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文献検索作業は、MEDLINE など（二次資料データベース）で検索を行い、該当文献 

の書誌情報を見つけただけではあくまでも未完成で、その文献の全文（一次資料）を

入手することで完成されます。 

EBSCO の「MEDLINE」「CINAHL」は、フルテキストデータベース（「Biomedical Reference 

Collection」）を同時に導入したことにより、その場で全文を見ることができます。 

これまで相互貸借を申し込んでいたことや、閉館のため雑誌を見られなかったこと

が改善されるのではないでしょうか。ただし、「Biomedical Reference Collection」

は、収録されるまでにタイムラグがありますので、最新情報は見ることができません。 
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１ データベースの紹介 

 

1-1 MEDLINE（医学情報データベース） 

 

National Library of Medicine(NLM)作成の医学分野に関する基本的な抄録データベースで、医

学、看護、歯科、獣医、健康、臨床科学等の医学情報をカバーしています。 

Index Medicus,the International Nursing Index,the Index to Dental Literature からのサイテーシ

ョンや米国をはじめ 70 カ国からの４，６００誌以上の生物医学雑誌が収録されています。 

   「Biomedical Reference Collection（全文データベース）」及び電子ジャーナルへのリンクによ 

   り検索結果から一部の雑誌はその場で全文を見ることができます。 

   収録範囲：１９６６年～ 

 

1-2 CINAHL（看護学情報データベース） 

 

   看護学に関連するデータベースで、看護とそれに関連する医療の 1,70０誌以上の専門雑誌、 

   介護系学位論文、限定された医療会議報告書などのインデックスと抄録 (全 920,000 レコー 

   ド以上)が収録されています。 

   「Biomedical Reference Collection（全文データベース）」及び電子ジャーナルへのリンクによ 

   り検索結果から一部の雑誌はその場で全文を見ることができます。 

   収録範囲：１９８２年～ 

 

 1-3 PreCINAHL（最新看護学情報データベース） 

 

   CINAHL に収録される前のデータで、インデクシング作業（CINAHL Headings や Cited 

References 等）が未処理の速報性を目的としたデータベースです。また、データが整備された

段階で CINAHL に収録されていきますので CINAHL との重複はありません。 

なお、PreCINAHL と CINAHL は、もちろん同時に検索可能ですので、最新のデータを必要とす

る場合は有用です。 

 

 1-4 Biomedical Reference Collection（BMRC）：全文データベース 

 

   医学関連の雑誌論文の全文データベースで、約８５０誌の査読出版物を含め、約９００の雑誌 

   の全文を収録しています。 

   Biomedical Reference Collection（BMRC） で利用可能な雑誌の全文は、 

   MEDLINE および CINAHL にリンクしています。 

   ただし、収録までに一定期間のタイムラグがあります。（１ヶ月～１年：約３割の雑誌） 



２ 検索機能 

 

 2-1  論理演算子 

 

 データベース検索でキーワードを組み合わせるには、論理演算子を使います。 

論理演算子は、ＡＮＤ（論理積）、ＯＲ（論理和）、ＮＯＴ（論理差）があります。 

 

 ◆ＡＮＤ検索         ［heart and transplantation］        

               “Ａ”というキーワードで検索される文献の集合と 

               “Ｂ”というキーワードで検索される文献の集合とが 

   Ａ     Ｂ     重なる部分を検索するもので、“Ａ”と“Ｂ”の両方を 

               含む文献ということになります。 
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◆ＯＲ検索           ［aids or hiv］      

               “Ａ”というキーワードで検索される文献の集合と 

               “Ｂ”というキーワードで検索される文献の集合の 

   Ａ     Ｂ     どちらかに含まれる文献を検索します。 

               重なりあう文献については、重複処理されています。 

              

 

◆ＮＯＴ検索          ［hormone* not adrenal cortex］ 

               “Ａ”というキーワードで検索された文献の集合の 

               うち“Ｂ”というキーワードで検索される文献を除い 

   Ａ     Ｂ     た文献を検索します。 

               ＮＯＴのあとのｷｰﾜｰﾄﾞが「除かれる」ｷｰﾜｰﾄﾞになりま 

               すので、ｷｰﾜｰﾄﾞの位置に注意してください。 

 

 ◆論理演算の優先順位 

 

   ＡＮＤ、ＯＲ、ＮＯＴの演算を一度に組み合わせる場合、これらの演算の優先順位に注意する 

   必要があります。 

カッコ「（  ）」を用いた演算、次にＮＯＴ演算、そしてＡＮＤ演算、最後にＯＲ演算の順に優先さ

れます。 

順位を間違えると、期待した結果が得られなくなります。 

 

            ＜入力例＞ 

（stomach or intestine）and perforation 

 



 2-2 トランケーションとワイルドカード 

 

 トランケーションまたはワイルドカードの記号を使用して、漏れなく検索することができます。 

★ 単数形と複数形を一緒に検索する場合、語尾変化のある単語をまとめて検索する場合、

英語と米語のスペルが違っている単語を検索する場合に有効です。 

★ 使い方によっては、ノイズを含んだりしますので注意が必要です。 

 

トランケーション記号 

（＊） 

0 文字以上の文字の代わりになります 

例】“cat*”⇒“cats”＋“catatonic”＋“category”を検索 

★外国人の氏名の場合は、使用してください “Willam,H*” 

ワイルドカード記号 

（？） 

１文字または 0の文字の代わりになります 

  例】“cat？”⇒“cats”を検索 

  例】“an？esthesia ⇒“anesthesia”＋“anaesthesia”を検索 

  例】“wom？n”⇒“woman ”＋“women” 

 

 2-3 完全一致検索（単語の位置関係の指定） 

 

   複数の単語は、入力した位置関係で検索します。 

   「AND」検索に比べて、精度の高い検索ができます。 

                   ＜入力例＞ 

occupational cancer ⇒ ４０５件

occupational and cancer ⇒ １０，７８７件   

 6

 

 2-4 フィールドの限定 

 

検索を特定のフィールドに限定するためには、「ﾌｨｰﾙﾄﾞ名 キーワード」と入力します。 

 

          ＜入力例＞ 

TI  cancer and YR 2002  

 

       「タイトル」        「発行年」 

 

 2-5 限定機能（⇒p.１０） 

   

  限定項目を指定して検索を絞り込むことができます。 

  例】全文=全文収録のものに限定／ 出版日=出版年月で限定／ 

学術誌（査読）=査読制の雑誌(学術誌)に限定（⇒p.３２） 

  ★ 選択したデータベースによって使用できる Limits 機能が制限されます。 



 2-6 拡張機能（⇒p.１１） 

 

 検索の範囲を広げる機能です。 

 

論文・記事の全文からも検索 

これをチェックしない場合には Index・Abstract の範

囲を検索しますが、ここにチェックを入れると、全文

からも検索を行います。 

デフォルトですべての検索用

語を含む 

キーワードを自動的に AND で結び、全ての 

キーワードが入っているものを検索します。 

関連語・同義語も検索 
キーワードの同義語や複数形も自動的に検索対象

とします。 

 

 2-7 アラート機能 

 

  関心のあるテーマを継続的に追跡したい場合は、 

① 検索式（キーワードの組み合わせ）（保存した検索履歴） 

② 雑誌名 を設定しておくと、それに合致した情報がデータベースに収録された時点で、メー

ルにて通知してくれます。（⇒p.２５～p.２７） 

 

３ 横断検索機能 

 

  「MEDLINE」「CINAHL」「PreCINAHL」「Biomedical Reference Collection」は、統一されたインタ 

  ーフェイスおよび検索方法により、データベースを組み合わせて一度に検索できます。 

  但し、その場合、検索機能等が制限されますのでご注意ください。 
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メニューの制限あり



４ ログイン方法 

 

  ①図書館ホームページの『卒業生サービス』をクリックします。 

  ②卒業生支援サービスメニューから『文献検索・EBSCOhost』をクリックします。 

  ③ユーザ認証画面で『学生番号』を入力します。 

  ④ユーザーID とパスワードを入力します。 

  ⑤EBSCOhost のホーム画面が表示されますので［EBSCOhost Login］をクリックします。 

 

 

 

５ データベース選択 

 

①EBSCOhost にログインすると下の画面が表示され

②左のボックスにチェックを付けるか、検索するデータ

すると検索画面が表示されます。 
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クリック 

くても
 

クリック 

ます。 

ベース名をクリックし［続行］をクリック 
「MEDLINE」「CINAHL」は、「BMRC」にリン

クされていますので、「ＢＭＲＣ」を選択しな
 

全文を見ることができます。 



６ 検索モードの選択 

 

  ２つの検索モードから選択します。 

     ①「基本検索（Basic）」・・・基本的な検索 履歴検索やｱﾗｰﾄ機能の利用はできません。 

     ②「詳細検索（Advanced）」・・・いろんな機能を利用し詳細な検索ができます。 

  通常は「Advanced Mode」画面が表示されています。 

 

 6-1 詳細検索（Advanced Ｓｅａｒｃｈ） 

 

  検索条件の右側の枠内に検索するキーワードを入力し、[検索]をクリックします。 

  検索語句は３つまでこの画面で入力できます。 入力した３つの語句は、左側のドロップダウン・ 

  メニューで AND/OR/NOT を選んで繋ぎます。 

 

    

  ※データベースを変更する場合は、ドロップダウン・メニューでデータベースから選択します。 

 

 6-2 基本検索（Basic Ｓｅａｒｃｈ） 

 

  検索条件の右側の枠内に検索するキーワードを入力し、[検索]をクリックします。 

  AND・OR・NOT などの演算子を使う基本的なモードです。 

 

   

ータベースを選択します。 

 

クリック 

おすすめ  
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クリック 
データベースを変更する場合は、ドロップダウン・メニューでデ
 



７ キーワード検索 

 

 7-1 詳細検索（Advanced Search） 

  ①検索画面の上にあるメニューバーから[キーワード]をクリックします。 

   通常、【キーワード検索】が選択されています。 

  ②［検索するフィルード］を選択、［検索条件：］にキーワードを入力し、［検索］をクリックします。 

  ③複数のキーワードを入力する場合、左側のドロップダウンメニューで「and／or／not」を選択 

   後、キーワードを入力し、［検索］をクリックします。 

  ④検索の限定や拡張を行う場合、限定項目や拡張項目にチェックを付け、［検索］をクリック 

   します。 

 

 

データベースを変更する場合は、ドロップダウン・メニューでデータベース

を選択します。 

クリック 

「M  

「B

合に全文に限定されます。 
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＜全文に限定する場合＞ 

EDLINE」のみでは限定不可です。

MRC」と「MEDLINE」を選択した場
 

限定項目 
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 7-2 基本検索（Basic Search） 

①［検索条件：］にキーワードを入力し、［検索］をクリックします。 

②複数のキーワードを入力する場合、キーワードの間に「and／or／not」を入力し、［検索］を 

クリックします。（必ず単語間にはスペースによる空白を入れて下さい） 

③検索の限定や拡張を行う場合は、限定項目や拡張項目にチェックを付け、［検索］をクリック 

します。 

 

 

データベースを変更する場合は、ドロップダウン・メニューで 

データベースを選択します。 

クリック 

限定項目

拡張項目



８ 検索結果 

 

 8-1 検索結果一覧 （タイトルリスト） 

 

  ①検索結果の一覧（タイトルリスト）が表示されます。 

  ②下の画面の例では、１２９８４件がヒットし、その内の１－１０件が表示されています。 

  ③１０件以降を表示するには、次へをクリックするか、「ページ：」の番号をクリックします。 

  ④５０件以降を表示するには、「ページ：」1 2 3 4 5 の次へをクリックすると 

「ページ：６ ７ ８ ９」と表示されます。 

 

   ◆「表示順」---「Date／Source／Author／Relevance」で並び順を変更できます。（①） 

   ◆「論文・記事名」---「詳細情報：Index/Abstracts」が表示されます。（②） 

◆「 PDF全文」---PDFによるページイメージの全文が表示されます。（③） 

◆「 Go to A-Z リスト」---電子ジャーナル A to Z に展開します。(④) 

◆「OPAC search journals」--当館の所蔵検索を自動で行います。(⑤) 

◆「NACSIS Webcat」－国立情報学研究所の所蔵検索画面に展開します。(⑥) 

◆「  Look for～」－無料で公開されている電子ジャーナルに展開します。(⑦) 

◆「追加」---表示が に変わり、選んだものがフォルダに入ります。(⑧) 

 

⑥⑤

⑦

③ ④ 

② 
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⑧

 



 8-2 詳細情報（抄録等情報） 

 

   ◆「検索結果リスト」---検索結果リストに戻ります。（①） 

   ◆「検索条件の見直し」---検索画面に戻ります。（②） 

   ◆「印刷」---印刷を行います。（③） 

   ◆「電子メール」---メール送信を行います。（④） 

   ◆「保存」---保存を行います。（⑤） 

   ◆「フォルダに追加」---フォルダに追加します。（⑥） 

   ◆「索引・抄録」---書誌事項が表示されます。（⑦） 

◆「 HTML 全文」---HTML による全文が表示されます。（⑧） 

◆「 Go to A-Z List」---電子ジャーナル A to Z に展開します。（⑨） 

◆「Google Author Link」――Google の著者検索を自動で行います。(⑩) 

   ◆「Google Title Link」――Google のキーワード検索を自動で行います。(⑪) 

◆「Excite Translate Link」--エキサイト（翻訳ソフト）にリンクします。(⑫) （参考⇒ ｐ．３３） 

◆「翻訳」---選択した言語（フランス語、ドイツ語）で表示されます。（⑬） 

 

 

 

   

              

⑧ ⑦ 

⑤④③

⑫
⑪ 

② 

⑩ ⑨ 

⑥ 

① 
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⑬



９ 履歴検索 

 

 9-1 検索履歴の再利用 

 

  ①詳細検索（Advanced Search）で検索し、［検索履歴／アラート］をクリックすると下のような検

索履歴が表示されます。 

  ②［検索条件に追加］にチェックを付け、「and」「or」「not」を選択し、［追加］をクリックします。 

 

  

 

クリック 

  ③［検索条件：］に検索式が表示

 

 

  

 

 

 9-2 検索履歴の保存 

 

  ①検索履歴を保存するには、［検

  ②ユーザー名とパスワードを入力

(「1９.個人アカウントの設定」（⇒
 

クリック

されますので、［検索］をクリックします。 
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クリック

索履歴／アラートの保存］をクリックします。 

しログインします。 

p.３０）） 



  ③検索履歴保存・アラート設定画面です。 「名前」及び保存形式にチェックを付けます。 

◆「保存済み検索履歴(永久)---「永久的に」保存。 

◆「保存済み検索履歴(一時保存、24 時間)」---一時的(24 時間だけ)保存。 

  ④最後に［保存］をクリックして完了です。  

(アラートの設定は「１７ キーワードアラートの設定」（⇒p．２７）） 

 
 

 9-3 検索履歴の実行 

 

  ①詳細検索画面で［検索履歴／ｱ

  で、［アラートの読み込み］をクリッ

  ②ユーザー名とパスワードを入力

  ③実行確認画面が表示されます

 

  ④［結果の表示］の［表示］をクリッ

 

クリック 

  ⑤検索結果一覧が表示されます

 

 

ﾗｰﾄ］をクリックすると登録している検索履歴が表示されますの 

クします。 

してログインします。 

ので、［保存済み検索履歴の読み込み］をクリックします。 

 

クします。 

 

クリック

クリック 

アラート登録の場合 

。 
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10 印刷・電子メール・保存 

 

 10-1 論文・記事を開いた画面から指定 

 

  論文・記事を開いた画面から印刷・E-Mail・保存を行うには、画面上部の 印刷、 電子メール

   保存をクリックします。 

  なお、「右クリック→対象をファイルに保存」では保存できません。 

 

  

 

 10-2 フォルダから指定 

 

  ①［ マイフォルダにアイテムがあります］をクリックします。 

  

 

②検索結果リストでフォルダに加えた論文・記事のリストが下記のような画面に出てきますの

で、 印刷, 電子メール, ディクスに保存 のいづれかを選びます。 

 

 

クリック 
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削除



11 雑誌検索 

 

  雑誌名から検索することができます。また雑誌の詳細情報が表示されます。 

  「Biomedical Reference Collection」のみ、こちらで雑誌アラートの設定を行います。（⇒ｐ.２５） 

 

 11-1 Biomedical Reference Collection （BMRC）（全文データベース） 

 

  ①メニューバーから［出版物］をクリックします。 

 

 

クリック 

 

  ②-1 雑誌で検索する場合は、［出版物の閲覧：］に雑誌名を入力します。 

   （雑誌名を全てではなく途中まで入力しても検索されます） 

  ②-2 Ａ～Ｚをクリックし、必要な雑誌を検索します。 
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③「Occupational」という語を含んだ雑誌が表示されるので、雑

 

 

 

  ④年代をクリックして必要な巻・号を探します 
 

誌名をクリックします。 

クリック 
 

クリック 



クリック 

 

 

タイムラグの表示 

（１ヶ月～12 ヶ月のﾀｲﾑﾗｸﾞ）

 11-2 MEDLINE・CINAHL 

 

  ①雑誌名で検索する場合は、［ブラウズ：］に雑誌名を入力します。 

    （雑誌名を全てではなく、途中まで入力しても検索されます） 

  ②Ａ～Ｚをクリックして必要な雑誌を検索します。 

   

③雑誌名をクリックします。 

  

クリック
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クリック 

 



12 インデックス検索（MEDLINE／CINAHL／BMRC） 

 

インデックスされている項目（Author, Entry Date 等）を指定し検索を行います。 

 

  

 

  ①［インデックスのブラウズ］から項目を選択し、［検索］をクリックします。 

   

 

13 サブジェクト検索（主題検索）（Biomedical Reference Collection のみ） 

 

 主題から検索することができます。 

  ①［ブラウズ：］に主題を入力し、［検索］をクリックします。 

  

  ②該当するサブジェクトをクリックします。 

  

 

クリック 

③該当のタイトルリストが表示されます。 
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クリック
 

 

 



14 引用文献検索（「Biomedical Reference Collection（BMRC）」のみ）  
 

 

 参考文献および関連文献から検索することができます。 

 引用している論文にたどり着くことができます。 

 

  ①メニューバーから［参考文献］をクリックします。 

  ②キーワードを入力し、[検索]をクリックします。 

 

  

 

クリック 

  ③参考文献から検索します。参考文献欄に掲載されている論文が表示されます。 

  ④チェックをつけ、［引用論文・記事の検索］をクリックします。 
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  ⑤上記の論文を引用している論文のタイトルリストが表示されます。 

  

  ⑥［参考文献(31)］をクリックすると、参考文献を一覧できます。 

 

クリック 

引用している論文 

 

 

 

同じデータ



＜著者名検索＞ ⇒ 自分の論文を引用している論文を検索できます。 

 

  ①キーワードを入力し、[検索]をクリックします。 

  

 

  ②参考文献から検索します。参考文献欄に掲載されている自分の論文が表示されます。 

  ③チェックをつけ、［引用論文・記事の検索］をクリックします。 

   

 

 

 

       

引用している論文へ 

クリック 

同じデータ 

引用してい

 21
クリック 

 

 

 

 

る論文へ



15 ＭｅＳＨ検索（MEDLINE 検索のみ） 

 

 15-1 ＭｅＳＨとは 

 

   ＭｅＳＨ（メッシュ）とは、Medical Subject Headings の略で、アメリカの国立医学図書館 

   （National Library of Medicine、NLM）が、索引誌 Index Medicusの見出し語として約40年前 

   に作成し、その後ＭＥＤＬＩＮＥデータベースのシソーラスとして利用されるようになったもので 

   す。毎年改訂されています。 

   用語間に同義語関係、上位語、下位語の階層関係、関連関係を示した統制語リストとして 

   体系化しています。 

   MeSHは、１論文あたり平均１０個は付与されています。 

   新MeSHが登録されると、遡及論文についても毎年リロードが行われています。 

        文献での表現              MEDLINEのキーワード 

        Cancer       

        Carcinoma   →    ＭｅＳＨ  →  Neoplasms 

        Neoplasm 
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ＭｅＳＨには、２つの大きな特徴があります。 

   １つは用語間の階層構造がしっかりしていること。 

   １つは各用語に共通性の高い約１００語をサブヘディングとして分けていることです。 

   ＭｅＳＨ用語はすべて一般的な広い意味の用語から特定の狭い意味の用語まで、いわゆる 

   階層構造になっています。 

   検索する場合は、できるだけテーマにぴったりのＭｅＳＨを探し、適当なものがない場合、 

   その上位語としてできるだけ適切なＭｅＳＨを使います。 

   また、件数が多かった場合、下位語を入力して絞り込むこともできます 

 

 15-2 Subheadings とは 

  Subheading とは、各用語に共通する大きな概念について別にまとめたものです。 

  例えば、「心臓疾患の治療法」について探す場合、 

  「心臓疾患」は“Heart Diseases”というＭｅＳＨを選び、 

  「治療法」については、サブヘディングの“drug therapy”や“radiotherapy”、“surgery” 

  などを必要に応じて選ぶ、というような使い方をします。 

  当然、組み合わせられないものもあります。 

  例えば、「看護教育」の「治療法」という組み合わせはできません。 

  ＭｅＳＨの仕組みや個々の意味を理解していると、さらに効果的な検索ができ、検索結果を 

  評価できます。 

 

 



 15-3 MeSH 検索（MEDLINE のみ）／CINAHL Headings 検索（CINAHL のみ） 

 

  MeSH 用語を知らなくても検索ができます。MeSH および Subheading は、インデクサー 

  が論文を読み必要な MeSH および Subheading を付与していますので、的確な文献が検索で 

  きます。 

  ①ツールバーより［MeSH］or[CINAHL へディング]（CINAHL の場合）をクリックします。 

 

  

  ②キーワードを入力し、［検索］をクリックします。 

 

   

 

③入力したキーワードに対する MeSH 用語が表示されます。 

④「Neoplasms」をクリックします。 

 

  ⑤「Neoplasms」の横の□に“レ”を付けます。 

  ⑥［追加］をクリックします。 

 

  

語

MeSH 

ク リ ッ ク

クリック 
ら

始まる用語 

入力した単語を含む 
関連用語順 
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下位語、類義
を含む 
に
 
入力した単語か
限定 
重要度の高いMeSH
 



  ⑦［検索条件：］にキーワードが表示されますので、[検索]をクリックします。 

 

  

 

 15-4 「サブヘディング」で絞込み検索   

 

ク リ ッ ク

  ①ブラウズしたキーワードを「サブヘディング」で絞

  ②「Neooplasms」をクリックします。 

  ③「サブヘディング」の画面が表示されますので、

   ［追加］をクリックします。 

 

  

  

 

  ④「検索条件:」欄にキーワードが表示されますの

 

 

ク リ
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り込みます。 

該当の「サブヘディング」にチェックを付け 

 

 

で、[検索]をクリックします。 

 

ッ ク



16 雑誌アラートの設定（Biomedical Reference Collection のみ） 

 

  雑誌アラートとは、データベースに雑誌の新しい号を収録した時点、メールにて通知して 

  くれるサービスです。 

  「Publication 検索」では、Biomedical Reference Collection の雑誌アラートの設定ができます。 

  MEDLINE 及び CINAHL は、キーワードアラート設定（⇒p.２７）で雑誌名検索を行ってください。 

 

①ツールバーの「出版物」をクリックします。 

 

   

 

②雑誌名を選択します。 

 

  

 

③雑誌の詳細情報が表示されます。 

④画面の右上の[雑誌アラート]をクリックします。 
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クリック 
 

クリック



⑤ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。 

（19．個人アカウント設定（⇒p.３０）） 

 ⑥ログインすると下

   ◆「アラーと実行期

   ◆「電子メールア

◆「サブジェクト」

◆「電子メールの

◆「電子メール結

           

◆「目次ページへ

           

◆「メッセージに埋

           

  ⑦[保存]をクリックし

  

 

 

クリック 

記の画面が表示されます。 

間」---アラートを実行する期間（1 ヶ月・2 ヶ月・6 ヶ月・1 年） 

ドレス」---送信したいメールアドレスを入力します。 

---任意の表題を入力します。 

書式」---プレーンテキストか HTML を選択します。 

果の書式」---チェックを付ける自動検索の内容が送信される 

         E-Mail に含まれます。 

のリンク」---チェックを付けると Table of Contents の 

        ページにリンクが付きます。 

め込まれる論文・記事リンク」---チェックを付けると送信 

            される E-Mail にリンクを埋め込んだものが付きます。 

て完了です。 
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 17 キーワードアラート設定 

 

  ①詳細検索（Advanced Search）で検索を行います。 

  ②［検索履歴／アラート］をクリックします。 

 

 

  ③検索履歴が表示

 

 

 

  ④ユーザー名とパス

   （19.個人アカウン

  ⑤アラートにチェック

  
 

クリック 

されますので［検索履歴／アラートの保存］をクリックします。 

27

ワードを入力し、［ログイン］を

トの設定（⇒p.３０）） 

を付けます。 
 

クリック

クリックします。 

 



⑥ログインすると下記の画面が表示されます。 

   ◆「名前」---任意の名前 

   ◆「説明」---簡単な説明 

   ◆「データベース名」---通常はそのまま 

   ◆「アラート頻度」---アラートを実行する期間（毎日・週一回・二週に一回・月一回」） 

   ◆「アラート実行期間」---有効期間（「1 ヶ月・2 ヶ月・6 ヶ月・１年」） 

   ◆「電子メールアドレス」---送信したいメールアドレスを入力します。 

   ◆「サブジェクト」---任意の表題を入力します。 

   ◆「電子メールの書式」---プレーンテキストか HTML を選択します。 

   ◆「電子メール結果の書式」---チェックを付ける自動検索の内容が送信される 

                       E-Mail に含まれます。 

⑦[保存]をクリックして完了です。 
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18 アラートの確認・削除 

 

  アラートの確認および削除ができます。 

  なお、修正はできませんので、削除したあとに再度、検索を行って設定してください。 

 

  ①［検索履歴／アラート］をクリックします。 

  ②［検索履歴の読み込み］をクリックします。 

 

 

 ③[マイ フォル

 

 

  ④アラートの内容

 

  ⑤個別に削除す
クリック 

ダ]から

が表示

る場合は
 

クリック 

削除したい［アラート］をクリックします。 
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されます。 

 

、「×」、すべて削除する場合は、[すべて削除]をクリックします。 



19 個人アカウントの設定 

 

 19-1 新規の設定 

 

  ①［My EBSCOhostにサイン イン］をクリックします。 

 

 

  ②[新規ユーザー]をクリックします。 

 

  ③名前、

文字以上

秘密の質

す。これは

くことをお

  

 

 

クリック 

姓、電子メールアドレスを記入、ユーザー名は任意ですが個人名など、パスワードは 5

の任意の英数文字をスペースを入れないで入力します。パスワード再入力に再度入力。

問ではドロップダウンメニューから好きな項目を選んで、秘密の答え に言葉を記入しま

もしユーザー名やパスワードを忘れた時に必要です。(但し、メモ等を取って記録してお

すすめします) 
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 19-2 ユーザー名／パスワードの修正 

 

  ①ユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックします。 

 

 

クリック 

  

  ②登録内容が表示されるので、修正後[登録]をクリックします。 
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 19-3 パスワードを忘れた場合 

 

  ①［パスワード］をクリックします。 

  ②「ユーザー名」を入力し、［続行］をクリックします。 

 

 
 

  ③［秘密の答え］及び［新規パスワード］を登録してください。 

  

 
 19-4 ユーザー名とパスワードを忘れた場合 

 

①［ユーザー名とパスワードを忘れた場合］をクリックします。 

②「名」「姓」「電子メールアドレス」を入力し、［続行］をクリックします。 

  

  ③パスワードを登録する画面が表示されますので、新しいパスワードを登録します。 

   ユーザー名は、表示されています。 
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20 その他の機能 

 

 

⑧ 

⑥⑤

◆「新規検索」---新たな検索を行うときにクリックします。

◆「フォルダ内容表示」---フォルダに保存した論文・記事

◆「ユーザー設定」---検索結果表示をカスタマイズできま

◆「ヘルプ」---オンラインヘルプが見られます(英語版）。（

◆「データベース選択」---別の EBSCOhost データベース

◆「他の EBSCO Service を選択」---他の EBSCOhost イ

が利用できる場合

◆「Language」---言語表示を切り替えることができます。（

◆「サブジェクトの用語を提示」――用語を確認しながら検

 

21 翻訳機能 

 

  インターネット上フリーで提供されている翻訳ソフトの「エ

  完全に翻訳されたものでありませんので、ご注意くださ
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注意  

詳細情報画面 

クリック

貼り付け 
①

（①） 

を見ます。(②) 

す。（③） 

④） 

に切り替えること

ンターフェースや

に表示されます

⑦） 

索できます。（⑧

キサイト（Excit

い。 
⑦ 

③ ② 

ができます。（⑤） 

プロファイル 

。（⑥） 

） 

e）」にリンクしています。

 

④
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22 ログアウト 

 

検索を終了する際は、緑色のバーの右上にある、大学・組織名またはロゴをクリックしてください。 

図書館等のホームページに戻ります。(設定によります） または、Browser を閉じて終了しても結

構です。 

なお、１５分間、そのままの状態であれば自動でログアウトします。 

 

23 限定項目（Limit your results) 

 

 検索の限定を行うことができます。 

Refine Search のタブをクリックし、条件を指定して［検索］をクリックします。 

（限定や拡張を指定しなくても検索は可能です。） 

 

全文 全文収録のものに限定 

出版年 出版年で限定 

資料 雑誌名で検索 

出版日 出版年月で限定 

学術誌（査読） 査読制の雑誌(学術誌)に限定 

学術誌名 雑誌名で限定, (E-J=E-Journal のコレクションを登録してある場

合に表示。E-Journal があるもののみに限定)。 

参考文献あり 関連文献へのリンクがあったものに限定 

文献タイプ ドキュメントのタイプを選択 

画像を含む論文・記事 PDF 付きのものか Text with 

Graphic かを指定 

ページ数 収録記事・論文のページ数を不等号で指定  

特集記事 特集記事に限定 

抄録あり 抄録が利用できるものに限定 

著者 著者で限定 

学術誌サブセット（CINAHL

のみ） 

特定の項目に限定 

出版物タイプ 出版形態での指定、限定 

言語 言語タイプの指定 

性別 性別の指定 

年齢層 年代の指定 

特定領域 

（CINAHL のみ） 

特定のカテゴリーの指定 

批評論文・記事 質の高い学術論文に限定 
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サブセット（MEDLINE のみ） 特定の項に限定 

英語 

（MEDLINE のみ） 

英語文献に限定 

人間（MEDLINE のみ） 人間関係のものに限定 

動物（MEDLINE のみ） 動物の種類の指定 

年代（MEDLINE のみ） 年代の指定 

 

 

24 検索例 

 

  １．キーワードで検索する 

 

     思いつくキーワードをサーチボックスに入力します。 

 

   例１］胃および腸の穿孔について 

       検索条件： （Stomach or intestine）and Perforation  

 

   例 2］肺癌について：タイトルに含まれているものだけ 

       検索条件：TI Lung Cancer  

 

  ２．著者名で検索する。 

 

   欧米人名の場合は、イニシャルの後には、必ず前方一致検索（＊）を行ってください。 

   日本人名の場合は、名はイニシャルを入力してください。 

 

   例１］William, West N.氏の文献を知りたい 

       検索条件：au William, W*  

 

   例 2］鈴木弘氏の文献を知りたい 

       検索条件：au Suzuki, H 

 

  ３．雑誌名で検索する。 

 

 例１］Cancer Research に収載されている文献を知りたい 

            ＜方法１＞          ＜方法 2＞ 

      検索条件：so Cancer Research     [Journals]をクリックする 

 

＊雑誌を検索する場合は、「ISSN」検索も便利です。 
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25 活用テクニックＱ＆Ａ 

 

 Ｑ1. 年齢・性別で限定したい。 

  Ａ１．限定機能を使うと簡単に限定できます。（⇒p.６，p.１０） 

    検索画面の下部に限定項目が表示されます。 

    ・「年齢層」または「性別」から項目を選択します。 

 

 Ｑ２. 論文や雑誌の種類で限定したい。 

  Ａ２．限定機能を使うと簡単に限定できます。（⇒p.６，p.１０） 

    検索画面の下部に限定項目が表示されます。 

    ・「出版物タイプ」から項目を選択します。 

  

Ｑ３. フルテキストのみに限定したい。 

 Ａ３．限定機能を使うと簡単に限定できます。（⇒p.６，p.１０） 

   検索画面の下部に限定項目が表示されます。 

     ・「全文」にチェックを付けます。 

     ・「全文」は、Biomedical Reference Collection のみに該当しますので、 

      絞り込む場合は「BMRC」を選択してください。 

 

Ｑ４. MeSH を使って限定したい。 

   Ａ４．MEDLINE の MeSH 検索を行います。（⇒p.２２） 

  

Ｑ５. 語尾のあいまいな検索をしたい。（⇒p．６） 

   Ａ５．語尾に（＊）を付けて前方一致検索を行います。 

 

Ｑ６. 検索式を長期間保存して繰り返し使いたい。 

   Ａ６．履歴検索機能を使うと長期間保存できます。（⇒p.１４） 

 

Ｑ７. 定期的に文献を入手したい。 

   Ａ７．アラート機能を使うと定期的に検索結果をメールで通知してくれます。 

ジャーナル設定とキーワード設定があります。（⇒p.２５～２７） 

 

Ｑ８. ある論文を引用した論文を検索したい。 

  Ａ８．「Biomedical Reference Collection」で「引用文献検索」を行います。 

（⇒p.２０） 

 

Ｑ９. 同義語も検索したい。 

   Ａ９．拡張機能（Also search for related）を使うと同義語、複数形も自動的 

に検索を行います。（⇒p.７） 


