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PubMed＝アメリカ国立医学図書館が作成している MEDLINE を、インターネット上で世界中に無料
で提供しているものです。医学分野の代表的なデータベースといえます。

１

アクセス～PubMed LinkOut～
電子ジャーナル閲覧可

冊子体(紙媒体)蔵書検索

本学専用 URL；http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=ijpfmulib
本学専用 URL からアクセスするとオリジナルアイコンが表示されます。これを PubMed LinkOut といい
ます。どこからでもアクセスできますが、電子ジャーナルフルテキストの閲覧は学内からのみ可能です。
「FMU Online」は電子ジャーナルのフルテキストが閲覧可能なものに表示されます。
なお、PubMed と提供元との関係により実際は契約していてもアイコンを表示できないもの、フルテ
キストの掲載期間が異なるものがあります。アイコンが表示されない場合は電子ジャーナルリスト
http://www-lib.fmu.ac.jp/lib/e-journal/で確認することをお勧めします。
「福島医大所蔵確認」については 2 ページをご参照ください。
PubMed（福島医大専用入口）をクリック

図書館 HP (http://www-lib.fmu.ac.jp/) の「データベース」から

クリック

2

検索

検索語を入力すると自動
的に候補語が表示されま
す。「Turn off」をクリッ
クするとこの機能は無効
になります。

→6 ページ参照
→6 ページ参照
→2 ページ参照
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３

My NCBI で変更可能
（5 ページ参照）

検索結果をみる

2 ページ下部をご覧ください

総件数

論題：クリック
すると下の画面を
表示します

著 者
出典：雑誌名・巻号・
ページ・doi

クリックすると電子ジャーナルの
フルテキストにリンクします
クリックすると冊子体(紙媒体)の所蔵情報を表示します

詳細は Library Catalog で確認（蔵書検索にリンク）

＊検索結果の表示を変えたいとき
⇒検索結果画面左上の 3 項目

[形

式]

[表示順]

＊検索結果の保存⇒検索結果画面右上
「Send to」をクリック

[表示件数]

初期設定では検索結果を「Summary」形式
で１ページに 20 件ずつ、PubMed 登録日の
順に表示しています。
本学オリジナルアイコンは Abstract 画面
で表示されます。

「Clipboard」は 8 時間保存可能。検索結果画
面上部および PubMed トップページ（1 ページ
参照）に件数を表示します。「Collections」
は My NCBI (5 ページ参照)機能の一つで、長
期間保存できます。
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４

絞り込み ～Filters Sidebar～検索結果の左側に表示

☆例：5 年以内に出版された Review に絞り込む
Filter（複数選択可）
をクリックすると左
に「✓」が入ります。
Clear all…Filter を
解除します。解除する
まで（別のキーワード
等で検索しても）
Filter は検索に反映
されます。

選択した Filter を表示

解除

Show additional
filters…カテゴリを
追加表示するときは
ボックスにチェック
を入れ、「Show」を
クリックします。
英語以外の文献に表記

【カテゴリの説明】
Article types
Text availability
Publication dates
Species
Languages
Sex
Subjects
Journal categories
Ages
Search fields

論文種類
抄録、無料のフルテキスト、フルテキストを含むもの
出版日
人間か動物か
言語。PubMed に収録されている文献の約 9 割は英語で書かれています。英語
以外の言語を使用している文献には、検索結果の論題に角カッコがついてい
ます。
性別
特定の項目
雑誌分類。「Nursing journals」を選択すると、看護系の雑誌に掲載された
文献に絞り込めます。
対象年齢を絞り込むときに使います。
「年齢群」で表示されます。
著者名等その他の項目を表示します。
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５

Advanced

(詳細検索)

この画面から検索を始めることができます

＊トップページ他画面上部に表示される「Advanced」の文字をクリックします

Builder…検索式の組み立て

History…検索履歴

機能１：著者名・誌名・出版日等の検索

初期設定の「All Fields」では
全項目が対象となります。Author
（著者名）、Journal（誌名）、DatePublication（出版日）等項目を
指定して検索できます。

「Show index list」をクリックすると、
候補語と検索結果件数を表示します。

機能２：履歴検索【例：hay fever と histamine antagonists とをかけあわせる】
hay fever, histamine antagonists でそれぞれ検索した後の画面

Builder にも自動的に表示されます

「#1」「#2」の「Add」をクリックすると
検索式が表示されます。
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６ My NCBI～アカウントを作って、PubMed をより便利に～
PubMed トップページ右上
「Sign in to NCBI」を
クリック

Register 画面で
Username, Password などを登録

Google アカウント
も利用できます。

【メールアラートの設定】

「Create alert」をクリックする
と右の画面が表示されます。

【フィルター機能】

My NCBI トップページ右下「Filters」
→「Manage Filters」をクリック

「Select category 」で種類を選び、
「Active」の項目にチェックします。
設定後 My NCBI にログインした状態で
検索すると、全体の検索結果の他に、
フィルターごとの結果も表示される
ようになります。
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7

文献の書誌事項を確認する～Single Citation Matcher を使う～

手持ち文献の書誌事項に不明な点がある場合、または断片的な情報を元に文献を探す場合「Single Citation
Matcher」が便利です。雑誌名、著者名などを入力すると、その条件に合致するものがヒットします。
＊すべての項目を入力する必要はありません。
雑誌名。一部を入力すると候補語を表示します。

[PubMed トップページ]

号

出版年月日
巻

開始ページ
著者名
論題に含まれる言葉
Single Citation Matcher をクリック

8

Clinical Queries

～臨床医学領域の文献検索～

Clinical Queries＝あらかじめ臨床医学領域の文献検索を想定した検索機能が付与されており、EBM に使える
文献を探すことができます。ただし、網羅的な検索結果を得たい場合には通常の PubMed
検索を行った方がよいとされています。
検索語を入力しクリック
[PubMed トップページ]

Clinical Queries をクリック

【参考文献】岩下愛, 山下ユミ. 図解 PubMed の使い方 : インターネットで医学文献を探す
第 7 版. 東京:日本医学図書館協会; 2016 [請求記号 490.7||Zu 11]
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000042106(学内限定・電子ブック)

ご質問・お問い合わせ

講習会お申込み

Twitter

福島県立医科大学附属学術情報センター図書館 http://www-lib.fmu.ac.jp/
e-mail：serial@fmu.ac.jp 内線：2855
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