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文献検索の基本

看護師のための

北海道大学附属図書館研究支援課 医系グループ保健科学研究院図書室

川村 路代 （ヘルスサイエンス情報専門員 基礎）

literacy02@ml.hokudai.ac.jp

看護研究研修 2019.6.28



Q. 文献ってなに？
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A. ある事柄を知るためのよりどころとなる文章・記録であり

研究上の参考となる資料を文献と呼びます

とくに原著論文を優先して読むとよいでしょう

文 献

図 書

雑誌論文

インターネット

新 聞

原著論文

レビュー論文

レター論文

会議録



Q. どうして文献を調べないといけないの？
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A. 自分のテーマに関して「すでに明らかになっていること」と

「明らかになっていないこと」を理解するために

文献レビューをおこないます

上原佳子, 長谷川智子, 佐々木光隆. 堅苦しい?難しい?No!No!目指せ研究発表! 若葉さんと楽しく学ぶ 看護研究はじめてさ
んナビ(第2回) 文献ってどうして調べる?どうやって調べる? オペナーシング. 2018, vol. 33, no. 2, p. 186–188.

「母親の面会」というテーマで

検索したら「母親の想い」に関する

文献は見つかったけど

「面会の頻度と愛着の関係」を

扱った研究はなかった！

文献をよく調べないで研究をしたら

もう同じような研究がたくさんあって

時間の無駄になってしまった…

OK NG



Q. 文献はどうやって調べたらよいの？
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A. 文献の種類ごとに調べるためのツールも異なります

雑誌論文を探すには 医中誌Web というデータベースが

おすすめです

文 献

図 書

雑誌論文

インターネット

新 聞

図書館・書店

医中誌Web

公的機関・学会の
ウェブサイト

データベース・縮刷版



Q. 医中誌Webはどうすれば使えるの？
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A. 北大のネットワークに接続したPCから使用できます

医中誌Web https://login.jamas.or.jp/



Q. どんな言葉で検索すればいいの？
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A. 用いるキーワードによって検索結果は大きく変わってきます

キーワードの候補をたくさん考えてみることと

実際に検索してみて試行錯誤することが大切です

ひとつも

ヒットしなかった！

ものすごくたくさん

ヒットしちゃった！



①助詞ははぶく 終末期 がん患者 褥瘡ケア

②単語にわける 終末期 がん 患者 褥瘡 ケア

③必要最小限に絞る 終末期 がん 褥瘡

キーワードの考え方
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例：終末期のがん患者への褥瘡ケア

「患者」「治療」「疾患」「方法」「ケア」などの単語は

省略した方が多くの文献がヒットします



キーワードの考え方
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④同義語や関連する言葉を考えてみる

終末期 ： ターミナルケア

がん ： 癌 腫瘍 悪性新生物

褥瘡 ： 床ずれ 圧迫性潰瘍

同じ概念でも論文によって使用されている言葉が違うかもしれず、

ひとつの言葉だけで検索したのでは

目的の文献を探し出すことができない場合があります



複数のキーワードを組み合わせて検索するときには

論理演算子（OR・AND）を使います

キーワードAとキーワードB

いずれかを含む論文を検索

A OR B

がん 腫瘍

キーワードAとキーワードB

両方を含む論文を検索

A AND B

終末期 がん

キーワードの組み合わせ方
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医中誌Webでの検索
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キーワードを入力→検索 をひとつずつ繰り返します

同じ概念のチェックボックスすべてにチェックを入れ

プルダウンをORに変え履歴検索をクリックします

すると #3に #1 or #2 の検索結果が表示されます



医中誌Webでの検索
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がん と 褥瘡 についても同様に検索してみます



医中誌Webでの検索
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最後にOR検索の結果にチェックを入れ

履歴検索（AND検索）をクリックします



シソーラス
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医中誌Webの論文にはシソーラス用語がつけられています

文献によって異なる用語で表現されている事柄や概念を

一つの用語にまとめたものがシソーラスです

シソーラスのおかげで検索する人が論文を見つけやすくなります

SNSで使われる #ハッシュタグとちょっと似ていますね



シソーラス
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シソーラスでは広い概念から狭い概念へ

階層構造となって整理されています

シソーラスの階層構造の例

←上位語（広い概念） 下位語（狭い概念）→

幼児

青年

年齢別集団

乳児

成人

小児

中年

高齢者人間

「小児」で検索すると

下位語である「乳児」や「幼児」の

シソーラスがついている論文もヒットします



シソーラス
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シソーラスを用いて検索をすると検索漏れやノイズが減り

検索の精度が高くなります

ヒット

キーワード検索「がん」

論文1

がん
論文2

癌
論文3

腫瘍

ヒット ヒット ヒット

シソーラス検索「腫瘍」

シソーラス：腫瘍 シソーラス：腫瘍 シソーラス：腫瘍

論文4

がんばり

ヒット



シソーラスへのマッピング機能
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と検索した場合…癌 検 索

適切なシソーラス用語
「腫瘍」 へ自動的に変換

ヒット ヒットしない

×〇

医中誌Web 一般のデータベース



検索結果の絞り込み
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検索結果を一定の条件で絞り込むときには

更に絞り込む をクリックします

論文種類の「原著論文」「会議録除く」や

収載誌発行年による絞り込みが

よく使われます



検索結果の保存
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ダウンロード から検索結果の一覧と検索式を

保存することができます



Q. 検索結果が多くなりすぎてしまいました
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A. 以下のような方法を試してみましょう

ノイズ（無関係の文献）が多くないか確認する

例） (小児/TH or 小児/AL) 「〇〇病院小児科」などもヒット

→ （小児/TH or 小児/TA）

より具体的なキーワードにしてみる

例） 虐待 → 児童虐待

雑誌名や著者所属にある言葉がたくさんヒットしている場合は

タイトル・抄録に限定して検索する /TA タグを使うのがおすすめです



Q. 検索結果が少なくなりすぎてしまいました
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A. 以下のような方法を試してみましょう

ヒットした文献の参考文献を確認する（雪だるま式検索）

入手した文献の参考文献には

関連しそうな文献があるかもしれません

見落としているキーワードやシソーラスがないか確認する

同義語をOR検索してみたり

シソーラスの上位語を使ってみるのも一つの手です



Q. 論文の入手方法は？
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A. 以下のような方法で入手できます

ほかに

①電子ジャーナル

医中誌Webの検索結果画面にあるアイコンをクリックすると

無料で入手できる場合があります



Q. 論文の入手方法は？
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A. 以下のような方法で入手できます

②図書室

学内の図書室に所蔵があればコピーを取ることができます

北大図書館のページから雑誌名で検索してみてください

北大 図書館

平日
9-17時
OPEN

保健図書室



Q. 論文の入手方法は？
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A. 以下のような方法で入手できます

③コピーの取り寄せ

有料でコピーを取り寄せることができます

申込窓口は医学部図書館です



Q. まだちょっと自信がありません
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A. 怖がらずにどんどんさわってみましょう

以下のような検索実験も有効です

• 2人で別々に文献検索を行い

検索式と結果を比較してみる

• 手元によい論文があれば

自分の検索式でヒットするかチェックしてみる

なれないうちは面倒に感じるかもしれませんが

看護研究だけではなく、日常のケアを実践する中でも

文献を検索できる力は役に立ちますよ



文献検索相談・代行サービス

個別に検索式へのアドバイスをおこないます

北大 文献検索相談

A. 図書館スタッフへお気軽にご相談ください！

Q. それでもやっぱり難しいです…
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30分講習会

個人・少人数単位でデータベースの利用法を学べます

北大 30分講習会

おまちしています


