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STAT1Refプロダクトレビュー

大野充章

タイトルを扱うものと種類は豊富だ。その中で

も医学関連に特化した電子ブックプラット

フォーム“STAT1Ref”を紹介する（図ｌ)。

STAT1Refは複数の出版社の著名なタイトル

を多く提供している。以下にSTAT1Refについ
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て説明を行うが、今回は総合的な視野で見た電

子ブックのメリットについても述べていく。

Ⅱ．電子ブック

1．ブックとジャーナルの違い

研究資料として使われるブックとジャーナル

の違いはどこにあるのだろうか。また研究者は

どのように利用しているのだろうか。ジャーナ

ルは、最新の研究動向を把握するために最適で

ある。ジャーナルは定期的に発行されており常

に最新の研究発表が誌上で行われている。画期

的な論文を発表、閲覧する場であるといえよう。

一方ブックは研究の初期段階で利用されること

が多い。ブックは証明済みの情報を確実に提供

しており、幅広く包括的な情報を求めるときに

利用することが多いようだ。

2．電子ブック

電子ブックとは何を指しているのかを明確に

しておく。一般的には「紙ではなく電子媒体で

提供されるブック」を指している。ここでは電

子ブックとは特に「ネットワークにより配信さ

れるブック」と定義する')。

3．電子ブック使用のメリット

ではそんなブックを電子版で利用することの

メリットはどこにあるのだろうか。紙での利用

と比較して考えてみる。

（１）２４時間365日アクセス

紙であれば図書館が開館している時間に借り

にいかなければ利用ができない。館内のみの閲

覧タイトルであれば、閲覧そのものが時間に拘

束されてしまう。ところが電子ブックではイン

ターネットにつながればいつでも利用が可能で

ある。機関外からのアクセス（リモートアクセ

ス）が契約条件で許可されていれば、いつでも

どこでも閲覧ができる。

(2)同時閲覧

紙であれば誰かが閲覧中のタイトルを読むこ

とはできない。返却されるのを待つ必要がある。

ところが電子ブックでは契約内容によっては複

数の研究者が同時に同じタイトルを閲覧するこ

とが可能である。これは共同研究を行う際には

とても有益である。蛇足だが電子ブックの場合、

紛失や落丁もなくなるので管理者側としても大

きなメリットがある。

(3)検索機能

紙であれば目次から内容を推測して、読み進

めていく。広範な内容に目を通すことは知識が

広がるため良いことだが、限られた時間の中で

膨大な情報に当たることは困難だ。ところが電

子ブックでは一冊丸ごと全文検索を行い、読む

べきポイントを限定できる。さらには複数の資

料をまとめて検索することにより、従来よりも

広範な発見が得られるであろう。

Ⅲ、電子図書館“STAT1Ref”

1．STAT1Refとは

STAT1Refとは、TetonDateSystem社が提

供する医学分野で著名なタイトルを多く提供し

ているプラットフォームである。現在300タイ

トル以上を提供しており、EssentialPurchase

Title（それぞれの専門領域において、その領域

で選ばれた経験のあるライブラリアンによって

作成された購入推薦図書リスト）やDoody's

CoreTitlelist(シカゴにあるDoodyEnterprises

が小規模図書館､看護図書館､保険関連図書館を

対象に約１２０に及ぶ専門性をカバーした選別タ

イトルの核となるリスト）対象タイトルが多く

含まれている。契約は年間契約で､常に最新の版

を利用することが可能だ。またテキストブック

のみならず､米国内科学会（ACP）が提供する

EBMツール"ACPPIER''や､外科術式をビデオ

で解説する“NorthwestemUniversitySurgical

Videos"、３Ｄ解剖図ツールの“AnatomyTV”

などと併せて利用することが可能だ。テキスト

ブックや動画テキスト、ＥＢＭツールをまとめ

て検索を行うことができる。つまり同一プラッ

トフォームで、最新の情報とスタンダードな情

報を同時に得ることができるのである。
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2．主なタイトル

先に述べたＡＣＰＰＩＥＲなどのほかにも著名な

タイトルを多く収録している。その中から３タ

イトルをここで紹介したい。

（１）DrugPointsSystem

米国ＦＤＡの認可した医薬品に関する基礎情

報データベース。ＵＳＰＤＩ⑧Ｖｏｌｕｍｅｌ,Drug

InfbrmationfbrtheHealthCareProfessionalと

同等の収録範囲を持ち、１つの薬品に対するモ

ノグラフがより細かい記述項目に分けて記載さ

れているため、必要な医薬品の情報を素早く探

し出すことができる。

(2)Goodｍａｎ＆Gilman，s:PharmacologicalBasis

ofTherapeutics

臨床医学に携わる医療関係者の座右の書。多

数の研究者により常に最新の情報を網羅してい

る。

(3)Harrison，sPrinciplesoflnternalMedicine

世界で最も売れている標準的内科学テキスト◎

一流のエキスパートによる内科学実践の記録と

して最も権威ある１冊。

3．無料提供ツール

ＳＴＡＴ１Ｒｅｆを契約すると無料でいくつかの

ツールが利用できる。例えばテキスト内にある

不明な単語をオンライン上の医学辞書で引くこ

とができる。このようにさまざまなツールと組

み合わせることができるのも電子ブックのメ

リットである。

(1)Stedman'sMedicalDictionary

著名な医学用語辞典。不明な医学用語を解説

する。

(2)MedCalc3000

医学演算式・臨床基準・階層分析ツールなど

の豊富な的を射たユニークな医学リファレンス

シール。

(3)EvidenceAlerts

l30以上のジャーナルから採択した最新のエ

ビデンス情報をメールで配信するサービス。

(4)AAFPConditionsAtoZ

AmericanAcademyofFamilyPhysiciansが作
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成している患者情報ツール。

Ⅳ．STAT1Ref電子ブックの使用方法

STAT1Refの使用方法について紹介する。基

本的な方法は２種類ある。１つはタイトル名を

指定して閲覧する方法、もう１つはキーワード

検索を行い、本文を閲覧する方法である。

1．タイトル閲覧

ＳＴＡＴ１Ｒｅｆにアクセスして認証を行うと、

トップページが展開される。上部にある

"Titles”タブをクリックすると、購読中のタイ

トルリストが表示される（図２)◎

タイトルリストから読みたいタイトルをク

リックすると、目次が表示される。タイトル右

横にあるアイコンをクリックすると本文閲覧画

面になり、画面左側には目次、右側には本文が

表示される。本文側をスクロールしてすべてを

閲覧することも、途中で左側の目次から先の

ページへとジャンプすることもできる。自分が

どの部分を読んでいるのかは、目次画面が赤く

ハイライト表示されるので一目瞭然だ。また本

文中の図表はクリックすると別ウィンドウで拡

大して見ることが可能だ。便利な機能としては、

本文中にメモをつけることができ（個人アカウン

トの設定が必要)、内容をメールで送信できるこ

とがあげられる（図３)。

2．検索

先にも述べたが電子ブックを導入するメリッ

トの１つは検索機能にある。STAT1Refでは一

冊のブックを検索できるのは当然だが、複数の

ブックをまとめて検索を行い１つの検索結果と

して表示させることが可能だ。

基本的な検索は認証後トップ画面上部にある

検索ボックスに検索語を入力して行う。検索結

果は医薬品情報や診療科・分野別情報などの項

目別に自動的にフィルタリングされるため、検

索結果の絞り込みに有効だ（図４)。また入力し

た検索語は検索結果内でハイライト表示される

ので、どこがヒットしたのかが一目でわかるよ

うになっている。検索結果から必要なタイトル
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特に限定する分野を選択すると自動的に対象タ

イトルを選定してくれるため便利である（図５)。
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契約タイトルー髄

を選択して閲覧を行う。閲覧は先に述べた通り

だ。

単純なキーワード検索のほかに、詳細な検索

を行う“AdvancedSearch”も用意している。

タイトルや検索対象（テキスト、画像だけなど)、

分野などを限定させた検索をすることが可能だ。

図３メモ、メール送信

Ｖ・ＡＣＰＰＩＥＲ

ＥＢＭ文献は日々新しいものが発表されてい

る。そのすべてに目を通し、実際の診療におい
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て実践するかどうかの判断を行うことは非常に

困難であろう。最新の情報についてはＰｕｂＭｅｄ

などのデータベースを検索し、論文を読み込み、

評価を行う必要がある。ＡＣＰＰＩＥＲはＥＢＭを

行う上で必要な情報を素早く参照ができるツー

ルだ。ＡＣＰＰＩＥＲの作成は米国内科学会

(AmericanCollegeofPhysicians）が行っており、

500人以上の経験豊富なスタッフが情報を精査

している。また薬剤情報はAHFＳＤＩ②

EssentialsTMを収録している。利用方法はキー

ワードを入力して検索結果を参照するか、疾患

名から検索するだけだ。すべての項目は統一さ

れた記述方式となっており、必要な情報に素早

く到達できるように工夫されている。ＡＣＰ

PIER内の記述においてはエビデンスの質に応

じて、三段階の評価をつけており、参考文献に

も三段階の評価をつけている。文献にはそれぞ

れ異なる複数の基準が設けられており、すべて

の項目に該当すれば［1］となり、該当しない場

合には［3］と評価される。それらを基にした記

述が［Ａ］から［C］までの三段階で評価され

る2)。また参考文献にはＰｕｂＭｅｄへのリンクが

ついている（図６)。

Ⅵ．おわりに

STAT1Refとは電子ブックのみならず、ＥＢＭ

ツールなどと組み合わせて利用することができ

る、電子図書館と呼べる製品である。実際の図

書館に資料をそろえるのと同様に、必要な情報

はSTAT1Ref内を検索すれば得られるように、

タイトル数を多くする必要があるだろう。

STAT1Refでは３００以上の著名なタイトルを用

意している。１タイトルから選んで契約するこ

とが可能だ。また同時アクセス数も１から設定

ができ、初期導入のコストが抑えられることも

特徴である。遮子ブックを利用することのメ

リットは、いつでも・どこからでも利用できる

ことにある。利用者の閲覧機会を増やせるであ

ろう。さらに検索機能により情報を漏れなく得

ることができ、逆に不必要な箇所を読む時間を

削減もできる。幅広い情報をいかに効率良く入

手することができるかが肝要であり、電子ブッ

ク、ＳＴＡＴ１Ｒｅｆはそれに応えることができる。

ジャーナルは電子版で読む時代だ。ブックもそ

の時代になりつつあるのではないだろうか。

；
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