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PubMed【東邦版】の使い方 

 

PubMed は，主に海外で発行された医学関連分野の学術論文を検索することができる文献検索データベ

ースです。 

このマニュアルでは，東邦大学の教職員，学生向けにカスタマイズされた PubMed【東邦版】を使った

英語文献の検索，入手方法について，初心者向けに解説します。 
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I. PubMed の概要 

PubMed は，米国国立医学図書館（NLM）の運営する文献検索データベースです。世界 80 か国で

発行された医学関連分野の文献情報が収録されています。医中誌 Web とは異なり，会議録は収録

対象外となっています。 

PubMed には「どの文献が，どの雑誌の，どこに載っているか」といった文献情報が掲載されて

おり，一部の文献はフルテキストが収録されています。 

収録誌数 約 5,200 誌 

収録データ数 3,200 万件以上 

論文の言語 58 言語、約 84%が英語論文 

データ更新頻度 毎日 

（2021 年 3 月 5 日現在） 

基礎編 
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II. 検索の基本 

1. PubMed【東邦版】の利用方法 

 PubMed【東邦版】は，東邦大学の教職員・学生向けにカスタマイズされた PubMed で，検索結果

に文献の入手を手助けするアイコンが表示されます（詳しくは「VI. 文献を入手する」 を参照）。 

東邦大学メディアセンターのホームページ（https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/）の「主な論

文検索データベース」から「PubMed【東邦版】」をクリック，または https://pubmed.ncbi.nlm. 

nih.gov/?otool=ijptoholib にアクセスすることで利用ができます。学外からもログインせずに

利用することができます。 

 

2. キーワード検索 

 キーワードを検索ボックスに入力し，Search ボタンをクリックすると，文献情報にそのキーワ

ードを含む文献を検索することができます。 

 注意点 

・キーワードは英語を,単語で入力します。 

・アルファベットの大文字と小文字は同一に認識されます。 

・and，the，of などの前置詞，冠詞は検索の対象外となります。 

・キーワードの間にスペースを入れると，入力したキーワードを両方含む論文を検索します。 

例：The diagnostic imaging of breast cancer → breast cancer diagnostic imaging 
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III. 検索結果の見方 

1. 検索結果一覧 

検索を実行すると，ヒットした文献の一覧が画面に表示されます。 

 

① 検索結果の保存 

検索結果を 3 種類の方法で保存できます。 

Save: テキストファイルや CSV ファイルで検索結果を保存できます。 

Email: 検索結果を任意のアドレスにメールで送信することができます。 

Send to: 検索結果を My NCBI（PubMed のマイページ）や，nlib 形式（文献管理ツール 

向けのファイル形式）で保存することができます。 

② Display options 

検索結果の Format(表示形式)，並び順(Sort by)，1 ページ内の文献数（Per page）， 

抄録の一部の表示（Show snippets）を設定することができます。デフォルトでは，表示

形式は”Summary(論文の詳細は表示しない)”，並び順は”Best Match(適合度)”，1 ページ内

の文献数は”10”，抄録の一部が表示される設定になっています。 

③ Filter 

文献の検索結果を，絞り込みすることができます。詳しくは「V. 検索結果を絞り込む」で

解説します。 

① 
  

② 

←検索結果数 ③ 

 
 

④ 
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④ 検索結果一覧 

検索結果一覧に表示される文献情報は，以下のようになっています。 

英語以外の言語で書かれている文献の論題には，括弧[]がつきます。 

 

2. 詳細表示 

検索結果一覧に表示されている文献情報の論題をクリックすると，その文献の詳細表示画面に

切り替わります。画面左右の「PREV RESULT」「NEXT RESULT」をクリックすると，検索結果で前

後にある文献を表示できます。 

←著者名  ↓収録雑誌名.出版年月日;巻(号):ページ.DOI 

 
スニペット(抄録の一部) 

全文無料公開     Article Types(文献の種類) 

 

←文献の言語 

 

抄録 

論題→ 

キーワード 

  

著者→ 

 

前の 
文献へ 

Article Types↓ ↓収録雑誌名.出版年月日;巻(号):ページ.DOI 

 
Link@東邦大学 

(「VI.文献を入手する」参照) 

次の 
文献へ 

論題 
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IV. 論理演算子と検索式 

1. 論理演算子（AND，OR，NOT）を使った検索 

文献検索の際に使用する AND，OR，NOT を論理演算子と呼びます。キーワードや検索式を論理

演算子で掛け合わせて検索することで,精度の高い計算を行うことができます。 

AND と OR は掛け合わせの順番が違っても結果は同じですが，NOT は順番により結果が異なる

ので注意が必要です。 

 

2. Advanced Search Builder 

 Advance Search Builder は，論理演算子を使った検索に便利な詳細検索機能です。キーワード

や検索履歴を掛け合わせて検索をすることができます。 

① PubMed のトップページまたは検索結果一覧の画面にある，”Advanced”あるいは”Advanced 

Search”をクリックします。 

トップページ 

検索結果一覧 

1 2 1 2 1 2

1  かつ  2      １  または  2      1 から 2 を除く 

1  AND  2        １  OR  2        1  NOT  2 

 

”Advanced”または 

”Advanced Search”をクリック 

”Advanced”をクリック 
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② Advanced Search Builder には、上方に検索キーワードを入力するボックスがあります。

このキーワードを中央の Query Box に追加し，検索を行います。 

下方には History and Search Details（履歴と検索詳細）が表示されます。 

 

 例：乳癌の画像診断において画像誘導生検は有効か，文献を調べる 

（前章で検索した”breast cancer diagnosis imaging”と”image-guided biopsy”を 

AND で掛け合わせて検索する） 

① 検索ボックスに”image-guided biopsy”と入力し，”ADD”を選択します。 

② “image-guided biopsy”が Query box に追加されたら，Search ボタン横の「v」を   

クリックし，”Add to History”を選択します。 

③ “image-guided biopsy”と，検索結果数が History and Search Details に追加されます。 
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④ “breast cancer diagnosis imaging”の左側にある「…」をクリックし，”Add query”を

選択します。 

⑤ “breast cancer diagnosis imaging”が Query box に追加されます。 

⑥ ”image-guided biopsy” の左側にある「…」をクリックし，”Add with AND”を選択  

します。 

⑦ Query box に”AND (image-guided biopsy)”と追加されます。これで”breast cancer 

diagnosis imaging”と”image-guided biopsy”両方のキーワードを含む文献を検索する

式ができました。式を確認し，”Add to History”をクリックします。 

⑧ “(breast cancer diagnosis imaging) AND (image-guided biopsy)”という検索式と，

検索結果数が History and Search Details に追加されました。ヒットした文献を見た

い場合は，Results に表示されている検索結果数をクリックすると，検索結果一覧の

画面に移動します。 
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V. 検索結果の絞り込み 

1. Filter を使った絞り込み 

検索結果を絞り込みたい時は，検索結果一覧の画面で左側にある Filter を使い，Article 

Type や Publication Date（出版年月日）で絞り込みを行います。 

↓ Filter ① Results by Year 

ヒットした文献の出版年がグラフで示されています。

グラフの横軸上にある「○（スライダー）」を 

ドラッグすることで，絞り込みができます 

 

②～⑤ 各項目の左側にあるチェックボックスをクリックして

絞り込みを行います。 

② Text Availability 

論文の入手可否について，抄録がある文献，無料公開され

ている文献，フルテキストへのリンクがある文献（東邦で

契約外のものも含む）に絞り込みができます 

③ Article Attribute 

Associated data（研究データの引用情報，補足資料など）

が含まれる文献に絞り込みができます 

④ Article Type 

論文形式や研究デザインで絞り込みができます 

⑤ Publication Date 

出版年月日で絞り込みができます。1year，5years，

10years を選択すると，直近 1 年間，5 年間，10 年間に

出版された文献に絞り込みができます。 

“Custom Range”を選択すると，開始と終了の年月日を 

指定して絞り込みができます 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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2. Filter の追加 

 検索結果一覧の画面には，デフォルトでは”Language”（言語）などの Filter は表示されてい

ません。また，”Article Type”についても，一部項目しか表示されていません。 

 画面に表示させる Filter を追加する場合は，Filer 下部の”Additional filters”をクリック

し，追加したい Filter および項目を選択します。 

 

① “Additional filters”をクリック 

② 追加したい Filter の項目を選択 

③ ”Show”ボタンをクリックすると， 

検索結果一覧の画面に選択した 

Filter および項目が追加されます 

 注意点 

”Additional filters”は，画面に表示される Filter

を追加する機能です 

絞り込み検索を行いたい場合は， Filter を追加後，

チェックボックスを選択する必要があります 
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VI. 文献の入手 

1. 文献入手の流れ 

PubMed に収録されているほとんどの文献は本文が収録されていないため，検索結果をもとに，

下記手順で文献の入手を行います。 

 

2. 「Link@東邦大学」を使った文献入手 

PubMed【東邦版】で文献検索をすると，「Link＠東邦大学」アイコンが

全ての検索結果に表示されます。 

このアイコンをクリックすると，その文献について，電子ジャーナルの契約状況やメディア

センターでの所蔵の有無など，入手方法をナビゲーションする画面が表示されます。 

① 入手したい文献の詳細表示画面右側にある，「Link＠東邦大学」をクリックします。 

 「Link＠東邦大学」の上に，出版社のアイコンが表示されていることもあります。出版社

のアイコンは，電子ジャーナルが契約外のものや，Pay Per View 文献の場合にも表示され

ますので，「Link@東邦大学」アイコンをクリックしてください。 

 右のアイコンのように，「Free」「OpenAccess」といった表記がある

場合は，文献が無料公開されています。 

※Pay Per View について，詳しくは電子リソースポータル

（https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/er.php）をご覧ください。 

 

無料or契約のある
電子ジャーナルを探す

メディアセンターの
所蔵を探す

学外から取り寄せる

文  献  入  手 

電子あり 

なし なし 

所蔵あり 

電子ジャーナルのサイトへ 館内で探す or 文献複写申込 
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② 利用可能な電子ジャーナル，雑誌（印刷版）の所蔵状況が表示されます。 

 

医学メディアセンターブックマークシリーズ No.38 

「PubMed【東邦版】の使い方 基礎編」 

発行年月日：2021 年 3 月 31 日 

発行者：東邦大学医学メディアセンター 文献検索ヘルプデスク（内線 2444） 

HP：https://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/mnc_search.php 

メール：mnc_search@ml.toho-u.jp 

「フルテキストを見る」ボタンをクリックすると，

論文の本文へアクセスします。 

        の場合は，文献が掲載されている

電子ジャーナルのトップページへアクセスします。 

              が表示されている  

場合は，Unpaywall というサービスを使って，  

リポジトリなどで文献が無料公開されてないか  

調べることができます。 

学内に印刷版の所蔵がある場合，  

所蔵情報が表示されます 

クリックすると，文献取り寄せの依頼画面へ

移動します。 

学内に印刷版の所蔵がある場合は，文献を 

スキャンした PDF ファイルを無料でご提供 

します。学内に所蔵が無い場合は，学外から

紙での有料取り寄せとなります。 
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