
PubMedは、医学関連分野の図書や論文の情報を検索できる検索ツー

ルです。一般に公開されており、自由に検索を行えます。

また、一部本文が公開されている論文等については、本文へのリンク

も提供されています。

PubMedとは
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1. アクセス方法

PubMedは一般に公開されていますが、図書館Webサイト上の「データベー
ス一覧」からアクセスすることで、より便利な機能を利用できます。

https://lib.kobe-u.ac.jp/

図書館Webサイト

「データベース一覧」
からデータベースを
選択すると、詳細画
面が表示されます。

詳細画面上で「データ
ベース名」のリンクを
クリックすると各デー
タベースにアクセスで
きます。

詳細画面では、データ
ベースの概要やマニュ
アルも確認できます。

https://lib.kobe-u.ac.jp/
https://lib.kobe-u.ac.jp/
https://lib.kobe-u.ac.jp/


2. 検索画面 ①トップページ

② Advanced
Advanced Searchに移動
します。

③ Single Citation Matcher
特定の論文を、掲載雑誌の情
報等（不完全でも可）を使っ
て検索できます。

①検索窓
キーワードを入力して
文献を検索できます。

①

②

③

②



3. 検索画面 ② Advanced Search

②検索式
実行中の検索式が表示さ
れます。履歴を使った検
索も可能です。( ③の

をクリックし「Add query」
を選択）

③検索履歴

検索した履歴が保存されます。
Detailsの矢印をクリックする
と、検索式を確認できます。

①検索補助

論理演算や検索対象
フィールドを指定して
検索できます。

①

③

②



4. 検索テクニック ①

・大文字／小文字は区別されません。

・複数形等も自動で検索対象に含まれます。

・冠詞や前置詞、記号等は検索ワードとみなされません。

○ 論理演算

○ その他の便利な記号

○ 検索の基本

AND検索
AとBの両方を含む論文を
検索

スペース もしくはAND（大文字）

例）「A␣B」,「A␣AND␣ B」

OR検索
A, Bのうち、少なくとも
一方を含む論文を検索

OR（大文字）

例）「A␣OR␣B」

NOT検索
Aを含む論文のうち、Bを
含まない論文のみを検索

NOT（大文字）

例）「A␣NOT␣B」

※ “( )”：論理演算の優先順位変更 ⇒「A␣&␣(B␣OR␣C)」
:BとCの少なくともどちらか一方を含み、かつAを含んだ論文を検索

フレーズ検索
文字列を “ ” 
で囲んで検索

スペースを含む2語以上の言葉を順番を変えず
に検索します。例:「”stem cell”」

前方一致検索
末尾に * を
入力して検索

語尾の異なる類似語を一括検索できます。
例:「neur*」⇒ neuron, neural等がヒット。



5. 検索テクニック ②

○ 著者名検索
・著者名は「姓␣名（イニシャル）・ミドルネーム（イニシャル）」で入力します。

例）William C. Campbellは「Campbell WC」と入力します。
「Campbell W」と入力すると「Campbell WK」や「Campbell WW」もヒットします。

・著者名検索を行う際は、キーワードの後にタグ [au] を付けて検索します。

○ 雑誌検索

・雑誌はフルタイトル・略誌名・ISSNから検索できます。ISSNで検索する場合には、
4文字目と5文字目の間に” - ”を入力します。

・”Science”のような短いタイトルの雑誌は、後ろにタグ [ta] を付けて検索します。

タグ一覧(PubMed User Guideより)

Advanced Search を使うと、
タグを付けなくても、
フィールドを指定した検索が
できます。



6. 論文検索結果一覧画面

①絞り込み
資料種別や出版年などから
検索結果を絞り込めます。
下部にある「Additional 

filters」から項目を追加で
きます。
一度設定した絞り込みは
「Clear all」をクリックす
るまで保持されます。

③論文情報（ 論文タイト

ルが[  ]で囲まれているものは
非英語論文 ）

論文タイトルをクリックす
ると論文詳細情報画面が表
示されます。

①

②

③
②表示設定
検索結果の並べ替えたり、
１ページに表示する件数の
変更等を行えます。



7. 論文詳細情報画面

①

④

①論文情報
掲載誌略称, 巻号, 掲載頁. 出版年月
DOI（Digital Object Identifier）
論文タイトル
著者名
（「Affiliations＋expand」から著者の
所属を確認できます。）

②フルテキスト等へのリンク

④類似論文一覧

②

③

③引用スタイル
文献情報をダウンロードしたり、
引用スタイルを選択してコピーで
きます。



8. 掲載誌情報の確認

論文詳細情報画面の掲載誌略称をクリックして「Search in NLM Catalog」を
選択することで、掲載誌の正式名称やISSNなどの情報を確認できます。



9. Find it! Kobe Univ.

のアイコンは学内ネットワークから論文を検索すると表示
されます。このアイコンのリンク先では、検索した論文の電子ジャーナルへ
のリンクの可否や神戸大学の所蔵有無を同時に調べられます。

Step 1: 電子ジャーナルで
フルテキストを入手

Step 2: 神戸大学附属図書館
で掲載雑誌を入手

*CiNii Booksも検索できます

Step 3: 他大学の資料を利用
する (ILL)



10. シソーラス（MeSH）

シソーラスとは、いくつかの同義語や類義語をひとつの統制語の下に集めた
辞書のことです。また統制語の間に上位・下位の階層が定義されています。
PubMedではMeSHというシソーラスが使われており、統制語はMeSH Terms

と呼ばれます。MeSHには統制語の他、補足語や限定語などが登録されいて、
検索精度を上げる工夫がされています。

⚫ シソーラス検索の特徴①

統制語で検索をすると、同義語や
類義語を持つ文献を網羅的に検索
できます。
また、タイトルや抄録にそれらの
用語が含まれていなくても内容が
関連する文献なども検索できます。

⚫ シソーラス検索の特徴②

統制語には階層関係が構築されてい
ます。より下位の用語を利用するこ
とでより詳細な結果を、より上位の
用語で検索することでより広い結果
を検索できます。

Neoplasms

Cancer

Tumor

Neoplasia

Neoplasmsに関する
内容を含む文献



11. MeSH検索 ①

トップページ右下「MeSH Database」をクリックすると、MeSH 検索が
行えます。

① 検索窓に、MeSH で調べ
たい語を入力します。

② 検索を実行すると、検索
キーワードに関連する語が
その語の定義と併せて表示
されます。
適当な用語をクリックしま
す。
(※検索語と完全一致するMeSH

Termがあれば、一番上に表示さ
れます。)



12. MeSH検索 ②

② Subheadings
①と組み合わせて検索可能
な用語です。内容について
より詳細な検索ができます。

③同義語・上下位語
検索した語と類似の用語や
階層関係にある用語が表示
されます。

④ MeSH検索の実行
「Add to search builder」を
クリックすると検索窓に検
索式が自動で入力されます。
その後「Search PubMed」
をクリックすることでMeSH

を使ったPubMedの検索を実
行できます。

④
①

②

③

①用語・定義



13. データの保存・出力

検索した文献の情報を「Save」から出力したり、「Email」から送信したり
できます。

・出力したい文献タイトルの前にある
ボックスにチェックを入れて「Save」を
選択し、Formatで出力形式を指定します。
※Format

Excel等で利用→CSV

文献管理ツール「EndNote basic」へ取込み
→PubMed

※検索結果すべてを出力したい場合は
Selectionで[All results] を選択してください。
(但し、検索結果が 1万件を超える場合は、
最初の1万件しか出力できません）

・「Send to」内のClipboardを使うと、
文献情報を一時的にPubMed上に保存し
て、それらを後でまとめて出力すること
ができます。保存したデータは8時間後
に消去されます。
※My NCBIを利用すると長期保存が可能
です。(☞15.My NCBI 参照)



14. My NCBI：アカウント登録

アカウント登録をすると検索結果や検索式を保存したり、保存した検索式で
定期的に自動検索して、新規情報をメール連絡する機能が利用できます。

アカウント作成：
トップ画面右上「Log in」⇒「New here? Sign up」
⇒「Create new NCBI Account」
※ Googleのアカウント等でもログインできます。

userneme、E-mail、PWを記入して「Sign up」クリック
します(氏名の記入は任意です)。
記入したメールアドレス宛にNCBIからメールが届きますので、
メールに記載されているURLをクリックし、表示された画面でログ
インすれば登録完了です。



15. My NCBI：検索式・文献情報の保存

① 検索式の保存
結果一覧画面の検索窓の下に表示される「create 

alert」をクリックし、検索式の保存・アラートの設
定ができます。
• 自動通知が必要ない場合は、“No”にチェックし検索式

を保存します。
• 自動通知する頻度、レポートのフォーマット、送付件

数の上限を設定し保存します。

② 文献情報の保存
検索結果から保存したい文献情報を選択し「Send

to」⇒「My Bibliography 」をクリックすると、文
献情報を保存できます。

①

②


