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国特集看護部と図書館員とのか州，

電子メディアの有効利用
一より早く＆より適切な情報を入手する方法一

Ｉ．はじめに

病院図書室における「電子メディア」とは何

でしょうか？ここでは「電子メディア媒体で

入手できる学術情報」と考えます。

1900年代以前には、出版される学術雑誌すべ

てに目を通すことが可能なほど、雑誌そのもの

が少なかった時代もありましたが、その後の科

学技術の発展につれ、学術雑誌は莫大なものと

なりました。このような情報の氾濫に対処する

ために、1900年代前半にはISIのCurrentCon‐

tentsやＮＬＭのIndexMedicsのような索引誌や

抄録誌が「情報の所在」を調べるためのツール

として登場してきました。これらの索引誌や抄

録誌は、原著論文が掲載されている一次資料

(学術雑誌そのもの）の目次だけ、あるいは抄

録までを集めたもので、二次情報（二次資料）

と呼ばれています。CurrentContentsをせっせ

と手めくりして、自分に必要な情報の「所在

(出典情報と概要)」を見つけ出し、次は図書室

に行ってその論文の掲載されている雑誌を読

む、著者に別刷りを請求する、あるいはコピー

の依頼をする、というのが最近（１０年位前）ま

で普通におこなわれていた「学術情報の入手方

法」でした。

Ⅱ．効率の良い情報の探し方一ツールの選択

看護の分野に関して情報を探すときには、何

したらまりこ：ＯｖｉｄＴもchnologies,Inc･

ovid＠usaco・ＣＯ,jｐ

－８８－

設楽真理子

を重要だと考えますか？私は「より早く・よ

り適切な｣情報の入手が重要であると考えます。

なぜなら、臨床看護に従事される方は常に時間

が制約されているので｢一刻も早く適切な情報」

を入手することが重要と思うからです。

探すためのツールはさまざまありますが、国

内文献は、「医学中央雑誌」か「JMED｣、海外

文献は「MEDLINE」か「Cinahl」というデー

タベースが良く使われます。どのデータベース

もＣＤ－ＲＯＭ、オンライン、Webなど複数の電

子メディアで提供されています。データベース

の中身（コンテンツ）が同じであっても、これ

らのメディアの違いは得られる情報に対して少

なからず影響を与えます。たとえば、ＣＤ‐

ＲＯＭはDiscの形で提供されるので更新頻度は

あまり高くありません。つまり「ある雑誌の最

新号を調べたい」というような要求にはあまり

適していないツールです。

Webを含めたオンラインデータベースの場合

は、ホストコンピュータにデータがロードされ

た瞬間から、その情報にアクセスできるので、

最新情報を探すのに適しています。更新頻度も

逐次更新、毎日更新、毎週更新と頻繁におこな

われています。Webで提供されるデータベース

は､HELPやInformationも常時参照できるので、

誰でも簡単に使うことができます。もちろん

Web版データベースの機能は製品によって異な

るので、Webであれば何でも良いということに

はなりません。機能的に良く出来ているシステ

ムには、OvidOnline(MEDLINE、Cinahl等を
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搭載)、ＰｕｂＭｅｄ（MEDLINEと関連情報を収載）

等があげられます。国内文献のWebシステム

(医中誌Web、enjoyJOIS等）は開発途上の製

品もあり、現時点では十分でないところもある

ようです。コンテンツから選ぶときのチェック

ポイントはだいたい、表ｌのようになります。

これらをじっくり見比べた上で、余裕があれば

複数のデータベースを選んでおくと、収録範囲

の違いなどからより広範な情報を得ることがで

きます。

表１．Web上で提供される主要デー ﾀべー ｽのコンテンツ比較

医学(看護・歯学を含む）

Ⅲ．効率の良い情報の探し方一事前の準備

次は「何を検索するか」です。そこで、最低

限準備していただきたいことがあります。列挙

すると、

①得たい情報の種類（臨床文献か総説かガイ

ドラインか会議録かetc.）

②得たい情報の言語（日本語か英語か）

③得たい情報の範囲（ここ１年なのか、最近

５年位なのか、過去１０年分なのか）

④絶対はずせない検索語は何か？（たいてい

は疾病名､薬剤名､処置名､医療器具名など）

⑤それらの同義語や別表現は？（海外文献の

場合は英語で！）

⑥その他の条件は？（対象はヒトか動物か、

健常人か患者か、年齢は？性別は？）

などなどを書き出してみることです。

－８９－

これらのうち、データベースを問わず大問題

になるのが、検索に使う言葉です。ここで取り

上げているデータベースはどれも長い文章を一

発で検索してはくれません。どうしても必要な

語句を抜き出し、その組合せを使って、検索テ

ーマに最も適したデータを探す形になります。

ここからもう１ステップ頑張っていただきた

いのが、⑤同義語探しです。ひとくちに「乳が

ん」といっても実際には、さまざまな表現があ

ります。多くのデータベースでは著者が記述し

たタイトルと抄録をそのまま収録しているの

で、一種類の表現だけで安心することはできま

せん。特に英語の場合だと、BreastCancer，

BreastTumor,BreastNeoplasmなどのさまざ

まな表現（同義語）があるので、なかなか思う

ように見つけ出せない場合があります。それ以

外にもイギリス英語とアメリカ英語の綴りの違

いや、単数形・複数形の違いも考慮しなければ

なりません。これだけのことを全部考慮したと

しても、自分が思いつかなかった言葉だけを使

っているデータは、見つけ出せないわけです。

このような事態を打開するために、ここで取り

上げている４つのデータベースは、すべて

ControlledKeyword（統制索引語）を採用して

います｡これは著者が使っている言葉とは別に、

その論文の主題を表す語句をデータベース作成

機関が特に選んで付与しているということで

す。それらの語句は、通常ある概念に対しては

一定の表現を使うように決められ（Controlさ

れて）います。例えば、MEDLINEの場合では、

｢がん」に対してはCancerでもTumorでもなく

Neoplasmsという語句を使います。つまり

ＭＥＤＬＩＮＥでは、「乳がん」についてはLung

Neoplasmsという語句を使うと、少なくとも

MEDLINEの作成機関が「これは乳がんに関す

る文献である」と判断したデータは漏れなく検

索できるわけです。このような統制索引語は

｢シソーラス」という辞書に搭載されています。

医学用語シソーラス（医中誌Web、ＪＭＥＤ)、

JICST科学技術用語シソーラス（JMED)、Ｍｅ‐



dialSubjectHeadings：ＭｅＳＨ（MEDLINE）と

いったタイトルの冊子が図審室で見つかるなら

ば、ぱらぱらめくってみると、適切な検索語を

選ぶ一助になります。Webのシステムでは、検

索しながらこれらのシソーラスを参照できるよ

うになっているものもあります。

Ⅳ．次なるステップ－－次'情報の入手

さて、さまざまな困難を乗り越えて、どうや

らここに必要な情報があるらしい、という「情

報の所在」が掴めました。さあ、ここからはど

うしましょう？じつは、電子メデイアの普及

は二次‘情報データベースだけではなく一次情報

にも及んでいます。ここ数年｢電子ジャーナル」

という言葉が冊子体のジャーナルと同じように

語られるようになってきました。これらの電子

ジャーナルの長所は、二次情報の場合と同じく

l)速報性と2)検索機能の向上です。速報性に関

しては､物流段階の時間のセーブだけではなく、

inprint段階での情報公開もあります。コンテ

ンツとして、印刷物では考えられなかった音

声・動画などのマルチメディア情報を含んだ電

子ジャーナルも発行されはじめています。

電子ジャーナルはそれ独自でもある程度の検

索機能を備えていますが、二次情報データベー

スからリンクさせる形での利用も多く見られま

す。例えば、OvidOnlineでは、MEDLINEや

Cinahlの検索結果から、ワンクリックでOvidの

もつ電子ジャーナルコレクションJoumals＠

Ovidへジャンプすることができます（注１）。

最近では、Ovid外部の出版社サイトへ論文単

位でリンクしていくOpenLinksという機能もリ

リースされています（注２）。PunMedの検索

結果から出版社サイトヘリンクできることもよ

く知られていると思います。

このような電子ジャーナルはうまく活用すれ

ば、「情報の所在の検索」から「一次盗料の入

手」までを一気におこなってしまうことができ

ます。多くの電子ジャーナルは、参照文献リス

トから他の電子ジャーナルやデータベースヘリ

－９０－
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ンクしていく機能も持っているので、関連情報

もまとめて入手することができるわけです◎図

i1I:室の開館時間にとらわれず、自分のＰＣから

必要な情報を得られるということは｢より早く」

というＮｅedsに確実に応えるものになるでしょ

う。
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図'１．OvidCinahlからJoumals＠Ovidへ

Ｖ・より適切な'情報を素早くGet-EBM情報源

の活用

二次情報データベースを駆使して、広く情報

の所在を集めました。芯子ジャーナルを活用し

て必要な一次情報も全部集めました。さて…そ

れを全部読んで検討している時間がない！と

いう事態に遭遇されたことはありませんか？

今のところ、勉子ジャーナルは海外出版社のも

のが多いので、原著論文をすばやく入手できた

としても、英語で醤かれたフルペーパーを何本

も読むのは大変です。そこで、とっておきの情

報源があります。なんと、選りすぐりの論文に

ついて、Ａ４－枚程度にコンパクトに内容を要

約したジャーナルが発行されているのです。米

国内科学会が1991年から発行している“The

ACPJoumalClubmというジャーナルがそれで

す。内科以外の領域についても、1995年から

"EvidenceBasedMedicine”というタイトルで
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姉妹誌の発行がおこなわれています｡これらは、

著名な一次雑誌に掲載された個々の論文を、同

じ専門分野のドクターが一定の形式でサマライ

ズした構造化抄録を収録しており、その論文の

結論だけを容易に読み取ることができます。一

次雑誌が出版されてから要約するわけですか

ら､速報性が高いということにはなりませんが、

ここに要約される論文はすべて、一定の基準を

満たした優れたものであるということができま

す。OvidOnlineでは、これらの情報源を

ＥＢＭＲ‐BestEvidenceというファイルセグメ

ントで提供しており、MEDLINEと組み合わせ

て使うことによって、MEDLINEの検索結果に

QualityFilterをかけられる、と説明しています

(注3)。最近注目されている「根拠にもとづく医

療一EvidenceBasedMedicine：ＥＢＭ」の代表

的な情報源である、Cochrane共同体のシステ

マティック・レビュー（TheCochraneData‐

baseofSystematicReviews）やDARE（Data‐

baseofAbstractsofReviewsofEffectiveness）

も同じように利用することができます（注４)。

さらに、これらを出典としてＱ＆Ａ方式に治

療の介入の利益・不利益をコンパクトにまとめ

たClinicalEvidenceを使うとさらに集約された

情報を入手することができます。ClinicalEvi‐

denceはBMJPublishingGroupから発行されて

いる定期刊行物で、OvidOnline上で電子Book

の形態で提供されています（注５)。看護の分

野では文献よりも教科書に頼ることがまだ多い

と聞きますが、PrimaryCareOnline、Lippin‐

cottManualofNursingPracticeなど著名な看

護学のテキストも電子媒体で提供されはじめて

います（注６）。これらのコンテンツはプリン

ト版と同じですが、目次のブラウジング、キー

ワード検索、複数のテキストのマルチ検索、関

連情報へのリンク等を駆使することにより「よ

り早く・より適切な」情報への到達を助けてく

れるものものです。

－９１－

二次情報データベース、電子ジャーナル、

EBM情報源、電子ブック、これらは皆、独自

に存在しているのではなく、相互に関連してい

ます。特にWeb上ではリンクという形で実際に

つながりあい、必要な情報を提供するネットワ

ークを形成しています。それらをすべて網羅す

るパッケージ製品も開発途上にあります

(OvidonCall)。電子メディアの形成する新し

い臨床情報網に、あなたも飛び込んでみません

か？
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注２

注３

注４

注５

注６

参照サイト

http://www・ovid・ｃｏｍ/products／

fulltextﾉjoumals/joumals､cfm

http://admin・ovid､ｃｏｍ/openlinks／

index､ｈｔｍｌ#indeｖ

http://www､usaco.co､jp/ovid／

ovid上gとacp・ｈｔｍｌ

http://www・usaco・ＣＯ.』p/ovid／

ovid-fg-coch,html

http://www､usaco.co・jp/ovid/ovid=fgと

｡are・ｈｔｍｌ

http://www.usaco､ＣＯ・jp/ovid／

ovid-fg-cline､ｈｔｍｌ

http://www,usaco.co,jp/ovid／
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