平成 25 年度 薬学部 3 年生向け

文献検索ガイダンス
❶ 情報探索とは？
①
②
③
④

基礎調査（入門書・教科書）
事実調査（ファクト情報の調査）
遡及調査（そのテーマに関する過去の成果を調査） ＝ 文献検索
新刊調査（最新号のブラウジング→研究動向の把握）

❷ 図書・雑誌をさがす
長崎大学で所蔵している資料を検索する場合 ・・・ 長崎大学蔵書検索（OPAC）
探している資料を長崎大学で所蔵しているか否か、
所蔵している場合は、どこで所蔵しているのか、現在貸出可能な状態にあるのかを調べることができます。
タイトルや著者名などの情報からは検索できますが、図書の内容からの検索はできません。
＜所蔵情報の見方＞

本の背表紙
491.5
88
1376576

請求記号と図書 ID は、図書の背に
貼付している背ラベルに対応してい
ます。
貸出中の場合は、予約ができます。
をクリックすると、統合
認証画面が開きますので、ご自分
の長大 ID とパスワードでログインし
てください。画面の指示に従って登
録していくと、予約ができます。
ただし、この Web を使ったサービス
を My Library と呼んでいます。

My Library（マイライブラリ）とは・・・
みなさん 1 人 1 人専用の図書館サービスのページです。
・図書の予約、他館からの本の取り寄せ
・貸出中の図書の返却期限の確認
・貸出期間の延長（2 回まで）
・他館からの文献複写の取り寄せ（有料）
などを Web 上から行うことができます
※ このサービスを初めて利用する場合は、連絡先の登録を行ってください。
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❸ 文献検索とは？
文献検索（遡及調査）とは、自分の研究テーマに関連する論文（文献）を調査する
ことです。学術論文では、過去にどのような研究が行われ、どんな見解が示され
てきたのかを踏まえた上で、新たな主張を述べることが求められます。内容の重
複を避けるためにも、必ず行ってください。
但し、長崎大学図書館 OPAC をはじめ、蔵書検索システムでは、雑誌の所蔵の
有無は検索することができますが、雑誌の中に掲載されている、論文の情報（論
文のタイトル、著者名、掲載情報）までは、調べることができません。

＜文献検索の 3 つのプロセス＞
（1）主題の設定
何について調べるのか？→最適なキーワード（検索語）の選定
どこまで遡るか？言語は？どのデータベースを使用するのか？
（2）文献の調査（文献の検索と確定）
文献情報データベース

学術雑誌に掲載されている論文の情報を集めたデータベース
→組織的・網羅的な調査が可能

国内論文 --- CiNii Articles（サイニイ アーティクルズ）， 医学中央雑誌
海外論文 --- Scopus（スコーパス）， PubMed（パブメド）
・検索結果の抄録等により、要/不要を選別（文献の確定）
・論題・著者および掲載箇所を確認（文献入手の際の重要なポイント）
（3）文献の入手
＊ 電子ジャーナル（長崎大学電子ジャーナルナビゲーション）
・・・雑誌論文を電子化して、Web 上で見れるようにしたもの
＊ 学内蔵書（OPAC）
＊ ILL（他大学から図書の貸借・文献複写の依頼

❹ 文献情報データベースを用いた文献検索
Scopus（スコーパス）
エルゼビア社の学術情報ナビゲーションツール。1966 年以降の化学・技術・医学・社会科学・人文科学
分野などの 18,000 誌以上のジャーナルの情報が収録されています。
＜Scopus の検索機能＞

【1】

【1】検索タブ
文献検索のほか、特定の著者の論
文を一括検索できる、著者検索や
著者の所属機関から検索する所属
機関検索などがあります。

【2】

【2】検索の絞り込み
出版年や文献のタイプを指定して
検索することができます。
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例）Drug delivery system（薬物送達システム）に関する論文を探してみましょう。
検索キーワードがフレーズの場合は、
""（ダブルクォーテーション）または{}（中括弧）で囲って検索します。
""（ダブルクォーテーション）
曖昧なフレーズ検索。記号は無視、単数形・複数形の両方の検索ができます。
"drug delivery system”の場合は、”drug-delivery system”（ハイフン有）や ”drug delivery
systems”（複数形）も検索します。

{}（中括弧）
厳密なフレーズ検索。指定文字列を厳密に検索。記号も検索。
{drug delivery system}の場合は、”drug-delivery system” や”drug-delivery systems”は
検索しません。

＜検索結果画面＞
Scopus 収録文献の中
で、この論文を引用して
いる文献の情報を確認
することができます。
この画面では最新の
2 件が表示されます。
本文を利用したい場合
は、
を
クリックして、電子ジャ
ーナルナビゲーション
のページを開きます。

＜出版者サイトの該当論文ページ＞

開いたページ内に、
Download PDF や
Get PDF などのリンク
がある場合は、クリック
する と フル テ キ ス ト が
開きます。
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＜検索演習 1＞
① Therapeutic drug monitoring（治療薬物モニタリング）に関して論じている論文を
Scopus を用いて調べてください。
② 検索結果の中から、最も被引用回数が多い論文を探して、フルテキストを開いてみましょう。

さらに一歩進んだ検索をするならば・・・
設定したキーワードが略語として使用される可能性がある場合は、検索のモレを防ぐ
ために、略語も検索語に追加してみましょう。
今回の場合であれば、Therapeutic drug monitoring と、その略語である
TDM の両方を検索語として設定します。
どちらか一方を含めばいいので、論理演算子の OR を使います。

PubMed（パブメド）
NLM（米国国立医学図書館）が提供する生物医学分野の無料文献検索データベース。
長大専用の PubMed：http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=ijpnulib をご利用ください。
＜PubMed の検索機能＞
【1】Using PubMed
PubMed の詳しい使い方。
FAQs のページもあります。

【1】

【2】

【3】

【2】PubMed Tools
便利な検索ツール。
特定の論文の検索ページや
PubMed モバイル版のペー
ジなどがあります。
【3】More Resources
その他の情報資源。
MeSH の検索もできます。

例）antihypertensive drugs（降圧剤）の pharmacokinetics （薬物動態）について
論じている論文を調べてみましょう。

この検索式でも間違いではないけれど・・・

antihypertensive drugs
antihypertensive agents

どちらも降圧剤を意味します。

著者がどちらの単語を使っているかわからないので、片方で検索すると検索漏れしてしまう可能性が・・・。
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MeSH（メッシュ）を使って検索してみよう！
MeSH（メッシュ）は、著者によって表現が異なる医学用語を統一させた用語。
統制語である MeSH を使って検索することで、表記の違いで生じる検索漏れや
ノイズを回避することができます。
※MeSH（Medical Subject Headings）医学主題標目
米国国立医学図書館 (NLM) が定める生命科学に関する統制用語集
まず、降圧剤の MeSH を調べます。検索タブを MesH に切り替えて、“antihypertensive drugs”と入力
して検索します。

降圧剤の Mesh は“antihypertensive agents”であることがわかりました。

設 定 し た MeSH
や Subheadings
は、ここに表示さ
れます。

MeSH の内容を絞りこむ場合は、Subheadings（副題）を設定します。
Subheadings を用いると、そのキーワードが論文に含まれていなくても、
関連論文を検索してくれます。今回の例であれば、pharmacokinetics
（薬物動態）というキーワードの有無に関係なく、投与後の薬物の体内での
動きについて論じた論文であれば検索してくれます。そこが、and 検索との
違いになります。
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さらに、Limits 機能を使って、文献のタイプや言語、出版年などを絞り込むこともできます。

記事のタイプ
本文の有無
出版時期
ヒトかアニマルか
言語
性別
分野
収録誌の種類
年齢
検索項目の指定

本文を利用したい場合は、
ます。

をクリックして、電子ジャーナルナビゲーションのページを開き

掲載誌情報

PubMed の掲載誌名は、略誌名が表示されま
すので、左クリックをして、NLM Catalog を選択
すると完全な誌名情報を確認することができます。
同時に出版者や ISSN の情報も確認できます。

＜検索演習 2＞
① gene delivery（遺伝子デリバリー）に関して、日本語で書かれた Review（レビュー論文）を
PubMed を用いて調べてください。
② 検索結果の中から、電子ジャーナルが利用できる論文を探して、フルテキストを開いてみましょ
う。
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PubMed の便利な検索機能 ---Single Citation Matcher（文献情報からの検索）

雑誌名
出版日付
巻

号

ページ

著者名

論題に含まれる単語（論題）

巻・号・ページ、出版年などの文献情報から論文
を検索することができます。論題はわかるけど、
雑誌名が分からない場合などにも便利です。

正式な雑誌名や ISSN などの雑誌情報を得たい場合には、Journals in NCBI Databases が
おすすめです。単語を入力すると、候補となる雑誌名を予測変換してくれます。

❺ 電子ジャーナルナビゲーション
長崎大学で利用可能な電子ジャーナルポータルサイト。データベース詳細画面に
のア
イコンを設定しています。バナーをクリックすると、電子ジャーナルナビゲーションのページにリンクします。

【電子ジャーナルはこんなに便利♪】
・いつでもどこでも 24 時間利用が出来る。
・冊子体より早く読める場合がある
・行方不明、誰かが使用中で利用できない
ということもない。
・関連論文へのリンクがある
検索ボックスにタイトルまたは ISSN を
入力して検索するか、タイトルの頭文字
から雑誌を選択してください。分野別・
出版社別での検索もできます。
サイテーションリンカーを用いると、
論文名からの検索もできます。
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＜HTML と PDF について＞ フルテキストの形式には、HTML と PDF があります。
HTML・・・ホームページの形式。リンクがあるので、参考文献を辿って
いけるという利点があります。
PDF・・・印刷した時に雑誌を印刷した場合と同じ形式になる。

❻ その他のサイト・データベース
＜文献検索＞
◆ 医学中央雑誌 http://login.jamas.or.jp/ 【同時アクセス 9】
→ 国内発行の医学・薬学・歯学の学術雑誌のべ約 5,000 誌から収録した約 630 万件の論文情報
が検索可能。
◆ SciFinder https://scifinder.cas.org/
→ CAS（Chemical Abstracts Service）が開発・提供している化学関連情報のオンラ イン検索デ
ータベース。
◆ JDreamⅢ http://jdream3.com/
→ 科学技術振興機構（JST）提供の科学技術や医学・薬学関係の文献情報データベースサービス。
＜薬学関係データベース＞
◆ The Cochran Library
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html
→ 治療や予防のエビデンスとなる情報を探す際に有効なデータベース。システマティック・レビュー
など複数の EBM データベースを収録している。
◆ iyakusearch ※無料 http://database.japic.or.jp/nw/index
→ 「医薬文献情報」の書誌情報の検索及び「学会演題情報」「医療用医薬品添付文書情報」「一般
用医薬品添付文書情報」「臨床試験情報」「日本の新薬」「学会開催情報」も無料で利用できる。
＜学術文献専門の検索エンジン＞
◆ Google Scholar（グーグル・スカラー） http://scholar.google.co.jp
→ 論文、学術誌、出版物などから検索する Google 社の検索エンジン。通常の検索エンジンでは拾え
ないものも拾うことができます。
◆ Scirus（サイラス） http://www.scirus.com/
→ エルゼビア社の科学技術専門の検索エンジン
※検索エンジンを使う場合は、学術文献専門の検索エンジンを使いましょう。
通常の検索エンジンでは探せない学術論文や博士論文、特許論文などの情報を得ることができます。

Scopus も PubMed も、自宅や研修先などの学外からも利用可能です！
長崎大学で契約しているデータベースや電子ジャーナルの利用は、学内のキャンパスからのアクセ
スが原則となっていますが、リモートアクセスサービスを使うと、自宅や研究先などの学外からもご
利用いただくことができます。
学外から利用可能なデータベースは、
が目印です。
ログインページと詳しい利用方法は、下記ページをご覧ください。
http://ezproxy.lb.nagasaki-u.ac.jp/login
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「ジャックス」や「プロナス」って聞いたことある？
長いタイトルの洋雑誌。日本国内では略称で呼ぶ場合があります。例えば、化学分野最高
峰の学術雑誌である米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」は、
「ジャックス」、ドイツ化学会誌「Angewandte Chemie International Edition」は「アンゲ」などと呼ばれていま
す。他に略称で有名な雑誌として、「プロナス」があります。これは「Nature」、「Science」と並ぶ有名な総合学術
雑誌「Proceedings of the National Academy of Science」の略称です。但し、これらの略称は、国際的には
通じません。国際的な略称は、略語を用いた略誌名を使いましょう。
＜薬学系のジャーナルでよく見かける略語＞

Biochem. → Biochemistry
Chem. → Chemistry
Immunolo. → Immunology

Int. → International
Lett. → Letters
Mol. → Molecular

Org. → Organic
Pha. → Pharmacy
Rev. → Review

＜参考サイト＞雑誌の略誌名から正式名を調べることができるサイトを複数紹介しています。
★Journal Abbreviation Sources http://www.abbreviations.com/

❼ 参考文献から文献を探す
論文などの最後に記載されている参考文献をもとに、関連する新たな論文に辿りつくこともできます。
テーマに関連する論文の参考文献のリストから、連鎖的に文献を探していく方法ですので、手軽でありなが
ら、重要な情報源を得ることができて大変有効です。
参考文献が図書か雑誌かによって、資料の探し方が異なりますので、正しい見極め方を覚えてください。
参考文献の表記法はいろいろありますし、分野や雑誌によっても異なります。
今回は、近年主流になりつつある参考文献の表記法を例にして、見極め方を紹介します。
★和図書の場合
著者名（出版年） 「論題名又は章題名」 『書名』 編著名 出版者 掲載ページ
例）飯沼賢司（2010） 「環境歴史学の可能性」 『環境と歴史学』 水島司編 勉誠出版 64-73.
★洋図書の場合
著者名（出版年） 論題名又は章題名 In 編著名 書名 出版地 出版者 掲載ページ
例）Phillips SJ. （1995）Hypertension and stroke. In Laragh JH, editors. Hypertension：
pathophysiology, diagnosis, and management, 2nd ed. New York : Raven Press. p.465-78.
図書の場合は、必ず出版者があるので、そこで図書か雑誌かを見極めることができます。
洋図書の場合は、書名の前に In の記述がある場合もあります。また、出版地の記述がありますので、そこ
からも判断することができます。
★和雑誌の場合
著者名（掲載年） 「論文タイトル」 『雑誌名』 巻数（号数） 掲載ページ
例）時実象一（2008） 「電子ジャーナルの長期保存」 『情報の科学と技術』 58（2）：84-88．
★洋雑誌の場合
著者名（掲載年） 論文タイトル 雑誌名 巻数（号数） 掲載ページ
例）Vega KJ, Pina I, Krevsky B.（1996） Heart Transplantation is associated with an increased
risk for creatobiliary disease. Ann Intern Med. 124（11）: 980-3
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雑誌の場合は、必ず巻号があるので、そこで図書か雑誌かを見極めることができます。
洋雑誌の場合は、雑誌名をイタリック体で記述する場合もあります。
★電子ジャーナルの場合
著者名（掲載年） 「論文タイトル」 『雑誌名』 巻数（号数） 掲載ページ ＜入手先＞ （参照日付）
例）久保百司ほか（2010） 「色素増感型太陽電池デバイスの量子論に基づくマルチスケールシュミレータ
の開発と応用」 『日本化学会情報化学部会誌』 27（5）：119
〈http://www.jstage.jst.go.jp/article/cicsj/27/5/119/pdf/-char/ja/〉 （参照 2013-10-04）
電子ジャーナルをはじめ、Web 上の情報の場合は、ページの後に入手先のアドレスを記述します。
また、突然情報が修正されたり、削除されたりする可能性があるため、参照日付も記載しておきましょう。
参考文献の書き方については、下記のサイトを参考にしてみてください。
☆参考文献の役割と書き方－科学技術情報流通技術基準（SIST）の活用
http://sti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST02-2007.pdf 〔科学技術振興機構〕

❽ 引用と著作権について
引用とは・・・ 自分の論旨を説明・証明するために、他人の文章や事例を引くこと。
著作権で保護された著作物から引用する際は、著作権法第 32 条および第 48 条により、以下の用件を
満たすことが条件とされています。
① 引用の必要性があること
② 自分の文章が主で、引用が従であること（正当な範囲内）
＜目安としては、自分の文章の 10 分の 1 以下＞
③ 他人の文章を括弧でくくるなどして、自分の文章と区別すること
④ 出所を明示すること
レポートを作成する際に、コピペ（他人の文章や意見をまるごとコピーして、貼り付け
ること）と呼ばれる行為はしていませんか？
引用元を明らかにせずに、いわゆるコピペでレポートを作成すると「剽窃」になりま
す。何を参考にしたのかを明示し、文章を引用して使用する場合は、その部分を「」
で囲むなどして、きちんと区別をしましょう。
剽窃とは・・・ 他人の作品・学説などを、自分のものとして発表すること。
出典：『大辞林』第 3 版（三省堂 2006）
＜参考文献＞
・学術情報探索マニュアル編集委員会（2006）編 『理・工・医・薬系学生のための学術情報探索マニュアル』 丸善
・吉田健正（2004） 『大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方』 ナカニシヤ出版
・藤田節子（2009） 『レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方』 日外アソシエーツ

附属図書館参考調査担当 松田 綾
電話：095-819-2200 / E-Mail：sanko@lb.nagasaki-u.ac.jp
図書館のカウンターにいます。いつでも気軽にお尋ねください。
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