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屡特集ヂジﾀﾙ図書館

オンライン全文データベースとＥＢＭ二次情報検索ツール

１･はじめに

オンラインで利用できる雑誌の増加にともな

い、オンラインジャーナルの存在は現在の図書

館において必要不可欠なものになりました。特

にオンラインジャーナルの中でも、「アグリケー

ター系」と呼ばれ、複数の出版社のデータをま

とめて提供している「データベース」の需要は

近年増加の傾向にあります。

その｢アグリケーター系｣を代表するEBSＣＯ

(エブスコ）は、アメリカ本社および世界30カ

所以上に拠点を置き、世界最大の図書館情報

サービス業者として、６０年以上もの歴史を持っ

ております。このうち、雑誌論文の全文および

二次情報のデータベースを扱う部門をEBSCO

Publishingと呼びます。

本稿では、近畿病院図書室協議会の会員様向

けに弊社がご提案している２つの代表的なデー

タベースのご紹介をさせていただきます。

Ⅱ、ＭＥＤＬｌＮＥｗｉｔｈＦｕＩＩＴｅｘｔ

ｌ・MEDLINEwithFullTextの概要

MEDLINEwithFullTextとは、医学におけ

る様々な分野の雑誌のフルテキストを閲覧でき

る世界最大規模のデータベースです。National

LibraryofMedicine（国立医学図書館：以下

NLM）が製作している二次情報データベース

｢MEDLINE」の収録データをカバーし、その

うちおよそ1,200誌の全文をご覧いただけます。

全文が収録されているタイトルのうち、およそ

すずきともゆき：EBSCOPUblishingJapan

suzuki＠ebsco・cojp

－７－

鈴木智之

1,000誌はcover-to-coverで収録されており、

総収録データ数はインデックス・抄録情報がお

よそ1,600万件､全文情報が140万件含まれます。

収録データは毎日更新され、常に最新の情報を

提供します。

２．EBSCOhostの機能

ＭＥＤＬＩＮＥｗｉｔｈＦｕｌｌＴｅｘｔはEBSCO

Publishingが提供するオンラインデータベース

の統一プラットフォームEBSCOhostを採用し

ております。北米をはじめとする世界各国の教

育機関・医療機関・企業・官公庁で、この

EBSCOhostを用いた様々なデータベースが利用

されています｡日本の利用者からの要望により、

日本語版のプラットフォームも選択できます。

（１）検索方法

EBSCOhost版MEDLINEwithFullTextに

はさまざまな検索方法があります。代表的な検

索方法には、キーワード検索・ＭｅＳＨ検索・

出版物検索などがあります。

ｉ）キーワード検索

キーワードを入力するだけではなく、さまざ

まな条件を限定して絞り込みをかけることが可

能です。たとえば、2005年以降に出版された雑

誌で、フアロー四徴症（TetralogyofFallot）

の治療法に関する論文のうち、2006年以降に出

版された全文を見たい場合、以下のような絞り

込みが可能です。

。「検索条件」に“tetralogyoffallot，，と

“treatment，，を入力

・下段「検索条件の見直し」内の「全文」に

チェックを入れ、「出版日」を2006年からに
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限定し「検索」をクリック

以上の操作を終えると９件の検索結果が表示

されます（図１)。

ii）ＭｅＳＨ検索

ＮＬＭのＭｅＳＨ（MedicalSubjectHeadings）

はMEDLINEに収録されている論文の主題を

表すために使用され、生物・医学用語の統制管

理をしています。ＭｅＳＨは主題による階層構

造になっており、下位に行くほど用語がより詳

細で幅広くなります。各論文には約10～12の

ＭｅＳＨが付与されており、この階層構造を検

索に用いることにより、精度の高い検索をする

ことができます（図２)。

たとえばファロー四徴症と両大血管右室起始
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図２．ＭｅＳＨ検索画面
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図１．キーワード検索画面と検索結果画面
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症（DoubleOutletRightVentricle）をａｎｄで

結び自由語で検索すると225件の検索結果が表

示されますが、ＭｅＳＨを用いて精度の高い検

索をすると38件に限定されます。

iii）出版物検索

出版物情報から検索をすることができます。

たとえば、「AnnalsoflntemalMedicineの最

新号を見たい」や「ClinicalNephrology中の

ネフローゼ症候群（Nephroticsyndrome）に

関する情報だけを定期的に見たい」というよう

な場合に、後述する「MyEBSCOhost」内の

アラート機能や検索履歴の保存とあわせてお使

いいただけます（図３)。

(2)MyEBSCOhost

EBSCOhost内に利用者が個人のアカウント

を設定することで、検索結果・検索履歴の保存

やE-Mail送信ができ、雑誌のアラートを設定

することができます。MyEBSCOhostの設定

をしない場合はログアウトするまでの検索結果

と履歴は保存されますが、ログアウト以降も保

存をしたい場合にはこのMyEBSCOhostを設

定します。結果と履歴の保存には「永久保存」

と24時間の「一時保存」の２種類があります。

アラートは１ヶ月から１年間まで期間を選択で

きます（図４)。

(3)リンクとPubMedLinkOut

EBSCOhostは図書館のOPAＣシステムへの

リンクをはじめ、リンクを豊富に取り揃えてお

ります。

ＣＩＮＡＨＬｗｉｔｈＦｕｌｌＴｅｘｔやＳＰＯＲＴＤｉｓｃｕｓ

ｗｉｔｈＩＭｌＴｅｘｔなど、EBSCOhost内の他の全

文データベースに収録されているタイトルはも

ちろん、検索結果から各出版社の電子ジヤーナ

ルヘのCrossRef文献リンク、他社電子ジャー

ナル・データベースへのリンク、ＮＡＣＳＩＳ

Ｗｅｂｃａｔへのリンクなど、利用者のニーズに合

わせて各種設定できます。

また、PubMedLinkOutにも対応しているた

め、ＰｕｂＭｅｄの検索結果からEBSCOhost内の

全文を見られます。

(4)その他

上記のほか、主な機能として「Cluster

Search」という絞り込み検索があります。図１

の検索結果の左側に表示される「サブジェクト

病院図書館２００７；２７(1)

園Ｚ型些些ﾐユ出西睡”＝

各出瞳袖の圃萱Ｉ

室謹身二一誤FMEDLⅡ､Ｅ【Full)ｼ53,4.ｃｄ１９６５．Ｃｕ『rGnI,OLDMEDUNE1

……ａＦｍａＩｓｏｆＩｎｌ６ｍ各出販袖の圃萱Ｉ

、ノルフアペフト胴Ｏサノジエク1．および国明別○墨画ｾ念じ

ページ:蔚へl塞全丑Ａ旦旦旦旦Ｅ旦旦ｌＪＬＬｕｌｌｇＥＱＥ旦工ｕｙ皿ＸＸＺｈ

、ノルフアペフト胴Ｏサノジエク1．および国明別○墨画ｾ念じ

ページ:蔚へl塞全丑Ａ旦旦旦旦Ｅ旦旦ｌＪＬＬｕｌｌｇＥＱＥ旦工ｕｙ皿ＸＸＺｈ

－９－

ノート：Ｔｈｓｍ１ｇ１ｓｈｅＩｄｌｏｃａＩｙ

画P･含全文

□Ann3IsOfIoWaIAnnIOW訓ＮＬＭＵＩＤ

呈鍵禽一駕雁Ｄ－ＩＮＥＯ部o耐､罪o『

□AnnB1sormEdIcaIhI罰oWrAnn1.1ct

三篭z壱一戸MEDLINE、ｮ１３ｒｍ３ｅｏｆ’

必葵αﾀｲﾄ恥にﾁｴプｸ壷fIIjる腫覇弱必葵αﾀｲﾄ恥にﾁｴプｸ壷fIIjる腫覇弱
、、

図３．出版物検索画面と出版物情報画面

■■ Ａ、ｎ口ＩｇＯ１ｍＩｅｍｎＩｍＢｄにｊｎＢＩｎＲｍ【ｆｌＩＧｍＭＥｒⅡＨ１『ﾛⅧIIn2II腿『倣衣蹄

n画r、図rｄｌｄＩ１ＮＬｍＵＩｎＩ

衣の瓢盛油の軍画2税口碑伽｡『Jnkm』『、麺2曲e血g限唖腫押J3fgz"F聖同劃き０，Ｊ卵ロ

室謹身二一誤FMEDLⅡ､Ｅ【Full)ｼ53,4.ｃｄ１９６５．Ｃｕ『rGnI,OLDMEDUNE1

衣の瓢盛油の軍画2税口碑伽｡『Jnkm』『、麺2曲e血g限唖腫押J3fgz"F聖同劃き０，Ｊ卵ロ

l2Dmt胃pre零,１l2Dmt胃pre零,１

ノート：Ｔｈｓｍ１ｇ１ｓｈｅＩｄｌｏｃａＩｙ

画P･含全文

□Ann3IsOfIoWaIAnnIOW訓ＮＬＭＵＩＤ

呈鍵禽一駕雁Ｄ－ＩＮＥＯ部o耐､罪o『

□AnnB1sormEdIcaIhI罰oWrAnn1.1ct

三篭z壱一戸MEDLINE、ｮ１３ｒｍ３ｅｏｆ’

タイＭ８Ａｍａ肘｡fini…21岸?銅禽Ｑ里肝羅酒毒茜読言示丁
Ｔ ２ 胸 A b l w w o 威 狗 症 j W tInWnucd届１４５壬８今Ｚ.０６８０１７

壁245暑７△2,5ｍ⑱
睡凹出世季”唾oq7垂5１,z1I夢号5.虻[軍Xご噂

障劃とCOOら麹19巳輝Fgz沖君おS刺１S39L37C4:Ｆ－Ｌ呈冒歪=Z虹画E唾
丙-1塁至穿立国ﾗ混

墨且岬厘：ＡｍＯ睡銅ＣＧＥ題gcfPhyさ心3審鞠函､亡諏ＳｃとWcJIn1gm8』1,““０‐5日１５冨・３－ぎ､画WT1
PM3gOI…‘PＡ』ａｉｒ亭室･詞ｃ６ｍＩ６

Ｕ風…釧雲豊霊巻霊鳥
回圏3Ｅｎ９ｎ３ｈＥｑｌ１悪畏.1＄Ｃ２ｍＳ０ＥＵ６

Ｄ式…rUwicgUo歴ｖｌ｡､Myl9Z7も・丙４４畏1Ｇ．２mED518
j両,94号ｇ･宝唾正取Ｚ

耐吋｡u酒和ｂｉｄｇｎＧｒ３Ａｍ身､亡ろｎＣｃｍ…cfP1Wこ'3,5馬９４．目ｒｇ－２ｏ鰯0凶１８
当月園‘Ｒ４－Ｅ７･Z画面Ｅｍ

ｆｔＷＩｲﾄﾙ8RhOUm鏡噛､『”@W:封l71INTERNMED‘細nInIMo釦､剛MOd‘ACPjQUfnaIElUboAnn31$pf用“一再6輿諏me21
c1InjcalmOdlcmQ里1,$４昌与･翼X軍X知ｒ

Ｆ１１４福』・泣面垂Ｉﾉーﾄ旨VDILfgfl935名Ｏ“!“､Ih9131､1罰hRh“mA111m岬rwo1的2“動19露国Rh9umallzmrEvl9w
昌匝鑑葺'３･?mEnZIZ

8IjPQr86dedbyRhfum誠ｋ３ｍ３“覗耐jS･淵知chl8E叩ﾘ…｡§叩訓aIeIlr81M-Mﾄﾘ2邪卵PIQm6nt：
恩１畢伺。・註mO117

ACPJouwmlcIubVciz調嘩M萱ｄａＹｚｏＯＩｄ５ｅＩｖ７･44PM2劉o8wO3IOfM3ア1蛇2‘将cマ1gEgls
mm心Q“もl"誰Ｉｈ６Ｊ鈍賑恥SUp識、ｳnIQndI8c61D109td岬Br帥0い1NLAいcrNmfl9787。曇１４４昼１･ココEmm
Ga1I9daI”･$蛎武犀孤・AJ$｡誠ﾕl1ableonlhnOj“『o鯉ｎｗｌ《1”)v染(1鍔Ｉ),v園(』a朴Jｌｍ剣･註むら
１零)y鶴叫DGcl9E可v毎他fTJ“1弱7)jv67pul･DOcl鮪myEaIJ恥Junl9G8)‘v田牛ｚｍユ
（19G8卜v7S(1971）時i:uEI宮髄､雁O1zne98tnt‘誌ｍｍＶｃＩ３１Ｑｒ③pU1．＞lOgUwdblrAm碗can今託唾
CcUF9ec『P1W虻“３－内n台『Iと“SCEI枕】r釧Inlfm3IM0d1EIneh“0低VcIg41.、‘1954.認１Ｖ寺看、冒

十言、ｌ

内陸ﾚｺｰ脚確DUNE〔F”喝e駒４．O唖１藍-E魁…LOLDMEpUI層手蒜う５
毒~毒

全文EO1jO1ﾉ 目 、 ’ 1 0 庫 0 9 唖 却 鱒 ｅ
云壷テこの墨画和への”ｸ：胸p鯉師電hGbfs色h郡RCC念Vだ”azPx7傘函ＥＲ１Ｗ&命口向唖EFSnCg7霊51坐､”蝿洲Ｆ９ｈｏ

９ 砂Zf 雄 一 1 度 ち
ゃ１雪ら

呈目”ｲﾌﾞ８Ｐ …己 亡a Ｉ＝ 予更 『
－－－－-一一‘・ざ.､－．ゴ…産_令屍_・ハム..ｎF言．.….,‘亡…孟志."､‘厨_,缶..＝‐……向.心‘‘_』云壷

衣の瓢盛油の軍画2税口碑伽｡『Jnkm』『、麺2曲e血g限唖腫押J3fgz"F聖同劃き０，Ｊ卵ロ
》
》

n画r、図rｄｌｄＩ１ＮＬｍＵＩｎＩ
雲
聖
墾
》

雲
聖
墾
》

ﾀｲﾄ恥ＡｍａＩＢｏｆｉｎｉ盆歴21岸?細rT円Ｅ

ＴＲ胸Ablwwo砿》｡“ｊＷｔＩｎＷｎｕｃｄ

睡凹出世…唾０３７.莞１

障劃とＣｍ３麹１９巳輝配画きtSS1J1曇9L3両４

墨且岬厘：ＡｍＯ睡銅ＣＧＥ題9㎡Phyさ心詮辛鞠函､亡諏Ｓｃと:eWcJIn1gm8』1,““ｏ
ＰＭ３ｇＯＩｐｈ３４ＰＡ
Ｕｎ“急at垂

回匙Ｅｎ９ｎ３ｈ

ロバ…rUwicgUo歴ｖｌ｡､Myl9Z7も

耐吋｡u酒和ｂｉｄｇｎＧｒ３Ａｍ身､亡ろｎＣｃｍ…cfP1Wこｌ３ｎ５

ｆｔＷＩｲﾄﾙ8RhOUm鏡噛､『”@W:封l71INTERNMED‘細nInIMo釦､剛MOd‘ACPjQUfnaIElUboAnn31$pf
C1InjCalmOdlcmQ

ﾉーﾄ旨VDILfgfl935名Ｏ“!“､Ih9131､1罰hRh“mA111m岬rwo1的2“動19露国Rh9umallzmrEvl9w
8IjPQr86dedbyRhfum誠ｋ３ｍ３“覗耐jS･淵知chl8E叩ﾘ…｡§叩訓aIeIlr81M-Mﾄﾘ2邪卵PIQm6ntl
ACPJouwmlcIubVciz調嘩M萱ｄａＹｚｏＯＩｄ５ｅＩｖ７･44PM2劉o8wO3IOfM3ア1蛇2‘将cマ1gEg妬
、､心Q“もl"誰Ｉｈ６Ｊ鈍賑恥SUp識、ｳnIQndI8c61D109td岬Br帥0い1NLAいcrNmfl9787・
Ga1I9daI”.$蛎武犀“．A』$｡誠1l1ableonlhnOj“『o鯉ｎｗｌ《1”)v染(1鍔Ｉ),v園(』a朴Ｊｌｍ
ｌ率)｡v鶴“D熊1§E可v毎他fγJ“1”)jv67pul･DOcl967〕lvEaIJ恥Jun1髄8)‘v田
（涯司v7S(1971）時i:ｕＥｒ錘､雁O1zne98tnt‘誌ｍｍＶｃＩ３１ＱｒａＤ１．＞lOgUwdblrAm碗can
CcUFcec『P1w虻“３－β、台『Iと“SoEIthf釧Inlfm3IM0d1EIneh“ＯｆＶｃ1941.,.1954.頚１Ｖ

ﾀｲﾄ恥ＡｍａＩＢｏｆｉｎｉ盆歴21岸?細rT円Ｅ

ＴＲ胸Ablwwo砿》｡“ｊＷｔＩｎＷｎｕｃｄ

睡凹出世…唾０３７.莞１

障劃とＣｍ３麹１９巳輝配画きtSS1J1曇9L3両４

墨且岬厘：ＡｍＯ睡銅ＣＧＥ題9㎡Phyさ心詮辛鞠函､亡諏Ｓｃと:eWcJIn1gm8』1,““ｏ
ＰＭ３ｇＯＩｐｈ３４ＰＡ
Ｕｎ“急at垂

回匙Ｅｎ９ｎ３ｈ

ロバ…rUwicgUo歴ｖｌ｡､Myl9Z7も

耐吋｡u酒和ｂｉｄｇｎＧｒ３Ａｍ身､亡ろｎＣｃｍ…cfP1Wこｌ３ｎ５

ｆｔＷＩｲﾄﾙ8RhOUm鏡噛､『”@W:封l71INTERNMED‘細nInIMo釦､剛MOd‘ACPjQUfnaIElUboAnn31$pf
C1InjCalmOdlcmQ

ﾉーﾄ旨VDILfgfl935名Ｏ“!“､Ih9131､1罰hRh“mA111m岬rwo1的2“動19露国Rh9umallzmrEvl9w
8IjPQr86dedbyRhfum誠ｋ３ｍ３“覗耐jS･淵知chl8E叩ﾘ…｡§叩訓aIeIlr81M-Mﾄﾘ2邪卵PIQm6ntl
ACPJouwmlcIubVciz調嘩M萱ｄａＹｚｏＯＩｄ５ｅＩｖ７･44PM2劉o8wO3IOfM3ア1蛇2‘将cマ1gEg妬
、､心Q“もl"誰Ｉｈ６Ｊ鈍賑恥SUp識、ｳnIQndI8c61D109td岬Br帥0い1NLAいcrNmfl9787・
Ga1I9daI”.$蛎武犀“．A』$｡誠1l1ableonlhnOj“『o鯉ｎｗｌ《1”)v染(1鍔Ｉ),v園(』a朴Ｊｌｍ
ｌ率)｡v鶴“D熊1§E可v毎他fγJ“1”)jv67pul･DOcl967〕lvEaIJ恥Jun1髄8)‘v田
（涯司v7S(1971）時i:ｕＥｒ錘､雁O1zne98tnt‘誌ｍｍＶｃＩ３１ＱｒａＤ１．＞lOgUwdblrAm碗can
Cc畦cQbfP1w蛍とms-Am台FIE“ＳＣＥ雌Ｗ副lnlGm1IM641E旧glFh釦、笹ＶＥＩｚ４１･ｍｔＱｇ４.園ｔｖ

nAnnaIsormodIcin⑧IAI1I1mcdlNLm

雲“←侭MEDLINE(FuMl尼1,1‘F、

0F剛IExtde町du8mpubI;slwr諏耽

画PDF孟文

ロAnn31SofnCI】『o10W1AIW1NCll『OIIM

言篤舞一一月MEDLINE(Full)V1nlJan

ノート：T1Msli1Igish9IdIocalIy

□AnnaIsDfnDnIIw”IvcnIGdmcmdIl
９６p7443

＝領会９口一一忽０４＝ｎｈＬＴ律′言0･Ｉｎｑ兵－１０■．

nAnnaIsormodIcin⑧IAI1I1mcdlNLm

雲“←侭MEDLINE(FuMl尼1,1‘F、

0F剛IExtde町du8mpubI;slwr諏耽

画PDF孟文

ロAnn31SofnCI】『o10W1AIW1NCll『OIIM

言篤舞一一月MEDLINE(Full)V1nlJan

ノート：T1Msli1Igish9IdIocalIy

□AnnaIsDfnDnIIw”IvcnIGdmcmdIl
９６p7443

＝領会９口一一忽０４＝ｎｈＬＴ律′言0･Ｉｎｑ兵－１０■．



病院図書館２００７；２７(1)

露璽蹴患……1雪二墜二=,需締1廻廊……塗垂麗｢頭頭司雨爾Ｔ……デー鍾べ-…･減｡…戯-直…１１垂墾些

1垂堕窪旦bg塾塗並企2ヱ虫上圭ﾆｭー 且煙塵、理』イソ…ﾇI･剛 ＦＬ罰Eu…圃

斑竺ｱﾗ ｰﾄ邑冒と辿竺固竺z工乏皇z塑型堂工二
次のﾌｨーﾙドに涜雅を入力してくだ群・訳の剛胆1J、厨Ｕｌﾘ刊夙恥:に遡るLdu子メールuIIq&JEBSCChO乳逼侭諏＆丁。A局婚均Cf獄今侭ﾉ"4回た雑ﾙQ”脈f畑碓GWVｪ｣ＷｆＯ“72鞘1

名前

作威Ｂ

データベース

インターフニｲス

アラート実線期細

アラートのオプション

通子字ｆ－ルのブロパティ

Ann3190finlOm刺mOdlclnoIIAjlnIn161nMedINLMU1,.0ﾖ72951

’'2006.12.2701O１１２ＡＭ
MEDLINEMllFuIITmI

§ BSCOhos1１Ｅ
露目画
か月

が月
加月|謬壷|需

回EBSCOhostのアクセス遭違他編み1A文･【a流だけに狼定

○赤てのﾌ゙ 骨一卜とi』j玉軒ﾒー ﾙ司錫“

Ｏ炉廊皿のみ冠呆ﾒｰﾙﾛ謁鵡

Ｏ遥子ﾒー )縄し〔癖のみ）

＆エ型一弛芳浜Ｌ宜砺羊祉上lL罰呂Ｌ宝糾ヨ宙承』■』且 詞国羽幸武錘い）

|’綜子
勾小ル

｜

E雷COho81アう一卜辺知

電子メール⑲腿俄印蚕レス

IEPA':''‘QEPllETcoH l

○瓦千キル”u－９ｍ“、己加ﾇ･露ｿ”

図４．MyEBSCOhost内の雑誌アラート設定画面

別絞り込みの結果」から絞り込みたい主題を選

択することで、目的の主題にピンポイントで絞

り込みができます。

また、キーワード検索画面の「検索条件」の

ボックスの右側の「フィールドの選択（オプ

ション)」を用いることで、キーワード検索画

面でのＭｅＳＨ検索や出版物検索ができます。

このほかISSNや出版日、著者名などにフィー

ルドを限定できます。

Ⅲ、DynaMed

DynaMedはAAFＰ（アメリカ家庭医学会）

によって認可された、ＥＢＭ（根拠に基づく医

療）二次情報データベースです。プライマリケ

アの医師にとって、ほとんどの臨床に関する疑

問をDynaMedで解決できます｡2005年６月よ

りEBSCOPUblishing傘下となり、medicaldi‐

rectorとしてＤｙｎａＭｅｄＬＬＣ創始者のＢｒｉａｎＳ・

Alper博士を迎え、インターフェースの刷新・

情報錘の強化を経て、新しいＥＢＭ（科学的根

拠に基づく医療）情報源のスタンダードとして

－１０－

評価されています。

1．NHSEnglandで採用

英国NationalHealthService（以下NHS）英国NationalHealthService（以下NHS）は

2007年より臨床に必要なＥＢＭ情報源として

DynaMedを採用しました。これにより、イング

ランド地方の全ての臨床医・医療従事者が

DynaMedを利用できる環境になりました｡また、

米国ニューヨーク州のTheCapitalDistrictLi‐

braryCouncil(以下CDLC)でも同様に､傘下の

すべての大学や病院図書館などでDynaMedが

利用されています。DynaMed創始者のBrian

S､Ａｌperによると、「プライマリケアにおいて、

DynaMedは臨床上の疑問のおよそ70％を解決

し、さらに他社の４つの臨床系のデータベース

と比較して同等もしくはそれ以上の回答を、

87％の疑問に対して信用度(LevelofEvidence）

を付与した形で提供する」ことが証明されてい

ます'１。

２．ＥＢＭの実践に不可欠な二次情報検索ツール



ＥＢＭは以下の５つのステップに沿って行う

ことが勧められていますｏ

Ｓｔｅｐｌ：患者の問題の定式化

Step2：情報の検索、選択

Step3：情報の批判的吟味

Step4：患者への適用

Step5：実行したことへの評価

多忙な医師が臨床現場で真のＥＢＭを実践す

るには、Ｓｔｅｐ２とＳｔｅｐ３をより効率的に行わ

なければなりません。DynaMedは情報の批判

的吟味を経たエビデンスを提供するため、限ら

れた時間の中で情報を不可欠とする医師にとっ

ては、非常に有用性の高い情報検索シールとい

えます。

３．DynaMedの特長

DynaMedは、「臨床医の、臨床医による、

臨床医のためのＥＢＭ情報検索ツール」として

開発されました。そのため、多くの臨床医の意

見を反映して内容・構成が設計されています。

煩雑な医療現場での利用を想定して、「即時性」

｢信頼性」「使いやすさ」に特に重点を置いて作

成されています（図５)。
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（１）情報を毎日更新

数ある臨床のデータベースの中で､DynaMed

だけが情報を毎日更新しています。毎日30～５０

のトピックが更新されます。最新の更新情報は

データベース内の“RecentlyUpdated，'の項目

で表示されます｡週単位で最新情報をE-Mailに

てお知らせするDynaMedWeeklyUpdateによ

り、一週間の更新情報をまとめてご覧いただけ

ます。このWeeklyUpdateはPodcastでも聴

くことができます。

(2)高い信頼性

DynaMedの提供する‘情報を最も有意義なも

のにするために、膨大な量の学術情報を毎日モ

ニタリングしていますｏ

ＤｙｎａＭｅｄのSystematicLiteratureSurveil‐

lanceは、学術誌の購読・その他ＥＢＭ査読サー

ビスなどを介して、500誌以上の学術情報源か

らデータの収集を行っています。DynaMedに

収録される全ての情報は、このSystematicLit‐

eratureSurveillanceを通じ、臨床的関連‘性に

基づいて評価されます。さらに、それらの情報

はデータベース内の既存の情報との有用性が評

価されます。そして最も有用な記事のみが
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summary（要約）になり、データベース上に

反映されます。新しく更新された情報の結論を

もとに､そのトピック全体を再構築することで、

内容を常に最新に保ち、かつ更新による結論の

矛盾を解消しています。

現在、DynaMedには約2,000の疾病に関する

トピックが収録されています。同一の疾病につ

いて複数の異名がある場合には、混乱を避ける

ためにトピックが一つに集約されます。たとえ

ば花粉症（枯草熱）ＨａｙＦもverやアレルギー性

鼻炎AllergicRhinitisはAllergicRhinitisのト

ピックに集約されます（Hay氏verで検索する

と、AllergicRhinitisのトピックへのリンクが

表示されます)。

既存のトピックに収録される情報の再評価

は、ユーザーによる使用頻度の高いものから優

先的に行われ､新規のトピック作成は､DynaMed

内での協議もしくは利用者・著者からの提案を

もとに決定されます。

(3)全ての疾病について、統一された表記

DynaMedは即時性・信頼性のみならず、利

便性を追求するために約30名の医学博士からな

る編集スタッフを採用しております｡全てのコン

テンツは、SystematicLiteratureSurveillance

を通じて著者や査読者により作成・更新されま

す。その後編集スタッフが、集約したデータを

統一された書式に再構築します｡このような工

程を経て、すべてのトピックの項目（目次）が

統一されるため、利用者はどのような項目も同

じ要領で検索できます。

(4)エビデンスを箇条書きで明記

各トピックは従来の教科書と同様に病態・予

後・診断・治療・予防などの項目別に分かれて

書かれています。これらはすべて箇条書きで記

され、更に重要なエビデンスほど太字で上段に

表記されているため、多忙な臨床医が必要な情

報を素早く引き出し、理解するのに便利です。

箇条書きで記された情報は毎月5,000行ほど

追加されます。

(5)書誌情報へのリンク

－１２－

DynaMedには、ＰｕｂＭｅｄやCochraneLi‐

braryなど、記載されている情報の根拠となる

書誌情報へのリンクが付与されています。この

ような外部リンクは2007年１月現在で約95,000

件あり月平均2,000件ずつ追加されます。

４．DynaMedの検索画面

多忙な臨床医の現場での利用を想定して製作

されているため､操作方法は極めて直感的です。

検索方法は「トピックの検索」「テキストから

検索」の２通りあり、いずれもキーワードを

ボックスに入力して検索をします。「トピック

の検索」は疾病名から必要な情報を見つける方

法で、「テキストの検索」とは、ICD-lOコード

(国際疾病分類)などのキーワードをDynaMed

の全情報から見つけ、そのキーワードが記載さ

れているトピックを導き出す方法です。ここで

は最も一般的に利用される「トピックの検索」

について説明します。

たとえば、アレルギー性肉芽腫性血管炎

(Churg-StraussSyndrome）の治療における、

ステロイド系坑炎症剤Corticosteroidの有用性

について調べたい場合、検索ボックスに

"Churg，，と入力し“BrowseTopic，，をクリック

します。次に、最上段の“Churg-StraussSyn‐

drome，，を選択すると、トピックサマリーの

トップページが表示されます｡、

治療（Treatment）を選択すると、収納され

ていた情報が瞬時に開きます。Treatment

Overviewの中のCorticosteroidsに関する記述

によると「標準的な治療法」とありますが、

｢推奨度Ｃ」とあります（図６)。この推奨度は

ＡＢＣの３段階あり、theStrengthofRecom‐

mendationTaxonomy(SORT)をもとに評価さ

れます2)。推奨度Ｃは、診断または治療で有用

と判断されるが、患者志向のエビデンス（催患

率や死亡率、症状、ＱＯＬやコストの改善など）

に基づかない、もしくは患者志向のエビデンス

であるが、専門家の意見・基礎実験（Bench

Research）・治療ガイドライン・日々の診療.
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１V・データベースの利用方法

今回ご紹介しました２つのデータベースはい

ずれもオンラインでのご提供となります。

DynaMedはＰＤＡ（携帯情報端末）でのご利用

UPdated2007Jan“狐:５５AILl:にD･l0code＄oddeC
I‘lEOLINE錘arCh2007j6n6

revIewmchlldr6n(p6dIOtnEz2006S6p）

UPdated2007Jan“狐:５５AILl:にD･l0code＄oddeC
I‘lEOLINE錘arCh2007j6n6

revIewmchlldr6n(p6dIOtnEz2006S6p）

卜GeneralInfbm18non（iｎｄｕｄ卜GeneralInfbm18non（iｎｄｕｄ

もできますが、ＰＤＡへのダウンロードや情報

の更新をする際には、インターネットに接続さ

れた端末が必要です（図７)。

各データベースとも、アクセス認証方法は

ID/Password方式とＩＰ認証方式の２つの方法

があります。いずれのデータベースも米国

EBSCOPublishing本社のサーバーに直接アク

ｎｑＩＣＤ－９ﾉー １０ＣｏｄｅｓｌｎｑＩＣＤ－９ﾉー １０Ｃｏｄｅｓ
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図７．DynaMedのＰＤＡ画面
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経験または症例集積研究（CaseSeriesStudy）

に基づく情報である場合に付与されます。下段

のMedicationsの欄にもこれまでにランダム化

臨床試験が行われていないことが明記されてい

ます。

このことから、有用性は「一般的な治療法で

あるが、直接的なエビデンスに欠ける」という

ことが導き出されます。

推奨度のほかに、エビデンス・レベルが付与

されます。Levellは患者志向の試験結果に基

づく、最も信頼のおける情報であることを示し、

Level2は患者志向であるが､研究結果がＬｅｖｅｌ

ｌを満たさないものを表します。Level3は上

記に当てはまらない、症例報告や専門家の意見

などによるものを指します3)。

このように推奨度やエビデンス・レベルを付

与することにより、きわめて短時間で必要な情

報を手に入れることができます。
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図６．アレルギーI性肉芽腫性血管炎の治療
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セスしますので、機関内でのサーバー保持・管

理の必要はありません。また、各月ごとに利用

状況を詳細に記録しております。利用統計は自

動的に管理者へE-Mail送信されます。

MEDLINEwithFullText内のフルテキスト

は、すべて各出版社とEBSCOPublishing社の

間に文献のデジタル配信の許諾を結んでおりま

す。著作権の許可が下りたものをEBSCOhost

を通じて配信いたします。

Ｖ，おわりに

有料．無料を問わず、Ｗｅｂ上での情報資源

を統合的に利用できることは、利用者・図書館

にとって大きなメリットをもたらします。情報

のオンライン化が世界的に推進されていく中

で、EBSＣＯとしても皆様のご意見をうかがい

ながら、お役に立つ製品をさらに開発しご提供

させていただきます。

ご紹介しました製品に関するお問合せは、下

記までご連絡ください。

EBSCOPUblishingJAPAN

〒l66-0003東京都杉並区高円寺南4-5-7

高円寺カーネルビル2Ｆ

－１４－

電話：03-5377-6377

FAX：03-5377-6379

担当：鈴木智之

E-Mail：suzuki＠ebsco・cojp

Web：http://www・ebscohost・com

DynaMed：

http://www・ebsco・cojp/medical/dynamed
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