


1.PubMed（パブメド）とは …… p.1

2.PubMedを使うには …… p.2

3.PubMedの画面構成 …… p.2

4.基本検索 …… p.3

5.入力のルール …… p.4-5

6.検索結果画面 …… p.6

7.検索結果の絞り込み …… p.7

8.論文情報詳細画面 …… p.8

9.Advanced Search（詳細検索） …… p.9-10

10.検索結果の保存 …… p.10-11

11.MeSH：Medical Subject Headings …… p.12

12.MeSH Database …… p.13-14

13.日本語からのMeSH …… p.15

14.Journals                             …… p.16

15.Single Citation Matcher              …… p.17

 PubMedは、米国国立医学図書館(NLM)にある米国国立生物工学情報センター
(NCBI)が作成している医学関連分野の文献データベースです。

医学、看護学、歯学、獣医学、薬学、健康科学、介護といった分野の文献を
対象としています。

 1997年よりインターネット上で無料公開されています。

世界の主要な医学関連雑誌に掲載された3000万件を超える学術論文の情報が
検索可能です。（データの90％以上が英語）

書誌事項のほかに抄録やMeSH (Medical Subject Headings) とよばれる独自
のシソーラス用語、フルテキストへのリンク情報などが収録されています。
(全体の約70％にフルテキストへのリンク情報があり、その内の約35％は無料
のフルテキストへのリンクです。)
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PubMedは自宅からでも利用できます。
検索サイトで「PubMed」と検索するか、
URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.govを
入力してください。

図書情報センターHP → 探す・調べる → PubMed

詳細検索画面へ

検索ボックス（Search Box)
検索したい文献のキーワードなどを
入力します（英語のみ）

PubMedの
概要や使い方

PubMedと関連
するその他の情報

データ転送
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いろいろな
検索ができる機能



検索ボックスにキーワードを入力し、Searchをクリックします。
（キーワードは英語で入力してください。）
キーワードを複数入力するときは、スペースで区切って入力します。

※医学・看護用語、著者名、雑誌名等様々なものがキーワードとして
利用できます。Automatic Term Mapping（自動マッピング機能）が
働くため、MeSH用語（p.12参照）や著者名、雑誌名などに自動的に
変換されます。（詳しい入力の方法は、「５.入力のルール」参照）

Auto Suggest機能
検索ボックスにキーワードを入力
すると、このように検索候補が表
示されます。
目的の検索語があればクリックす
ることで検索を実行できます。

PubMedでは論理演算子を使った検索も可能です。

論理演算子は原則として大文字(AND,OR,NOT)で入力してください。

✓AND検索：A△AND△B [△＝スペース]
AとB、両方のキーワードを含む情報を検索します。

✓OR検索：A△OR△B
AとBどちらかがキーワードに含まれている情報を検索します。

✓NOT検索：A△NOT△B
Aはキーワードに含まれるが、Bはキーワードに含まれない情報を検索します。

✓（ ）を使った検索
「（）」を使うことで、検索の優先順位を変更することができます。

論理演算子(AND、NOT、OR)が複数含まれている場合、ANDとNOTが、ORよりも優先して
実行されます。ORを優先したい場合は、その部分をカッコで括る必要があります。
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③検索対象の限定（検索フィールドの指定）

「タグ」をつけると、検索対象となる項目を指定した検索ができます。
「タグ」はキーワードのすぐうしろに [ ] で囲んで入力します。
例）「breast cancer」がタイトルに含まれる論文→ breast cancer[TI]
例）「Fujita K」が著者の論文 →  Fujita K[AU]

タグと論理演算子を組み合わせた検索を行う場合は（ ）を使用します。
例）「Fujita K」の論文で、タイトルに「breast cancer」が含まれるもの

→ （Fujita K[AU] AND breast cancer[TI]）

①著者で検索する時

姓はフルネーム、名とミドルネームはイニシャルで入力してください。
（姓・名・ミドルネームの順に入力。名とミドルネームは続けて入力。）
例）Fujita K / Brawn TR / Smith AB

※2002年以降に出版された文献は姓名フルネームでの検索ができます。

②雑誌で検索する時

雑誌名(正式なフルタイトル、略称も可)もしくはISSNを入力してください。
例）フルタイトル：Journal of nutrition for the elderly（ofやtheの入力も必須）

略称：J Nutr Elder
ISSN：0163-9366（ハイフンの入力も必須）

タイトル

TI

タイトル＋抄録

TIAB

雑誌名やISSN

TA

記述言語

LA

著者名

AU

筆頭著者名

1AU

出版年

DP

すべての項目

ALL

MeSH用語

MH

主題を表すMeSH用語

MAJR

DOI

AID

PubMed ID

UID

 主なタグ一覧

※その他のタグは、PubMed User Guide内、Field descriptions and tagsを参照ください。
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⑦記号などの入力方法

・分子式など
例）「H2O」→「H2O」,「39℃」→「”39 degrees C”」

・「’」「！」「？」「％」「＄」などの記号は省略

・「¨」「´」などのアクセント記号も省略

⑤ストップワード

冠詞、前置詞、be動詞、関係代名詞などは検索の対象となりません。

ストップワードとなる語（一部）
冠詞：a, an, the など
前置詞：about, by, for, so など
be動詞：is, are など
関係代名詞：what, when など

「and」もストップワードですが、AND検索の機能として生かされます。(p.3 参照)

⑥前方一致（トランケーション）

単語の語尾に「＊」（アスタリスク）をつけると前方一致検索ができます。
例）「health*」→「health」「healthy」「healthcare」などがヒット

※トランケーションを利用すると、Automatic Term Mapping機能は働きません。

④フレーズ検索

「“ ”」（ダブルクォーテーション）で囲むと、フレーズ検索ができます。
例）「catabolic△enzyme」と入力 [△＝スペース]

→「catabolic」と「enyzme」のAND検索が行われる。
「 “catabolic△enzyme” 」と入力
→「catabolic enzyme」というフレーズで検索が行われる。

Automatic Term Mapping機能に該当するフレーズがある場合、AND検索ではなく
フレーズ検索が自動的に行われます。
例）「egg△allergy」と入力した場合、Automatic Term Mapping機能に該当語が

あるため、「egg」と「allergy」のAND検索ではなく「egg allergy」と

いうフレーズ検索が行われます。
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検索結果件数

検索結果は、検索キーワード適合度（Best match）順に表示されます。
表示される書誌情報は、論題、著者名、雑誌名、発行年、巻号、ページなどです。

p.6

表示切替
・Summary/Abstract
・ソート順
・表示件数

論題をクリックすると詳細画面が
開きます。
詳しくは「8.論文情報詳細画面」
をご覧ください。

Free Article/Free PMC Article
この表示がある論文は、
電子ジャーナルが無料で閲覧できます。

フィルター
フィルターを設定することにより、検索結果の絞り込みができます。
詳しくは「7. 検索結果の絞り込み」をご覧ください。



フィルターを設定すると検索結果を絞り込むことができます。
フィルターは検索結果画面の左に表示されます。
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フィルターの該当する条件にチェックを入れると自動
的に絞り込み検索が行われます。
検索結果一覧の上部と、フィルターの横のチェック
マークで現在かかっているフィルターを確認できます。

「Additional filters」をクリックすると
フィルター項目が追加できます。

フィルタ項目の種類
Article types : 文献の種類

「Case Reports」（症例報告）「Clinical Trial」（臨床試験）
「Journal Article」（雑誌記事）「Review」（レビュー論文）など

Species : 論文の対象となっている生物（ヒトまたは動物）
Language : 論文の記述言語
Sex : 論文の対象となっている性別
Subjects : 雑誌の分野や記事の主題
Journal : 収録誌の種類
Age : 論文の対象となっている年齢

注意！！
フィルターは一度設定すると、解除するまですべての検索に適用されます。
絞り込みを解除したいときは選択した項目を再度クリックするか、
フィルター項目の下部の「Reset all filters」か
検索結果一覧上部にある「Clear all」をクリックしてください。



検索結果画面で論題をクリックすると、論文情報詳細画面が開きます。
論文の書誌情報の他、抄録や電子ジャーナルへのリンクなどがあります。

雑誌名（略称）. 掲載巻号. 掲載頁など
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論題

抄録

中 略

MeSH Terms
表示されている論文に付与されているMeSH語です。
語末に「＊」がついているMeSH用語は、
論文の主題をあらわすMajor Topicです。

Link Out
外部リンクが参照できます。
当該論文の全文掲載先などへのリンク。

ク
リ
ッ
ク
す
る
と
各
項
目
が
確
認
で
き
ま
す
。

Full text links
電子ジャーナルへのリンク。
学内で契約しているものや、無料
公開のもの以外は閲覧できません。雑誌名は略称で表示されます。

正式名称はカーソルをあわせると確認できます。



Advanced Search画面では、検索フィールドを指定しての検索や、論理演算子を用い
た検索、履歴検索を行うことができます。
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① 検索キーワードを入力

「Advanced」をクリックすると「Advanced Search Builder」が表示されます。

③「Query Box」にキーワードが反映される

⑥「Query Box」に検索式が作成される

④ 検索キーワードを入力

②「ADD」をクリック

⑤ 検索演算子を
選んでクリック

⑦「Search」をクリック
→検索結果が表示される
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検索フィールドの選択

Query Boxが空の場合：「ADD」
Query Boxにキーワードがある場合：

「AND」がデフォルトで表示

Search：検索結果一覧を表示
Add to history：検索履歴のみ作成
（プルダウンリストで選択する）

全検索履歴の消去

検索結果件数
クリックすると検索結果が再表示

クリックすると
メニューが表示
されます。

1. 保存したい結果にチェックを入れる。
2.「Save」をクリック。
3. 保存件数を確認。「Selection:」
4. フォーマットを選択。「Format:」
5.「Create file」をクリック。保存先（USB等）を指定し保存。

ファイルのダウンロード方法



PubMedに印刷機能はありません。
データを印刷したいときは、ブラウザの印刷機能を使用してください。
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1. 保存したい結果にチェックを入れる。
2.「Email」をクリック。
3. メールアドレスを入力。「To:」
4. 件数を確認。「Selection:」
5. フォーマットを選択。「Format:」
6.「Send email」をクリック。

入力したメールアドレスにメールが送信されます。

メールでの送付、その他 ...

データを一時保存する際は、
「Clipboard」を選択します。
クリップボードには、
最大500件・8時間保存ができます。
保存したデータは、検索窓の下に
表示される「Clipboard」をクリ
リックすると確認できます。



MeSHの特徴
・階層構造

MeSHは、一般的に使用される広い意味の用語から、特定の場合に使用される
狭い意味の用語までを網羅した階層構造となっています。

＜階層構造の例＞「Stomach Diseases」（胃疾患）の場合

・サブヘディング
通常のMeSHに付与することで、内容を限定して検索することができます。
サブヘディングには分析、診断、統計、治療などの種類があります。
付与できるサブヘディングはMeSHにより異なります。

たとえば「癌」という言葉には「Neoplasms」というMeSHがあてられています。
そのため「Neoplasms」で検索すると「癌」に関する論文がまとめて検索できます。

MeSH

文献での表現

Cancer

Neoplasms

tumor

MeSHとは、Medical Subject Headingsの略で、米国国立医学図書館（NLM）が作成す
る医学用語のシソーラス（統一用語集）です。

上位語（胃腸疾患）

下位語（無酸症など）

MeSHを使って検索する
PubMedでは Automatic Term Mapping機能により、入力した用語は自動的にMeSHに変換されます。
しかしAutomatic Term Mapping機能を利用した検索では、同音異義語を含む文献なども検索結果
として出てきてしまいます。
タグ[MH]や[MAJR]を使用して検索する(p4参照)と、探しているMeSHに関連した論文のみを検索す
ることができます。
探したいテーマのMeSHを検索する方法は「12. MeSH Datebase」(p13,14)をご覧ください。
※英語のキーワードが思いつかない場合は、「13.日本語からのMeSH」(p15)を参照してください。

MeSHを使った検索の注意点
最新の治療法や新しく発見された疾患のMeSHは存在しない場合があります。
また、PubMedに論文情報が登録されてからMeSHが付与されるまでは一カ月ほどかかります。
MEDLINE未登録の論文情報にはMeSHが付与されていません。
広く情報を集めたいときはMeSH検索と自由語検索を組み合わせての検索が必要です。

p.12

MEDLINEのキーワード

Neoplasms



MeSH用語の定義です。

click

MeSH用語を検索するには、MeSH Datebaseを使うと便利です。
MeSH Datebaseでは、用語の解説や階層構造、組み合わせ可能なサブヘディングなど
が参照でき、MeSH用語を使った検索式を作成できます。

検索ボックスに「breast cancer」と入力した検索結果は下のように表示されます。
MeSH用語として登録されているのは、「Breast Neoplasms」だとわかります。

MeSH用語は関連性の高い順に表示されます。定義を確認し、自分のテーマに該当するMeSH用語を選択して
ください。
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MeSH用語
定義

クリックすると、サブヘディングや階層構造が確認できます（→p14）

PubMed Search Builder … PubMedで利用する検索式の編集ができます。
1. MeSH用語の左にあるチェックボックスにチェック。
2. 「Add to search builder」をクリック。
3. 検索式がボックスに表示される。
4. 「Search PubMed」をクリック。
5. PubMedの検索結果が表示される。

「Add to search builder」の横のプルダウンを使うと、複数のMeSHの
組み合わせ検索ができます。ボックス内の用語は自由に書き換えること
ができます。



MeSH用語の詳細を見てみましょう。

p.14

中 略

MeSH用語と定義

表示されているMeSH用語と組み合わせることが可能なサブヘディングです。
チェックは複数につけることができます。

表示のMeSH用語に
統一されている検索用語

MeSH用語の階層構造
階層構造が確認できます。
下位語になるほど、
検索範囲は限定されます。

Restrict to Mesh Major Topic.
表示されているMeSHを主題（Major Topic）にしている論文
のみ検索できます。

Do not include MeSH terms found below this term
in the MeSH hierarchy.
表示されているMeSHの下位語を含まない検索ができます。
ピンポイントでの検索を行いたい時に有効です。

PubMed Search Builder
サブヘディングにチェックをいれて
「Add to search builder」を
クリックすると、サブヘディングつ
きのMeSH検索式が作成できます。



探したいテーマに合う統制語をクリック（※種別が「シソーラス用語」であるものから選ぶ）

「PubMedを検索する」ボタンで、その統制語をキーワードに検索が行われます。

医中誌Webのシソーラスブラウザを使ってみましょう。

医学中央雑誌刊行会ホームページ（http://www.jamas.or.jp/）から、「医学用語シ
ソーラスブラウザ」(無料公開版)を開きます。

WebLSD（ライフサイエンス辞書）を使ってみましょう。

ライフサイエンスプロジェクトが生命科学・医学の学術用語を対訳辞書として
無料で公開しているオンライン辞書サービスで、シソーラス検索を行うことで
日本語からMeSHを検索することができます。

p.15

プルダウンで「統制語」を選択し、検索ボックスにキーワードを入力して「検索」をクリック

http://www.jamas.or.jp/


論文の掲載誌名から探したい、掲載誌の詳細情報を知りたい、そんな時は
「Journals」が便利です。

検索キーワードは誌名（一部だけでも可能）や略称、ISSNが使用できます。
検索結果一覧で雑誌名をクリックすると、詳細情報画面に移動します。
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雑誌名（フルタイトル）

雑誌名（略称）

出版社

ISSN

電子ジャーナルサイトへのリンク

PubMed Search Builder
「Add to serach builder」をクリックで、
雑誌名検索の検索式が表示されます。
「Search PubMed」をクリックすると、
この雑誌に掲載されている論文が検索できます。

click



参考文献に記載されている論文を探したい時は、「Single Citation Matcher」が
便利です。

p.17

参考文献に記載されている、この論文を探す場合

2009

11 1 49

わかる範囲の
書誌情報を入力し、
「Search」をクリック

click



memo
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