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2021年度名古屋大学保健学図書室

文献検索ガイダンス

学術論文の探し方

1

参考資料
(1) 医中誌Webのガイド

入手先：医学中央雑誌刊行会のウェブサイト（https://www.jamas.or.jp/user/guide/index.html）

• 検索ガイド（小冊子）

• 医中誌Web クイックガイド（リーフレット）

• My医中誌 ご利用ガイド（リーフレット）

(2) 各種ガイドシート

入手先：中央図書館のウェブサイト（https://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/index.html）

• 3-1-1 国内雑誌の論文を探す1 CiNii(サイニイ)

• 3-5 Web of Science 論文を検索してみよう

• 3-6 Web of Science 引用関係から検索してみよう

• 6-3 図書・論文の取寄せを申し込む

(3)文献管理ソフトのガイドシート

• EndNote basic（https://www.nul.nagoya-u.ac.jp/guide/gsheets/6-5-export.pdf）

• Mendeley（機関版）の始め方（https://www.nul.nagoya-u.ac.jp/db/mendeley/mendeley.html）

(3) 文献複写・図書貸借の申し込みについて

アクセス先：保健学図書室のウェブサイト（https://www.nul.nagoya-u.ac.jp/itan/apply.html#b）
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文献検索ガイダンスの内容
• なぜ論文を探すのか

• 論文（文献）の種類

• 文献検索のコツ

• 日本語論文の探し方（医中誌Web, CiNii Articles）

• 論文を入手する、文献を取り寄せる

• 文献を管理する（文献管理ソフト：EndNote basic, Mendeley）

• 注意事項

• 学外からのアクセス

• 実習：医中誌Web

• 英語論文の探し方（PubMed, Web of Science）

• 実習：PubMed

3

なぜ論文を探すのか

• あらゆる成果は、先人の業績の上に研究を重ねることで得られる

➢有名な比喩「巨人の肩の上に乗って遠くを見渡す」

•先行研究の探索、評価、引用は必須

➢引用文献、参考文献を必ず表示する

➢先行研究への敬意、倫理の観点からも重要

➢明記しないと、故意・悪意がなくても剽窃や盗用とみなされることも

4

論文（文献）の種類
• 原著論文

➢質の高い研究や考察に触れることができる。独自性が重視される傾向にある。
研究の手法など、内容は比較的詳しく記述される

• レビュー論文

➢特定の分野やテーマについて網羅的にまとめたもの。独自性は重視されない

• 会議録・短報（レター）

➢速報性が高い。内容は簡潔

• 症例報告

➢特定の症例について、症状や治療の具体例を知ることができる

・・・など様々な種類があり、それぞれ性質が異なる

5

文献検索のコツ
•文献検索データベースの特徴や決まりごとを理解する

•検索方法によって出力される結果の異なることを理解する

➢キーワードなどをよく検討する

• 「精度」と「再現率」

➢「精度」 求める論文だけが出力されているか

不要なものは「ノイズ」と表現される

➢「再現率」 求める論文がもれなく出力されているか

•求める内容の論文が出力されたか。自分で評価するのが大事

➢Googleのように、よさそうな情報を適当に並べて出力してくれるわけ
ではない（ただしPubMedは、適合順に並べる機能あり）

6
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日本語論文の探し方

医中誌Web

• 1959年～

•医学分野に特化

•名古屋大学が契約中

•同時アクセス10名

•学外からアクセス不可

CiNii Articles

• （かなり古い書誌情報を含む）

•全分野

•無料

• どこからでもアクセス可

• リモートアクセスでNULink対応

7

日本語論文の探し方：医中誌Web
8

「医中誌Web」をクリック

※医中誌Webは名古屋大学内
のみ利用可

スライドを見ながら、
一緒に検索してみてください

保健学図書室のウェブサイト：

https://www.nul.nagoya-
u.ac.jp/itan/index.html

医中誌Web：ログイン

同時アクセス10名

9

クリック 使用後は「終了」をクリック

医中誌Web：検索の流れ

• キーワード検索（自由なキーワード、シソーラス、マッピング）

•履歴を使った検索

•絞り込み検索

•検索結果の表示と出力

•論文の入手と管理

10

医中誌Web：検索のテーマとキーワード
• 例：「高齢者（認知症）の在宅看護」にどのような問題点があるのか、検討した論文。
原著論文で、5年以内に発行されたもの

➢キーワード：「高齢者」「認知症」「在宅看護」

➢絞り込み： 「高齢者」 「原著論文」「5年以内に発行」

※「高齢者」はキーワード・絞り込みのどちらでも可

• 「問題点」「検討」など、内容ではなく状態を表すものは、キーワードにしない。

出力された論文の内容を見て、判断するとよい

• 何を調べるのか、目的を明確にする

➢「そもそもどのような問題があるのか知りたい」時には、このテーマで十分
➢何か具体的な「問題点」の想定がある時には、それを明示する必要がある。
例：「倫理的課題」「介護者の負担」など。

11

医中誌Web：キーワード検索 12

「在宅看護」と入力したのに、検索式に
「訪問看護」が追加されているのはなぜ？
→Mapping（マッピング）
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• マッピング

キーワード「在宅看護」で検索

→統制語（シソーラス用語）「訪問看護」を自動的に追加

※検索項目を指定しない場合、このように「キーワードに対応する統制語」と
「キーワード（すべての項目）」の検索が行われる・・・シソーラス・統制語って？

医中誌Web：キーワード検索とマッピング
13

TH：Thesaurus（シソーラス）用語 = 統制語
※「在宅看護」の統制語「訪問看護」
を自動的に入力

AL：All Fields
（すべての項目)

「訪問看護」
あるいは
「在宅看護」

医中誌Web：シソーラス
• もともとは階層構造を持つ類語辞典のこと

• 医中誌Webなどのデータベースでは主に二つの役割がある

• 同じものに対して複数の表現が存在するときに、「統制語（シソーラス用語）」
として一つの言葉に取りまとめる仕組み

➢例：キーワード「がん」「癌」「ガン」「悪性腫瘍」など

→統制語「腫瘍」にとりまとめ

• 上位、下位の階層構造を持つ

➢例：上位「腫瘍」に対して、下位「～腫瘍」「白血病」・・・など

• 統制語を含めて自動的に検索してくれる機能が「マッピング」

• シソーラスの機能は、PubMedなど、他のデータベースにもある
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医中誌Web：シソーラスとマッピングの注意点
• マッピング

• 医中誌Webでマッピングに対応するのは、「完全一致」の同義語のみ

• 検索の幅を広げるには、「部分一致」の検索をして統制語の確認をするとよい

• シソーラス
• 検索漏れを防ぐ目的が大きいため、概念が大きくなる傾向にある

➢キーワード「がん」の統制語「腫瘍」には良性の腫瘍も含まれる

• 概念のズレにも注意。「訪問看護」「在宅看護」は同じ概念だろうか？

• 論文が発表されてから、内容を把握して統制語を付与するのに時間がかかる

• 後で追加された過去のデータにも、統制語が付与されていないことがある

• 新しい論文や古い論文の検索には、工夫したキーワードが有効

➢医中誌Web：「Pre医中誌」「OLD医中誌」は統制語、マッピングに未対応

15

医中誌Web：マッピングを使わない検索
16

検索項目「All Fields」を指定したため、
キーワード検索のみ実行された

項目を指定

医中誌Web：シソーラスとマッピング 17

マッピングでは、
この中の
「訪問看護」
のみが検索対象

統制語

同義語

マッピングで自動的に検索するのは
「完全一致」の同義語。部分一致の
同義語は検索されない

メジャー統制語=重要な
キーワードとして指定

医中誌Web：シソーラスの詳細 18
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医中誌Web：履歴を使った検索

AND・OR・
NOTを選ぶ

19

医中誌Web：履歴を使わない検索
20

履歴検索の
結果

履歴検索をしなくても、「認知症
AND 高齢者 AND 在宅看護」

のように検索式を入力できる
（ANDは省略可）

何度も同じ検索をしている時や、
マッピングや単純な検索で対応
可能とわかっている時に有効

医中誌Web：検索結果を絞り込む
21

絞り込み内容：
原著論文で、5年以内
に発行されたもの

検索前に
指定

検索後の絞り込み

医中誌Web：検索結果を絞り込む 22

絞り込み内容の例：
原著論文で、5年以内
に発行されたもの

医中誌Web：絞り込み検索
23

医中誌Web：検索結果の出力と保存

文献管理ソフトへ書誌
データを送信できる

詳細表示へ

24

電子媒体で本文の入手できるものに限定
・無料とは限らない
・本文があるのに漏れることがある
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医中誌Web：検索結果の出力と本文の入手 25

全文へのリンク

文献の詳細

「*」のついているのが
メジャー統制語

NULink：

名古屋大学に特化したリンクリゾ
ルバ。特定の論文を名古屋大学
でどのように入手可能か、リンクを
たどるだけで調べることができる。

他のデータベースへのリンク
（全文があるとは限らない）

論文を入手する：NULinkの使い方 26

電子ジャーナルの利用可能範囲に含ま
れることを確認して「GO」をクリック

※利用範囲外ならば次の「無料のフルテ
キスト」「冊子の所蔵」へ

電子ジャーナルへリンク

論文を入手する：NULinkの使い方 27

論文は「45巻9号（2007年）」。

所蔵一覧を見ると、「医保健」は
「2010-2018年」、「医分館」は「1971-
2001年」で、「2007年」は未所蔵。
→名古屋大学内にはない

学内外からの文献の取り寄
せを利用する

文献を取り寄せる
28

NULinkからたどれない時は・・・

名古屋大学蔵書検索
（https://opac.nul.Nagoya-u.ac.jp/）から。）

OPACの「複写申込」「貸借申込」をクリック。
名大IDを入力してログインする

「複写」：論文のコピー
「貸借」：図書の借用

文献を取り寄せる
1. 依頼者情報を入力

・電話番号を必ず入力

2. 受取館を入力

・プルダウンメニューから「医保健」を選択

3. 支払方法を入力

・「私費」を選択。（学生が校費を使用するには、事前に連絡が必要）

4. 資料情報を入力（確認）

・NULinkから移動した場合は自動入力。内容を確認

・OPACのリンクからの場合は、自分で入力

5. 通信欄に記入

・医中誌Web、PubMedの文献番号を入力

例：「医中誌Web：2019094120」、「PMID：26863051」

29

論文を入手する：まとめ
•文献検索データベースからNULinkや電子ジャーナルのリンクを活用
すると便利

•電子媒体ですぐに入手する

•電子ジャーナル、電子ブック

➢名古屋大学で契約しているか、もともと無料のもの

• 保健学図書室の所蔵を確認する

• OPACで検索する

•電子媒体で入手できず、保健学図書室に所蔵がないもの

• 「文献取り寄せ」を利用する

➢NULinkあるいはOPACから申し込む

➢論文の複写の取り寄せと、図書の借用ができる

30
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医中誌Web：特定の論文を検索する
31

文献を管理する：文献管理ソフト
• 文献管理ソフトでできること

• 文献情報の管理と共有

➢自分専用の文献リストのデータベースを構築して、他のユーザと共有できる

• 論文（PDFなど）の管理

• 論文を作成しながら引用文献の一覧を作成できる

• 引用文献の様式を簡単に変更できる

• 主な文献管理ソフト

• EndNote basic（Clarivate Analytics提供）

• Web of Scienceに付属する文献管理ソフト

• 無償（有償版 EndNote desktop もあり）

• 卒業後も使用できる（一部機能に制限あり）

• Mendeley（Elsevier提供）

• 無償（名古屋大学の機関版）

• 卒業後も使用できる（一部機能に制限あり）

32

注意事項
•電子ジャーナル

•大量ダウンロードの禁止。違反すると、出版社が名古屋大学全
体の利用を停止することもある

•印刷は一人一部まで。配布しない、他者に譲渡しない
• ダウンロードしたものをインターネットにアップロードしない

•冊子体
•最新号は複写不可
•最新号以外は、一論文あたり一人一部まで複写可
•電子化は不可

• いずれも個人の調査・研究の目的に限られる

•譲渡は不可、特に販売は禁止

•著作権法を遵守すること（迷ったら図書室に相談する）

33

日本語論文の探し方：CiNii Articles
34

学内から、あるいはリモートア
クセスで学外からアクセスす
ると「名古屋大学」と表示され
る。NULinkが使用できる

日本語論文の探し方：CiNii Articles
35

「医中誌Web」は書誌情報のみ。
NULink、OPACは名古屋大学の所蔵確認。
その他は、本文にリンク

参考文献：
この論文が引用した文献

被引用文献：
この論文を引用した文献

学外からのアクセス 36

・医中誌Web：名古屋大学内のみ利用可

・OPAC、Cinii Books：どこでも利用可

・ がついているもの：学外からのリモートアクセス可

※電子ジャーナル、CiNii Articles、PubMed、Web of Scienceは、リ

モートアクセスによって契約中の電子ジャーナルへの全文アクセス
やNULinkなど学内限定のサービスが利用できる。（リモートアクセス
不可の電子ジャーナルもある）

Ｒ

リモートアクセスの入口
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医中誌Webの実習の前に

•文献検索で検索するべき文献の望ましい分量はどれくらいか？

➢数量的な正解はない

➢テーマによっては存在する文献が極端に多い・少ないこともある

•各自の調査・研究に必要な文献を必要なだけ入手できることが重要

•入手するべき文献について教員の指導を受けたり、同じ分野の学
生・研究者と情報交換することも大切

•一方で、データベースの機能を活用して「とりあえず新しい文献を読
む」「引用文献をたどる」など、効率よく文献を入手する工夫も必要

37

実習：医中誌Web

•準備したテーマを医中誌Webで検索して、その過程を実習シートに
記入する

• テーマを思いつかなければ、実習シートの例を使用する

• キーワード検索

• キーワードのマッピングとシソーラスを確認

•履歴検索

•絞り込み

•欲しい論文があるか確認

•本文の入手方法を確認

38

英語論文の探し方

PubMed

• 1966年～

•医学系に特化

•無料

• どこでも利用可

• リモートアクセスでNULink対応

※基本的機能は医中誌Webに似ている

Web of Science

• 1900年～

•全分野

•名古屋大学の契約

•学外から利用可（要リモートアク
セス）

39

PubMed に接続する
40

PubMed をクリック

PubMed：検索する
41

シソーラス
（MeSH）の
データベース

特定の論文
を検索する

簡易検索

詳細検索
と

検索履歴

PubMed：検索結果 42

絞り込み
機能

検索結果

適合性の高い順に表示。
「Most recent」をクリック

すると、新しい順に並べ
直し。

論題をクリックすると論文
の詳細を表示

PMID
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PubMed：検索結果（詳細） 43

関連する文献、被引用文献、
引用文献、付与された統制
語などが確認できる（論文詳
細の下部に続いて表示）

フルテキストへのリンク
（必ずしも無料でないこと

に注意）

PubMed：詳細検索と検索履歴 44

検索履歴

検索内容を確認

検索履歴を使用
して検索

・この場合、キーワード「cancer」と
「nursing」を含む論文が出力されます
・「cancer nursing」というフレーズで検索
したい時には、「“cancer nursing”」
のように引用符で囲い検索します

・スライドは、履歴検索が完成した状態
を示しています。

・詳細画面や検索画面の検索過程は、
実際に操作してみてください。

PubMed：詳細検索と検索履歴
45

MeSH Terms：シソーラスを

含めて自動的に検索されて
いる

PubMed：シソーラス 46

チェックして右側の
「Add to search 

builder」をクリック

クリックすると
詳細表示 Search Builder

が使用できる

ここから再検索
もできる

PubMed：シソーラス 47

Subheadings：副標目を
追加して検索できる

統制語
「Neoplasms」と

して検索できる
同義語の一覧

下位語を含まない

メジャー統制語に限定

統制語「Neoplasms」の
階層構造を確認できる

PubMed：特定の論文を検索する
48

・参考文献の書誌事項の確認
に便利

・検索するとフルテキストリンク
やNULinkが表示されるので、名

大に所蔵がないか、電子ジャー
ナルが利用できるか、確認する
のに便利
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英語論文の探し方：Web of Science 49

Web of Science
をクリック

英語論文の探し方：Web of Science
50

論題、著者名など検索項
目を指定

論文の発行年
を指定

特定のデータベースを選択
できる。MEDLINEなど

学内から、あるいはリモートアクセスを利用すると、
「Nagoya University」と表示される

英語論文の探し方：Web of Science 51

検索結果の絞り込み

文献管理ソフトに出力

論題をクリックして詳細を表示

英語論文の探し方：Web of Science
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この論文を引用した論文

この論文が引用した論文

同じ論文を引用している論文

Web of Science の特徴
•論文の引用・被引用関係に優れたデータベース
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検索して
見つけた
論文

Ｘ
未知の
論文

Ｙ

論文Xと
Yが引用
した論文
たち

引用 引用

「論文Ｘ」と「論文Y」は
同じ論文を引用しているため
関連性が高い（と推測される）

この関係を「共引用」と呼ぶ

求めていた内容にぴっ
たりの論文を発見！

他に同じような論文が
あれば・・・

Web of Science には、

どれがどの論文を引用
したという情報がすべ
て記録されている。た
だし収録対象誌に限る

論文Xを
引用して
いる論文
たち

引用

Web of Science
「論文X」の「被引用文
献」として表示される

Web of Science
「論文X」の「関連

レコード」として表
示される

実習：PubMed

•実習シートの内容に沿って検索し、出力結果を記入する

• キーワード検索

•履歴検索

•論文の入手方法を確認
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わからないこと・知りたいことを理解するために

• いずれのデータベースも機能が豊富で全部を説明しきれないため、
基本的な使い方の解説と実習に限定した

•今日は紹介できなかった機能を理解するためには、「検索ガイド」等
を活用する

•わからないことやもっと知りたいことができたら、図書室で質問する

電子メール：itan@nul.nagoya-u.ac.jp
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2021年度名古屋大学保健学図書室

文献検索ガイダンス

学術論文の探し方

終了


