
 
 

PubMed のリニューアルについて 
 

令和 2 年 1 月 17 日 
医学分館 

 
米国国立医学図書館（NLM）は、PubMed のリニューアルを発表しています。すでに、2019 年 11 月中

旬から新しい PubMed は一般公開されていますので、ご存知の方も多いかと思います。 
PubMed には東北大学専用のページを設けておりますので、こちらのリンクから、ご利用ください。 
 
東北大学専用ページ  

新：New PubMed： https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ijptohlib 
       旧：Legacy PubMed： http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijptohlib 
 
東北大専用ページから利用すると、PubMed の検索結果詳細画面にリンクしている電子ジャーナルが見

られなかったとき、緑のリンクアイコン「 」に進んでいただくと、東北大学で契約してい

る電子ジャーナル情報、文献複写サービス申込画面へシームレスにアクセスすることができます。ぜひ、

ご活用ください。 
 
★新しい PubMedの主な変更点・注意点 

・スマートフォンなど、モバイル端末からのアクセスに適した画面表示になります。 
・検索結果の表示順が新着順から、関連度順になります。 
・検索結果一覧に表示される Abstract は、先頭からではなく、Abstract のなかでも入力されたキーワー

ドに、より近い部分です。 
・検索窓下の Advanced から、検索履歴、検索式を確認できます。 
・同じキーワードで検索しても、新旧では検索結果が異なる場合があります。検索式等ご確認ください。 
・2020年春頃にNew PubMedが本格稼働し、現在のPubMedも数か月は平行稼働の予定とのことです。  

新旧どちらのアドレスから PubMed にアクセスしても、前回閉じた時のバージョンが開くようで

す。ブラウザによって、PubMed アクセス後に新旧を遷移したときに、東北大専用ページの接続が

切れてしまう場合があります。「緑のリンクアイコン」が表示されない場合は、利用したい PubMed
のバージョンで一度画面を閉じて、改めて東北大専用ページから、ご利用ください。 

 
◆NLM のお知らせ 

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd19/nd19_pubmed_new.html 
◆カレントアウェアネスポータル 

https://current.ndl.go.jp/node/39561 
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PubMed Renewal 
 

January  17th 2020  
Medical Library  

 
The National Library of Medicine (NLM) has announced a renewal of PubMed in spring of 2020.  

Prior to its renewal, an updated version of PubMed has been available to the public since mid-
November of 2019, as you might already know. 

Please use the exclusive sites for Tohoku University mentioned below and take advantage of them. 
 
Tohoku University Sites:  

New PubMed： https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=ijptohlib  
 
Legacy PubMed： http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=ijptohlib  

 
If the electric journal you search is not available in PubMed, you may find it in other links of the 

electric journal that subscribed by Tohoku University by clicking the GREEN ICON image 
“  ” , and also you can seamlessly access the document copy service page.   
 
 
Note: 
・According to NLM, Legacy PubMed can be available for several months after total renewal of New 

PubMed scheduled in the spring of 2020. 
・In the current situation, the last version you accessed will be automatically opened whether you 

access through New PubMed or Legacy one.    
・The connectivity to Tohoku University site may be lost on some browsers by the page transition 

between New site and Legacy one.  If the GREEN ICON image “ ” is disappeared, please close 
the PubMed on the version you want to use, and access again through the Tohoku University’s 
exclusive site.  

 
More information, NLM Technical Bulletin  

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd19/nd19_pubmed_new.html 
 
※ The electric journal can be available through on-campus network of Tohoku University. 
(Some regionally limited journals needs the connectivity to Seiryo network or VPN.) 
 


