
図書館ＨＰからコクランライブラリーにアクセス

◆Cochrane Library◆

簡易検索の小窓。Advanced Searchをクリックすると詳細検索画面にジャンプ。

Browseを押すと、"Browse by Topic"のページにジャンプ。

ここを押せばいつでもホームに戻れます。

トップページ下にも"Browse by Topic"があります。

キーワードが思いつかない場合、Browse by Topic から、探すこと

もできます。

"Cancer "や"Child health"などが表示されています。

"...or browse by Cochrane Review Group "をクリックするとコクラン

の共同レビューグループごとに探すことができます。
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Advanced Search　画面

Search Limits　画面

Advanced Searchからは、あらかじめContent type、 Publication date/yearなどにより範囲を狭めて検

索することができます。簡易検索で検索をスタートさせても、検索結果から更に狭めることができるよ

うになっています。お好みで使い分けて下さい。

＋や－でキーワードを増減できます。AND ,OR, NOT の選択が可能です。

"Search", "Search Manager", "Medical Terms(MeSH)" の3種類の検索タブと

"PICO search" のタブがあります。
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検索結果詳細

検索例① 特定のレビューの見方   キーワード：maternity

検索結果から、新着のコクラ

ン・レビューを絞り込めます

コクラン・レビューやTrialsなど、

検索結果のソースをタブで切

り替えられます

PDF

ダウンロード・印刷

論文の全文がHTML形式で表示され、リンクにジャンプできます。

右側には、References（参考文献）、Figure and tables（図表）など

目次のリンクがあります。
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検索例② Search Manager の使い方　キーワード：UTI　cranberry

② Cranberry と入力し、Lookup を押すと、シソーラスの統制語が検索されています。

③ シソーラスがツリー構造で表示されます。右にある Add/Edit search line を押します。

④ Serch Managerに検索式が追加され、#3が増えました。そこに #1 and #2 と入力し、
　 Contenue を押せば、検索結果の「かけ合わせ検索」ができます。

Search Managerのタブから検索⇒履歴の「かけ合わせ検索」ができます。
① Search Managerのタブをクリックし、UTI と入力して Continue で検索。
結果が出たら、横のMeSHを押して検索窓を表示させます。

1
2
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Medical Terms(MeSH)のタブから検索

MeSHは米国の国立医学図書館が件名として採用する統制 語の目録で、MEDLINEやPubMedなどの索引データベース に

用いられています。MeSHを使うことで、同じ概念が文献に よって異なる用語で表現されていても、一貫性をもって検索す

ることが可能になります。

コクランライブラリーの多くの収録記事につけられています。Medical Terms(MeSH)での検索は、医中誌でいうシソーラス検

索だと思って下さい。

"Terminal"と入力しLook upボタンを押し、

次にPhrase Matches（ﾌﾚｰｽﾞﾏｯﾁ）から

"Terminal Care"をクリック

"Terminal Care"のシソーラスが中央に表示されています。View Resultsで結果の一覧

が下に表示されます。また、右にあるAdd to Search Managerをクリックすると、Serch 

Managerの検索式の一つに加える操作ができます。

個人IDを登録していれば、Save Strategyで検索式を保存する事もできます。
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http://www.wiley.co.jp/electronic/JP-BIG_10108-Cochrane_userguide_A5_12pp_flyer_LR.pdf
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コクラン・ライブラリーの検索結果でPICOを参照する

PICO search の使い方

PICOとは？

PICO は、エビデンスに基づくヘルスケアにおいて、取り上げる課題（クエスチョン）を定式化し、文献調査の戦略を構

築するために用いられます。

PICO は、次の4項目の頭文字をとったものです。

• Population （Patient, Problemとも） ： 対象者・患者の特徴は？（例：症状）

• Intervention ： 対象者・患者に対する医学的介入は？（例：投薬・外科手術）

• Comparison ： 比較対象とする選択肢は？（例：別の治療薬・プラシボ）

• Outcome ： 介入の結果は？（例：クオリティオブライフ、副作用）

Cochrane PICO search とは？

Cochrane は、2015年以降の Cochrane intervention review 4,500報以上を対象に、統一された用語を用いてPICOの

情報を付与しました。

PICO search は各レビューのPICO情報の検索を可能にし、自分の研究内容やクリニカル・クエスチョンに合ったレ

ビューを見つけやすくします。

トップページ右上の検索窓にキーワード "breast 

cancer" を入力して、PICOの情報がどのように表示

されるか見てみましょう。

検索結果から、Show PICOs をクリック。

そのレビューに付与されたPICO情報

(Populations, Interventions, 

Comparisons,Outcomes) が表示されます。
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Advanced SearchでPICO search を利用する

検索したい語を入力し、ドロップダウンメニュー

に表示される候補語から選びます。

検索のコツ

入力する語はシンプルなものが適しています。

長いフレーズではなく、ひとつの単語を使いま

しょう。

PICO の4項目のうち、その語が含まれる選択肢

から、目的に合ったものを選びます。

それによって、検索結果中の各レビューが取り上げる内容を、迅速に把

握することができます。
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Populationにチェックを入れて検索した例

Outcomeにチェックを入れて検索した例

Populationを選んだ時とは異なる検索結果が得られます。
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PICO フィルターを使うと、得られた検索結果に対して別の

PICO用語を掛け合わせ、絞り込むことができます。

検索のコツ

シンプルな検索から始め、次にフィルターで絞り込むの

がおすすめです。

PICOフィルターから用語を選ぶと、検索式に追加されます。

フィルターを削除するには、検索式の左の

マイナス(-)ボタンをクリックします。
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チェックを入れた文献情報を出力できます。

形式を選択し、ダウンロード
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Show all PICOs をクリックして全レビューの

PICOを一斉表示も可能です。

多くのレビューのPICO情報に一度に目を通せます。
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☆☆コクラン・レビュー抄録の日本語訳が進行中、日本語検索も可能に

「糖尿病」と日本語で入力して検索した結果がこちらです。

公益財団法人日本医療機能評価機構による医療情報サービス Minds（マインズ）が、コクラン・レビューのア

ブストラクト（抄録）の日本語訳を進めています。翻訳が完了した抄録は、日本語キーワードでの検索も可能

になっています。

Abstractで日本語を選択すると、日本語の抄録が読

めます。

※糖尿病は中国語でも同じ漢字なので、中国語の抄

録しかないものも混ざってヒットします・・・
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個人IDの登録

トップページの右上に、サインインボタンが表示されます。新

規登録の際は、「Register 」をクリックし、必要事項を記入し

て登録を行います。"Wiley Online Library "にIDを持つことに

なります。

こちらでの登録はCochran Library 限定の登録ではなく、

Cochranを管轄しているWiley社全体での登録となりますので、

検索式などの保存やメールアラートの登録も出来ますが、

Wiley社が発行している電子ジャーナルの購入をする事も出

来ます。

1. コクランライブラリーとは

コクラン共同計画の主な発行物で、毎月データが更新され、インターネット等で情報が提供されてい

ます。質の高いシステマティックレビューを集めたCochrane Reviews(CDSR)の他に、 これを補足

する複数のリソースファイルも合わせて公開しており、このリソースを横断検索することができます。

実践に役立つエビデンスレベルの高いシステマティックレビュー文献を集めたデータベースであるこ

とを特徴とします。

2.コクラン共同計画（Chochrane Collaboration）とは

コクラン共同計画は、治療や予防などに利用しやすいように、ヘルスケア診療の影響に関するシステ

マティックレビューを「準備：つくり」、「維持：手入れし」、「促進：アクセス性を高める」し、

ユーザーがヘルスケアの情報を知り、十分な情報に基づいた判断をするために役立つことを目指す、

国際プロジェクトです。

3. Chochrane共同計画におけるシステマティックレビューとは

一般的には、臨床試験論文をデータベース検索や参照文献リストなどによって収集し、そのデータを

総括して評価するものです。その中でも、コクラン共同計画におけるシステマティックレビューとは、

目的とする医学的介入についてのエビデンス（科学的根拠）を明らかにするため、あらかじめ定めた

基準で世界中から論文を網羅的に収集し、徹底的な批判的評価を加え、吟味し、要約し、公表するた

めの方法です。

まず具体的なテーマを絞り、先入観にとらわれず世界中から研究結果をもれなく集め、それぞれの研

究の質をシビアにチェックし、質の悪い研究は除外し、データをまとめて分析、得られた結果から結

論を出すことで作られます。
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