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医中誌Webの使い方

-求める文献を効率的に入手しよう-

福井大学医学図書館



医中誌Web

医学中央雑誌刊行会

国内で発行された約６,000誌の

医歯薬学、看護学および関連分野の

学術雑誌に掲載された論文情報

をインターネットで検索

（範囲：1983年～）

★機関契約をしているので無料

学外からは『学認GakuNin』を利用してアクセス
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基 礎 編
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検索の基本

検索語（キーワード）を入れて検索

・論文の内容（主題）を表す言葉で

検索するのが一般的

・検索語は単語や熟語で考える
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入力のルール 医中誌Web

日本語は１文字以上、半角英数は２文字以上 胃 はしか ガン AI

英文字の大文字・小文字の区別はない COPD Copd copd

著者名は姓と名の間にスペースは入れない
内木宏延

ナイキヒロノブ
naikihironobu

完全一致は角ガッコ [ ]で囲む。 ［福井大学］

スペースや記号を含む言葉は“ ”で囲む。 “Helicobacter pylori”



論理演算子を使用した検索

AND(論理和)、OR(論理積)、NOT(論理差) 

演算子は記述した順に左から右へ処理される
。

（）でくくればカッコ内優先

A AND (B OR C)

ANDはスペースでも可 7

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

Ｂ Ｃ

Ａ



自動マッピング
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入力した検索語

同義の統制語

文献情報

・論文タイトル
・著者名
・雑誌名
・抄録 etc…

統制語
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医中誌Webでは 自動的にシソーラス用語に
案内する機能をもっています。

自動マッピング機能 → 漏れの少ない検索

「消化器がん」と入力 →
消化器腫瘍とその下位語「胃潰瘍」なども検索



キーワード検索
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検索結果の表示

2021/5/13 11

フィルター

表示内容の変更

ページの移動

チェックボックス



タイトル表示画面
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文献番号

巻・号・頁・
発行年

収載誌名・ISSN番号
著者名

タイトル

論文種類



詳細表示
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論文種類

対象

シソーラス用語

Abstract(抄録)



検索結果の出力
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チェックしたものを
印刷／ダウンロード／メール



クリップボード
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必要な文献を
一時的に保存



電子ジャーナルへのリンク
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・【メディカルオンライン】
国内発行の医学関連学会誌・

学術専門誌の閲覧ができる

・【 J-STAGE 】

国内学協会が発行している学会誌・

論文誌の閲覧ができる

・【最新看護索引Web 】
『日本看護学会論文集』が第42回

(2011)分より閲覧できる

・【機関リポジトリ 】
各大学等研究機関の学術文献データ

ベース収録誌の閲覧ができる



所蔵検索へのリンク

をクリックすると、学内所蔵検索へ

・該当する巻号があるかを必ず確認しよう

・ない場合は、ここから学外への文献複写依頼ができる
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所蔵確認



学外文献複写へ流し込み
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学内になかった

統一認証ID
パスワード

論文を検索して、文献複写依頼をす
ると、資料情報が自動入力されるの
で便利！！

学生は「私費」のみ。

教員で「公費」等をお持ちの方
は、表示される支払方法から
選択してください。



学外からアクセスする方法

学認GakuNinを利用しましょう。
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学術認証は
こちら

福井大学を選択

統一認証ID、PWDで認証



応 用 編

１．検索対象の選択

２．履歴検索

３．絞込み検索

４．シソーラス検索
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知ってる
と便利！
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１．検索対象の選択



著者名検索のポイント

＊部分一致検索をしているので、

林明 と入力 → 小林明子 林明宏 もヒット

＊完全一致 名前を[ ]で囲む。 [林明]

＊2002年以降は全著者を採択。
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２ ．履歴検索
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ＯＲ，ＮＯＴも可

検索履歴をチェック



３．絞込み検索
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絞込み画面
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「会議録」の多くは学
会抄録。そういった短
い文献は不要のとき。



チェックタグ
論文における「対象」を表すキーワード

＞ヒトに関するもの（年齢区分、性別、その他）

＞動物に関するもの（動物の種類、性別、その他）
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副標目
文献に与えられた「シソーラス用語」との

組み合わせで使う。

「診断」「治療」などそのシソーラス用語が

どのような意味合いで文献に与えられたかを示す。
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研究デザイン

エビデンスの強さに応じた文献を見つけるため
に使う。

・メタアナリシス

・ランダム化比較試験

・準ランダム化比較試験

・比較研究

・診療ガイドライン
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４.シソーラス検索

シソーラス用語とは

医学中央雑誌の索引者が、シソーラス用語集の中から付与して
いる。

例えば、ガン、癌､新生物､腫瘍などは同義語

→ シソーラス用語では「腫瘍」
＊肺癌、胃癌、局所癌など下位概念を含めた文献も
ヒット

適合率が高く、ノイズの少ない検索ができる。
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この概念は,この言葉で検索しよう！ と決めた用語



シソーラスブラウザ
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キーワードを入力



シソーラス参照
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もしくはキーワードをクリック
して「医中誌Webで検索する」

をクリック

②

上位語・下位語の階層構造
が見られる



ＯＬＤ医中誌
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1983年3月以前の医学中央雑誌（冊子）をデータ化したもの
国立国会図書館デジタル化資料にリンクしている
抄録ありの場合は冊子体に抄録が記載されている



データベース検索のコツ １
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・シソーラス参照
・自分のテーマに合った論文に付与されて

いるキーワードを使ってみよう！

・適切なキーワードを思いつかない



データベース検索のコツ ２

文献が少ない場合は
・文章→単語
・キーワードを減らす（多くて３語程度）
・特異な概念や最新の概念だと少数の文献しか

ヒットしないことも

詳細表示を確認し，これだと思った文献に付与
されているキーワードで再度検索
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データベース検索のコツ ３

文献が多い場合は

・年代を絞る（最近のものだけ！）
・言語を絞る（日本語だけに！）
・まだ多いなら、キーワードを追加
・「統制語」限定検索でノイズを減らす
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大きく探して徐々に絞る！



最後は必ずログアウト！
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同時アクセス人数 = 4人


