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• PubMedとは?

• 基本検索/検索結果の見方

• 本文を入手するには

中級編

• MeSH (Medical Subject Headings) とは?

• MeSHを活用した検索法と検索時の注意点

• その他の便利な機能
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初級編

PubMedとは?
基本検索/検索結果の見方

本文を入手するには



PubMedとは？

 米国国立医学図書館(NLM)内の国立生物工学情報セ
ンター（NCBI）が提供する医学文献データベース

MEDLINEの無償公開版 ※MEDLINEには収録されていない文献も検索可能

・収録件数約3400万件(2022年10月現在)

・世界約80か国の5700もの学術誌の文献データを収録

 学内外問わず、どこからでも24時間検索可能

 本文へのリンクがある場合も。一部の論文は無料で

本文にアクセス可能 (約1000万件 2022年10月現在)

コンテンツは英語。外国語文献は英訳されて収録
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MEDLINEとは？

 PubMedを構成する主要なデータベースであり

1964年から作成されている医学系DB
(データは1946年までさかのぼって入力されている)

 専門の委員会により審査された雑誌を採用

 各文献には統制語（MeSH：Medical Subject 
Heading=医学主題見出用語)が付与されている
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PubMedの収録範囲(MEDLINEとの違い)

 出版前のジャーナル文献（Article in Press）

も収録(速報性が高い)

 MeSH（統制語）が付く前(内容分析される

前)のデータや、MEDLINEには収録されてい

ない審査通過前のデータも収録

 書籍のデータも収録対象

 分野外のためMEDLINEには収録されない文献

データもPubMedではヒット
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アクセス方法

学術情報センタートップページ
資料を探す・使う から
情報検索ページ
おすすめリンクへ
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トップページ

マニュアルやFAQなど
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各種ツール(より詳細・
特定した検索等)

各種情報源・DBへの
リンク

簡易検索窓：キーワードや著者名などを入力

↑p31参照←p30参照

←詳細検索

ヘルプはこちら

p25参照→



キーワード入力について - １

 大文字でも小文字でもOK（ただし演算子AND,OR,NOT
は大文字で入力）

 前方一致検索 （トランケーション）

： 語尾変化のある単語をまとめて検索できる

＊(アスタリスク)を末尾につけて入力

comput* → computer, computingなどを検索
※トランケーションを使用するとAuto Mapping機能(p21)は働かない

MeSHの下位語を含めた検索(p26・27)もされない

 フレーズ検索：フレーズを“ ”(ダブルクォーテーション)で

くくるとフレーズの完全一致検索となる

9



キーワード入力について - ２

 冠詞、前置詞などは検索の対象にならない。

ｆor, of, the など→ stop word という

 論理演算子AND, OR, NOTに優先順位はなし

（）内優先

 特殊な文字の入力

・ ギリシャ文字 読みの英語綴りで入力 例)α→alpha

・ ハイフン(-)はスペース(空白)/アポストロフィ(‘)は省略
例)heart-attack → heart attack

・ 分子式 例)Ｈ₂О → H2O または h2o
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キーワード入力について - ３

 著者名での検索

姓、名、ミドルネーム の順に入力

名・ミドルネームはイニシャルで入力

例）山中 伸弥⇒ Yamanaka S

James Dewey Watson ⇒Watson JD

※2002年以降出版の文献についてはフルネームでも検索可能

 雑誌タイトルでの検索

完全な雑誌名でも略誌名でも検索可能

不確かな場合はJournals in NCBI Databasesを活用

(→p31参照)
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イニシャルで入力し
ないと検索結果が変
わってくる



基本検索
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「花粉症（Hay Fever）」について書かれた論文を探したい

↑Click!
思いついたキーワードを入力：
予測変換が表示される



検索結果一覧
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絞り込み条件の選択

デフォルトの表示順はBest match(キー
ワードとの適合度順)



検索結果の絞り込み

14
検索結果一覧画面の
左メニュー（Filters）から
検索結果を絞り込む 全ての絞り込み項目が表示。

使用したいものにチェックを
入れShowをクリックすると表
示項目が増える

絞り込み条件を解除し,
次の検索に移る時はクリア

チェックを入れると
自動的に絞り込まれる



検索結果一覧
論文タイトル
著者名
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掲載誌の略誌名. 年 月 ; 巻(号) : 掲載ページ

＝入手に必要な基本情報

・論文タイトルをクリックすると論文詳細画面が開く
・Free articleの表示がある場合は、画面上で本文を読むことが
可能 (→p17参照)

本文が無料公開されて
いる場合に表示

プリント版(冊子体)掲載前の論文

＝オンライン版(電子ジャーナル)に掲載



検索結果詳細画面
掲載雑誌の書誌情報、
論文タイトル、著者名

Abstract(抄録)
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この論文に付与されているMeSH用語
(⇒p22～参照)が全て確認できる。
＊が付いている用語が論文の主要テーマ



本文へのリンク
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↑Click!

Free、Open Accessなどの
表示がある論文は無料で
本文が見ることができる

・本文リンクは論文詳細画面から
・リンク先の画面表示はジャーナルによって異なる

⇒「PDF」の表示を探そう



本文リンクがない場合は…
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・資料を探す・使う → 情報検索 → おすすめリンク
OR

・資料を探す・使う → 電子ジャーナル・電子ブック

Publication Finder（電子ジャーナル・電子ブック）
を検索。

文献複写依頼(他機関からのコピー
取り寄せ)や訪問利用を検討

雑誌の場合は所蔵巻号
や電子ジャーナルの契約
範囲に注意



Advanced Search(詳細検索) 
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↓Click!

「花粉症（Hay Fever）」について書かれた論文のうち「ヒノキ(Japanese 
cypress )」に関するものを探したい

項目を指定して検索できる

キーワード同士をどのよう
に掛け合わせるか（論理
演算子）を指定できる



Advanced Search(検索履歴の掛け合わせ)
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検索履歴

Action➞Add queryを選ぶと
過去の検索式がQuery boxに自動的に入力される

検索履歴

使用する論理演算子を選択

検索結果同士が掛け合わされる

↓Click

検索結果の件数



Search Details
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どのような検索式で検索されたかを確認できる。

Auto Mapping機能＝入力した言葉を自動的に統制語(→p24参照) 等に変換して
検索する機能。PubMedでは、入力されたワードはMeSHのデータベースに問い合わせされ、
そこで適切なMeSH用語が見つかれば、その語で検索が開始される。

⇒検索語が最適化されるので、検索漏れの少ない検索ができる！

ただし、数語まとめてフレーズとみなされる単語を入れた場合、検索の過程で
MeSHデータベースを参照した際に該当する用語があれば、フレーズ検索が優先される。
単語の組み合わせとして検索したい場合は、論理演算子ANDを挿入する必要あり。

例） heart attack ⇒ “heart attak”(心臓発作)というフレーズで検索

heart AND attack⇒heart と attack両方の語を含むものを検索

↑Click
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中級編

MeSH とは?
MeSHを活用した検索法と検索時の注意点

その他の便利な機能



MeSHとは？

癌 Cancer

これらのことが書かれた論文には、キーワードとして

MeSH →

を登録

悪性腫瘍 Tumor

悪性新生物 Neoplasm

neoplasms

いろいろな用語が
使われている

一括検索ができる!

23



MeSHとは？

 PubMedにはMeSHが搭載されている
MeSH＝Medical Subject Headingsの略でNLMが作成
する統制語(⇔自然語)辞書のこと

 PubMedで検索できる論文のうち、MEDLINEにも

収録された論文には、その論文の内容を示す

およそ10～20のMeSH用語が割り当てられている

⇒著者がどのような表現を使用していても、

MeSHが付与されていると、関連する論文を

もれなく検索できる！
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cancer
neoplasm                Neoplasms
tumor

MeSH
データーベース



MeSHを活用した検索 - １

キーワード検索しても思ったような論文がヒットしない、

たくさんヒットするが関係のないものがたくさん含まれている

⇒そんな時はMeSHを活用しよう！

25

「肺がん (lung cancer)」の治療法に関する文献を探したい

候補が表示
される

思いついた言葉を
入力し、検索

↑Click

PubMedトップページ



MeSHを活用した検索 - ２

←このMeSH用語が主要テーマとして使われている文献のみに絞り込む

用語の解説

Subheadings：副標目
各論文に付けられたMeSH
用語がどのような観点で扱
われているかを示す副次的
なキーワード

↑この用語より下位のMeSH用語(⇒p26参照)を検索対象から除く

「lung cancer」のMeSH用語
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MeSHを活用した検索-３

MeSHは階層構造
を持つ

上位概念

下位概念
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Entry Terms(同義語) :
これらの言葉を入力すると、
「Lung Neoplasms」に
自動変換される



必要なSubheadingに
チェックを入れ、右メ
ニューの「Add to search 
builder」をクリック

「Lung neoplasms」を検索に使うMeSH termとして採用＋
Subheadingで文献に付与されるMeSHキーワードの観点を限定

MeSHを活用した検索 - ４
28

新たな検索式が表示される→
「Search PubMed」で検索開始



MeSHによる検索の注意点

 検索対象はMeSHが付与された文献データ
(＝MEDLINE収録文献)に限られる。

 最新の用語についてはまだ対応するMeSH
用語がないため、既存のMeSH用語を組み
合わせて表現されている場合がある。

 削除や新設によりMeSH用語に変更が出た
場合、原則的に新しいMeSH用語でも検索
できるよう調整されるが、年代の古い文
献についてはヒットしないことがある。
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断片的な書誌情報から文献を特定したい

トップページ

把握している情報を入力

その他の便利な機能 - １

一致する文献が
あればヒット！



その他の便利な機能 - ２
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略誌名から正式な雑誌タイトルを知りたい

トップページ

刊行年・巻号、ISSN
等から該当のジャー
ナルかどうかを確認
する

※正式なタイトルから略誌名を確認することもできます



その他の便利な機能‐３
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検索結果一覧画面

検索結果詳細画面

Copyボタンをクリックすると、
Wordなどに貼り付けることができる

引用文献の形式で
表示される引用・参考文献リストを簡単に作りたい！



その他の便利な機能 – ４
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トップページ

こんなことができます
・検索結果やよく検索する検索式を保存する
・保存した検索式の検索結果を定期的にメールで

受け取る など

Googleのアカウントでも
ログイン可能
(画面に表示される手順に
従って操作してください)

もっと便利にPubMedを使いたい！

自分の使いやすいアカウント
を選択してログイン
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