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第１章 Embase とは 

I. Embase の概要と特長 
i.   Embase の概要 

  Elsevier(エルゼビア)が提供する Embase(エンベース)は、薬学・医学文献検索のためのファースト

 チョイスとして、開発された Web サービスです。EMBASE(エンベース・1974 年以降)と MEDLINE(メ

 ドライン・1951 年以降)を統合した圧倒的な情報量から、重複レコードを除去して提供しています。 

 シンプルなインターフェイスで、エンドユーザーから検索上級者までを満足させる機能性を有していま

 す。URL を指定するだけでアクセス可能で、24 時間連続で提供されていますので、いつでも素早く必

 要な情報を入手することができます。 

 
ii. Embase のレコードの特長 

  Embase に収録されているレコードの最大の特徴は、論文の書誌情報と抄録に加えて、EMTREE 用 

 語（統制シソーラス用語）による、インデキシング（索引）が付与されている点です。EMTREE 用語 

 は医薬品や疾病についての様々な同義語の中から、優先的に使用するように統制された索引語です。 

 論文の主題テーマを表す概念に対して付与されるので、網羅的かつノイズの少ない検索が可能になりま

 す。 

 Embase では、EMTREE 用語への自動マッピング機能が用意されているので、シソーラスに関する特 

 別な知識がなくても、検索に利用することができます。 

 
iii. PubMed、他のシステムで提供される EMBASE に対する優位性 
 EMBASE と MEDLINE を合わせた、8,500 タイトル以上のジャーナルから、7,700 万件以上の

レコードを提供。 

 医薬品に関する研究情報、医薬品開発の治験論文を豊富に収録。 

 医薬品―医薬品、疾病―医薬品の関連性を示す付加的情報により、検索結果を短時間で精査可能。 

 2009 年より学会発表抄録の収録を開始。 

 ヨーロッパで発行されるジャーナル情報を積極的に収録。 

 EMTREE 用語への自動マッピング、下位語一括検索可能。 

 医薬品の商品名からも検索可能。 

 検索結果から抽出された、雑誌名・資料の種類などを利用した絞込みが可能。 

 Drug/Disease/Device Search モードで、医薬品・疾病・医療機器に関する文献を的確に検索。 

 検索履歴から簡単に集合演算を実行。 

 検索式（Save）、任意のレコード（Clipboard）を保存可能。 

 検索結果からフルテキスト、被引用情報、臨床試験情報へのリンクを提供。 

 優れた速報性（毎日更新、Article in Press、In Process レコードも収録）。 

 年間固定料金制、24 時間アクセス可能、同時アクセス制限なし。 

 セキュアサイトでの利用が可能 
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II. Embase に収録されているレコード 
i.  Embase の情報源 

 Embase には、薬学・医学文献を網羅的に収録する 2 大データベースである、EMBASE と

 MEDLINE の情報が統合されており、8,500 誌以上のジャーナル(うち 2,100 誌以上で Articles in  

    Press を収録、2,900 誌以上は MEDLINE 未収録誌）、6,000 種程度の会議録から 2,800 万件以上の 

    レコードを収録しています。 

 

 EMBASE 
 Elsevier が作成するデータベースで、1974 年以降の薬学・医学関連分野の約 6,000 タイトルの 

学術雑誌から論文を収録しています（1947～1973 年の情報は、Embase Classic として別途契 

約可能）。論文のフルテキストから人手によるインデキシングを行っており、医薬品名からの検索 

に特に優れています。速報性を重視し、索引済みレコードの収録までのタイムラグは約 2 週間で 

す。一部出版社の Article in Press や学会発表抄録の収録も開始し、更に速報的かつ網羅的な情

報収集可能なデータベースへと進化を続けています。 

 

 MEDLINE 
米国の National Library of Medicine（NLM）が作成するデータベースで、医学・薬学・歯学・

看護学に関する分野の約 5,600 タイトルの学術論文を収録対象としています。収録までのタイム

ラグは雑誌によって異なります。 

 
 EMBASE と MEDLINE の収録対象誌の約 50%のタイトルが重複しており、Embase では重複を除去   

 した 8,500 タイトル以上のジャーナルの情報を収録しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Medline 由来のレコードにも EMTREE 用語によるインデキシングを付与し、EMTREE 用語を用いるこ

とで、2 つのデータベース由来のレコードを包括的に検索することができます。 

EMBASE 収録対象誌 
約６,２００タイトル 

MEDLINE 収録対象誌 
約５,６００タイトル 
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ii. サンプルレコード 

 

書誌情報・著者抄録 

医薬品名による索引 

疾病名による索引 

索引されている医薬品・疾病の役割を示す、詳細

な副索引が提供されています。医薬品名には副作

用名、組み合わせて利用される・比較されている

医薬品名、治療対象の疾病名が、疾病名にはその

疾病について何を論じているか、副作用の場合原

因薬剤名、などを確認することができます。 

個々の副索引の詳細についてはヘルプをご確認く

ださい。 

個別の索引語をクリックすればその索引語につ

いて、”Show all subheadings”をクリック

すればすべての索引語について表示されます 
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III. Embase へのアクセス 
  Embase には、https://www.embase.com からアクセスします。https プロトコル経由の 

     アクセスも可能です。設定はご契約機関単位で承ります。詳しくは弊社ヘルプデスクまでお問い合わ 

     せ下さい。IP アドレス認証の場合、ログインは必須ではありませんが、ログインすることによって、    

     Alert や検索式の保存など便利な機能をご利用いただくことができますので、ログインをお勧めしま 

     す。ID/PW は各自で簡単に作成可能です。ID/PW による認証の場合には、最初に Registration が 

     必要になります。どちらの認証方法の場合にも、一度 Registration を行えば、次回からは Login の 

   リンクよりログイン可能です。 

 
1-1.  Embase のトップページ 

（IP 認証の場合の

Registration） 

 

最初にログインする場合には、

Register をクリックして、登録作業

を行います。 

 

1-2.  Embase のトップページ 

（ID/PW 認証の場合の

Registration） 

 

最初にログインする場合には、

Register Now をクリックして、登

録作業を行います。 

 

 

2. Registration 画面です。 

必要な項目を入力したら、Register

ボタンをクリックします。 

Username と Password は 5 文字

以上 20 文字以内の英数字。 

 

 

 

Embase のトップページ 

Embase のトップページ 
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3. Embase のトップページ 

① Search：検索モードの選択 

          (IV 項参照) 
② Emtree：シソーラス 
 
③ Journals：収録誌一覧 
 

④ Results：検索結果一覧 

 

⑤ My tools 

 Clipboard：任意のレコードを保存 
 Saved Clipboards：各クリップ 
   ボードに保存されたレコード 
 Email Alerts：Alert 管理機能 
 Saved Searches：検索式の保存 
 Preference：エクスポート項目の

設定 

⑥ Help 機能 

 

 

IV. Embase の検索モード 
  Embase では、検索の目的や習熟度に応じて以下の９つの検索モードを選択することができます。 

 

 

 Quick Search（クイックサーチ）：思いついたキーワードからの検索 

 PICO（ピコサーチ）：システマティックレビュー文献検索 

 PV Wizard（PV ウィザード）：ファーマコビジランス用検索画面 

 Advanced Search（アドバンスサーチ）：検索式を自由に組み立てて検索 

 Drug Search（ドラッグサーチ）：医薬品名と他の概念をリンク検索 

 Disease Search（ディジーズサーチ）：疾病名と他の概念をリンク検索 

 Device Search（デバイスサーチ）：医療機器と他の概念をリンク検索 

 Article Search（アーティクルサーチ）：文献の書誌事項からの検索 

 Authors（オーサーズ）：著者名からの検索 
   

    

 
＜Article Search・Author Search サンプル画面＞  

※Article Search、Author Search 以外の検索モードは次章以降で紹介します。 

 

 

著者名・ジャーナルタイトルなどの書誌事項

を入力して、Search ボタンをクリック 
著者の姓、名、所属期間、イニシャルなどを入

力して、Find Author ボタンをクリック 
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V. 検索用語入力のルール 
i.  Embase で利用可能な演算子 

 Embase では以下の 5 種類の演算子が利用可能です（一部画面上から選択可能な演算子もありま

 す）。 

 

演算子 入力例 意 味 

AND A AND B A,B の両者を含むもの 

OR A OR B A,B のどちらかを含むもの 

NOT A NOT B A は含むが、B は含まないもの 

NEAR/n A NEAR/5 B A,B が 5 単語以内で順序を問わず隣接しているもの 

NEXT/n A NEXT/5 B A,B が 5 単語以内かつ、この順序で隣接しているもの 

  
論理演算子の優先順位： NOT,AND,OR の入力順に検索されます。検索順を変更したい場合は適

宜検索式を（ ）でくくることで検索可能です。 

 
ii. Embase で利用可能なワイルドカード 

 Embase では以下の 2 種類の演算子が利用可能です。 

 

ワイルドカード 機能 例 

？ 任意の一文字として wom?n ⇒ woman、women など 

＊ 文字制限なく任意の 

文字列として 

transplant* ⇒ transplantation、transplant、 

          transplantatable など 

 
iii. 2 単語以上からなる検索語の入力 

 2 単語以上からなる検索語を入力する時は、検索語をシングルコーテーション（‘）で囲みます。 

 コーテーションで囲まれていない単語間のスペースは、「AND 演算子」とみなされます。 
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第２章 Quick Search（クイックサーチ） 

 Embase に接続すると最初に表示される検索画面です。思いついたキーワードから簡単に検索を行う

 ことができます。Quick Search では ”Autocomplete” 機能が用意されており、キーワードをある程

 度まで入力すると、候補語の一覧が表示され、適切な検索語を選択することができます。 

 また、検索対象を”Quick search”に設定すると、入力した語から適切な EMTREE 用語へのマッピン 

  グが実施されます。初期設定では 3 条件までの演算が可能ですが、適宜ボックスを増やすこともでき 

  ます。検索結果は履歴として保存されるので、異なる条件で作成した集合を用いた演算も可能です。 

 
 ＜検索例＞ 動物（Animal）での肝臓毒性（Liver Toxicity）に関する文献を探す 

 
1. Quick Search トップページ 

① ボックス間の演算子を AND、

OR、NOT から指定します。 
② 検 索 フ ィ ー ル ド は 、「 Quick 

Search 」、「 Jounal name 」、

「Author name」、「Author's 
first name」「Author name」

が指定されていますが、プルダウ

ンから変更可能です。 
③ 必要に応じて検索ボックスを追

加できます。 

 

2. Quick Search 検索画面 

① 検索対象を”Quick search”に設

定すると、自動的に EMTREE 用

語にマッピングし、下位語や自

由語も検索します。（注）”All 

Field”を選んだ場合は、マッピ

ングされないため検索結果が異

なります。 

② Autocomplete 機能により、検

索候補語が表示されます。 

 

3. Quick Search 検索画面 

① 検索語を入力し、演算子を選択し

ます。 
② 論文の出版年で限定することも

できます。 
③ EBM 文献に絞り込むこともでき

ます。 
④ 設定した条件での結果件数が表

示されているので、確認してクリ

ックします。 
 
 
 
 

 

4. 検索結果画面 

① 検索式が表示されているので、

修正して再検索することも可能

です。 
② 該当の集合番号を選択し、演算

子を指定して、検索結果の集合

演算も可能です。 
 

 

 

Autocomplete 機能により、

検索候補語が表示されます。 
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5. 検索結果の絞込み 
  （Results Filters） 
検索結果の絞込みのための項目が用

意されています。 
① Publication Type のタブをク

リックし、 
② Conference Abstract を選択

して、 
③    をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
    ＜検索結果の絞込み・Filters＞ 
   検索結果の集合から、医薬品名、疾病名などを抽出ランキングした用語が表示されます。絞込みの 

 条件として使用することができます。 

   複数の候補語でフィルターを掛けることも可能です。フィルター内の用語同士は「OR」、 

   フィルター間の用語同士は「AND」で演算されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

絞込み項目 

 ← SOURCES：情報源の種類 

 ← DRUGS：医薬品名 

← DISEASES：疾病名 

← DEVICES：医療機器 

← FLOATING SUBHEADINGS：ｻﾌﾞﾍﾃﾞｨﾝｸﾞ 

← AGE：対象患者の年齢 

← GENDER：対象患者の性別 

← STUDY TYPES：試験の種類 

 ← PUBLICATION TYPES：資料の種類 

 ← JOURNAL TITILES：雑誌タイトル 

 ← PUBLICATION YEARS：論文の出版年 

 ← AUTHORS：著者名 

 ← CONFERENCE ABSTRACTS：学会抄録 

 ← DRUG TRADE NAMES：医薬品商品名 

 ← DRUG MANUFACTURERS：医薬品製造会社名 

 ← DEVICE TRADE NAMES：医療機器製品名 

 ← DEVICE MANUFACTURERS：医療機器製造会社名 
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6. 検索結果画面の詳細 
① 検索履歴の表示 

検索の結果作られた集合が履歴

として保存されています。集合演

算（前頁参照）以外にも、検索履

歴の保存などが可能です（詳細後

述）。 
② 検索結果件数の表示 
③ 検索結果はタイトルと書誌次項

の一覧で表示されます(デフォ

ルトは 1 画面 25 件の表示で

す)。 
  タイトルをクリックすると、 
  そのレコードの詳細情報を表示 
  します。 
④     をクリックすると、そ

の論文の抄録が表示されます。

検索結果にはハイライト表示が

されています。 
⑤      をクリックすると索

引が表示されます。 
⑥       をクリックすると

内容の類似したレコードを検索

できます。 

  

7. 検索履歴の保存 
① 保存したい検索条件にチェック

を入れます。 
② Save をクリックします。 
③ 保存したいフォルダを選択後、

名称をつけて、   をクリッ

クします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ＜検索履歴に対するオプション＞  

  検索履歴の保存、削除などが可能です。必ず一つ以上の履歴を選択した上でご利用下さい。 

 Save 機能の利用には、ログインが必要です。 
 

名称 機能 

・Save 検索条件を保存します。ログイン ID の配下に自由にフォルダを作成して管理する

ことができます。”Shared”フォルダは、同一機関内のユーザーで情報共有できる

スペースになっています。 

・Delete 検索履歴を削除します。 

・Print view プリンターに出力します。 

・Export HTML、TEXT、CSV 形式にエクスポートします。 

・Email Email アドレス宛に送信します。デフォルトでは Register 時に登録したメールア

ドレスが表示されますが、他のアドレスを指定することも可能ですし、複数アドレ

ス宛に送ることもできます。複数のアドレスを入力する場合は、 

；（セミコロン）で区切ります。タイトル・コメント欄は英数字のみ入力可能です。 

⑤Index Terms (索引)の表示 

④Abstract の表示 
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8. Saved Search 画面 
検索した条件が保存されています。 
① 同じ条件を再度実行したり

（Rerun）、 
② Alert 登録（Set email alert）、 
③ 削除（Delete）も可能です。 

  

9. 複数レコードの出力 
複数のレコードを一度に出力するこ

とができます。 
① 必要なレコードを選択して、✓

をつけます。 
② 出力オプションを選択します。 
 ・ Export を選択 ☛ 11 へ 

 ・ Add to Clipboard を選択  

            ☛ 12 へ 

 

  

 
  ＜出力に対するオプション＞  
  様々な形式で検索結果を出力可能です。必ず一つ以上の履歴を選択した上でご利用下さい。 
 

名称 機能 

・View HTML 画面に表示します。 

・Print プリンターに出力します。 

・Export EndNote、RefWorks、TEXT、CSV、XML、PDF、Word 形式でエクスポ

ートします。 

・Email Email アドレス宛に送信します。デフォルトでは Register 時に登録したメ

ールアドレスが表示されますが、他のアドレスを指定することも可能です

し、複数アドレス宛に送ることもできます。複数のアドレスを入力する場

合は、；（セミコロン）で区切ります。タイトル・コメント欄は英数字のみ

入力可能です。 

・Order Infotrieve 社のドキュメントデリバリーサービスへのリンクです。 

・Add to Clipboard クリップボードに保存します。保存されたレコードは、画面上部の

Tools->Clipboard をクリックすると確認することができます。異なる集合

に含まれるレコードも同じクリップボードに保存することができるので、

任意のレコードで集合を作成することができます。 

ログイン時には、Clipboard メニュー中の Save ボタンを利用することに

より、クリップボードの内容を保存することができます。非ログイン時に

は、同一セッション内のみの保存となります。 
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10. 学会抄録レコードの詳細 
“Additional Information”欄には、

学会名・開催地・開催日について記

載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Export 
① Export の形式を選択できます。 
② いくつかの形式では、Export の

形式を選択でき、”Specify fields 
to be exported” 形 式 で は

Export するフィールドも選択で

きます。 
③ My tools の Preference から

Export の 形 式 や 、 ”Specify 
fields to be exported”形式で選

択するフィールドなどよく使う

形式を保存し、常に最初に表示で

きるようになりました。   

☛ ワンポイント：学会抄録の収録 

・6,000 タイトル以上のジャーナルサプリメントより、学会抄録を収録。 
・年間 1,000 以上の会議録より 300,000 を超えるレコードを収録。 
・臨床、医薬品に関連する分野の学会をカバー。 
・各学会について概説する“Conference Review”レコードを収録。 
・全ての学会抄録レコードについても、EMTREE による索引を付与。学会名・   
 開催地・開催日のフィールドを新たに設定。 
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12. Add to Clipboard 
選択したレコードが Clipboard に保

存されています。 
① 保存したレコードを再度出力し

たり、 
② 恒 久 的 に 保 存 （ Save this 

Clipboard）することもできま

す。恒久的に保存するためには

ログインが必要です。 
③ 保存場所を選択して、名称を入

力します。 
④ Saveボタンをクリックします。 
⑤ 保 存 さ れ た Clipboard は

Saved Clipboards から確認可

能です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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第３章 Emtree 
  
 Emtree（イーエムツリー）は階層構造を有する 73,000 語以上の統制語（Emtree 用語、うち 31,000 

  語が医薬品に関する用語）と、310,000 語以上のシノニム（同義語）からなる統制索引語辞書です。  

  Emtree 用語はある概念に対して様々な用語が存在する場合に、優先的に索引されるように決められ    

  た用語であり、文献の中心主題に対してのみ付与されます。そのため、Emtree 用語を検索に用いる 

  と、網羅的かつノイズの少ない検索が可能となります。 

 Embase の各検索モードでは Emtree 用語へのマッピング機能が用意されており、辞書を意識する 

 必要はありませんが、自身で Emtree tool を用いて Emtree 用語を調べることも可能です。 

 また、見つけた用語を各検索モードにコピーペーストする機能も用意されています。  

 
 ＜検索例＞ 抗血栓症薬（Antithrombogenic Agent）を意味する Emtree 用語を探す 

 
1. Emtree 画面 

① Brwose->Emtree を選択。 

② Fuid Term のタブを選択 

③ ボックスに検索語を入力しま

す。 

④      をクリックします。 

 

 

  

 

2. Emtree 画面 

fibrinolytic agent をクリックして、

Emtree の階層を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antithrombogenic agent はシノニム

であり、fibrinolytic agent が Emtree

用語であることを示しています。 
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3. Emtree 詳細画面 

選択した用語の上位語、下位語、来

歴、シノニムについて記載されてい

ます。 

下位語の中でも先頭に+記号のつい

ている用語は、更に下位の用語が定

義されています。 

Explosion search をすると、これ

らの下位語全てを網羅的に検索しま

す。 

 

①Take this query to Drug Search
のリンクをクリックすると、選択し

た EMTREE 用語が Drug Search 画

面にペーストされます(第 4 章に続

く)。 
疾病名の場合は、Disease Search
画面にペーストされます。 

 

4. ファセットによるブラウズ 

Facet(Emtreeの階層グループ)によ

る表示 

「+」の記号をクリックすることで下

位語を表示し、上位から下位へ概念

を展開しながら Emtree 用語を確認

することができます。 

 

 
 

 

上位語 

下位語 

来歴 

       シノニム 

これらの用語は全て Emtree 用語に置換

されて検索されます。 
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第４章 Drug Search（医薬品名からの検索） 
 

 Drug Search は、医薬品名からの検索に特化した検索モードです。医薬品名と組み合わせ可能な、副

 作用、臨床試験などの 17 種類の概念（Drug Subheadings）とリンク検索可能なテンプレートが用意

 されています。医薬品名は 47 種類の投与経路(Routes of Drug Administration）との組み合わせも 

 可能です。 

 Subheadings は医薬品名と関連付けられて索引されていますので、主題テーマ同士を論理演算するよ

 りも、医薬品名に対して適切な絞込みを行うことができます。例えば、医薬品名と副作用を論理演算し

 た場合、必ずしも目的とする医薬品の副作用に関する文献がヒットするとは限りませんが、

 Subheadings を利用すると、目的の医薬品の副作用が主題テーマの文献を見つけることができます。 

 Emtree では、医薬品の様々な名称（治験番号、商品名など）が、一般名に優先的にマッピング 

 （置換）されるように設計されています。そのため、どの医薬品の名称を用いても、網羅的な検索が 

 可能になっています。また Embase の索引方針では、総説（Review）以外の文献に登場する医薬品は

 全て Drug Term として索引されるので、医薬品名からの検索に適しています。 

 
 ＜Drug Search の検索画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
① Mapping（検索オプション） 
 

Map to preferred terminology EMTREE タームに自動的に置き換える 

Search also as free text in all fields フリーワードも検索する 

Explode using narrower Emtree terms 下位語や関連用語も含めて検索する 

Search as broadly as possible 上位 3 つのオプションを含めた検索 

Limit to terms indexed in article as 

‘major focus’ 

入力した用語を Major focus（中心主題）として

索引しているものに限定する 

 
② Sources（情報源） 

 Embase 由来レコードのみに限定 

 Embase Calssic 由来レコードのみに限定（1947-1973 年。要オプション契約） 

 MEDLINE 由来レコードのみに限定 
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③ Drug fields 
 

Drug manufacturers ’社名（フレーズ）’:mn 社名（完全一致）/mn 医薬品製造会社名 

Drug trade names ’品名（フレーズ）’:tn 品名（完全一致）/tn  

            Emtree 用語へのマッピング/de 
医薬品商標名 

 

④ Drug subheadings 

None 全サブヘディング Drug dose 投与量 

Adverse drug reaction 副作用 Drug interaction 薬物相互作用 

Clinical trial 臨床試験（I-IV） Drug therapy 薬物療法 

Drug administration 投与方法、投与経路 Drug toxicity 毒性 

Drug analysis 分析、構造解析 Endogenous compound 内因性化合物 

Drug combination 組み合わせ投与 Pharmaceutics 製剤 

Drug comparison 薬効比較 Pharmacoeconomics 医薬経済学 

Drug concentration 薬物濃度 Pharmacokinetics 薬物動態 

Drug development 開発研究 Pharmacology 薬理学 

 
⑤ Routes（投与経路） 

付録 P.29 参照 

 
⑥ Quick Limits 

 

Humans ヒトに関する研究 With abstract 抄録つき文献 

Article in Press 出版前文献 With molecular 

sequence number 

molecular 

sequence 
number を含む文献 

Animals 動物に関する研究 Priority journals 優先採択誌 

in Process 索引前レコード With clinical trial 

number 

臨床試験番号を含む

文献 

Only in English 英語文献 

 

 
⑦ EMB（Evidence Based Medicine） 
⑧ Pub types（文献のタイプ）                   付録 P.31 参照 
⑨ Lauguage（言語） 
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＜検索例＞ 医薬品名からの検索：抗血栓症薬（Fibrinolytic Agent）の臨床試験（Clinical Trail）  
       に関した文献を検索する 
 

1. Drug Search トップページ 

① ボックスに検索語を入力しま

す。 
② 下位語や関連語も含めます。 
③ 臨 床 試 験 を 意 味 す る

Subheadings とのリンクを設

定します。 
④     をクリックします。 

 

 

  

 

2. 検索結果画面です。 

① 興味あるレコードの Index 
Terms のタブをクリック。 

② 下位語である「alteplase」がヒ

ットしています。ダブルクリッ

クすると、別ウィンドウが立ち

上 が り 、 詳 細 な 索 引

（Subheadings との組み合わ

せ）が確認できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☛ ワンポイント：トリプルリンキング 

・主要なサブヘディングについては、医薬品―医薬品、医薬品―疾病の関連がこの論文中でどの 

ように論じられているかを、素早く理解可能なリンク情報が追加されています 

（2007 年 1 月以降の EMBASE レコードのみ）。 

 

・医薬品に付与されるサブヘディングでは以下の 5 種類が対象。 

  adverse drug reaction（副作用）、drug therapy（薬物治療）、drug comparison（比較） 

  drug combination（薬の組み合わせ）、drug interaction（薬物相互作用） 

 

・疾病に付与されるサブヘディングでは以下の 2 種類が対象。 

  drug therapy（薬物治療）、side effect（副作用） 

 

・トリプルリンキングの情報はフィルター機能として、詳細な絞り込みにも使用することができ  

 ます（次ページの検索例参照）。 
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3. 検索結果フィルター画面です。 

① 検索結果画面左のフィルター機

能から、Drug、Diseases、

Device を選択して開き、目的と

する用語をクリックします。 
② Key Subheadings から主題テ

ーマを選択してクリックしま

す。 
③ 絞り込みに利用したいキーワー

ドを選択します。 
④  Apply ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Embase のレコードから様々

なリンク情報を提供 

① 電子ジャーナルフルテキスト 
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4. Embase のレコードから様々

なリンク情報を提供(続き) 

② 臨床試験情報サイトへのリンク 

 

 



Embase 基本検索ガイド 

20 
 

第５章 Disease Search（疾病名からの検索） 

 Disease Search は、疾病名からの検索に特化した検索モードです。疾病名と組み合わせ可能な、診断、

 薬物療法など 14 種類の概念（Disease Subheadings）とリンク可能なテンプレートが用意されて 

   います。 

 
 ＜Disease Search の検索画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① Disease subheadings 
 
None 全サブヘディング Etiology 病因学 

Complication 合併症 Prevention 疾病予防管理 

Congenital disorder 先天性疾患 Radiotherapy 放射線療法 

Diagnosis 診断 Rehabilitation リハビリテーション 

Disease management 医療管理 Side effect 副作用 

Drug resistance 薬物耐性 Surgery 手術 

Drug therapy 薬物療法 
Therapy 

治療（薬物療法、放射

線療法、手術以外） Epidemiology 疫学 

 
 その他のオプションについては、第 4 章 Drug Search（P. 14-15）を参照。 
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 ＜検索例＞ 疾病名からの検索：就学前小児（Preschool child:1 to 6 years）の統合失調症 
             （Schizophrenia）の薬物療法（Drug Therapy）に関する論文を検索する  
 

1. Disease Search トップペー

ジ 

① ボックスに検索語を入力しま

す。 
② 下位語や関連語も含めます。 
③ 薬物療法とのリンクを設定し検

索を実行します。 
④ RESULTS FILTERS の AGE か

ら”Preschool child : 1 to 6
を選択します。 
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2. 検索結果画面&被引用情報への

リンク 

レコードタイトル中に、Cited by:n

というリンクの表示されているレコ

ードは、Embase のレコードを引用

して書かれた文献の情報が、Scopus 

Link として提供されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☛ ワンポイント：Scopus とは  

Scopus は、世界の 5,000 以上の出版社から出版される 21,000 以上の科学・技術・医学・社会

科学のタイトルを網羅する世界最大級の書誌・引用文献データベースです。 Scopus は毎日更新

され、抄録は最も古いものは 1800 年代まで遡り、1996 年以降に出版された論文にはすべて参

考文献が付いています。そのため、 これまでにない幅広い論文の間の引用リンクを提供すること

ができるようになりました。 

Embase のレコードにも、Scopus での引用論文数が表示されるため、Embase で見つけた文献

から研究の進展状況を確認できるようになっています。 

Scopus のご契約がない場合には、最新 20 件分の書誌情報までのご提供となります。Scopus で

表示された論文の抄録などを調べたい場合には、Embase の Advanced Search を活用すること

ができます（詳細は第 7 章参照）。 
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第６章 Device Search（医療機器名からの検索） 
 Device Search も医療機器に特化した検索モードです。医療機器名と組み合わせ可能な、副作用報告、 

  臨床試験などの 4 種類の概念（Device Subheadings）とリンク検索可能なテンプレートが用意

 されています。Device Search では、医療機器商標名、医療機器製造会社名からの検索を行うことが 

   できます。また医療機器のカテゴリーに準じた Emtree 用語も多数用意されています。 

 
 ＜Device Search の検索画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
①  Device fields 

 

Device manufacturers ’社名（フレーズ）’:mn 社名（完全一致）/mn 医療機器製造会社名 

Device trade names ’品名（フレーズ）’:tn 品名（完全一致）/tn  

            Emtree 用語へのマッピング/de 
医療機器商標名 

 
② Device subheadings 

 

Adverse device effect 副作用報告 Device 

comparison 

2 つ以上の医療機器

を比較した Study 

Device economics 治療におけるコストと 

治療効果、QOL との比較 
Clinical trial 臨床試験 

 
その他のオプションについては、第 4 章 Drug Search（P. 14-15）を参照。 
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 ＜検索例＞ 医療機器製造会社名からの検索：ボストンサイエンティフィック社製の医療機器に 
       関した文献を検索する 
 

1. Device Search トップページ 

① ボックスに検索語を入力しま

す。 
② 製造会社名フィールドを指定し

ます。 
③     をクリックします。 

 

 

  

 

2. 検索結果の絞り込み 

① DEVICE TRADE NAME のタブ

をクリックし、「Taxus」を選択

し、 
②    をクリック。 

 

☛ ワンポイント：医療機器に関連する文献の収録 

・Embase では 2014 年より医療機器に関連する文献の収録に注力しています。これまでの 

 医療機器名・製造会社名での索引に加えて、EMTREE 用語にも多数の収録を行っています。 

 

・医療機器に関する文献は、他のデータベースでは 

 あまり収録されていないケースが多く、 

 Embase ユニークな情報である場合が多くみられます。 

 
 
医療機器製造会社名で検索した

結果の情報源による内訳 
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3. サンプルレコード 

医療機器に関する索引、性沿い

会社名・製品名での索引が用意

されています。 

① DeviceTerm か ら 関 連 す る

Emtree 用語を確認することが

できます。 

 

 

 

Browse Emtree 画面で関

連するEmtree用語や階層

構造を確認することがで

きます。 
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第７章 Advanced Search 

 
 Advanced Search は、検索式を自由に入力して検索できるモードです。フィールド限定のためのヘル

プや、他の検索画面と同様の Limit 機能も用意されています。検索上級者が細かな条件を指定して検索す

るのは勿論のこと、論文タイトルから簡単にレコードを探すなどの目的でも利用可能です。 

＜Advanced Search の検索画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜検索例＞ タイトルからの検索：Scopus で引用されていることが確認された文献を探す  
   （検索例は P.19 からの続きです。） 
 

1. Scopus での被引用文献情報 

① 内容を確認したい文献のタイト

ルをコピーします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2. Advanced Search 画面 

① Scopus でコピーしたタイトル

を入力エリアにペーストしま

す。 
② フィールドをタイトルに限定し

ます。 

③      をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

3. 検索結果画面 

目的とするレコードが見つかりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

これらのフィールドに限定して

検索可能です。目的のフィール

ドをダブルクリックすると検索

式作成エリアに反映されます。 
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第８章 PICO Search 
 

PICO（Patient/Population、Intervention、Comparison/Control、Outcome）検索フォームはシス

テマティックレビューのための文献検索用に開発された専用の検索フォームです。 

システマティックレビューのための文献検索には網羅性が重視されますが、膨大な文献から適切な検索結

果を得ることは容易ではありません。Embase ではシステマティックレビューにおける PICO 検索をサポ

ートするための専用検索フォームを開発しました。 

PICO Search モードでは Patients/Population（患者）、Intervention（介入）、Comparison/Control(比

較)、Outcome(結果)の 4 要素について、Emtree 用語を参照しながら適切な検索用語を選択することが

できます。また、論理演算も簡単に設定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ＜検索例＞ インフルエンザに対するタミフルの効果についての文献を収集する 

 

 
1. PICO Search トップページ 

① ボックスに検索語を入力しま

す。 
② 下位語や関連語も含めます。 
③ 副作用、医薬品の相互作用との

リンクを設定します(☛)。 
④     をクリックします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☛ ワンポイント：PICO とは 

PICO とは EBM（Evidence Based Medicine）研究で臨床的疑問を形式化するために用いられ

るフレームワークです。 

 
 Patients/Population（患者集団）：どんな患者に 

 Interventtion（介入）：どんな介入（なに）をすると 

 Comparison/Control（比較対象）：何と比較して 

 Outcome（結果）：どんな結果になるか 
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2. EMTREE で検索語を調べる 

① Populationのラインにカーソル

を置いた後で、”Find best term”欄

に検索したいキーワード（この場合

は Influenza）を入力します。 

② 候補語が表示されるので、適切

な用語を選択し、ダブルクリックし

ます。 

 

3. PICO Search 続き 

① Population 欄に Influenza が

検索語として反映されていま

す。 
② EMTREE の階層表示で、下位概

念を確認することができます。 
③ ▽ボタンをクリックすると、選

択した用語の検索範囲を確認。

変更することができます。 
④ 検索範囲の設定画面です。 

 
/mj：メジャーフォーカス 
  （主要検索語）のみに限定 
/de：入力した EMTREE 用語 
   のみに限定 
/exp：下位語や関連後も含めて 
   検索する 
/br：EMTREE 用語に加えて 
   フリーキーワードも検索 
+Add synonyms：シノニムを 
追加する 
 

 

4. PICO Search 続き 

① その他の検索語も同様に設定し 

  ます。必ずしもすべての項目に 

  検索語を設定する必要はありま 

  せん。 

②        をクリックし、 

  検索結果を表示します。  
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5. 検索結果画面 

必要に応じて、絞り込みなど行

い、結果を閲覧します。 
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第９章 PV Wizard Search 
 

 PV Wizard Search は、ファーマコビジランス業務に必要な薬剤の副作用や特定の状況下での使用に

ついての文献検索を、より簡便かつ網羅的に実施できる検索モードです。PV Wizard Search は薬剤名、

シノニム、副作用、妊婦・高齢者などの特定の条件に関する検索式の設定、ヒトへの限定の５つの検索ス

テップからなり、収載されている同義語の確認や検索対象とする同義語の取捨選択が可能なため、ファー

マコビジランス以外にも特定の薬剤の網羅的な検索に活用できます。 

 
 ＜PV Wizard Search の検索画面＞  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
＜検索例＞ パラセタモールの副作用・特定条件下での使用情報を PV Wizard で検索する 

 
1. Drug name 

① 薬剤名は、画面左の Emtree ある

いは薬剤名入力フィールドに表

示される候補から選択できます。 
② サブヘディング(＊)はデフォル

トで設定されており、必要に応じ

て変更できます。 
③ Full Search Strategy をクリッ

クするとその時点の検索式を確

認できます 
④ 画面右下の をクリックし

ます。      

 

2. Alternative drug name 

① Drug name で選択した薬剤名の

同義語を確認し検索式に含む同

義語を選択します 
② さらに同義語を追加できます。 
③ 検索対象フィールドを選択しま

す。 
④ 画面右下の をクリックし

ます。      
 

 

 

Emtree 

5 つの検索ステップ 

薬剤名入力フィールド 

関連サブヘディング 

次のステップへ 

検索式の表示 
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3. Adverse drug reactions 

① 薬剤の集合に掛け合わせる副作

用関連の検索式があらかじめ準

備されています。 
② 必要に応じて検索式の変更もで

きます。 
③ 画面右下の をクリックし

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

4. Special Situations 

① 妊婦・高齢者・小児など、特定の

使用条件に関する検索式があらか

じめ準備されています。 
② 必要に応じて検索式の変更もでき

ます。 
③ 画面右下の をクリックしま

す。 

 

  

5. Human Limit 

① ヒトに関する文献への限定ができ

ます。 
② 出版年/レコード追加日の範囲限

定ができます。 
③ 画面右下の をク

リックしてレコードを表示しま

す。 

 

 

 
*ファーマコビジランス関連のサブヘディング 

PV Wizard では通常の副作用・毒性等に関するサブヘディング以外に“special situation for 

pharmacovigilance”と“unexpected outcomes of drug treatment の２つのサブヘディングが

提供されています。これらのサブヘディングは PV Wizard の他、フィルターでも使用可能です。 
 

サブヘディング 付与事例 

Special situation for 
pharmacovigilance 
(field code: dd_pv) 

Compassionate use、Counterfeit drug、Disease transmission via 

medicinal product 、 Drug abuse 、 Drug exposure during 

lactation、Drug misuse、Drug overdose、Aged、Kidney failure、

Liver failure、Medication error、Named patient program、

Occupational drug exposure、Off label drug use、Pediatric 

patient、Prenatal drug exposure 

unexpected outcomes 
of drug treatment 
(field code: dd_tm) 

Disease worsening with drug treatment、Lack of drug effect、

Partial drug response、Unexpected therapeutic effect 
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第１０章 Alert の活用 

 Alert とは、あらかじめキーワードや検索式を登録しておくと、データベースに新しく追加された情報

 から、条件にマッチしたレコードだけを Email で自動的にお届けするサービスです。都度検索する手 

 間が省けますので、同じテーマで継続的に情報をウォッチしたい場合に便利です。1 つの Alert 結果を

 複数のメールアドレス宛に配信することもできるので、情報共有ツールとしても活用していただくこと

 ができます。Alert のご利用にはログインが必要です。 

 

 Alert の活用例  

 ある医薬品についての副作用情報に関する文献を定期的に収集 

        自社製品の副作用・毒性・薬物相互作用の報告をモニタリング 

 自身の研究テーマに関する最新論文をウォッチング 

 生物由来製品の感染症定期報告のための文献を収集 

 関心のある分野の学会抄録をいち早く入手    など 

 

 
 ＜検索例＞ バレニクリンの副作用情報を定期的に収集する 

 
1. Drug Search トップページ 

① ボックスに検索語を入力しま

す。 
② 下位語や関連語も含めます。 
③ 副作用、医薬品の相互作用との

リンクを設定します(☛)。 
④     をクリックします。 

 

 

  

 

2. 索結果画面です。 

画面右の✉Email alert をクリッ

ク。（結果画面でマウスオーバーする

と、表示が現れます） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☛ ワンポイント：複数のサブヘディングの利用 

Drug Subheadings は複数選択することができます。Ctrl キーを押しながら、必要なサブヘディ

ングを選択します。複数選択した場合には、サブヘディング同士の演算を「○ Or」、 

「○ And」のどちらかから選択します。 
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3. Alert の設定画面です。 

以下の手順で Alert 登録内容を設定

します。 

 

① メールのタイトルを設定 
  （日本語入力不可） 
② メールアドレスを入力 
デフォルトではレジスター時に入力

したアドレスが表示されます。 
”；“で区切って、複数アドレスを入

力することも可能です。 
③ メールフォーマットを選択 
④ レコードの形式を選択(*2) 
⑤ 配信頻度とタイミングを選択

（*1） 
⑥        をクリック。 

 

4. Alert 管理画面 

Aler の確認・編集・削除を行うこと

ができます。 

＜主な機能＞ 

・Delete：登録削除 

・Turn On：Alert 配信開始 

・Turn Off：Alert 一時停止 

 

 

 

 
 *1：Alert の配信頻度 

Every day 毎日 

Every week 毎週 1 回（任意の曜日を指定） 

Every two weeks 2 週間に 1 回（任意の曜日を指定） 

Every month 毎月 1 回（1～31 日の任意の日付を設定） 

Every two months 2 ヶ月に 1 回（1～31 日の任意の日付を設定） 

Every three months 3 ヶ月に 1 回（1～31 日の任意の日付を設定） 

Every six months 6 ヶ月に 1 回（1～31 日の任意の日付を設定） 

Every year 年 1 回（任意の日付を設定） 

   
  *2：レコードの形式 

Citation Only 書誌次項のみ 

Citation and index terms 書誌次項、索引語 

Citation and abstract 書誌次項、抄録 

Citation, abstract and index terms 書誌次項、抄録、索引語 

Full record フルレコード 
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付録：検索オプション 

1． 各種 Limit 条件 
 Evidence Based Medicine：EBM に関連する研究分野 
 

Cochrane Review Cochrane 共同計画によって作成された体系的レビュー 

Controlled Clinical Trial 偽ランダム化比較試験 

Meta Analysis メタアナリシス 

Randomized Controlled Trial ランダム化比較試験 

Systematic Review システマティックレビュー・系統的総説 

 
 Publication Types：文献のタイプ 
 

Article 原著論文 Erratum 訂正記事 

Article in Press 出版前論文 Letter 編集者への手紙 

Conference Abstract 学会抄録 Note 注記 

Conference Paper 会議録 Review 総説 

Conference Review 学会レビュー Short Survey 短報 

Editorial 論説   
 
 
 Article Languages：使用言語 

EMBASE には英文の抄録が収録されていますが、ここで文献の原著が書かれた言語を限定することがで

きます。約 60 の言語が指定できます。 
 

Afrikaans English Japanese Scottish Gaelic 

Albanian Esperanto Korean Serbian 

Arabic Estonian Latvian Serbocroatian 

Armenian Finnish Lithuanian Sinhalese 

Azerbaijani French Macedonian Slovak 

Basque  Georgian Malay Slovenian 

Belarusian German Mongolian Spanish 

Bengali Greek Norwegian Swedish 

Bosnian Hebrew Persian Tagalog 

Bulgarian Hindi Polish Thai 

Burmese Hungarian Polyglot Turkish 

Catalan Icelandic Portuguese Ukranian 

Chinese Indonesian Pushto Urdu 

Czech Irish Gaelic Romanian Uzbek 

Danish Italian Russian Vietnamese 

Dutch    
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2． Route of Drug Administrations（投与経路） 
 

None  全ての投与経路 Intrapleural drug administration 胸膜内投与 

Buccal drug administration 口内投与 Intraspinal drug administration 髄腔内投与 

Epidural drug administration 硬膜外投与 Intrathecal drug administration 鞘内投与 

Inhalational drug administration 吸入投与 Intratracheal drug administration 気管内投与 

Intraarterial drug administration 動脈内投与 Intratumoral drug administration 腫瘍内投与 

Intraarticular drug administration 関節内注射投与 Intratympanic drug administration 鼓膜内投与 

Intrabronchial drug administration 軟骨内投与 Intraurethral drug administration 尿道内投与 

Intrabursal drug administration 口内投与 Intrauterine drug administration 子宮内投与 

Intracameral drug administration 嚢内投与 Intravaginal drug administration 膣内投与 

Intracardiac drug administration 心内投与 Intravenous drug administration 静脈内投与 

Intracavernous drug administration 洞内投与 Intravesical drug administration 膀胱内投与 

Intracerebral drug administration 大脳内投与 Intravitreal drug administration 硝子体内投与 

Intracerebroventricular drug 

administration 
脳室内投与 Oral drug administration 経口投与 

Intracisternal drug administration くも膜下内投与 Parenteral drug administration 非経口投与 

Intradermal drug administration 皮内投与 Periocular drug administration 眼周囲投与 

Intraduodenal drug administration 十二指腸内投与 Rectal drug administration 直腸投与 

Intragastric drug administration 胃内投与 Regional perfusion 局所灌流 

Intralesional drug administration 病巣内投与 Retrobulbar drug administration 眼球後投与 

Intralymphatic drug administration リンパ内投与 Subconjunctival drug administration 結膜下投与 

Intramuscular drug administration 筋肉内投与 Subcutaneous drug administration 皮下投与 

Intranasal drug administration 鼻腔内投与 Sublabial drug administration 唇下投与 

Intraocular drug administration 眼内投与 Sublingual drug administration 舌下投与 

Intraosseous drug administration 骨内投与 Topical drug administration 局所投与 

Intraperitoneal drug administration 腹膜内投与 Transdermal drug administration 経皮的投与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

 
Embase のご利用に関するご質問は、以下のお問い合わせフォームからお問い合わせ

下さい。 
 

エルゼビア・ジャパン株式会社 

Tel : 03-5561-5034 
jpcorporate@elsevier.com 

 

日本語ホームページ（製品情報） 

https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/embase-biomedical-research 


