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1.CINAHL とは
CINAHL(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)は、EBSCO社傘
下のCINAHL Information Systemsが制作した看護学の基本データベースです。

The National League for Nursing(全米看護連盟)、およびAmerican Nurses’ 
Association(米国看護協会)が発行している全ての看護系雑誌と出版物ならび

にヘルスケア関連の書籍・看護系学位論文・会議録・看護基礎実践本・教育
用ソフトやビデオの情報などを収録しています。

看護学、生体臨床医学、健康科学、代替医学、消費者健康など、関連する17
の分野のデータを幅広く収録し、看護に必須の情報をカバーしています。

CINAHLには、看護学や健康全般に関する5,500誌以上の雑誌論文の抄録情報
が収録されています。

また、そのうち70誌以上に関しては全文情報も提供しています。

2.CINAHL を使うには
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図書情報センターHP
↓

探す・調べる
↓

CINAHL 〔学内〕
↓

EBSCOデータベース選択
↓

CINAHL
※同時アクセス 1 ユーザーです。



3.検索方法

キーワード入力欄
キーワードは英語のみ有効です。

検索モード（→詳細はp. 6）
何も指定しなかった場合は、
入力した語順どおりに検索します。

検索はキーワード(英語のみ)を入力して行います。
検索フィールドの選択や、検索オプションの設定をすることもできます。

リセット
検索モードや検索条件の
限定を解除します。

検索条件の限定
出版物の形態や出版年月を指定することで、より限定的な検索が
可能になります。

•全文へのリンク：データベースに全文情報が収録されているもの
に限定。
※本学で全文閲覧できるものに限定するわけではありません。

•参考文献あり：参考文献の記載があるものに限定。
•抄録あり：抄録が記載されているものに限定。

•出版日：出版年月の指定(例: 2016年1月 – 2018年12月)
•査読：掲載雑誌が査読対象のものに限定。

この他にも様々な条件が設定できます

！注意！

一度検索条件を限定すると、限定を解除するまでは同じ限定条件の
ままで検索されます。

検索フィールドの選択
何も選択しない場合は、
論文名・抄録・サブジェクトから検索します。
※図ではごく一部のみ表示しています。
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4.検索のヒント-1

検索したい語句の完全な綴りがわからない場合
ワイルドカード
クエスチョンマーク「？」を入力した箇所を適当な文字に置き換えて検索します。
例) f?ot →「flot」「foot」「ftot」など

トランケーション
語の最後にアスタリスク「＊」を入力すると、以降の文字を置き換えて検索します。
例) canc* →「cancer」「cancellous」など

フレーズ検索
ダブルクォーテーション「“”」を使用すると、クォーテーション内の語句と
一致するもののみ検索します。
ただし、ハイフン「-」などの記号は無視されます。

検索モードについて
検索モードは下記の 4つから指定することができます。

入力した語順どおりに検索
キーワード欄に入力された語順を維持して検索します。

検索語の間に 5語以内の別の語が含まれるものについても検索対象となります。

例)「high risk」で検索
→「high genetic risk 」「high of a surgical risk」
「high six months after flooding. Significant risk」などが検索されます。

スペースに自動的に“AND”を入れて検索

AND検索が可能になります。(詳細は「検索のヒント-2」参照)
スペースに自動的に“OR”を入れて検索

OR検索が可能になります。(詳細は「検索のヒント-2」参照)
文章を入れて検索(Smart Text Search)
論文の一部、もしくは全体を入力することで検索ができます。

CINAHL で検索するポイントを紹介します。

単数形と複数形
単数形で入力した場合、複数形または所有格相当の語も検索されます。
ただし、フレーズ検索では無効になりますので注意してください。

例) 「neoplasm」→554,371件, 「neoplasms」→554,371件
｢ “neoplasm”｣→153,676件,  ｢ “neoplasms” ｣→462,776件

ストップワード
「the」「for」「of」などの冠詞、前置詞、代名詞は、「ストップワード」と
呼ばれ、キーワードとして入力しても検索結果に反映されません。
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5.検索のヒント-2
論理演算子〈AND・OR・NOT〉を使った検索
キーワードが一般的だったり、特有のものである場合、効率よく検索ができない
ことがあります。
論理演算子を使うことで、検索結果の限定や拡張を行うことができます。

AND検索
例) high risk AND injury
→「high risk」と「injury」を両方含むものを検索します。

OR検索
例) high risk OR injury
→「high risk」または「injury」を含むものを検索します。

NOT検索
例) high risk NOT injury
→「high risk」を含むが「injury」は含まないものを検索します。

括弧（）を使った検索
括弧を使うことで検索順をコントロールできます。
通常は左から右へキーワードが検索され、AND・NOTはORよりも優先されます。
括弧を使用すると、括弧でくくられたキーワードから検索されることになります。

(例)
一般的な検索

heart OR lung AND blood OR oxygen
→最初に「lung AND blood」を検索し、

同時に「heart」,「oxygen」に関するすべての記事・文献が検索されます。

括弧を使った検索
(heart OR lung) AND (blood OR oxygen)
→最初に「heart OR lung」を検索し、

その結果の中で「blood」または「oxygen」を含む記事・文献が検索されます。

タグを使った検索
キーワードの前に大文字で指定のタグを入力することで、検索するフィールドを
指定することができます。
タグとキーワードの間には「半角スペース」を入力します。
<タグ一例>

AB : 抄録 AU : 著者名 IS : ISSN番号 JN : 雑誌タイトル
MM : CINAHL Subject Headingsのメジャーコンセプト
PB : 出版社 TI :タイトル TX : 全てのフィールド
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6.検索結果一覧画面
検索結果はこのように表示されます。【検索キーワード : breast cancer】

プレビューアイコン
論文の書誌情報や抄録の一部を閲覧できます。

フォルダアイコン
p14で詳述します。

リンク
本文へのリンクや、図書情報センターOPACへのリンクです。
※本文へのリンクがあっても本学で全文閲覧できるとは限りません。

検索結果の絞り込み
検索条件の変更や検索結果の絞り込みが行えます。
※検索条件を限定すると、解除するまで同じ限定
条件で検索が行われます。

ページオプション
表示件数や、画面の
構成を変更できます。
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PlumX この文献の影響度

Altmetrics(オルトメトリクス)と従来の“利用統計、被引用回数”を
総合的に網羅する研究成果の影響度評価ツール

論文名
著者名, 掲載誌名, 発行年月, 掲載巻号,
掲載ページ, ISSN など



7.書誌情報画面
検索結果一覧画面で論文タイトルをクリックすると、
その論文の詳細情報を閲覧することができます。

ツールを使いこなそう！
Google Drive
論文の情報をGoogle Driveに保存します

引用
検索した論文の書誌情報を引用文献形式で表示します
様々な形式が表示されるので、必要なものをコピー＆ペーストで利用してください

エクスポート
検索した論文の書誌情報を文献管理ソフトへ出力できます

ノートの作成
検索した論文に、メモを付けることができます
(メモの内容を保存するには、個人アカウントを作成し、ログインする必要があります)

パーマリンク
記事のURLが表示されます

再生・翻訳
HTML全文の収録がある論文では、前文の読み上げや機械翻訳による翻訳が行えます

※フォルダ・印刷・電子メール・保存・エクスポートの方法はp.14-15で詳述します
9

資料
掲載資料名, 発行年月日, 巻号, ページ数

抄録
論文の概要です

各種リンク
※本文への

リンクが
あっても、
本学で
全文閲覧
できるとは
限りません

各種
ツール

主要サブジェクト・副サブジェクト
論文のテーマです
主要サブジェクトはメジャーコンセプトともいいます

論文名
書誌情報画面の一番上に記載されています



8.CINAHL Subject Headings -1
CINAHL には1万600語の統制語が搭載されています。
これらを使うことでより効果的な検索が可能になります。

10

統制語の検索結果はこのように表示されます
検索キーワード: breast cancer

③検索に使用する統制語にチェック

追加用語を表示
検索する統制語を増やす時に使います

④サブヘディング(副標題)が表示される
→必要なサブヘディングにチェック
デフォルトの状態では「すべてのサブヘディングを
含める」にチェックが入っています

⑤検索データベースをクリック

①画面上部青色バーにある
「CINAHL Heading」をクリック

②検索したいシソーラス語(統制語)か、
キーワードを入力し「検索」をクリック



9.CINAHL Subject Headings -2
統制語をクリックすると、関連度によって階層構造となった
ツリー表示画面に移動します。
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検索のポイント
自分が探している統制語が見つからない！
そんな時は、より上位の単語で検索してみましょう
「＋」マークをクリックすると、その統制語の下位語が載っています

例) 「breast neoplasms」(乳がん)という統制語を探したい時
「cancer」(がん)で検索
→「Cancer」は統制語ではないので、参照先の「Neoplasms」をクリック
→「Neoplasms」の下位語に「Neoplasms by Site」(発生部位別腫瘍)がある
→「Neoplasms by Site」の「＋」をクリックして下位語を確認
→「Breast Neoplasms」が見つかる

メジャーコンセプト
チェックを入れて検索すると、選択した
統制語を中心テーマ(主要サブジェクト)
とする論文を検索できます

Scope Note (検索範囲ノート)
統制語の簡潔な定義・追記定義などを
見ることができます



10.その他の検索 -1
あの雑誌に載っている論文が読みたい！
そんな時は「出版物検索」をお試しください。

検索画面上部青色バー
「出版物」をクリック

雑誌名はアルファベット順で掲載されています
※画面中段の入力欄に読みたい雑誌のタイトルを
入力して、検索することもできます

出版物検索を使って論文を探す方法
①雑誌名の左にあるボックスにチェックを入れる

↓
②画面中ほどにある「追加」をクリック

最上段の検索ボックスに雑誌名が入力される
↓

③ ①と②を必要なだけ繰り返した後、検索

※ある雑誌の特定の巻号を読みたい場合は、
雑誌名をクリックして詳細情報画面へ
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①

②

※

③

雑誌の詳細情報画面
タイトルやISSN、出版社など、雑誌の情報が表示されます

画面右端のリストから、読みたい巻号をクリック
その巻号に収められている論文の一覧を見ることができます



11.その他の検索 -2
論文名も著者名も掲載雑誌名もわからないけど、発行年月はわかる！
そんな限られた情報からでも、論文検索をすることができます。

検索画面上部青色バー
「Citation Matcher」を選択

入力欄は複数ありますが、全部の欄を埋める必要はありません
検索結果一覧が表示されたら、通常の検索と同じように詳細を確認できます
※論理演算子 ( AND, OR, NOT ) は使用できません

検索履歴を使った掛け合わせ検索も可能です。

「検索履歴」をクリック
これまで検索してきた履歴を見ることができます

履歴検索を行う方法
①掛け合わせたい検索キーワードの

左にあるチェック欄にチェックを入れる
↓

②「ANDを使用して検索」
「ORを使用して検索」

必要に応じてどちらかを選んで、クリック

13

わかっている情報を該当する入力欄に入力して、検索

① ②



12.印刷・メール・保存-1

論文名横のフォルダアイコンをクリック
論文をフォルダに入れます
フォルダに入れた論文はアイコンが黄色に変わります
※書誌情報画面のツール「フォルダに追加」でも可能です

必要な論文が見つかったら、情報を外部出力しましょう。
外部出力には「フォルダ」機能を使うと便利です。

フォルダの内容
フォルダに入っている論文の一覧です
論文名をクリックすると、各論文の詳細情報画面に移動します

目的にあわせて、該当のアイコンをクリック
印刷・電子メール・別名で保存・エクスポートの4つがあります
※書誌情報画面のツールからも同様に印刷等を行うことができます

個人アカウントを作成すると、フォルダにいれた情報を保存できます
上部青色バー「サインイン」→「アカウントの新規作成」で作成してください
※ここで作成した個人アカウントはAcademic Search Premierでも使用可能です
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上部青色バーの「フォルダ」をクリック
フォルダに入っている論文一覧画面に移動します



13.印刷・メール・保存-2
印刷・メール・保存の手順(共通)
①出力する範囲と形式を設定
※「カスタマイズ済みフィールド形式」で、出力するフィールドを詳細に設定できます

②「印刷」をクリック

②メール受信アドレスを入力
↓

③「送信」をクリック
※件名やコメントも入力可能です

②「保存」をクリック
↓

③画面の指示に従い、ブラウザメニューから保存

印刷の手順

メールの手順

保存の手順

エクスポートの手順

①ファイルの形式を選択
↓

②「保存」をクリック

※文献管理ソフトに保存する際に、エクスポートを使用してください 15

①

②

③
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