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PubMed検索の練習問題十回答事例

Ｉ．はじめに

実際の問い合わせ例と回答事例を集めました。

検索にいたるまでの思考や検索式などを記載し

ています。ただし、これらは正解ではありません。

一図書館員が検索した思考錯誤の過程です。こ

れを見てよりよい検索方法があれば会誌編集部

までお知らせください。皆さんと一緒に検索技

術の向上に努めましょう！

Ⅱ．“Gitelmansyndrome”について知りたいん

だけど、なんかまとまった文献ない？最新

の知見っぽいものもあればほしいなあ。

Gitelmansyndromeって何だろうと思いなが

らも、まずはそのまま入力しました。

＃１giteImansyndrome312

２語以上なので試しに“”でくくってみたけ

ど、あまり変化がないので、くくる意味はない

かもしれません。

＃２“giteImansyndrome”２６１

概略が知りたい、なんかまとまった文献とい

うことで、総説を探してみることにしました。

総説はＰｕｂＭｅｄではReviewのことです。gitel‐

ｍａｎsyndromeで検索した結果から、Filtersの

ArticletypesでReviewをクリックします。

＃３gitelmansyndromeFiIters：Review６９

６９件ならリストを見てくれるかもしれません。

というわけで、この結果を依頼者に渡しました。

後日、依頼者からリストのうちの９件の文献に

ついて複写依頼が来ました。おおむね要望どお

りの検索結果だったようです。

検索してみて、gitelmansyndromeがいった

い何なのかを知らないと難しいと思いました。

会誌編集部

PubMedの検索技術がどうという以前に、辞書

を引いたりGoogleなどで検索してみてgitel‐

ｍａｎsyndromeがどういうものなのかを先に調

べた方がよいです。

mArankiSFが書いた文献で、２００５年に発行

されたAnnThoracSurgに掲載されている

ものが知りたいんだけど。

いくつかの書誌事項を手掛かりに論文を探す

場合はSingleCitationMatcher（図ｌ）を利用し

ます。

SingleCitationMatcherは図ｌの項目のうち

わかっているものだけを入れて検索することが

できます。今回は、著者名・雑誌名・年がわ

かっているので、それらを入力してＧｏボタン

をクリックします。

雑誌名は勝手に省略せず、正式誌名か正式

略誌名で入力しなければなりません。雑誌名

と著者名は、ある程度入力すると候補語を提示

してくれますので、そこから選ぶと便利です

(図２)。

著者名は一般的にイニシャルで探す場合は、

.､姓十スペース＋名の頭文字”で表します。

ArankiSFは候補語として表示されるのは、

Aranki,ＳａｒｙＦで（図３)、学術論文などではこ

のように倒置して表記される場合が多いそうで

す。さて、この検索結果では、４件ヒットしま

した。ArankiSFが筆頭著者ではないものも出

ますので、Authorのところでonlyasfirstau‐

thorにチェックを入れて再検索してもよいで

しょう。

SingleCitationMatcherは、例えば参考文献

－１６３－
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Ⅳ．今週末の抄読会で使うのに、日本人が書い

たもやもや病の最近の英語論文ってないか

なぁ？

「もやもや病」は英語で何ていうんだろう？と

いうことで、ダイレクトにYahooで調べてみた

ら……、英語でも「moyamoyadisease」とその

ままでした。

なので、まずはＱｕｅｒｙＢｏｘに「moyamoya

disease」と入力します（図４)。

あらら……2,275件。これでは件数が多すぎで

すね。ならばとりあえず英語の論文だけに絞っ

てみましょう。

検索結果の左側にあるChooseadditionalfil‐

tersをクリックして“Languages”にチェック

が入っていることを確認し（図５)、左のLan‐
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凶lSingleCitationMatcher

図２雑誌名の入力例

などの書誌情報を探すのに役立ちます。複数の

文献を一気に確認したい場合は、BatchCitation

Matcherを使うと便利です。

亀N CBIRGsDuに“回Howlb図１

ＰｕｂＭｅｄＳｉｎｇｌｅ

ｏｕｓｅｔｈＩｓｔｏｏＩｔｏｎｎｄ

ｏＪｏｕｍａＩｍａｙｂＧｔｈｅ
◎Ｆｏｒｎｒｓ上ａｎｄｌａｓｔａｕ

JoumaI

Ｄate：

VblumeI

ALlmorｎａｍ(

lTitlew。『ds:｜
「55~1応扉一

CitationMatcher

PubMGdqtatlons,ＹｂｕｍａＹｏｍ化ａｎｙｎｅｌｄ
ＭｌＵｔＩｃｏｒｔｈｅＵｔＩｃａｂｂｒevlatlon･

thorsearchln9,usesmllhjclbrmat‘

nlyaslastauthor

AnnThordcSu『9１

Th8Annal60flhqr9ClCsuI9Cry

亀NCB1R亀so‘陀es回HoWTb⑨

ＰｕｂＭｅｄＳｉｎｇＩｅＣｉｔａｔｉｏｎＭａｔｃｈｅｒ

◎UsethistoolronndPubMedcitations,Ｙｂｕｍａｙｏｍｉｔａｎｙｎｅｌｄ，

oJoum8Imaybetheh-jIItltIeorthetitleabbrevlatlon‘

OFornmstandlastaumorse8rchin9,ＵｓｅｓｍＩｔｈｊｃｆｂｒｍａｔ,

]OUmalIEhoAnnolso(tho壁surge'ｙ

師５－コ(monmanddayareoptlona1）Ｄate：

Vblume：匡]Issue;に二]Firsにpage:FI

Authorname(seeh亀卿IAr．nk唾yＦ ｌｌ

T1tIewords:Ｌ

｢扇-1｢5悪１

ｐＯｎＩｙａｓｎｒｓｔａｕｍｏｒ□OnIyasIastauthor

ThcAnnalsD（thoracicswgeFy

９，ｓ?⑪“』W1mPqIも1ｔ110？

湾 Ｎ Ｃ Ｏ１Ｒｕ血1率圃Hqwlb回ハMICBI醜n町

PubIUncd蝋,，嗣燕壷固F・ …
ＵｆＱｂ互学凸『仏ｎｍｺﾘｌｎ４ｒ樽一一

紐v細“。 H岬Ｉ酬岬ｋＪＯ垂1貌辻客寸i岸0次毎

》
一
周
》
》
》

ｌ
躍
瞳
一

柵
』
鐘

》
》
》
》
一
一



ＰｕMBfや皿覗

､9曲ｳ窪

jyq麹
１０ｙ目$m

ELj理航1届翻

■

I‐

8iﾎー ﾑ(凶）▽囲うｲー i二○一軍箕-ﾙを識

&蹄『ＩＣ画1s廻年強

』

H息如

UsInmPubMed
luZ詞玩誕鍾弱1回歴ＥｊＳｍｌｍ観y１

劃F電EFZKO羅司語&『弓Ⅱc醜弔『
ＲｅｓｕＩにミイｔＯ２０ｏｆ２２７５

証.世痘Z亜珂嘱Ｉｒ

'三回足Zfで皿ＮＤＦ

PYj籾"時折割訴甲9町

禰曹wgnqjIl…eﾏvw園

Qfn----

図 ４もやもや病の検索例

酉PaCIO8
》伽、伺里

O1bwAm1麹

唾
）岬

「Ｓ②ｘ

方moy冠moya哩錘唖一PubH2d‐ＮａＩ｜

■亀…”韓幽ｗＩ師、、

Pub胸＠．『面扇一ョ1mg画9Y,…。
砥O蝉画ｐｕ町ｳ「Ｍ些鈎ﾜ守

口Rsssg沌茸刻亡ｈハ

｢需鴬腎墜･重l1Cho･seaddnionalml‘
Ａと唖７型６W殉ｂＵ竹

臨鯉鞍酌ＩｱTCxtav園,Iabiliiv

ろmoYamoyadi5easG-PubM2d-NCBI

ｌ宅ＮｃＥＩＲ陰，｡…ヨH"Tb回

Publ1NQed蝋，…e･二｣…1画y…ease・
隠鐸慧曹I蕊“圃鳳ss…竺竺|…"'’
１，唾詮_且必虫型上堕量璽皿ＳＤＩｗＳｏ廿;､｡愛＠ｓ〔』mmaM20Pefpsge.Ｓ“EdbyR理､UＶ

A６．石nEed

|陸＝坐…唾
ChoogeadditionaliiIters執 Ａｌ

Tbxl画vpI1ahII1ty
Ab毎”郭忘罰到ｑ

Ｒ謹馳恥睡ｎコ‘Ｉ則籾②

Fulkgｴ【浄呈再s壇、

PubliEdlion

dat唾

5Ｗ望宣
4内一一一 一

’
Ｃ懸訴苫１１

『qXtpvni1nhllity
A』まs1噌或９Ｖ垂1罰Ｎｏ

ＲｅａｍＩＭ唾izz癌iI3bJc

ReSUlts:１ｔｏ２０Ｏｆｌ７７３

＠F耐efs回ｑｍＲｅｄＥｎｇ晩ｓＩ'恥司ｒｓ１１FTCxtaM宮iIabilIty
FPubllca1ionda1es

FSpecies
FAmcIetvDGg

lＡＩＷ

Ａn劃1Vs3皇nrR血炉含亜珂叡、孫Ｆｎａｎ付Ｊ司餌､侭侮fjicv胡、厄

病院図書館2011:31(4)

Fと

R｣WI2xt団詞蝿ｂｌｅ Ｉ・RoderC･ＵＵＣ･SchU1teC･Kas11yaH･Aka9aWaHjI幅h
Tata9iDaM,Ｂｅｒ９Ｄ.Ｋ【fscnekB

PubIimtionEurJMeqGenct２０１２ＭｺY31.にpub3h“ｄｏ:pnnlI
血1“Ｐ雛０２２廃9181諺U型led-函冒じpp恥dbypubJls”Ｉ
５ｙ幽蛎ＲＥ鞄1cdｃ幽餌９

ｕ２ｒＨ

ＦＬａｎ９ｕ８９ｅｓ

□◆扉乃ｍ

ｒＥ制31ｍｆｍｗ和3エ,■…M,↓叩Ｉ｡雨砺７１

覗醜7汀測０割凡脈１Ｗ、５画,咽【1妙f淀ＩＦ,ｎｎＦｍｒｍｍ“t醒郵

ＴＯｋｌｍ心oaK1Ilz2mkanm誼ＴＥＵ画ｕＫ

ＵｎＥ－ニーーー

rSubiecis

rJoum3Icate9o｢ieg

rA9es
rSearchne1ds

jWF叩1ｙｍ０
Ｅ１ｌ斜劃7伸叫

鮎f鴎Ａ型が乱
F2業虻ＯＧ“ｏＭ０

Ｒ｡１吋４９肺とｚｄＣ伽岬１１制聯ばＩ

Ｒ旬蛸宙

鈴で１６両嘩蛸R“軸p
吋澄、

図６filtersがかかっている様子

う依頼でしたので、すぐに入手できるよう当院

で定期購読している「JoumalofNeurosurgery」

で絞ってみました（図７)。

この画面からＱｕｅｒｙＢｏｘの下にあるAd

vancedをクリックすると下の画面になりますの

で、「AllFields」を「Journal」に変更、誌名

｢JournalofNeurosurgery」を入力してSearch!!！

ただし、正式な雑誌名か正式な雑誌省略名を入

力しなければなりません。

Historyで確認すると、「JournalofNeuro‐

surgery」誌の検索結果が追加されていますね

(図８)。

あとは「moyamoyadisease」と「Joumalof

Neurosurgery」をかけ合わせて検索すると……

(図9)。

８４件になりました!！またラッキーなことに、

一番新しい文献の著者が日本人でした（図１０)。

このように、急ぎの文献と言われた場合、ま

瀞‘.，’
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図５英語論文に限定すそ

guages部分の「English」をクリック！！’

すると……。

５００件ほど減りました。検索結果の下に“英

語のフィルタがかかってます”の表記が出てい

ればＯＫです（図６)。

それでもまだ多いですよね……。

依頼内容の「日本人が書いた」をてっとりばや

くいくと、日本人が番いたもの＝i１本の雑誌で

すよね？今回の依頼者は脳外科の人だったので、

脳外科関係の学会誌であたりをつけるならば

｢Neurologiamedico-chirurgica」と「脳神経外

科ジャーナル」ですね〉

しかし、今回は依頼者から急いでほしいとい
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ず所蔵しているタイトルで絞ったり、下記のよ

うにfUlltextへリンクのある論文に絞る、とい

う手があります（図１１，１２)。

Ｖ・紡錘細胞肉腫についての文献がほしい。

紡錘細胞肉腫の何についての文献なのかを依

頼者に尋ねると、疾患の概略と治療について知

りたいとのことでした。

紡錘細胞肉腫って何？英語でなんて言うの？

と疑問だらけでしたので、ライフサイエンス辞

脅（WebLSD）で検索しました。英訳は、Spin‐

dlecellsarcomaらしいので、とりあえず入力し

て検索します。

＃１spindlecellsarcomal36,590

多すぎるようです。では“”でくくってみま

しょう。

＃２“spindlecellsarcoma”４１４

－気に減りすぎました。

いったいどんな検索条件になっているのかし

らと不思議に思ったので、Detailsを見てみまし
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DetailsはＰｕｂＭｅｄ検索結果の右下あたりに

ある「Searchdetails」というところを見ます。

ここを見れば、自動マッピングなどがどのよ

うになされているかがわかります。

＃１

“sarcoma"[MeSHTerms］ＯＲ

“sarcoma"[AIIFields］ＯＲ

（"Spindle"[AllFields]ＡＮＤ"cell"[AIlFields］

AND“sarcoma"[AlIFields]）ＯＲ

“spindIeceIlsarcoma，'[AllFieIds］

＃２

“spindlecelIsarcoma''[AlIFields］

あら、spindlecellsarcomaっていうＭｅＳＨ

Ｔｅｒｍｓはないのですね。それはちょっとよろし

くないかもしれません。では、sarcomaだけわ

けてみましょう。

＃３（‘‘spindIecell'，）ANDsarcoma2,002

数字としては良さそうな感じですが、依頼者

は概略的な文献を探しています。概略が書かれ

ていそうな総説（Review）で絞ります。

＃４（"spindlecell"）ANDsarcomaFilters：

Review250

まだ多いです。

次は年代で絞りましょう。最近５年くらいで

いいかもしれません。

＃５（"spindlecelI',）ANDsarcomaFilters：

publishedinthelast5years；Review６３

６３件くらいならリストに目を通してくれるか

もしれません。

また、治療についても知りたいとのことでし

た。そのままキーワードに治療「Therapy」を

使いたいところですが、今回はClinical

Queries＊'で絞ります。

Filtersがかかっている状態なので、まずは

FiltersをClearAllをクリックして解除します。

*lClinicalQueriesでは、医学研究をtherapy（治療）diagno‐

ｓiｓ（診断）etiology（病因）prognosis（予後）の４つに分

け、研究デザインに注目した絞り込み検索が自動でできま

す。

それからＰｕｂＭｅｄＨｏｍｅに戻り、下部にある

ClinicalQueriesをクリックして移動します。

ＱｕｅｒｙＢｏｘにFiltersで絞る前の検索結果

(2,002件の）番号の「#3」を入力し、Searchボ

タンをクリックします。すると下部にClinical

StudyCategoriesなどが表示されます（図１４)。

今回は、治療で絞りたいので、ClinicalStudy

Categoriesで「Therapy」を選択、Ｓcopeは

Broadにしてみましょう。すると、１３３件と出

ました（図１４)。このように、必要に応じて

ClinicalQueriesを使うと便利です。

では下部の「Seeall」をクリックすると（図

14）いつもの検索結果画面に行きます。

また、Advancedに行くとClinicalQueriesの

検索式が見られます。

＃６（Therapy/Broad[filter]）ＡＮＤ（#3）１３３

133件ではまだ多いので、過去５年で絞って

みます。

＃７（Therapy/Broad［filter]）ＡＮＤ（#3）FiI‐

ｔers：publishedinthelast5years33

３３件になりました。

先ほどの総説で絞ったものと比べてみましょ

う。ＡＮＤでかけてみます。

＃８（#5）ＡＮＤ＃７２

重複しているものは２件でした。＃５と＃７の

結果はまったく違うようです。そのため、今回

は＃５と＃7の結果を出して２種類のリストを依

頼者に渡すことにしました。

Ⅵ、乳がん患者さんの腕のリハビリについて、

具体的な論文があればほしい。研究計画書

を雷<ために必要で、総説もしくはデータ

の記載のあるもの。患者はリンパ節郭清術

を受けた人または乳房切除した人。

まず浮かぶキーワードは、「乳がん、腕、リハ

ビリテーション」です。もう少し情報がほしい

ので依頼者にたずねます。

何に使うのか？研究に使うのか？自分が受け

持っている患者さんのために事例を知りたいの

か？などを確認します。今回は研究に使うとの

－１６８－
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図l4ClinicalQueries

ことでしたので、さらにどんな研究なのか尋ね

ると、総説かデータの記載があるものなどを見

たいということがわかりました。

また、乳がん患者さんはみんな腕のリハビリ

テーションを行うのか？と尋ねるとリンパ節郭

清術を受けた人か乳房切除をした人は腕のリハ

ビリテーションを受けることがわかりました。

キーワードは「がん（リンパ節郭清術ＯＲ乳

房切除)、腕、リハビリテーション」にしてみま

しょう。研究であれば、調べる範囲は会議録も

含めて全般的に行った方がよいかもしれません。

依頼者の言う「具体的に」というのはデータの

記載があるものだったことがわかりましたが、

これはキーワードにはできませんでした。依頼

者に直接「どんなキーワードを思いつかれます

か？」と聞いて参考にするのもいいと思います。

キーワードを作るのに役立つＰＩＣＯ（PECO）

を使いましょう。ＰＩＣＯはガイドラインなどを

作成する際に使う疑問を定式化するフォーマッ

1１

卜です。研究課題を明確にできるため文献検索

の際にキーワードを整理することに役立ちます。

Ｐ：どんな患者にpatient（患者)、partici‐

ｐant（参加者)、problem（問題）

Ｉ：何をするとintervention（介入)、expo‐

ｓｕｒｅ（暴露）

Ｃ：何と比べてcomparison（比較対象）

Ｏ：どうなるかoutcｏｍｅ（転機、結果）

今IIIIの場合は

Ｐ：乳がん患者（リンパ節郭清または乳房切

除を受けた）

Ｉ：腕のリハビリテーション

Ｃ：リハビリテーションをしない場合と比べて

Ｏ：効果があるのか（具体的データなど）

今回の場合、ＣとＯはなくてもいいかもしれ

ません。常にＰＩＣＯすべてがつけられるわけで

はないのです。

次に検索にかかります。

「医中誌Ｗｅｂは使えるけれど、ＰｕｂＭｅｄは英

－１６９－
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語なので……」とためらってしまう方は、医中

誌Ｗｅｂでまず検索してからＰｕｂＭｅｄで検索す

るのはどうでしょうか？医中誌Ｗｅｂのシソー

ラス＊2はＰｕｂＭｅｄのシソーラスであるＭｅＳＨ

に準拠して作られているので、役に立ちます。

仮のキーワードは下記のとおりです。

Ｐ：乳がん、リンパ節郭清、乳房切除

Ｉ：腕のリハビリテーション

医中誌Ｗｅｂで検索した結果、腕のリハビリ

テーションは、「腕リハビリテーション」より

も「関節可動域」または「(乳房腫傷ＡＮＤ（リン

パ節郭清術ＯＲ乳房切除術)）をリハビリテー

ションという副標目で絞りこんだもの」という

キーワードを用いる方がよいとわかりました◎

医中誌Ｗｅｂの検索結果に英文の総説が１件

あったので、ＰｕｂＭｅｄ検索の手掛かりになるか

もしれません。

ＰｕｂＭｅｄに入る前にキーワードを英語にしま

す。WebLSDを使うと便利です。

乳房腫傷→breastneoplasms

乳房切除術→mastectomy

リンパ節郭清→lymphadenectomy

関節可動域→articularrangeofmotion

リハビリテーション→Subheadingsに含ませ

る

いよいよＰｕｂＭｅｄへ。

４つのキーワードをそれぞれ出します。

＃１breastneoplasms217,009

＃２mastectomy25,766

＃３１ymphadenectomy37,411

＃４articularrangeofmotion31,794

リンパ節郭清または乳房切除術の患者なので

｢ＯＲ」でくくります。

＃５＃２０Ｒ＃360,222

上記の術式をうけた乳がん患者なので

｢AND」でかけあわせます。

*２シソーラスとは、そのソフト内で用いられているキーワー

ド集です。ＰｕｂＭｅｄではＭｅＳＨ、医中誌Ｗｅｂではシソー

ラスと呼ばれています。

＃６＃１ＡＮＤ＃525,429

さらに関節可動域についても「AND」でかけ

あわせます。

＃７＃６ＡＮＤ＃４８６

総説で絞り込む場合はFiltersを使います。

まず、＃８の結果を表示させ（数字の８６をク

リックすると検索結果の詳細が表示され）ます。

左側にfiltersという機能が出ています。Article

type（出ていない場合は、Chooseadditionalfil‐

tersで追加表示させてください）でReviewを

選ぶと絞り込めます。

Advancedの式で見ると以下のとおりです。

＃８＃６ＡＮＤ＃４Filters：Review6

さて、医中誌Ｗｅｂで検索した結果に出てきた

英文の総説はここに含まれているでしょうか？

＃917244998[uid］１

＃１０＃８ＡＮＤ＃９０

＃１１＃７ＡＮＤ＃９０

ないですね。

この文献には以下のＭｅＳＨが使われていまし

た。

Activitiesofdailyliving（ADL）

Axilla（膝）

Breastneoplasms/psychology、

Breastneoplasms/surgery・

Female

Hum2ns

Lymphnodeexcision

Mastectomy

Mastectomy,segmental

Qualityoflife。（QOL）

Questionnaires

Sentinellymphnodebiopsy

これを参考に、たとえばＱＯＬあるいはＡＤＬ

などのキーワードを入れて再検索したほうがよ

いかどうか依頼者に相談してもよいです。大体

50件ないし’００件程度までなら利用者は目を通

してくれるようですので、＃７の結果を渡しても

よいかもしれません。また、ＭｅＳＨのSubhead‐

ingsを使ってBreastneoplasms/rehabilitation

－１７０－
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－１７１－

＃１４“BreastNeoplasms"[Mesh］192,261

＃１５“BreastNeoplasms/rehabilitation”

［Mesh］６８１

この結果に「リンパ節郭清」と「乳房切除術」

の条件を追加するので#５とかけあわせます。

＃１６＃１５ＡＮＤ＃５２２９

総説で絞ります。

＃１７堂１５ＡＮＤ＃５Filters：Review３４

＃１７と＃８の検索結果を比較してみましょう。

＃１８＃８ＡＮＤ＃１７１

重複している文献は１件でした。キーワード

のリハビリテーションで検索したものと、

Subheadingsのリハビリテーションで検索した

ものとでは、まったく違う結果にたどりついた

ようです。不思議ですね。

ちなみに、こちらの結果にも医中誌Ｗｅｂで

検索した結果に出てきた英文の総説は含まれて

いませんでした。

＃１９＃９ＡＮＤ＃1７０

陣２打可、8＝

で再検索してもよいかもしれません。

では、ＭｅＳＨのSubheadingsを使って検索し

てみましょう。ＰｕｂＭｅｄＨｏｍｅに戻り、右下あ

たりにあるMeSHDatabaseをクリックし、

MeSHDatabaseへ移動します。

ＱｕｅｒｙＢｏｘに「breastneoplasms」と入力し、

Searchをクリックします（図15)。

すると、検索結果が何件か表示されますので、

今回はBreastNeoplasmsをクリックします（図

16)。

BreastNeoplasmsの中にさまざまなSub

headingsがあることがわかります（脳117)。今

回はリハビリテーションについて絞りたいので、

rehabilitationのチェックボックスにチェックを

入れ、右の方にあるAddtosearchbuilderをク

リックし、さらにSearchPubMedをクリックし

ます（図17)。

するとＰｕｂＭｅｄ検索結果画面に移動します。

Advancedに移動すると検索式が見られます。

図l6MeSHDatabase検索結果の例
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図l7Subheadingsを使った検索例
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Google検索結果より「放射線性直腸炎」は「ra‐

diationproctitis」と英訳されるらしいこともわ

かりました｡

どうやらキーワードは「radiationproctitis」

で大丈夫なようです。

ではＰｕｂＭｅｄで検索してみましょう。

＃１radiationproctitis761

２語なので、“”で試しにくくってみましょうｃ

＃２“radiationproctitis'’２７８

えらく減ってしまいました。これはどちらが

いいのでしょう？それぞれの検索結果を見てみ

ます。「radiation-inducedproctitis」というフ

レーズが出てくる論文タイトルがありましたの

で、今同はくくらないほうがよさそうです。

次は、放射線性i'１１:腸炎の治慌についてです。

治療なので「therapy」とかけあわせてもよいの

ですが、こういう場合はClinicalQueriesを使っ

た方がよいようです。

では、ClinicalQueriesで絞ってみましょう。

左上にあるPubMedgovのロゴマークをクリッ

クして、ＰｕｂＭｅｄＨｏｍｅ画面に戻り、下部にあ

１塁遡源癖'…Ｉ
I“……h園痢|鋤Ｄ・
雁霊蕊亜亜国Ｉ

Ｊ雁hn帖『11句h□rｌ

Ⅶ、放射線性直腸炎の治療について、過去５年、

多ければ３年程度の文献がほしい。

放射線性直腸炎でWebLSDを検索したけど出

てきませんでした。では、放射線性直腸炎って

何？とGoogleで検索し、どうやら放射線療法を

した後に起こる直腸炎とわかりました。

英語が苦手なので日本語で、まずは医中誌

Ｗｅｂで検索してみました。シソーラスにあるか

どうか、ない場合はどのようなキーワードがつ

いているかを見てみます。

「放射線性直腸炎」というシソーラスはなく、

｢直腸炎」や「放射線障害」などが付与されてい

ました。しかし、ある論文タイトルでは、「放射

線性直腸炎（radiationproctitis)」とされている

ことに気づきました。どうやらこれはつかえそ

うです。

また、WebLSDでは出てきませんでしたが、

－１７２－

＃２０＃９ＡＮＤ＃１６０

いろいろ迷った結果、今回最終的に報告した

のは＃８と＃１７の２種類の結果でした。
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るClinicalQueriesをクリックして移動します。

ＱｕｅｒｙＢｏｘに先ほどの検索結果（761件の）

番号の「#l」を入力し、Searchボタンをクリッ

クします。すると下部にClinicalStudyCate‐

goriesなどが表示されます。今回は治療につい

てなので、CategoryはTherapyを選択します。

ScopeはBroadにすると５２８件、Narrowにす

ると３９件でした。

＃３（Therapy/Broad[filter]）ＡＮＤ（#1）５２８

＃４（Therapy/Narrow[fiIter]）ＡＮＤ（#1）３９

それぞれ過去５年で絞ります。

＃５（Therapy/Narrow［filter]）ＡＮＤ（#1）

FiIters：publishedintheIast5yearsl3

＃６（Therapy/Broad[filter]）ＡＮＤ（#1）

FiIters：publishedinthelast5yearsll3

Broadの方は過去３年（2010年以降）でさら

に絞ってみます。

＃７（Therapy/Broad[filter]）ＡＮＤ（#1）

FiIters：Publicationdatefrom2010/01/0１

５４

どうしましょう。＃５と＃７のどちらを結果と

して渡すか悩みます。これらは同じような内容

なのでしょうか？どれくらい重複しているか比

病院図瞥館2011:31(4)

べてみましょう。

＃８（#5）ＡＮＤ＃７４

４件しか重複していないようです。これは両

方ともお渡ししたほうがよいかもしれません。

悩んだ末、＃５の結果（１３件）と、＃７から重複

している４件を除いた結果（５０件）の２種類の

リストを依頼者に渡すことにしました。

＃９（#5）ＮＯＴ＃８５０

依頼者に検索結果を渡した後、必要とされた

文献がもしあれば、そのＭｅＳＨを見てみると次

回検索時のキーワードとして使えるものがある

かもしれません。

当初は「放射線療法」と「直腸炎」の「治療」

で検索しようとしました。それでは「直腸炎の

治療として放射線療法をしました」という文献

が出てしまう可能性があります。医中誌Ｗｅｂ

やGoogle検索、医学辞典などで最適なキーワー

ドを探してから検索するとよいようです。

（文責：井上智奈美／三菱京都病院

寺淫裕子／関西労災病院

松尾知香／⑬藤井会石切生喜病院）

－１７３－
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