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2018年8月18日(土）
人間環境大学

担当:EBSCO Information Services Japan

看護学系学術文献情報検索データベース

CINAHL with Full Text 講習会
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CINAHL with 
Full Text

PreCINAHLの付属 あり

2次データ収録雑誌数 3,000誌以上

データ収録開始年 1981年

引用・被引用文献収録誌数 1,300誌以上

引用・被引用文献データ
収録開始年 1993年

フルテキスト収録誌数 600誌以上

PDFフルテキスト
収録開始年

1981年

●主な収録データの分野は看護学、生体臨
床医学、健康科学、代替医学、消費者健康
など17の分野にわたって幅広く収録

●収録された論文記事について、引用文
献・被引用文献のリンク、検索が可能

●PreCINAHL (※) が無料で付属します！
※PreCINAHLにはCINAHLに収録される
前の新しい論文データが収録されています

●同時アクセスユーザー数:4
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人間環境大学様でご利用できる
EBSCOのデータベース

● CINAHL with Full Text

● MEDLINE

● eBook Collection (EBSCOhost)

米国立医学図書館（The National Library of Medicine：NLM）が作製・運営

管理する医学系全般（薬学、看護学、歯学、獣医学、獣医薬学、医療制
度、前臨床研究など）の学術文献(世界中の雑誌に収録された論文等)約
5,700タイトルを検索することができる二次情報データベースです。
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◇データベースへのログイン方法-図書館ページより◇

トップページの
「データベース・
電子ジャーナル」
をクリック
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◇データベース選択画面◇
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検索キーワード入力フィールド

検索オプション条件の限定・絞り込み項目

ナビゲーション・バー（シソーラスでの検索、出版物検索など）

◇検索インターフェースの基本構成◇
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その他の検索条件の限定項目

◇検索インターフェースの基本構成◇◇検索インターフェースの基本構成◇
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Key Word 検索：自由語による検索

シソーラス検索：統制語による検索

「出版物」 検索 : ジャーナル情報での検索
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キーワード検索

③ 必要であれば、検索条件を絞り込む

② キーワードを検索するフィールドを選択① キーワードを入力

④検索を実行
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大文字・小文字は関係なし

ー”GREEN”,”Green”,”green”→すべて同じ結果

語尾が変化する単語を検索するには「＊」（アスタリスク）を使う

ー Teach* → “Teach”, “Teaching”, “Teacher” 等を検索

検索語句の完全な綴りが分からない場合等 「?」（クエスチョン
マーク）を間に使う ？が1文字を代用

ー ne?t →“neat” , “nest”, “next”, 等を検索

入力について



6

|  www.ebsco.com11

high risk education heart stroke heart attack nurse practitioner emergency

AND検索 OR検索 NOT検索

＜AND・OR・NOT＞ 検索結果の限定と拡張

キーワードを掛け合わせることで、検索の範囲を狭めたり、
広げたりすることができます。

AND検索 ： high risk AND education

OR検索 ： heart stroke OR heart attack

NOT検索 ： nurse practitioner NOT emergency

キーワード検索

|  www.ebsco.com12

AND/OR/NOTを選択し、検索範囲の絞り込み、拡大、
一部の除外を行います。

breast cancer AND physical activity AND recurrence

◇キーワード検索◇キーワード検索
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括弧（）を使って検索をコントロール
• ブール演算子の優先順位

NOT > AND > OR

括弧を使用することで、括弧でくくられたキーワードからはじめに検索しま
す

– emergency care AND heart stroke OR heart attack

→まずemergency care AND heart strokeを検索し、それを基にOR heart 

attack

と検索

– emergency care AND (heart stroke OR heart attack）

→まずheart stroke OR heart attackを検索、それを基にAND emergency 

careと検索

キーワード検索
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breast cancer AND (physical activity OR exercise) 

AND recurrence

◇キーワード検索◇

ORとその前後のキーワードをひとつの検索ボックスに入力すると
括弧を使用している場合と同じ働きをします。

キーワード検索



8

|  www.ebsco.com15

→タイトルをクリックすると詳細な書誌が開きます。

→ 絞り込み項目

→ 各種リンク

検索結果画面

|  www.ebsco.com16

→各種機能ツール

→クリックすると

全文情報を表示
（収録がある場合
のみ）

詳細な書誌情報画面
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◇詳細な書誌情報画面◇

選択した論文記事をフォルダへ保存します

選択した論文記事を印刷します

選択した論文記事をE-mailで送信します

選択した論文記事の情報を保存します

選択した論文記事を引用する際の書式を提示します

選択した論文記事の書誌情報を、外部へエクスポートします

選択した論文記事に任意のノートを付します

パーマリンク（記事のURL）を表示します

Text-to-Speechによる、HTML全文の読み上げを行います
(HTML全文の収録がある論文で、かつ設定が有効となっている場合のみ)

外部サービスを用いて、論文記事の情報をブックマーク・共有します

翻訳機能による、HTML全文の翻訳を行います
(HTML全文の収録がある論文で、かつ設定が有効となっている場合のみ)

各種機能ツール

選択した論文記事の情報をGoogle Driveへ保存します

詳細な書誌情報画面
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全文情報表示画面(PDF形式)
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◇全文情報表示画面(HTML形式)◇

→ 翻訳機能

→ Text-to-Speech機能
(音声読み上げ機能）

全文情報表示画面(HTML形式)
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Key Word 検索：自由語による検索

シソーラス検索：統制語による検索

「出版物」 検索: ジャーナル情報での検索
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検索語には、「自由語」と「統制語（あらかじめ決められた言葉）」があります。

検索語 自由語

統制語（シソーラス語）

＝検索者が思いついた言葉を自由に検索

＝あらかじめ一つの主題に関する検
索語を集中化しておく

Arm Injuries+

Elbow Injuries +

Elbow Dislocation

Elbow Fractures 

<上位語> <下位語①> <下位語②>

【シソーラスのツリー構造（例）】

CINAHLにはMEDLINEのMeSHと
同じ構造で、CINAHL Headingとい
う シソーラスを用いています。

シソーラスを理解することで、検索
漏れを防ぎ、より効率的な検索が可
能になります。

Thesaurus（シソーラス）とは？

シソーラス検索(CINAHL Heading/MeSH)
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→ 検索したい言葉が、どのようなシソーラスで登録されているかを調べます

CINAHL Headingをクリックします

シソーラス検索(CINAHL Heading)
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→ 検索したい言葉にチェックを入れないと検索は実行できません

→用語リンクをクリックすると、ツリーが表示されます

シソーラス検索(CINAHL Heading)
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→ チェックを入れると絞込み項目（関連する副項目：サブヘディング）が表示されます

シソーラス検索(CINAHL Heading)
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Key Word 検索：自由語による検索

シソーラス検索：統制語による検索

「出版物」検索 : ジャーナル情報での検索
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→データベースに収録されたジャーナルについて調べる場合

出版物（ジャーナル名）からの検索
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→ 出版物の名称か、その一部を入力します

出版物（ジャーナル名）からの検索
★データベースに収録されている出版物をアルファベット順にリスト化
あらかじめ出版物名が分かっている際、効率良く検索ができます。
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特定の巻号を指定して記事を閲覧できる。
特定の雑誌が分かっている場合は、キーワード検索よりも便利。

出版物（ジャーナル名）からの検索
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→ 論文の書誌情報で検索をしたい場合

書誌情報からの検索-Citation 検索-
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★閲覧したい論文の書誌情報（ジャーナル名、巻号情報、著者名など）
限られた情報からでも対象論文を検索できます。

例）Lancetに掲載されたGuyatt先生の
論文が見たいが、タイトルも時期も思い出せない

Lancet

Guyatt

書誌情報からの検索-Citation 検索-
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★検索履歴同士の複合検索（And/Or/Not）が可能です

検索履歴の確認
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My EBSCOhost 機能
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論文はEBSCOhost上の
【一時フォルダ】に収納されます！

但しこの場合、ログオフすると情報が消去されます！

★検索結果画面右側のフォルダをクリックすると、
一時的に書誌情報を記憶させておくことが出来ます。（ログオフ時まで有効）

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能
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右上の「サインイン」をクリック

新規作成をする場合は
サインイン画面の
「サインイン」の下にある
「今すぐ新規作成」をクリック

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-アカウントの作成-
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書誌情報・検索式・アラート等がフォルダに保存されます。

右上の「フォルダ」アイコンをク
リックするとフォルダに保存した
情報を閲覧できます。

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-フォルダへの保存-
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「マイカスタム」よりお好きな名前を付けてフォルダを作成し、
情報を振り分けて整理することができます。

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-カスタムフォルダ-
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「マイカスタム」の右側の「新規」をクリック
→フォルダの新規作成画面よりフォルダ名を入力し「保存」
を選択

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-フォルダへの保存-
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ある検索結果に対し新しい情報が追加された際、電子メール
によるアラートを受け取ることが出来ます。

検索結果リスト画面からの設定方法
→画面右上の「共有」をクリックし、
「アラートの作成」項目の下にある
「電子メールアラート」をクリック

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-検索アラート-
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必要情報を入力の上、「アラートを保存」をクリック

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-検索アラート-
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設定したアラートの確認や削除は「個人フォルダ」ページ内より可能
→左側の「検索アラート」をクリック

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-検索アラート-
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特定の雑誌に新しい情報が追加された際、
電子メールによるアラートを受け取ることが出来ます。

出版物の詳細情報画面より
画面右上の「共有」をクリックし、
「アラートの作成」項目の下にある
「電子メールアラート」をクリック

→検索アラートと同じような作成画面が開くの
で、必要情報を入力

My EBSCOhost(個人アカウント) 機能-雑誌アラート-

|  www.ebsco.com42

サポートサイト（英語）

https://help.ebsco.com/

サポートセンター（日本語）

http://www.ebsco.co.jp/support.html

オンライン講習会の予定

https://ebsco-japan.webex.com/

EBSCO Japan Youtube Channel

https://ebsco-japan.webex.com/お問い合わせ・ご質問などは jp-medical@ebsco.com

EBSCO Information Services Japan株式会社

https://www.youtube.com/channel/UCAdoQg1ki8xvDdjO9xuCjG
A


