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ＭｅＳＨとともにＰｕｂＭｅｄの海を渡ろう

Ｉ．はじめに

ＰｕｂＭｅｄ検索の基本がわかったら、次は

ＭｅＳＨ（メッシュ）を使った検索にチャレンジ

していただきたいです。でも、ＭｅＳＨとは一体

何なのか、知らない方もいるでしょう。

これを読んでいる皆さんの中には、医中誌

Ｗｅｂを使ったことがある人が多いと思いますの

で、医中誌Ｗｅｂを例にとってお話しします。

検索ボックスに“エイズ”と入力して検索する

と、検索結果が表示され、履歴に「AIDS/ＴＨ

ｏｒエイズ/ＡＬ」と表示されます。カタカナの

"エイズ”だけで検索したはずなのに、医中誌

Ｗｅｂは「AIDS/TH」という検索式を追加して

います。これは、エイズに関する文献をより適

切に検索するために追加された検索式なのです。

このように医中誌Ｗｅｂでは、私たちが入力し

たキーワードからより適切なキーワードを判断

して、自動的に追加しています。後から加えら

れたキーワードは「シソーラス」と呼ばれるも

のです（ＴＨは「シソーラス」の頭文字です)。

ＰｕｂＭｅｄでもこれと似たしくみが働いており、

｢MeSH」と呼ばれるシソーラスが使われていま

す。では、ＭｅＳＨとは、またシソーラスとはど

ういうものなのかを少しずつ見ていきましょう。

Ⅱ、シソーラスとは

ＭｅＳＨは米国国立医学図書館（ＮＬＭ）が作成

したシソーラスです。シソーラスとは、辞書的

な定義では「情報検索において、キーワードの
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示す範囲、キーワードと関連語の類似・対立・

包含関係などを記述したリスト」です。簡単に

言うと、データベースなどで検索しやすいよう

に統一された用語集のことです。

シソーラスがあると、何が便利なのでしょう

か。たとえば癌について検索する場合、たどり

着きたい情報が、癌のことを漢字で「癌」と表

現しているとは限りません。ひらがなの「がん」

やカタカナの「ガン」を使っていたり、あるい

は「腫傷」と別の表現をしていたりするかもし

れません。この場合、癌に関するすべての情報

をヒットさせたければ､一般的には「癌」「がん」

｢ガン」「腫傷」と思いつく限りすべてのキー

ワードで検索しなければなりません。けれども、

思いつくキーワード以外にも同義語があるかも

しれませんし、いつもこのように言葉を考える

のも大変です。

こういうときに役立つのがシソーラスです。

たとえば、癌については「腫傷」という言葉を

使うことにしましょう、と用語を統一し、癌に

関するデータには、どんな書き方をしていても

すべて「腫傷」というシソーラス用語を付与し

ておきます。そうすれば、「腫傷」というシソー

ラス用語で検索するだけで、癌に関するデータ

をすべて検索することができるというわけです。

この仕組みをデータベースの裏側で作用させ

れば、一つの言葉を検索するだけで関連する言

葉を含む文献を全てヒットさせることができま

す。医中誌ＷｅｂやＰｕｂＭｅｄは、このような仕

組みを使って検索することができるデータベー

スなのです。
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Ⅳ、ＰｕｂＭｅｄでのＭｅＳＨの確認方法

ＰｕｂＭｅｄに追加されたばかりの新しいデータ

や、整備中（ＭｅＳＨや各種番号の付与などの作

業）のデータは、検索結果画面で「PubMed-

assuppliedbypublisher」や、「PubMed-in

process」と表示され、簡単な情報しか持ってい

ません。一方で「PubMed-indexedfOr

MEDLINE」と表示されているデータは、作業

が終了しておりＭｅＳＨも付与されています。

ＭｅＳＨは、MEDLINEのデータ１件あたりに

１０～20個程度付与されています。

では、ＰｕｂＭｅｄではＭｅＳＨはどこに登場して

いるのでしょうか。ＰｕｂＭｅｄで各データに付与

されているＭｅＳＨを見る方法は２つあります◎

一つは、検索結果の表示形式をMEDLINE

形式に変更して、データ構造全体を見る方法

です。検索結果表示画面で、左上の「Display

Settings」をクリックし、「Format」を

｢MEDLINE」へと変更して、右下の「Apply」

ボタンをクリックします（図３)。すると、この

データに含まれる全ての項目がテキストで表示

されます（図４)。ＰＭＩＤ（PubMed固有のID）

から始まり、論文タイトルや著者、アブストラ

"drugtherapy”や“radiotherapy”などを必要

に応じて選んで組み合わせる、というような使

い方をします。サブヘディングもＭｅＳＨの一種

であり、階層構造になっています。

ｍＭｅＳＨとは

ＭｅＳＨとはMedicalSubjectHeadingsの略で、

約50年前に索引誌「IndexMedicus」の見出し

語として作成されました。その後、MEDLINE

やNLMCatalogなど、米国国立医学図書館の作

成するデータベースにおいて索引や目録に使用

されるようになりました。

ＭｅＳＨの中には、中心となる主標目（デイス

クリプタ）が約26,000語、副標目（サブヘデイ

ング）が約８０語、補足事項（Supplementary

ConceptRecords）が約200,000語含まれていま

す。

一つ一つの用語は階層構造になっています。

図ｌは、「肺がん」を表す“lungneoplasms”と

いうＭｅＳＨ用語の位置を示した階層構造の一部

です。「すべてのカテゴリー」の下位の「疾患｣、

その下位の「腫蕩｣、というように、上位に行く

ほど広い概念を、下位に行くほど狭い概念を表

しています。MEDLINEなどのデータでは、文

献の主題を適切に表すために、できるだけ特定

(下位）のＭｅＳＨが付与されています。

AI1MeSHCateOones すべてのカテゴリー

SubheadinOsCateqoIy サブヘディング

ｔｈｅ晒阿 治療

dietthe8apV 食事療法

ｄｍＯｔｈｅｍｐＶ 薬柏原法

nljrsinq 暑唆

DrgvEmionandc⑥nt唖予防と制御

『adiotheraW 放射線治療

『ehabi1itationリハビリテーション

型､9唖ｙ外科

…幽型哩血、巌尋移植

図２サブヘデイングtherapyの階層構造
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またサブヘディングとは、通常のＭｅＳＨをメ

インヘディング（主標目）というのに対してサ

ブヘディング（副標目）と呼んでいるもので、

各用語に共通する大きな概念について別にまと

めたものです。たとえば「呼吸器疾患の治療法」

について探す場合、「呼吸器疾患」は“Respira‐

toryTractDisease，，というメインヘディングを

選び、「治療法」については、サブヘデイングの

》
》
》

》
遜
唾

図lLungNeoplasmsの階層構造
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図５Abstract形式でのデータ表示

クトなどさまざまな項目が表示されますが、こ

の中に“ＭＨ”という項目として表示されてい

るのがＭｅＳＨです。図４では、“FatalOut‐

come”から始まって１２個のＭｅＳＨが付与され

ていることがわかります。４つめの項目を見る

と、“LungNeoplasms/radiography/secondary”

と書かれていますが、これは、“LungNeo‐

plasms”というメインヘディングと、“radio降

raphy‘'"secondary'，という２種のサブヘディン

グを組み合わせて表した形です。

もう一つの方法は、詳細表示（Abstract形式

での表示）でＭｅＳＨを表示させる方法です。ま

ず検索結果のタイトルをクリックし、Abstract形

式で表示させます。そして、下部の「Publication

Types,MeSHTerms」と表示されている部分を

クリックすると、ＭｅＳＨＴｅｒｍｓという項目が表

示され、この文献についているＭｅＳＨを確認す

ることができます(索引済みのデータのみ)。
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Ｖ，ＰｕｂＭｅｄでのＭｅＳＨの使われ方

ＰｕｂＭｅｄのデータにＭｅＳＨが付・与されている

ことは確認できましたが、それでは実際ＭｅＳＨ

はどのように使われているのでしょうか。それ

を確認できるのがＰｕｂＭｅｄのDetailsという画

而です。

検索結果表示画面で右下を見ると、「Search

details」と祥かれたボックスがあります。ここ

で、ＰｕｂＭｅｄが、私たちが入力したキーワード

によってどんな検索をしたかを確認できます

(図６)。ボックスの右下の「Seemore…」をク

リックしてさらに詳細を見てみましょう（凶７)ｃ

たとえば“lungcancer”というキーワードで検

索を行った場合、入力したキーワードは“lung

cancer”だけですが、Detailsの面面で確認する

と、“lungneoplasms”というＭｅＳＨでの検索と、

"lun頁cancer'，など入力したキーワードでの検

IiH9A-20I2m4だ５０８:O0
CROT-20I2/､4厘００６:００

A10-10.I65MIEJMicnIII1763【doil
PST-pPubIi$ｈ
ＳＯ－ＩｌＥｎｚＩＪＭｅｄ、２０１２ＡｐｒＩ９;366(１６):1526.

S８－ＩＩＩ

遡
隅
酬
酬
酬
酬
酬
酬
洲
Ⅶ

一ＦａｌａＩＱ｣tccEe

-H唾an意

－１，$uInaICanal

-い､zN2opI錘ＥＳ/radlography/secondary
-bf且phatic恥胞slasl3ﾉｵradIo5raphy
-Ly且phedesaﾉｴcliolozy
-M31e

-MeI鋤o顕ﾉbau1oIo画/ｴ…‘,.'･傭,『ｙ
－ＭｉｄｄＩｅＡ鰯ｄ
－Ｓ１:inN2oDlas率/8paiholozy

Pub堀。d《黒；R…．,…圃｡,，
鍵蘇蕊ﾘ鰯FやｐＲｓｓ郵図…坤《ｚ糊…』

‐s…%劃…………‘‘
ＦＣｍｇｌ恥函ＰＣ『陣３，Ｓ劇9吋

ＯＳ＝混珂０５息Ｒ唖功A“蝿
ｅ＆＝＝y､2浬】010｡P 鈴醍Ｏ

ｅ生“罰Ｏ誌６烏秘Agfcr

<達冒>塗§夢”
、’０F鯉｡“

己艮垂型垂埜璽垂匡【、f鏡ぽium回画､こer函ｬ神俄srw面１０t7扉掘田で、誰1?ftm5bvが秋０，，，日”｛て

１Ｆ夢エユ胆賛意t癌ど”V‐

8と、名f画:ご乱ｎ画9SRe売口Ｒ』LultL“凡
Ｗ

壁』C当E曙眺ﾕ釣1率ロＪ１瓢饗EFF弓扮12＃蔀６

影』迩起gγW8F迫含U68.画F龍tH“

R鈍忠ａｈｌｕ.A』。◎鯉ＷｏＪｄｌﾕ､麺1Ｃ,Ｒ哩鮭”ＤＬ８丘n9tf

固唾ｖ師方志vﾂFmPw弧ｗＡｍ６…㎡F1J蛍哩沌釦知識Tn超w好辱ｍＲＫ海r昨耐B“.1pﾔ2穂露企ｆ

２図Ｈ･LjY･ＵＹ･幽8.1ＷＫＷＥｎ９Ｊ.Y抱可Ｘｗ圃回刃以T鋲刀SCLZ1mQC脚６，」
挺目Ｓ配仏調t麺Z9F03錘２軍心誼12ｕＪｊ２

託画2墓87輪1Ｆ冒亀ut9･岬Ｃ４謹池】

些吋『硬伺

滝r壷,a…哩心四℃cN

1Y1PTTql且

鴛制佃諏１



■ － － －口－０

で見た結果を分解してみましょう（表l)。検索

式の詳細は、以下の①～⑤の検索式を全て足

したものとして理解することができます。こ

のうち①は、自動用語マッピングによって導か

れた“lungneoplasms，，というＭｅＳＨでの検索

を行っています。一方で②～⑤は“lung”“neo‐

plasms”“lungneoplasms，，“lungcancer”とい

うようなキーワードがＰｕｂＭｅｄデータの中でタ

イトルや抄録に出現している文献を検索してい

ますので、“lungcancer”と関連しない文献も

ヒットしている可能性があります。結果として、

ＭｅＳＨのみの検索では漏れてしまう新しいデー

タなどを拾ってくることができるというメリッ

トはありますが、同時に本来の目的とは外れる

ノイズ文献も一緒に検索されてしまいます。
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目的のＭｅＳＨである“lungneopasms”をク

リックすると、このＭｅＳＨと組み合わせること
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索の両方が実行されています。

このように、IiI動的にＭｅＳＨに撒き換えて検

索する働きを「脚動川滞マッピング」といいま

す。もしＰｕｂＭｅｄを検索していて思ったような

検索結果が出ないときは、一度このDetailsの

画面で自動用語マッピングがうまく動作してい

るかを確認するとよいでしょう。

図８MeSHDatabaseでの検索結果表示

Ⅵ、ＭｅＳＨを使ったPubMed検索

ＰｕｂＭｅｄでは自動用語マッピングが働きます

ので、ＭｅＳＨを意識しなくてもそれなりに検索

はできます。しかし、ＭｅＳＨの仕組みや個々の

意味を理解していくと、さらに効果的な検索が

でき、検索結果を評価することもできます。

一般的なキーワード検索ではなくＭｅＳＨを意

識的に使って検索を行うメリットは、大堂の文

献情報から適当なものだけを効率的に検索する

のに適しているという点です。

先ほどの“lungcancer”の検索を「Details」

図６Searchdetails

PL8b4I2d唖。画Ｚｂ嘘JdEr

表 ｌ検索式の分解

l,xl7SearchDetails

①
②
③
④
⑤

‘‘lungneoplasms"[MeSHTerms］ＯＲ

("lung，'[AllFields］ＡＮＤ“neoplasms"[AllFields]）ＯＲ

'’1ungneoplasms･'[AllFields］ＯＲ

("lung"[AllFields]ＡＮＤ"cancer.'[AllFields]）ＯＲ
州lLmEcancer"[AllFields］

こういったノイズを除きたい場合には､ＭｅＳＨ

による検索が有効です。ＭｅＳＨで検索したい時

には、ＰｕｂＭｅｄトップ画面にあるMeSHData‐

baseをクリックします。

たとえば“lungcancer”と入力して検索する

と、関連するＭｅＳＨが簡単な説明と一緒にリス

ト表示されます（図８)。
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図９MeSHDatabaseでの詳細表示

ができるサブヘディングがリストアップされて

います。下部にはこのＭｅＳＨに導かれるEntry

Term（参照語）や階層構造が表示されます。こ

こで選択したいサブヘディングがあればチェッ

クして（図９では“radiography”と“secon‐

dary”を選択しています)、右側の「PubMed

searchbuilder」の「Addtosearchbuilder」を

クリックすると、ボックスの中に検索式が表示

されます（図９)。もし複数のＭｅＳＨを組み合わ

せたい時は、検索を繰り返してこのボックスの

中に検索式を加えていきます。そして最後に

｢SearchPubMed」ボタンをクリックすることで、

PubMedを検索できます。

Ⅶ．もっと詳しくＭｅＳＨを知るために

さらにＭｅＳＨについて綴密な情報を知りたい

ときは、ＮＬＭＭｅＳＨＢｒｏｗｓｅｒを使うとよいで

しょう。先ほど‘‘lungneoplasms，，をＭｅＳＨ検

索した似１９の両面で、右下の「RelatedInfOr‐

mation」から「NLMMeSHBrowser」をクリッ

クすると、「LungNeoplasms」というＭｅＳＨの

詳細な情報を確認することができます（図10)。

この画面では、ＭｅＳＨの簡単な解説やＭｅＳＨと

して採用された日付などを確認することができ

ます。

図lｌＯＮＬＭＭｅＳＨＢｒｏｗｓｅｒ

Ｐｆ金４Ｊぞｄ且位且ｒＥｈ四僑淵今ﾛ

病院側:ｉｌＩ:館2011;31(4)
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ＭｅＳＨによる検索の弱点は、新しいデータを

検索しにくいということです。ＭｅＳＨは毎年改

訂されていますが、それでも新しい概念や最新

の情報が収録されていないことがあります。そ

のような場合には、上位の概念や関連する用語

の組み合わせによってＭｅＳＨが付与されている

ので、ＭｅＳＨだけではうまく検索ができません。

また、出版社からのデータが届いてからＭｅＳＨ

が付与されるまでには数週間かかりますので、

それまでの間はＭｅＳＨで検索することができま

せん。このようなデータを検索したい場合には、

ＭｅＳＨによる検索だけでなく、キーワードによ

る検索を組み合わせる方が効果的です。

Ⅷ．おわりに

ＭｅＳＨは、普段は見えない場所で活躍してい

ます。でも、ＭｅＳＨについて理解し、必要な場

合にＰｕｂＭｅｄでＭｅＳＨを使った検索を取り入れ

ることができるようになったら、あなたは利用

者の希望するデータを効果的に検索する術を一

つ手に入れて、一段レベルアップした検索者に

なることができます。ぜひＭｅＳＨを使いこなし

て、自由自在にＰｕｂＭｅｄの海を渡れるように

なってくださいね。
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