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The 「医学文献データベース」
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INFOSTA OUG ライフサイエンス分科会



本日の発表内容

１．はじめに
２．今回紹介するデータベースについて
３．検索実演（インターフェースと結果件数の比較）
４．各データベース提供機関からデータベースの解説

・iyakuSearch（一般財団法人 日本医薬情報センター 杉山 様、小佐野 様）
・医中誌Web（NPO法人 医学中央雑誌刊行会 黒沢 様）
・JMEDPlus（株式会社 ジー・サーチ 長谷川 様、浅野 様）

５．質疑応答
６．まとめ



日本オンライン情報検索ユーザー会 Online Users Group(OUG)
OUG ライフサイエンス分科会
https://www.infosta.or.jp/research/oug-life/

• 医薬分野から広くライフサイエンス全般を対象に検索演習や勉強会、見学会などを
開催しています

• 開催：毎月第3木曜午後、年間９回程度開催
• 場所：日本図書館協会会議室（茅場町）ほか
• 内容：企画、勉強会・見学会・検索演題など
• 本会はメンバー全員によるグループ（輪番）制で会の企画・運営を行っております。

• OUG入会手続きは入会申込（OUG/SIG)のページをご覧ください。
• OUG会員の方で初めてライフサイエンス分科会に出席される場合は、予め事務局経
由にて主査までご連絡ください。

• OUG非会員はビジターとして参加も可能です。（参加費：2000円）



目標：
各データベースの特徴を知ることにより、より効果的
に活用するための知識とスキルを身につける

• 文献データベースは、データベースごとに収録データ数はじめ収録対象年、
収録方針、索引付け、画面表示（インターフェース）、外部サービスとの
連携機能などの付加機能などが異なる。

• こうした点を理解して利用することにより、正しく活用することができる。

• 本日は、２つの演題を元に各データベースを検索して違いを探り、データ
ベースの知識を深めスキルを身につけることを目的とする。

• なお、データベースとしては国内医学文献のデータベースiyakuSearch、
医中誌Web、JMEDPlusを対象とする。これらは代表的な国内医学文
献データベースであり、また、特定の会員向けなど利用者が限定されない
データベースとして選定したものである。



データベースの紹介（簡単な紹介）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

作成／提
供機関

一般財団法人
日本医薬情報センター
（JAPIC）

特定非営利活動法人
医学中央雑誌刊行会

国立研究開発法人
科学技術振興機構(JST)／
株式会社ジー・サーチ

収録年 1983年～
1959年～
（電子フルデータ1983年～。
OLD医中誌を遡及中）

1981年～

収録数 約50万件（＋要旨集：約
140万件） 約1,300万件 約1,000万件

収録誌＊

【医薬品の有効性と安全性】
国内誌(約470)・海外誌
(13)、要旨集(約5,100)
（累積 約88,000）

【医学・薬学・周辺領域】
国内医学薬学雑誌・要旨集
(約7,500)

【医学・薬学・看護学・生物科
学・獣医学等】
国内発行雑誌等の資料・会
議録・公共資料等（約
39,000）

利用 無料
抄録等は会員向け

有料
法人などの機関または個人

有料
法人などの機関向け

一般公開 Webで無料公開
公共図書館などでの利用
Webデモ版(2018年半年
分)

公共図書館などでの利用
WebはJ-GLOBALに公開あ
り

＊収録誌：国内については国内発行および国内学協会が海外出版社から発行した国内誌



検索のテーマ

① 関節リウマチの治療 について
② オプジーボ（一般名：ニボルマブ）の副作用 について

この２つのテーマについて、３つのデータベースで検索する。

※検索実行日はいずれも2019年5月末



①関節リウマチの治療について

関節リウマチ AND 治療

関節
リウマチ 治療



検索結果 iyakuSearch

12,163件

関節リウマチ*治療
演算子「＊」は「and」



検索結果 iyakuSearch 総説



原著論文



検索結果 医中誌Web

52,971件

関節リウマチ 治療



検索結果 医中誌Web 総説



原著論文



検索結果 JMEDPlus

68,410件
関節リウマチ 治療



検索結果 JMEDPlus 総説



原著論文



②オプジーボの副作用 について

オプジーボ（一般名ニボルマブ）とは、ブレーキを外してT細胞の免疫力を回復させがん細
胞への攻撃を助ける日本発の免疫チェックポイント阻害薬です。

https://p.ono-oncology.jp/drug/opdivo/03_about/01.html

（オプジーボ OR ニボルマブ）AND 副作用

オプジーボ
または

ニボルマブ
副作用



検索結果 iyakuSearch

2,801件

(オプジーボ+ニボルマブ)*副作用



症例報告



検索結果 医中誌Web

1,822件

(オプジーボ or ニボルマブ) and 副作用



検索結果 医中誌Web 症例報告



検索結果 JMEDPlus

1,642件(オプジーボ or ニボルマブ) and 副作用



症例報告



総説（１／２）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

タイトル ケモカイン阻害による関節リウマチ治療（総説）
Treatment for rheumatoid arthritis by 
chemockine biockade

ケモカイン阻害による関節リウマチ
治療

ケモカイン阻害による関節リウマチ治療

書誌情
報

N79/日本臨床免疫学会会誌/(ISSN:0911-
4300);()/ 39(3)172-180/(2016.6) 

日本臨床免疫学会会誌
(0911-4300)39巻3号
Page172-180(2016.06)

資料名 ： 日本臨床免疫学会会誌
JST資料番号 ： X0337A ISSN ：
0911-4300 
巻号ページ
(発行年月日) ： Vol.39 No.3 
Page.172-180(J-STAGE) (2016)

著者 南木 敏宏(東邦大学医学部内科学講座膠原
病学分野) 

南木 敏宏(東邦大学 医学部内
科学講座膠原病学分野)

南木敏宏 (東邦大学医学部内科学講
座膠原病学分野)

抄録 あり あり(著者抄録) あり(著者抄録)

属性１ 参考文献数 ： 論文種類：総説 資資料種別：逐次刊行物(A)

属性２ 医薬品名 一般名/会社名/薬効 [ 薬効補
足 ]：anti-CCL2-antibody (抗CCL2抗体) ,  
[anti-CCL2-antibody (抗CCL2抗体)],  
(429) その他の腫瘍用薬 [ モノクローナル抗
体 ]     
CCR-1-inhibitor (CCR1阻害剤) ,  (429) 
その他の腫瘍用薬
CCR-5-antagonist (CCR5拮抗剤) ,  
(625) 抗ウイルス剤 [ 抗ウイルス剤 ]     
anti-CXCL10-antibody (抗CXCL10抗体) ,  

[anti-CXCL10-antibody (抗CXCL10抗
体)],  (399) 他に分類されない代謝性医薬品
[ モノクローナル抗体 ] 

シソーラス用語：滑膜; *関節リ
ウマチ(診断,薬物療法); 病的血
管新生(診断,薬物療法); 細胞
運動; 疾患モデル(動物); マクロ
ファージ; 臨床試験; T細胞; 
*Chemokines(拮抗物質・阻
害物質); CCR1 
Receptors(拮抗物質・阻害物
質); Chemokine CXCL10(拮
抗物質・阻害物質); 分子標的
治療; 滑膜細胞

記事区分：文献レビュー(b1)

以降の表では書誌事項以外の情報を「属性」という項目で示しています。



総説（２／２）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

属性３ 剤形 ： チェックタグ：ヒト; マウス; 動物 シソーラス用語：*ケモカイン, ケモカイン受容
体, *関節リウマチ, 細胞浸潤, *細胞, 血管
新生, ラット, アジュバント関節炎, 病態モデル, 
ヒト

属性４ 投与経路 ： DOI：10.2177/jsci.39.172 準シソーラス用語：炎症細胞浸潤, *滑膜細
胞, *細胞遊走阻止, #chemokine, 
#chemokine receptor, #rheumatoid 
arthritis

属性５ 疾病： 関節リウマチ (関節リウマ
チ) 

IPC(機械付与)：A61K31, A61K39, 
A61K35, A61K45

属性６ 副作用： 著者ID：南木敏宏
(200901100374970995)

属性７ 器官別副作用 ： 機関ID：東邦大学
(201551000098133450)

属性８ 医薬文献キーワード：REVIEW , 
総説

ＤＯＩ情報：doi：
10.2177/jsci.39.172



原著論文（１／２）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

タイトル 関節リウマチ治療におけるイグラチモドの有用性と安全性 関節リウマチ治療におけるイグラチモドの
有用性と安全性(原著論文)

関節リウマチ治療におけるイグラチモドの
有用性と安全性

書誌情
報

S64/整形外科と災害外科/(ISSN:0037-1033);()/ 
67(2)296-299/(2018.3.25) 

整形外科と災害外科 (0037-1033)67
巻2号 Page296-299(2018.03)

資料名 ： 整形外科と災害外科
JST資料番号 ： Z0437B ISSN ：
0037-1033 
巻号ページ(発行年月日) ： Vol.67 
No.2 Page.296-299 (2018.03.25) 

著者 徳重 厚典, 今釜 崇, 関 万成, 田口 敏彦(山口大学医学
部整形外科学講座) 

徳重 厚典(山口大学 医学部整形外科
学講座), 今釜 崇, 関 万成, 田口 敏彦

徳重厚典 (山口大 医 整形外科), 今釜
崇 (山口大 医 整形外科), 関万成 (山
口大 医 整形外科), 田口敏彦 (山口大
医 整形外科)

抄録 あり あり(著者抄録) あり（著者抄録）

属性１ 参考文献数： 論文種類：原著論文/比較研究 資料種別：逐次刊行物(A)

属性２ 医薬品名 一般名/会社名/薬効 [ 薬効補足 ]： iguratimod
(イグラチモド) ,  iguratimod (イグラチモド),  (399) 他に分類さ
れない代謝性医薬品 [ 抗リウマチ剤 ]     
prednisolone (プレドニゾロン) ,  prednisolone (プレドニゾロ
ン),  (245) 副腎ホルモン剤 [ 副腎皮質ホルモン剤 ]     
methotrexate (メトトレキサート) ,  methotrexate (メトトレキ
サート),  (399) 他に分類されない代謝性医薬品 [ 抗リウマチ剤 ,  
代謝拮抗剤 ]     
salazosulfapyridine (サラゾスルファピリジン) ,  sulfasalazine 
(スルファサラジン) [salazosulfapyridine (サラゾスルファピリジン)],  
(239) その他の消化器官用薬
bucillamine (ブシラミン) ,  bucillamine (ブシラミン),  (442) 
刺激療法剤 [ 抗リウマチ剤 ]     
tacrolimus (タクロリムス) ,  tacrolimus (タクロリムス),  (399) 
他に分類されない代謝性医薬品 [ 免疫抑制剤 ]     
mizoribine (ミゾリビン) ,  mizoribine (ミゾリビン),  (399) 他
に分類されない代謝性医薬品 [ 免疫抑制剤 ]     
infliximab (インフリキシマブ) ,  infliximab (インフリキシマブ),  
(239) その他の消化器官用薬 [ モノクローナル抗体 ,  抗リウマチ
剤 ]   （続きは右へ）→

シソーラス用語：C-Reactive Protein; 
Methotrexate(治療的利用); 
Prednisolone(治療的利用); 
Sulfasalazine(治療的利用); 悪心(化学的
誘発); *関節リウマチ(薬物療法); 多剤併用
療法; 皮膚疾患(化学的誘発); Matrix 
Metalloproteinase 3; Tacrolimus(治療
的利用); 治療成績; Bucillamine(治療的
利用); Etanercept(治療的利用); 
Infliximab(治療的利用); Mizoribine(治
療的利用); Abatacept(治療的利用); 
Adalimumab(治療的利用); 腎機能障害
(化学的誘発); *Iguratimod(治療的利用,
毒性・副作用); Golimumab(治療的利用)

記事区分：原著論文(a1)

etanercept (エタネルセプト) ,  etanercept (エタネルセプト),  (399) 他に分類されない代謝
性医薬品 [ 抗リウマチ剤 ]     
adalimumab (アダリムマブ) ,  adalimumab (アダリムマブ),  (399) 他に分類されない代謝
性医薬品 [ モノクローナル抗体 ]     
golimumab (ゴリムマブ) ,  golimumab (ゴリムマブ),  (399) 他に分類されない代謝性医
薬品 [ モノクローナル抗体 ,  抗リウマチ剤 ]     
abatacept (アバタセプト) ,  abatacept (アバタセプト),  (399) 他に分類されない代謝性医
薬品 [ 免疫抑制剤 ] 



原著論文（２／２）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

属性３ 剤形 ： チェックタグ：ヒト; ; 成人(19～44); 
中年(45～64); 高齢者(65～79); 
高齢者(80～); 男; 女

シソーラス用語：*関節リウマチ/*薬物療法
(DT), *抗リウマチ薬/*薬理学(PD)/*治療
利用(TU), 薬理作用, 安全性, 薬物療法, 
有効性, ヒト

属性４ 投与経路 ： DOI：
10.5035/nishiseisai.67.296

準シソーラス用語：JCME, 抗リウマチ作用

属性５ 疾病： 関節リウマチ (関節リウマチ) IPC(機械付与)：A61K31, G01N33

属性６ 副作用：クレアチンフォスフォキナーゼ上昇 (クレアチ
ンキナーゼ上昇)[ iguratimod, prednisolone] , 
胃腸障害 (消化器症状)[ iguratimod, 
prednisolone] , 肝機能異常 (肝機能障
害)[ iguratimod, prednisolone] , 消化性潰瘍
(消化性潰瘍)[ iguratimod, prednisolone] , 
神経症 (拒薬傾向)[ iguratimod, 
prednisolone] , 腎機能異常 (腎機能障
害)[ iguratimod, prednisolone] , 皮膚疾患
(皮膚障害)[ iguratimod, prednisolone] , 腹
痛 (胃部不快感)[ iguratimod, prednisolone] 

物質索引：*イグラチモド (J442.708D)/*
薬理学(PD)/*治療利用(TU)

属性７ 器官別副作用胃腸系障害 [ iguratimod, 
prednisolone] , 一般的全身障害
[ iguratimod, prednisolone] , 肝臓胆管系障
害 [ iguratimod, prednisolone] , 自律神経系
障害 [ iguratimod, prednisolone] , 代謝栄養
障害 [ iguratimod, prednisolone] , 中枢末梢
神経系障害 [ iguratimod, prednisolone] , 泌
尿系障害 [ iguratimod, prednisolone] , 皮膚
付属器官障害 [ iguratimod, prednisolone] 

著者ID：徳重厚典
(200901100403179275), 今釜崇
(200901100464053436), 関万成
(200901100398257254), 田口敏彦
(200901100439538255)

属性８ 医薬文献キーワード：ADVERSE , 副作用 , 安全
性 ,  有害事象 , 安全性 ,  抄録 ,  臨床 ,  
human , 高齢者

機関ID：山口大学
(201551000095943868)



症例報告（１／２）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

タイトル 特集 水疱症・膿疱症 ニボルマブ投与中に生じ
た水疱性類天疱瘡の1例

【水疱症・膿疱症】 ニボルマブ投与中に
生じた水疱性類天疱瘡の1例

水疱症・膿疱症 ニボルマブ投与中に生じた水疱性
類天疱瘡の1例

書誌情報 H07/皮膚科の臨床/(ISSN:0018-
1404);()/ 61(2)154-158/(2019.2.1)   

皮膚科の臨床 (0018-1404)61巻2号
Page154-158(2019.02)

資料名 ： 皮膚科の臨床
JST資料番号 ： Z0122B ISSN ： 0018-
1404 
巻号ページ
(発行年月日) ： Vol.61 No.2 Page.154-
158 (2019.02.01) 

著者 大村 尚美, 新石 健二(小松市民病院, 皮膚
科), 田中 伸佳(小松市民病院, 外科), 辻端
亜紀彦(小松市民病院, 病理診断科) 

大村 尚美(国民健康保険小松市民病
院 皮膚科), 新石 健二, 田中 伸佳, 
辻端 亜紀彦

大村尚美 (小松市民病院 皮膚科), 新石健二
(小松市民病院 皮膚科), 田中伸佳 (小松市民
病院 外科), 辻端亜紀彦 (小松市民病院 病理
診断科)

抄録 あり あり あり

属性１ 参考文献数 ： 論文種類：原著論文/症例報告 資料種別：逐次刊行物(A)

属性２ 医薬品名 一般名/会社名/薬効 [ 薬効補
足 ]： nivolumab (ニボルマブ) ,  
nivolumab (ニボルマブ),  (429) その他の腫
瘍用薬 [ モノクローナル抗体 ]     
clobetasol propionate (クロベタゾールプロ
ピオン酸エステル, プロピオン酸クロベタゾール) ,  
clobetasol (クロベタゾール) [clobetasol
propionate (クロベタゾールプロピオン酸エステ
ル, プロピオン酸クロベタゾール)],  (264) 鎮痛, 
鎮痒, 収斂, 消炎剤 [ 副腎皮質ホルモン剤 ]     
prednisolone (プレドニゾロン) ,  

prednisolone (プレドニゾロン),  (245) 副腎
ホルモン剤 [ 副腎皮質ホルモン剤 ]     
bilastine (ビラスチン) ,  bilastine (ビラスチ
ン),  (441) 抗ヒスタミン剤
antitumor-agents (抗がん剤) ,  (42-) 腫
瘍用薬

シソーラス用語：Prednisolone(治療的
利用); 自己抗原; 腺癌(転移性,薬物
療法,外科的療法); 経口投与; 脳腫瘍
(転移性,治療); 肺腫瘍(転移性,薬物
療法,外科的療法); 免疫組織化学; *
類天疱瘡-水疱性(化学的誘発,病理学,
薬物療法); Non-Fibrillar 
Collagens; *Nivolumab(治療的利
用,毒性・副作用)

記事区分：原著論文(a1)



症例報告（２／２）
iyakuSearch 医中誌Web JMEDPlus

属性３ 剤形： チェックタグ：ヒト; 高齢者(65～
79); 男

シソーラス用語：*類天疱瘡/*化学誘発(CI)/*病理
(PA)/*診断(DI), *薬原病/*診断(DI)/*病理(PA), 副
作用, *モノクローナル抗体/*有害作用(AE), *生物学的製
剤/*有害作用(AE), *分子標的治療薬/*有害作用(AE), 
抗腫瘍薬/有害作用(AE), 腺癌/薬物療法(DT), 肺腫瘍/
薬物療法(DT), 薬物療法, 病理, 臨床検査, ヒト, 男性, 
老人, 症例報告

属性４ 投与経路： 医中誌フリーキーワード：Collagen 
Type XVII

準シソーラス用語：JCME, *水疱性類天疱瘡/*化学誘発
(CI)/*診断(DI)/*病理(PA), *ニボルマブ/*有害作用
(AE), 肺腺癌/薬物療法(DT)

属性５ 疾病：転移性癌 (転移性癌),  
肺癌 (肺腺癌) 

DOI：
10.18888/hi.0000001199

IPC(機械付与)：G01N33, A61K31, A61K39, 
A61K35

属性６ 副作用：類天疱瘡反応 (水疱
性類天疱瘡)[nivolumab]

参考文献：1)～14) ＤＯＩ情報：doi：10.18888/hi.0000001199

属性７ 器官別副作用 ：皮膚付属器官
障害 [ nivolumab] 

属性８ 医薬文献キーワード：
ADVERSE , 副作用 , 安全性 ,  
抄録 ,  臨床 , 症例報告 ,  
human , 高齢者



各データベース提供機関からの解説
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