
～テーマについて網羅的に探してみよう～ 

英語論文の探し方 



医療大で使える英語文献データベースについて 

• 基本となるのはこの4つ 

抄録データベース・・・PubMed（無料） 
             タイトルや掲載雑誌名，巻号，抄録など、書誌情報を収録 
             PubMed Central (PMC)やBioMed Centralで本文が 
             見られる雑誌もある 
 

文献データベース・・・EBSCO host（有料） 
             EBSCO社と契約している出版社・雑誌の本文が収録契約によって、 
             最新号まで閲覧可能。ただし、冊子体発行してから半年後に公開 
             したりする場合があるので注意。 
             洋文献データベースの中で唯一図書館のOPAC(蔵書)検索へのリン 
             クがある。 
 

ジャーナルサイト・・・Springer-link，ScienceDirect （検索だけなら無料） 
               それぞれSpringer社、ELSEVIER社の電子ジャーナルが 
               閲覧できる。 

今日は 
これ！ 
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MEDLINE with Full Text 

 
医学全般 

 
CINAHL with Full Text 

 
看護学 

Health Source: 
Nursing/Academic Edition 

 
看護・健康科学関連 

 
SPORTDiscus 

 
スポーツ，運動学関連分野 

EBSCOhostとは!? 
4つの文献データベース＋医薬品DBの検索窓口 

 データベースを選択してそれぞれ検索できる 
 横断検索もできるが、限定項目が少なくなる 
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EBSCOにログイン 
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検索画面 

検索切り替え 

検索語入力 
フィールドを選択しなくても 
検索可能 
ただし、対象はタイトル・抄録・
サブジェクト(論題)になる 

絞り込み項目 
出版年，全文閲覧可のもの
…など 

検索モード： 
デフォルトで「入力した語順どおり」に
なっているので注意！ 
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出版物で検索 ① 
雑誌名で検索するには、 
検索タブを「出版物」に切り替えて
ください。 
誌名を検索後、結果が表示されま
すが、この結果はEBSCOの始めに
選んだデータベースによって変わる
場合があります。 

全文：年月日,PDF全文
とあればこの期間の文献を
閲覧することができます。 
論文タイトルをクリックしてく
ださい。 

「サブジェクトおよび説明別」にチェック
を入れて調べたいテーマで検索すると、
テーマに沿った雑誌が検索されます 



出版物で検索 ② 

必ず全文の公開期間を
確認してください。 

公開されていればここから読み
たい巻号を選べます。 



出版年や巻号等の情報から検索する場合は、
「その他」のタブにあるCitation Matcherを
選択してください。 
 
使い方は医中誌の「書誌確認画面」と同じです。 

書誌情報（図書や論文に掲載された参考文献の情報）で検索 

① 日付に出版年 
② 巻号 
③ 開始ページ 
 
上記3項目から検索を行うと
参考文献の内容の一部が
誤った情報の際、修正しやす
いです。 

2011 

38 4 

719 



練習問題を使って検索してみよう 
 
低体重出生児の学習障害に関する文献  
“learning disorders”  
“low birth weight” 

5 



検索練習 ” learning disorders” and ” low birth weight” 

検索モードを”自動的にANDに
する”にしないといけないのでご注
意ください。 

検索式・検索結果の
履歴を見るには 

「検索履歴▼」から 

2016/06/24の検索結果 6 



掛け合わせ検索 

掛け合わせ検索を行う時に、 
検索ボックスに単語が入っていたら
削除してください。 



検索結果一覧の見方 

並び替え 
できます 

絞り込み項目 

論文名をクリックすると
詳細画面が表示され
ます 

本文の閲覧・印刷ができます。 

ここから詳細画面を
開かなくても抄録が
読めます 

12 7 

2016/06/23の検索結果 



DOI・・・電子ジャーナルに掲載された文
献に付けられる番号 
PMID・・・各文献に付与された番号で
医中誌番号と同じ役割を持ちます。
PubMedやEBSCO(MEDLINEのみ)の
検索ボックスに入力すると該当論文が表
示されます 

“date of electronic publication”とあれば 
電子ジャーナルに掲載された日付です。 
この文章の前に紙媒体の情報が記載されますが、 
巻号やページ数の記載がなく、発行年月日のみや発行年月日と
巻号のみの場合、電子ジャーナルの情報の可能性が高いです。 

論文詳細画面  

MeSH用語 
=医中誌でいうシソーラス
用語（統制語） 
＊(アスタリスク)がついて
いるものは中心テーマ 
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キーワードをクリックして 
「詳細情報を見る」を押してください 

英語文献のキーワード ー MeSH用語 ① ー 
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英語文献のキーワード ー MeSH用語 ② ー 

 
日本語文献検索を 
検索したときに見つけ
たキーワードを英語文
献の検索に使えないか
悩んだら、 

 
 医中誌の「シソーラス
参照」からキーワードを
検索 
 
 
 結果の単語をクリック
して詳細情報を選択 
 
 
 
 MeSH用語があれば
PubMedやEBSCOに
そのキーワードを使って
検索できます 

MeSH用語とは、 
文献の内容につけられたキーワード 
（統制語）のことでMEDLINEの統制語
です。EBSCOの絞り込み欄にある「サブ
ジェクト：大見出し」に主題の統制語が表
示されます。 
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サブジェクト：大見出し 2016/06/23の検索結果 

サブジェクト：大見出しの詳細をクリックすると、
メジャー統制語（MeSH用語の中でも重要度
が高いもの）の一覧が表示されます。 
結果にある文献にどのようなMeSH用語がつい
ていて何件あるか等確認することが出来ます。 11 



DOI(Digital Object Identifier)番号とは・・・ 

電子ジャーナル文献ひとつひとつを示す固有の番号のこと。 
 

doi:10.1016/j.apmr.2008.07.011 
 
 
 
一度与えられたDOI番号は電子ジャーナルの配布サイトが変わっても、 
DOI番号は変わりません。 
※配布先の登録ページのリンクが変更してしまった場合は接続できないことがあります。 

 
http://dx.doi.org/DOI番号 
URL欄に上記を入力すると論文を公開しているサイトに移動できます。 
例：http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2008.07.011 

DOI登録機関が 
つける番号 

ジャーナルサイトが付ける番号 



EBSCO内に全文がある 

EBSCO内に全文があるが、 

図表は表示されない。内容を音声で読み上げる機能がある 

その他無料のデータベースに全文がある。 

中には、契約上見れないものもあるので各リンク先をご確認ください。 

 

当館蔵書検索 
必ず巻号を確認してください 

国内の大学図書館で所蔵している
館があるか調べることができます 

リンク先アイコン 12 



EBSCOのツール機能・MY EBSCOhost ① 

フォルダに追加は
結果画面からも
利用できます desknet’sのメー

ルは使えませんの
でご注意ください。 

MY EBSCOの作成はこちら 

19 
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EBSCOのツール機能・MY EBSCOhost ② 

表示している論文を参考文献として記載する書き方が表示されます。 
機械的に当てはめているので、必ず修正箇所がないか確認をしてください。 

20 
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書誌事項の見方 ① 

1.EBSCOで文献が見つけられるか 
2.当館に所蔵があるか 
3.本文が閲覧できるか 

Skokauskas, N, Hitoshi, K, Shuji, H, & Frodl, T 2013, 
'Neuroimaging markers for the prediction of treatment response 
to Methylphenidate in ADHD', European Journal Of Paediatric 
Neurology: EJPN: Official Journal Of The European Paediatric 
Neurology Society, 17, 6, pp. 543-551, MEDLINE with Full Text, 
EBSCOhost, viewed 22 June 2016. 
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Skokauskas, N, Hitoshi, K, Shuji, H, & Frodl, T 2013,  

 

'Neuroimaging markers for the prediction of 
treatment response to Methylphenidate in ADHD',  

 

European Journal Of Paediatric Neurology: EJPN: 
Official Journal Of The European Paediatric Neurology 
Society, 

 

 17, 6, pp. 543-551,  

 

MEDLINE with Full Text, EBSCOhost, viewed 22 June 
2016. 

 

著者名 出版年 

論文タイトル 

雑誌タイトル（：略誌名） 

巻号，ページ 

電子ジャーナルを参考文献にする場合、いつ、どこで得た情報なのか明記する 

書誌事項の見方 ② 16 



EBSCO書誌事項検索 

当館の所蔵データなし 
本文へのリンクもなし 

他のデータベースを
確認してみよう 
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PubMed書誌事項検索 ① 

PubMedで書誌事項から論文を 
探すときはここをクリックしてください。 

使い方はEBSCOの
citation matcher
と同じです。 
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書誌事項 

出版情報 

タイトル 
著者名 

PMID：PubMedの
文献管理番号 

PubMed書誌事項検索 ② 

本文リンク 

関連文献 

被引用文献が
表示される 

こともある 

出版情報の後ろに 
Epub a head of printとあったら・・・ 
電子ジャーナル上でいち早く公開されている最新文
献のこと。雑誌にならないこともあるので入手できない
場合がある。 

キーワード 
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履歴検索・掛け合わせ検索 

検索履歴の確認、 

掛け合わせはこちらから 

著者、タイトルなどに 

絞るのはこちら 

掛け合わせしたい履歴の「Add」を
押すと上の検索ボックスに追加さ
れます 

♯では、検索
結果の再表
示や掛け合わ
せけんさくがで
きます 
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PubMed結果一覧画面 

結果から絞り込む 

(Free本文あり、 

5年以内出版のも
のなど) 21 



PubMed文献詳細画面 

本文リンク 

医療大や出版社のアイコンが 

表示される契約外のリンク先の
場合もある 
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その他データベースからの英語文献の検索方法 

     ～読みたい文献が決まったら～ 

 

 Science Direct 

 Springer Link 

 その他の検索方法 

 英語文献を探す流れ 



ScienceDirect：ELSEVIER社の雑誌・図書のみ 
1 

記事の概要や図表
が見れます 

本文PDFはこちら 

こちらには、 

おすすめの記事, 

引用記事,関連書

籍情報が表示され
ます 



ScienceDirect：トランザクション契約 

雑誌タイトル,巻号,ページ 

論文タイトル,著者 

2 

Download PDFをクリックして 
この画面が出た場合、費用が発生
します。PDFはUSBやPCに保存し
てください。 
 
※学生の方は必ず、指導教員の許
可を得てからcontinueを押してくだ
さい。 



Science Directの雑誌一覧 

ScienceDirectのTOP画面 

 
書誌事項からの検索は
こちら 
 

詳細検索はこちら 

こちらから分野別で雑誌を探すことができます 

3 

本文からキーワードで検索はこちら 



ScienceDirect 
 詳細検索 

検索対象の選択 

検索対象を「ALL」
にした場合、 

絞り込み条件は雑
誌や図書、購読誌、
オープンアクセス等
あります 

履歴検索の利用はユー
ザー登録（無料）を
行えば使用できます。 

4 

当館と契約している
雑誌に絞る 



ScienceDirect結果一覧の見方 

絞り込み検索 

文献タイプ 
 
   オープンアクセス 
   緑色＝購読誌 
      (学内のみ) 
   
   白＝契約外 

オープンアクセス
に限定できます 

5 

画像データの結果は
こちらから 



ScienceDirect論文詳細画面 

この論文を見た人が
見ている他の文献 

この文献を引用しているScopus 
(ELSEVIER社の抄録DB)上の 
文献へのリンク 

本文中の参考文献や図表へ
のリンクをクリックすると、右側に
ポップアップが表示されます 
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Springer Link：Springer社の図書・雑誌のみ 

詳細検索はこちら 

検索対象の限定ができます。 

分野ごとの検索を 

限定するのはこちら 
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Springer Linkで雑誌を探す ① 

検索対象を限定（Journal等選択）
するとこちらの画面が表示されます。 
この画面の検索ボックスを使うと、先ほど
限定した検索対象だけを検索します。 

この雑誌の中の
検索ができます 

すべてのコンテンツを
対象に検索できます 
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Springer Linkで雑誌を探す ② 

「Browse Volumes & Iuuse」を 
クリックすると、発行年や巻号から文献を
探すことができます 
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Springer Linkで文献を探す  
10 

雑誌のみや図書のみ
に限定して結果を表
示することができます 

コンテンツタイプは 

こちらに表示されます 



Springer Link文献詳細画面  

本文表示方法 

表示中の文献が 
2ページ以上の場合、
アクセス権がなくても冒
頭2ページが読めます 

参考文献へのリンク 

11 

この文献を引用した文献で
Springer社発行の雑誌の
掲載論文が確認できます 



Springer Link文献詳細画面 ① 

Springerの詳細画面が新しいバージョンになっています。 

機能は前と変わりません 

この文献を引用した文献で
Springer社発行の雑誌の
掲載論文が確認できます 

前のバージョンへの
切り替えはこちら 
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① 医学・医療系の文献を幅広く収集しているデータベース 

 

 

 

 

 

 

② 出版社のデータベース 

 

 

 

 

 

 

③ Google(Google Scholar) 
 

 

 

 

 

 

英語文献を探す流れ 

“”（ダブルクォーテーション）で論文タイトルを

囲んで検索をするとフレーズ検索になるので、
余計な検索を減らすことが出来ます。 

学内PCからなら、EBSCOから
PubMedで検索がおすすめです！ 
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Googleで英語文献を探す 

Ｃ 

Ｃ 

ファイル形式をPDFに設定してから検
索すると、余計な検索が減ります。 

結果のサイトまたはドメインが 

edu（エデュケーション）, 

gov（ガバメント）という教育機関や
政府機関であればダウンロードして 

ご利用いただいても大丈夫です 
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本日はお疲れ様でした！ 

 

文献検索は、慣れるまで大変な作業になると思います。 

迷ったり、困ったりされた場合は、ぜひスタッフにお任せください。 

 

わからないことがあったらカウンターへご相談ください。 

デスクネッツからのメールも受付しております。 

 

附属図書館閲覧係 

etsuran@ipu.ac.jp 

 

 

以上で終了です！ 


