ジャーナルを確認する

洋）Publication Finder
（2）紙の雑誌（冊子体）を確認する

和・洋） OPAC（学内蔵書検索）
4. 学内にない文献のコピーを学外から取寄せる
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文献って何？

記録、文書、参考となる資料
発表された研究、経験、調査、思索などの記録、
他人がこれまで何を行い、何を考えたかを知る手がかり

研究における「文献」は、主に
雑誌と図書に記録された論文を指すことが多い
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文献（論文）を探すこと

文献検索って何？

 目的
・先行研究や症例を調べたりするため
・論文・レポートを書く参考にするため

 方法
・論文の参考文献リストを参考に探す
・文献情報データベースで探す
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文献を探すときは、医学や看護学の文献情報データベース
（どの雑誌に何の論文が載っているかを調べるツール）を使う

国内の医学・看護学系の
雑誌論文の情報は…

医中誌Web、
最新看護索引web

海外の医学・看護学・薬学
・周辺領域の雑誌論文の情報は…

PubMed、MEDLINE
CINAHL、Scopus

データベースは、文献情報を調べるツールであり、
文献の本文が載っているわけではないので注意。
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文献入手までの流れ（図）

文献情報データベースで
文献情報を調べる
PubMed、医中誌Web…

Yes

Get学外文献複写申し込み
他の大学から取り寄せる

No

図書館で受付します

１論文数百円ほど
到着まで約１週間

学内で入手できる？

① 電子ジャーナルで読める
② 本学図書館に所蔵あり

最近はデータベースに電子
ジャーナルへのリンクが表示
されるものもある。

読みたい文献の

・ 論文タイトル
・ 雑誌名 出版年
・ 巻号 ページ 著者名

等がわかる

調べるには…

・ Publication Finder
・ メディカルオンライン
・ 学内蔵書検索(OPAC)
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2. データベースで文献を探す
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米国国立医学図書館で作成している
医学文献情報のデータベース

世界中の医学関連分野(医・歯・薬・看護学等）の
文献を調べることができる。

24時間無料で文献情報にアクセス可

PubMedとは
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PubMedの検索について

基本はキーワード検索

 キーワードを追加する

 演算子を組み合わせる
キーワードの間にAND OR NOT（大文字）を入れる。
AND検索はキーワードの間にスペースを一つ挟むだけでも可。

 Filter機能を使う
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集録されているデータの数が膨大なので
ヒット数が多くなりやすい。
→絞り込みが必要

絞り込みの方法



PubMedの検索について

キーワード入力の小技

 前方一致検索 ※ Publication Finder ・OPACでも使えます。
キーワードの一部+＊ で、アスタリスクの前までが一致した単語
全てが検索される。
例：diabet* ⇒diabetes, diabetic･･･

 熟語として検索
2つ以上の単語を“ ”（ダブルクォーテーション）で囲むと、一つの

キーワードとして検索される。
例：“drug eruption”（薬疹）
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検索例

白樺の花粉症による鼻炎に関する症例を探す。

（1）テーマからキーワードを考える。
白樺、花粉症、鼻炎 など

（2）英語に置き換える。
白樺＝betula、white birch
花粉症=pollinosis、hay fever
鼻炎＝rhinitis など
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PubMedで検索を始める前の準備



PubMed入口
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旭川医科大学図書館ホームページ → https://lib.asahikawa-med.ac.jp/



PubMed検索

【ポイント】
同義語でも検索結果の件数が変わります。
例：花粉症 pollinosis と ”hay fever”の場合
pollinosis→15,000件ほど “hay fever”→3,900件ほど

１万件以上の差！

13 キーワード
betula pollinosis rhinitis で検索

検索窓にキーワードを入れる。複数の単語を入
れるときは各単語の間に半角スペースを入れる

Searchボタン
をクリック

件数が少なけれ
ば、同義語に置
き換えるのも手。



論理演算子によるかけあわせ

AND OR NOT

A and B
重なり合った部分
「A」かつ「B」が検索
される。

A or B
図全体
「A」もしくは「B」が検索
される。（AかつBも含む）

A not B
左の円から重なった所を
除いた部分。「A」で「B」を
含まないものが検索される。
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キーワード検索の結果
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「白樺の花粉症による鼻炎に関する文献」
が400件ほどヒット。



文献を絞り込む
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● 検索窓に新たなキーワードを追加する方法
● Filter機能を使って絞り込む方法

絞込みの方法は2パターン



文献を絞り込む
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例：Immunotherapy（免疫療法）を追加

検索窓に新たなキーワードを追加する方法

「白樺の花粉症による鼻炎の免疫療法に
関する文献」150件ほどに絞り込まれた。



Filter機能
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Filterの設定画面は
画面左にあります。

Additional filtersをクリック。

Showをクリック。

ARTICLE TYPEをクリックして、表示された
項目の中にあるCase Reportsをチェック。

例：Case Reports(症例)に関する文献に絞り込む
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絞り込み検索の結果
白樺の花粉症による鼻炎の免疫療法に関する文献の
うち症例に関する文献3件に絞り込まれた。

絞り込みたい項目がサイドバーに表示（Show）されるので、項
目のチェックボックスをクリック。



検索結果一覧
Filterがかかっているときの表示
・該当項目にチェック
・検索結果一覧に

「Filters applied」表示
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検索結果一覧
・論文タイトル
・著者名
・掲載資料名（省略形），巻号，ページ等
・文献毎の番号（PMID）

資料名を控える時は、正式名称か
ここに記載されているとおり写す！



論文が英語以外で書かれている場合

・論題がカギカッコでくくられている。
・雑誌名などの後ろに、本文言語の種類が書かれている。
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 本文言語の表示例

どの言語で書かれているかが
見られる



検索結果
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電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル

へ
の
リ
ン
ク
な
ど

・文献の種類、掲載資料名（省略形），巻号，ページ等
・論文タイトル
・著者名
・文献毎の番号（PMID）
・Abstract（抄録）※ない場合もある。

論文タイトルをクリックすると詳細情報が見られる。

載っている情報

無料公開のものや、大学で購読契
約しているものは入手が可能なので、
まずはクリック。クリックだけで料金が発
生することはない。

Abstractがある場合



Sign inボタンの下の
Institutional Loginを
クリック。

電子ジャーナルのバナー（本学で購読しているかを確認する）

23

 確認方法

AMU Libraryリンク情報の
バナーをクリック。

バナーを使って、学外からでも、本学で電子
ジャーナルを購読しているか確認できます

学内メールのユーザー名（メールアドレスの
＠より前）とパスワードでログイン。



電子ジャーナルのバナー（本学で購読しているかを確認する）

24 Publication Finderの
検索結果が表示される。

同意方法を選択して、選択画面下の「同意」をクリック。

電子ジャーナルへの
リンク

OPACへのリンク



無償で公開されているものや、本学で契約している電子ジャーナルは、

バナーをクリックすると出版社のサイト等に遷移し、本文が読める。
※ただし、大学内のPC（無線LAN含む）から図書館ホームページ経由でアクセスした場
合しか表示されない。

電子ジャーナルのバナーについて
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電子ジャーナルを本学で購読しているか確認できる。

無償公開されている論文。
リンク先から本文入手が可能。

大学で購読契約していれば本文入手が可能。
まずはクリックしてみる。
契約外の場合でも、抄録は無料で読める。
クリックだけで料金が発生することはない。

Freeと書かれているもの Freeと書かれていないもの



巻：VOLUME 号：NO、ISSUE と書かれることも
※○月号とは別物であることが多い

雑誌に掲載された論文を探す時は巻だけではなく号も必要！

2018年の3月号だけど、

論文を探す時の情報とし
ては27巻3号

表紙の端や裏に書かれていることも

巻・号とは？26



検索結果の保存
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検索結果は、Save（保存）/Email（メール送信）/Send to
（クリップボードに一時保存など）いずれかの方法で残すことができる。

※一度に処理できる件数に違いがあるので注意！
・Save 無制限
・Email 200件
・Send to のうち Clipboard



検索結果の保存（Email）
（1）Emailをクリック。
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（2）各項目を設定。

To: 送付先
Subject： メールの件名
Body : 本文（記入しなくてもOK）
Format：Summary（検索結果の書誌情
報）

またはAbstract（抄録付き）

【注意が必要な項目】
Selection： 送付するデータの範囲
必ず自分が送付したい文献すべてが収まる範

囲なっているかを確認する。
All resultsで、検索結果すべて（200件を

超えると次のメールで送信になる）が送付対象。 （3）Send Emailをクリック。

チェックを
つける



2．文献の掲載誌が学内にあるか
どうか確認する
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文献入手までの流れ（図）

Yes

Get学外文献複写申し込み
他の大学から取り寄せる

No

図書館で受付します

１論文数百円ほど
到着まで約１週間

学内で入手できる？

① 電子ジャーナルで読める
② 本学図書館に所蔵あり

文献情報データベースで
文献情報を調べる
PubMed、医中誌Web…

読みたい文献の

・ 論文タイトル
・ 雑誌名 出版年
・ 巻号 ページ 著者名

等がわかる

調べるには…

・ Publication Finder
・ メディカルオンライン
・ 学内蔵書検索(OPAC)
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文献の掲載誌を探す（電子ジャーナル）

この文献が学内で入手できるか調べてみましょう。
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資料名（省略形）： Allergy Asthma Proc.
巻号： Vol.141 No.3
ページ、発行年： ｐ.183-191 2020年

リンク先からは本文は見られな
いようですが、Publication 
Finderで探してみると…？



Publication Finderでの検索
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図書館ホームページ中央の
電子ジャーナルをクリック。

Publication Finderをクリック。



Publication Finderでの検索
33

雑誌名が省略形なら、省略された
単語の語尾に＊を付けて前方一
致で検索すると便利

※J は “Journal”の省略であることがほとんど
なので、 Jou* で検索する。

「J」と1文字で省略されているのは、
ほとんどが「Journal」の略

電子ジャーナルで読む事
ができる範囲



文献の掲載誌を探す（冊子体）
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資料名（省略形）： J Laryngol Otol.
巻号： Vol.109 No.10
ページ、発行年： ｐ.956-62 1995年

この文献が学内で入手できるか調べてみましょう。



OPACでの検索
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図書館ホームページ右側の
学内蔵書検索（OPAC）をクリック

検索窓に雑誌の省略形を入力し、検索をクリック

Publication Finderと同じく、雑誌名が省略形の場合
は省略された単語それぞれの語尾に＊を付ける。
※ J は “Journal”の省略の場合が殆どなので、 Jou* として検索する。



所蔵の確認
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資料がある場所＝所蔵情報で確認
・配架場所が図・～ または図書館
＝図書館で利用できる。

・配架場所が講座
＝各講座へ直接問い合わせ、

利用可能かどうかを確認する。

所蔵している巻号＝所蔵巻号で確認
・79-110
＝79巻から110巻まで全ての号が揃っている。

・112(1-10,12)
＝118巻のうち、11号が欠けている。
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雑誌(2000年以降)
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～
１
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年)

雑誌(1975～1985年)

電
動
書
架

開
架

地下書庫

雑誌の並び方
①発行年代別（1F開架/電動書架/南棟地下）
②和洋別（洋雑誌→和雑誌）
③雑誌名のアルファベット順（A～Z）
※和雑誌はタイトルをローマ字に置き換え、アルファベッ
ト順に並べている。たとえば…

『アレルギー』 → Arerugii Aのところ

雑誌の配置場所
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図書館ホームページ中央の
「電子ジャーナル」をクリックし、
「Publication Finder」を
クリック

GakuNin対応の電子ジャーナルを学外から利用する

※画面はスマートフォンの場合

GakuNinのログイン画面が
出るので、学内メールのユー
ザー名（メールアドレスの＠よ
り前）とパスワードでログイン

Publication Finderが開く



お疲れさまでした
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＊ご質問はこちらまで＊

情報サービス係
内線 ：2226
Email：libserv@asahikawa-med.ac.jp
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