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コクラン・ライブラリーの内容をご存知ですか？
コクラン・ライブラリーは、医療従事者をはじめ、一般消費者・政策立案者・教育者・学
生など、EBM（エビデンスに基づく医療）
に関心を持つすべての人々にご利用いただけ
ます。次の6つのデータベースから成り立っています。
Cochrane Database of Systematic Reviews (コクランレビュー)

The Cochrane Collaboration（コクラン共同計画）
が発行する文献のうち、
もっと
も重要な部分をなすのがこのコクラン・レビューです。各レビューでは、特定の疾病（
またはヘルスケア上の問題）
に対する治療行為を取り上げ、
ランダム化比較試験から
得られた調査結果を要約することにより、
その治療行為の有効性を判断します。

Database of Abstracts of Reviews of Effects (その他のレビュー)

Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) は、品質評価されたシステ
マチックレビューの抄録を含んでいるという点においてユニークなデータベースで
す。
コクラン共同計画がまだ実行していないレビューの品質を評価したり、
内容を
要約することで、
コクランレビューを補完します。各抄録には、
レビューの要約ととも
に、全体的な品質に関する批評が入っています。英国ヨーク大学のThe Centre for
Reviews and Dissemination (CRD)が製作しています。

Cochrane Central Register of Controlled Trials (臨床試験)

CENTRALとして知られるこのデータベースには、書誌データベースとその他の公
開された情報源から取った、論文として出版済みの臨床試験についての詳細が収録
されています。論文のタイトルと出典に加えて、多くの場合は論文の抄録も含まれて
います。

The Cochrane Methodology Register (方法の研究)

比較臨床試験の実施にあたって用いられた方法を記載した出版物の書誌情報です。
雑誌論文、書籍および会議録がカバーされています。

Health Technology Assessment Database (技術評価)

完了済みおよび現在進行中の医療技術評価（治療行為が医療的・社会的・倫理的・
経済的に持つ含意）
の詳細情報が世界中から収集されています。英国ヨーク大学の
the CRDが製作しています。

The NHS Economic Evaluation Database (経済的評価)

医療行為の経済的評価を世界中から収集し、
それぞれの経済的評価の品質を評価
するとともに、相対的な長所と短所を明示します。英国ヨーク大学のthe CRDが製
作しています。
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ご利用開始の前に
Wiley Online Libraryへのユーザー登録をお勧めし
ます。登録は簡単で、検索条件の保存などさまざまな
利点があります。
ユーザー登録はこちらから：
http://wileyonlinelibrary.com/user-registration
登録後、入力したメールアドレスに確認のメールが自
動配信されます。メール本文中のURLを、受信か
ら24時間以内に忘れずにクリックして下さい。
そ
れによって新規ログインが有効になります。
ログイ
ンが確認されると、
ユーザーのパーソナル・ナビゲー
ションバーが表示された
「My Proﬁle」ページにア
クセスできるようになります。
これでWiley Online
Libraryにログインできたことになり、
ユーザー名が
画面上部に表示されます。

コクラン・ライブラリーへのアクセス
1

Wiley Online LibraryのSearchボックスで
Publication titlesを選択し、Cochraneと入力し、検索
ボタン
をクリックします。

3

コクラン・ライブラリーのホームページが表示されます。

2

検索結果から
「The Cochrane Library」
をクリックして下さい。

これがコクラン・ライブラリーのホームペー
ジです。
ここからコクラン・ライブラリーの
サイト内を自由に行き来して利用できます。
■
■
■
■
■

全データベースのブラウズ・検索
Editorial（編集委員の論説記事）
の閲覧
Special Collections（特集記事）
の閲覧
ポッドキャスト
（毎月更新）
のダウンロード
The Cochrane Journal Club（後述）
へのアクセス
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基本的な使い方

特定の語を検索します

収録レビューを主題やデータベース別
にブラウズ
（一覧表示）
します

コクラン・ライブラリーのデータベースをブラウズ
（一覧表示）
または検索するには、
いくつかの方法があ
ります。
各データベースをホームページからブラウズしたり、
クイックサーチを実行することができます。
ま
た、Advanced Searchをクリックすると、
アドバンストサーチやMeSH検索、
さらに過去に使った検索
式を編集・結合できる検索履歴が使えます。
コクラン・ライブラリーの各ページでは、下のいずれかのヘッダーが表示されます。
そこからサイト中の
別のページに進んだり、
アドバンストサーチ画面やホームページを表示させたりすることができます。
Sign-up: Eメールアラートの配信を設定したり、RSSフィードを
利用したり、検索式を編集・保存する

Help: 検索マニュアル
にアクセスする

Learn: ユーザーガイドなど、利用に役立つ情報を見る

Browse: コクラン・ライブラリーを、
さまざまな切り口でブラウズする
アドバンストサーチ、MeSH
検索、Search History（現
在実行中の検索の履歴）
、Saved Searches（保存し
た検索履歴）
にリンク
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The Cochrane Systematic Reviews（コクランレビュー）
は以下のようなさまざまな方法でブラウズすること
ができます。
■ By topic
■ New Reviews（新着のコクランレビューだけを表示させる）
■ Updated Reviews（既存レビューの更新情報を調べる）
■ A-Z（全レビューをABC順に表示する）
■ By Review Group（
「The Eyes and Vision Review Group 」
など、特定のCochrane Review Groupが
執筆したレビューすべてを見る）

レビューステータス・ボタンについて
それぞれのレビューには、現在の状態が一目で分かる記号が付いています。

Review

レビュー。研究の結論と考察を収録し、多くの場合、複数の研究結
果を比較するメタアナリシスを含んでいます。

Protocol

プロトコル。準備中のレビューの概要、背景、理論的解釈、方法が
含まれます。

Methodology

方法研究に関するレビュー。

Diagnostic

診断検査の精度評価に関するレビュー。

Overview

共通の症状や健康上の問題に対して異なる医療行為の効果を評
価するレビューが複数存在する場合、
それらのレビューを総説す
るレビュー。

New

最新号で発表された新しいプロトコルやレビュー。

Conclusions changed

最新号で結論が大幅に変更されたレビュー。

New search

既存のレビューでカバーされていなかった新しい研究が最新号で
盛り込まれたレビュー。

Major change

最新号で研究対象が変更されたプロトコル。

Withdrawn

取り消されたレビューやプロトコル。
「最新の医療環境に対して情
報が古くなった」
など、取り消し理由は論文に明記してあります。

Comment

コメントと批評までを含むレビュー。読者がコメントを送信する
ことができ、
レビューの著者からの回答がレビューに組み込まれ
ます。
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アドバンストサーチ
アドバンストサーチの画面を表示するには、下の図のリンクをクリックして下さい。
（リンクの表示はペ
ージによって異なります）

アドバンストサーチでは、
ワイルドカード
(*)、二重引用符によるフレーズ検索、
ブー
ル演算子(AND, OR, NOT)を使って多彩
な検索ができます。
検索対象のフィールドをFull text（全
文）、Title（タイトル）、Author（著者）
、Abstract（抄録）、Keywords（キーワー
ド）
のいずれかに限定することも可能です。

検索対象とするフィール
ドをドロップダウンメニュ
ーから選べます

検索対象にするデータベースを選んで検索
条件を絞り込むこともできます。検索した
いデータベース名のボックスを1つまたは
複数クリックして選択します。

*, “ “”, AND, OR, NOTを使
った多彩な検索が可能です

検索履歴

■ Search Historyは、
現在実行中のセッション

での検索履歴を表示します。

■ 検索履歴は#1, #2のような番号付きで表示さ

れます。
「#1 OR #2」
のように検索式を組み合
わせて使えます。

■ 今回のセッションで使った検索条件を将来も

使いたい場合は、Save Search（特定の検索
条件の保存）
またはSave Search Strategy（
検索履歴全体の保存）機能を利用して下さい。
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検索結果

コクラン・ライブラリー中のデータベースごとに検
索結果を切り替えることができます
検索結果を保存または編
集します

1ページに25件の検索結果が表示されます。次
の結果を表示させるにはここをクリックします

検索結果のうち最新号のレビュ
ーだけに絞って表示するか、全
レビューに広げるかを選べます

検索結果をタイトル・一致度・公開日
で並び替えることができます

タイトルをクリックすると本文が読めます

カッコ内の数字は、
それぞれのデータベースで検索条件にヒットしたレビューの数を表します。
画面右側のリンクをクリックして、検索条件を保存または編集することができます。Save Search（検索条件の
保存）機能を利用するにはユーザー登録が必要となります。
（p.3「ご利用開始の前に」
をご参照下さい）
検索結果からタイトルをクリックすると、
レビューの本文を表示できます。
検索履歴を将来のため保存したい場合
は、Save Searchを選んで下さい

Saved Searchesページでは、保存済みの検索条件を表示および管理できます。
Export: 保存した検索
条件をテキストとして出
力します

Activate Alert: クリックすると、
保存した検索条件に合うレビュ
ーの追加またはアップデートが
メールで通知されます
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検索のヒント
検索方法

使用例

説明

語幹検索

clear
tumor
mouse
run

語幹検索機能によって、
同じ単語が語形変化したものも自動的に検索にヒットします。例えば
意味上の語形変化: clear を検索すると clear, clears, cleared, clearing, clearer, clearest もヒットします。
英米のスペルの違い: tumor を検索すると tumour もヒットします。
不規則変化する動詞: mouse を検索すると mice もヒットします。
不規則変化する動詞: run を検索すると ran, runs, running もヒットします。
語幹検索を使いたくないときは、
単語を二重引用符(“ “)で囲むと完全一致で検索されます。

一つの単語を検索

Cloning

記事内または選択したフィールド内の特定の語を検索します。

複数の語を検索

diabetes mellitus

二重引用符(“ “)で囲まれない限り、
両方の語をAND演算子で掛け合わせたときと同様に、両方の語をともに含
む記事またはフィールドがヒットします。

フレーズの完全一
致検索

“diabetes
mellitus”

二重引用符(“ “)でフレーズを囲むと完全一致で検索されます。左の例では、diabetes mellitusというフレーズ
がそのまま含まれる記事またはフィールドがヒットします。
二重引用符によるフレーズ検索では、
ワイルドカードが使えません。
ワイルドカードを使いたい場合は、左の例の
ようにNEXT演算子を代わりに使って下さい。

hearing NEXT aid*
ワイルドカード

transplant*

3文字以上の単語
でのみ使えます

アスタリスク(*)を使って、
同じ文字列で始まるすべての単語を検索できます。
transplant* を検索すると、
transplant, transplants, transplanting, transplantatin, transplantableな
どすべてがヒットします。

*glycemia

語尾の形が共通の語を検索するにもアスタリスク(*)を使います。
*glycemiaを検索するとhyperglycemiaとhypoglycemiaの両方がヒットします。

leuk*mia

単語中の1文字以上の任意の文字列を表すにはアスタリスク(*)を使います。leuk*miaを検索するとleukemiaと
leukaemiaの両方がヒットします。

wom?n

単語中の任意の1文字を表すにはクエスチョンマーク(?)を使います。wom?nを検索するとwomanとwomen
の両方がヒットします。

system?

検索語自体とともに末尾に任意の1文字が加わる語を検索する場合もクエスチョンマーク(?)を使います。
system?
を検索するとsystemとsystemsの両方がヒットしますが、
systematicやsystemicはヒットしません。

ハイフンを含む
語句

“evidence based”

evidence-basedのようにハイフンで結ばれることが多い語句を検索する場合は、
ハイフンを含めないようにし
て下さい。
（ハイフンは、
文献のDOIを検索するために使われます）

フレーズ中の論理
演算子

“Food and Drug
Administration”

論理演算子としても使われる語(and, or, not)やストップワード(a, an, the, ofのように検索から除外される短
い単語）
を含むフレーズを検索したい場合は、左の例のように二重引用符(“ “)を使って下さい。

論理演算子
（ブール演算子）
の使い方
アドバンストサーチでは以下の演算子を使えます。
プルダウンメニューから選ぶか、
または検索ボックス・検索履歴
ボックスに直接入力して下さい。
演算子

使用例

説明

AND

insulin AND diabetes

両方の語が含まれる記事またはフィールドがヒットします。

OR

heart OR cardiac

少なくともどちらか一方の語が含まれる記事またはフィールドがヒットします。

NOT

aids NOT hearing

一つ目の語を含むが二つ目の語を含まない記事またはフィールドがヒットします。

演算子間の優先
順位 (NOT, AND,
OR)

kidney OR renal
and dialysis

検索条件が複数の論理演算子を含む場合、
優先度の高さはNOT→AND→ORの順となります。括弧を使ってネス
ト化すると、
演算子間の優先順位をより明確に示すことができます。

括弧によるネスト
（入れ子）化

(kidney OR renal)
AND dialysis

上記の優先順位に関わらず、
括弧( )を使ってネスト
（入れ子）化した部分が検索時に優先されます。

複数の検索条件
の結合

#1 or #2 or #3

既に使った複数の検索条件を掛け合わせることができます。AND, OR, NOT演算子や括弧によるネスト化に対応
しています。
括弧を使わない限り、
演算子間には上記と同じ優先順位が適用されます。

近接検索

NEAR
cancer near lung

二つの単語をNEARで区切って入力すると、
”lung cancer”と”cancer of the lung”のように、両方の単語が順序
に関わらず近接して含まれる記事がヒットします。nearの後に数字を指定しない場合は、
自動的にnear/6（6語以
内）
として検索されます。
ストップワードは語数にカウントされません。

NEAR/x
cancer near/2 lung

両方の単語が順序に関わらず近接して含まれる記事がヒットします。near/xの形で数字を入れると、二つの検索
語の間に入る語数の上限を指定できます。
ストップワードは語数にカウントされません。

NEXT
lung next cancer

二つの単語をNEXTで区切って入力すると、
二つの語が入力した通りの順で、隣り合わせで含まれる記事がヒッ
トします。
lung next cancerを検索すると、
lung cancerはヒットしますがcancer of the lungはヒットしません。
NEARとは違って、
/xの形で数字を指定することはできません。二重引用符(“ “)によるフレーズ検索とほぼ同等の
機能ですが、
NEXTでの検索ではストップワードが無視される点が異なります。
また、NEARはワイルドカードと併
用することができます。

(#1 or #2) and #3

hearing next aid*

8

37180-TCLJapA5UserGuide.indd 8

12/28/11 3:39 PM

MeSH 検索
MeSH検索の画面を表示するには、画面上部にあるMeSH Searchのリンクをクリックして下さい。
ページによ
ってはMeSH Searchのリンクが表示されませんが、
その場合はいったんアドバンストサーチ画面に進んでそ
こからMeSH検索を選んで下さい。

MeSHの見出し語を
シソーラスから検索
します

クリックするとシソーラス中
の関連語のツリー構造を表
示できます

“kidney”をシソーラス
から検索した結果が表
示されます

クリックするとツリ
ーが表示されます

コクラン・ライブラリー各データベースでのMeSH索引の有無
Cochrane Reviews

MeSH索引が付いています。新しい
レビューは、公開から4ヶ月以内に索
引が付けられます

Cochrane Protocols

MeSH索引は付いていません

Clinical Trials

MEDLINEをソースとする文献
にはMeSH索引が付いていま
す。EMBASEとハンドサーチで収集
された文献にはMeSH索引が付い
ていません

Other Reviews

MeSH索引が付いています

Technology Assessments

MeSH索引が付いています

Economic Evaluations

MeSH索引が付いています

MeSHは米国の国立医学図書館が件名として採用する統制
語の目録で、MEDLINEやPubMedなどの索引データベース
に用いられています。MeSHを使うことで、
同じ概念が文献に
よって異なる用語で表現されていても、一貫性をもって検索す
ることが可能になります。
（詳しくは http://www.ncbi.nlm.nih.gov をご
参照下さい）
米国国立医学図書館が出版するMeSHシソーラスに従った
キーワードは、
コクラン・ライブラリーのすべてではありませ
んが多くの収録記事に付けられています。
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特定のレビューについてのナビゲーション
Database Toolsを使って、
コクラン・ライブラリーを”My
Proﬁle”（マイページ）
中のSaved Publicationsリストに
登録できます

コクラン・ライブラリーのど
のページにも検索ボックスが
表示されます。
アドバンスト
サーチ、MeSH検索、Search
History（現在のセッションでの
検索履歴）、Saved Searches
（保存した検索履歴）
にもリンク

タイトル・著者

公開年月日・DOI

Article Tools
メニュー

著者の連絡先、
引用のための書誌情報、公開履歴、研
究助成の内容を見るにはここをクリック

収録レビューを以下
の切り口で一覧表示 ABC順／主題別／新
着レビュー／改訂され
たレビュー／Review
Group別
OTHER RESOURCES
はコクラン・ライブラリ
ー内の他のデータベー
スにリンク

タブメニューで表示コンテ
ンツを切り替え

Abstract（抄録）
にはPlain
Languages Summary（平易
な用語での要約）
も含まれます

レビューの本文はPDFで
も提供され、保存・印刷が
可能です
レビュー本文の末尾には関連文献
へのリンクが付いています
「Jump to」
のドロップ
ダウンメニューを使う
と、
レビュー内の特定の
セクションにすばやくア
クセスできます
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その他の機能
ResultsとFigures

Resultsセクションからは、
レビュー対
象となった研究のメタアナリシス図表
を表示できます。
また文中のFigure（
図表）
をクリックすると拡大表示でき
ます。

Referenceタブでは、現在のレビュ
ーで引用された文献へのリンクを、
コク
ラン・ライブラリーの内外に関わらず
一覧しています。

Cited byタブで、現在の記事を引用
している他の論文を一覧表示できます
（コクラン・ライブラリー契約機関の
み利用可能）。Wileyだけでなく他の出
版社の雑誌の論文もカバーされます。

Other Versionsタブで、現在の記
事の過去のバージョンすべてを表示
できます。
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ユーザートレーニング
コクラン・ライブラリーを十分にご活用いただけうよう、
ユーザートレーニングの機会をご利用下さい。

24時間利用できる無料オンライン・チュートリアル

自分のペースで利用法を学べる、音声付きガイドです。
日本語版もご用意しています。

http://wileyonlinelibrary.com/training

インストラクター付き無料ウェブトレーニング
（英語）

ウェブと電話で利用できるトレーニング
（英語のみ）
の日程のご確認・参加ご予約は下記URLから可能です。
http://wileyonlinelibrary.com/tutorials

ご契約方法

コクラン・ライブラリーは以下の形態から選んでご契約いただけます。
■ オンライン

■ DVD

■ PDA (www.skyscape.com/cochrane)

ご契約に関するご相談は

最寄りの外国雑誌代理店またはワイリー・ジャパンまで
お申し付け下さい。

ワイリー・ジャパン
〒112-0002
東京都文京区小石川1-28-1
フロンティア小石川ビル4F
TEL (03)
3830-1231
/ FAX/ (03)
TEL
(03)
330-1231
FAX5689-7276
(03) 5689-7276
E-MAIL interscience@wiley.co.jp
日本語ホームページ www.wiley.co.jp
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