
Ⅲ、検索実例

1．アクセス方法

インターネットアドレス（URL）をブラウザ

でアクセスしていただくと、ＳＴＡＴ１Ｒｅｆ全タイ

トルをご利用可能なページが表示されます（図

l)。

左側領域の「ＡＣＰＰＩＥＲ＆AHFＳＤＩ③

EssentialsTM」（以下、ＡＣＰPIER）紹介表示部

分をクリックすると、ＡＣＰＰＩＥＲトップ画面が

表示されます。あるいはダイレクトアクセスア

ドレスを利用いただくこともできます（図２)。

2．検索方法

（１）疾患リストによる検索

ＡＣＰＰＩＥＲ：ThePhysicians’からさらに

｢DiseasesAlphabetically」をクリックすると、

アルファベット順に表示される疾患リストから

ＡＣＰＰＩＥＲを利用できます（図３)。

「DiseasesAlphabetically」の先頭部分の三角

印をクリックすると.‘Ａ”Diseases（Ａで始ま

層特集臨床支援ﾂーﾙ

特徴

ACPが作成しているＥＢＭシール。

500人以上の経験豊富なスタッフによるバ

イアスのない編集。

トピック作成時には、ＡＣＰが選択した８０

誌以上のジャーナルを参照し、専門家で構

成されるチームが作成。

どのトピックも均一の構成で書かれている

ため、情報収集がスムーズ。

ＡＣＰＰｌＥＲについて

箱井孝

Ｉ．はじめに

米国内科学会（AmericanCollegeofPhysi‐

cians:ACP）（以下、ACP）は、世界８０カ国に

１１万人以上の会員を擁する国際的な内科学会で

す。ＡＣＰは以前より「AnnalsoflnternalMed‐

icine」や「ACPJournalClub」を刊行してきま

したが、最先端の内科関連情報を臨床現場に生

かすためのシールとして「PIER：ThePhysi‐

cian，slnfbrmationandEducationResourCe」を

リリースしました。５００人以上の経験豊富なス

タッフが、ＥＢＭ実践のために厳選したＥＢＭ情

報を提供します。また、２００６年「TheSouth

CentralChapterMLAmeeting」にて、No.ｌ

ＥＢＭツールと認定された実績があります。

常に臨床の現場では、患者様からの情報とそ

れに対する文献検索により重要な論文を入手し、

診断、治療などの判断を迅速にすることが求め

られています◎それに対応できるのがＡＣＰ

PIERです。

５．トピック数は、およそ420．毎月、何らか

のトピックが追加あるいは修正/追記。

６．エビデンスは、質に応じてＡ・Ｂ．Ｃの３

段階表示。

７．エビデンスのよりどころとなる参考文献へ

のリンクもあり（PubMed)。

８．参考文献にも独自の基準を設け、３段階の

レベルを付与。

９．患者情報やケースシナリオも掲載。

１０．ＡＣＰＰＩＥＲは、STAT1Refという医学/歯学

／薬学系のe-bookを提供しているプラット

フォーム上で提供。
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る疾患名）の「AbdominalAorticAneu」とそ

の内容目次をはじめとして、疾,甑のアルファ

ベット順リストのｎ次情報が左側領域に、対応

する疾患情報フルテキストが右側領域に表示さ

れます（図４)。

フルテキストの構成は、５つのモジュールか

ら櫛成（①Disease②ScreeningandPrevention

③ComplementaryandAlternativeMedicine④
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礎）

ト）により内容記載されており、表や「よくあ

る質問」が記載されているものもあります（例

6)。

エビデンスとなる文献には、複数の評価基準

を設け、３段階のレベル（Ａ・Ｂ．Ｃ）で表記さ

れており、エビデンスとなる文献へのリンク

EthicalandLegallssues⑤Procedures）されて

おり、記述構成が一定で平易な英語による箇条

書きのため、素早い情報収集が可能となります

(図5)。

収載されているフルテキストは、全て同様の

構成（テーマとエビデンスレベル、推薦手順、

論拠、エビデンス内容と参考文献リンク、コメン (PubMed）がされております（図7)。
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･Referencesレファレンス（参考澄料）

･Images画像

･Videos動画

以下の条件チェックも行うことができます。

･Includesuffixes語尾変化する語も合わせて検

索します。

･Includerelatedterms関連語（同義語）をあ

わせて検索します。

(2)簡易検索

ｉ）Search柵に検索語を記入して検索（図8）

ii）AdvancedSearchを利用して検索（図９，

１０）

以下の項目のフィルター機能を利用して検索

することが可能です。

・Headings見出し

・Documentｓドキュメント

・Tables表

ｐ
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例として、ＣＯＸ２Ⅷ

inhibitorsを検索

語として記入し

ています。
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Ⅳ、情報の出力DownloadCitations（図11）

フルテキスト閲覧時に、DownloadCitations

ボタンをクリックすると、表示されている疾患

のフルテキストがあるインターネットアドレス

(URL）をダウンロードすることができます。

選択メニューには、EndNote（テキストファイ

ル出力）とRefWorks（直接ダウンロードとテ

キストファイル出力）が川意されています。

EndNoteの場合には、EndNotelmport形式で

:沸誌那項がダウンロードされ、該当アドレスは

URL項目に取り込まれます。また、印刷、もし

〈はe-mail配信で出力することも可能です。
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Ｖ・便利機能

1．Favoriteｓメニュー

ＡｄｄＮｅｗＮｏｔｅ機能を利用して任意の場所を

示したうえでメモを記入できます（図12)。

また、ListAllNotes機能で作成したノートを

リスト化します（図１３)。ノート箇所がリンク

付きのブラウズ階層で示されます。

2．Ａｌｅｒｔｓ（アラート）機能

Discipline（詳細分野)、Category（分野)、

Settings（対処)、Populations（年齢区分）をそ

れぞれ指定して更新情報を受け取ることが可能

です〔便利機能をご利用になるには、Prefer‐

encesAccount（無料）を登録する必要がありま

す〕。
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Ⅵ．おわりに

今回ご紹介しましたＡＣＰＰＩＥＲは、臨床現場

における迅速な文献収集を可能にするだけでな

く、直観的に検索を行っても簡単に目的の文献

を得られる構成で作成されております。
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米国内科学会の信頼のおける５００人以上の経

験豊富なスタッフによる査読を通過した情報だ

からこそ、安心して利用していただけると思い

ます。現在多々あるＥＢＭツールの一つとして

ご参考にしていただけると幸いです。
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