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コクラン・ライブラリーとは
The Cochrane Library

• 国際的非営利団体コクラン Cochraneが作成し
Wileyが提供する権威ある医療情報源

• システマティックレビュー（コクランレビュー）を
中心とする複数の医療情報データベースの
コレクション

• 質の高いエビデンスに基づく医療上の意思決定
を実現するためのツールとして世界各国で利用



コクラン･ライブラリーは
2018年8月に大きく変わりました

• 収録コンテンツ

• インターフェース

• 新機能

www.cochranelibrary.com



新しいコクラン・ライブラリーの
収録コンテンツ

• Cochrane Database of Systematic Reviews 
(CDSR)

• Cochrane Central Register of Controlled 
Trials (CENTRAL)

• Cochrane Clinical Answers 
• Systematic Reviews from Epistemonikos
• Special Collections
• Editorials

NEW

NEW



Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR)
• コクランが提供する質の高いシステマティック

レビューのコレクション（コクランレビュー）

• 投薬・手術・看護ケアといった医療行為の効果に
ついて判断するための客観的なエビデンスを提供

• コクラン・ライブラリーの中核をなすコンテンツ



Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR)
• システマティック･レビュー ： 「抗生物質は喉の痛みを

和らげるか」といった明確なクエスチョンを設定し、
過去の臨床試験の結果を網羅的な文献調査で集め
分析・評価する論文

• 多くのレビューはメタアナリシスを用いる（複数の臨床
試験の結果を統合して統計的に分析し、エビデンスの
質を高める）

• Cochrane Review Group（専門分野別に53）の支援
を受けて著者がレビューを作成、査読を経て公開



Cochrane Database of 
Systematic Reviews (CDSR)
• プロトコル： レビューの作成前に著者が用意する

計画書（取り上げるクエスチョン、臨床試験データの
収集法、選択基準、分析法などを記述）

• 2018年11月現在約7,800のレビューと約2,400の
プロトコルを収録、随時更新

• 研究の新展開を反映するため必要に応じて
レビューを改訂



Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL)
• ランダム化比較試験(RCT)に代表される臨床試験

の結果を報告する文献の情報を集めた最大の
データベース

• システマティックレビューを執筆する著者が文献調
査を行うには欠かせない情報源

• 月1回更新、2018年11月現在で約129万件収録

• 文献の本文は含まない



Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL)
• 文献データのソース （主要なもの）

PubMed/
MEDLINE

Embase ハンドサーチ

Cochrane Review Group, 各国
コクランセンターが独自に収集

CENTRAL検索
結果の表示例

ランダム化比較試験(RCT), 比較臨床試験
(CCT)の文献を特定の検索条件で抽出



Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL)

PubMed/
MEDLINE

Embase

(Emtree)

Accession Numberとキーワードに違い

PubMed由来の
文献情報

Embase由来の
文献情報



Cochrane Clinical Answers (CCAs)

• コクランレビューから得られた質の高い
エビデンスを、臨床現場の医師が利用し
やすいよう簡潔にまとめる

• CCAの専任エディターが編集

• 特に必要性が高いクエスチョンを選び、
それに関するレビュー（過去5年以内）
から有用な情報を集める

現在 約1600のClinical Answerを収録

NEW



Cochrane Clinical Answers (CCAs) NEW

• 例： 急性腰痛に対して鎮痛薬パラセタモール
（アセトアミノフェン）は効果があるか

コクランレビュー

CCA



Epistemonikos
• 世界各国で発表されたシステマティックレビューを網羅的に

検索できる文献データベース （Database of Reviews of 
Effects (DARE)の後継）

• CDSR, PubMed, Embase, CINAHLなどのデータベース
から AIと人力でシステ
マティックレビューの
情報を抽出

• 2018年11月現在
約22万件収録

• 文献の本文は含まない

NEW

https://www.epistemonikos.org/
en/about_us/methods



Epistemonikos NEW 「腰痛とパラセタモール」で
6件のシステマティックレビュー
がヒット



Special Collections
• 特定の主題についてのCochrane Reviewを

まとめた特集

Editorials
• エビデンスに関わる特定の主題について、Cochrane 

Reviewや、他の医学誌に掲載された文献を紹介する
総説的な記事

震災後の対応のためのレビューを集める
（感染症対策など）

早産治療のための副腎皮質ステロイド投与について



コクラン･ライブラリーの

新しいインターフェース https://www.cochranelibrary.com/



ブラウズ
• コクランレビューを分野別に一覧表示するための見出し

• トップページの下、または検索ボックス下のBrowseボタンから



ブラウズ Child health（小児医学）を選んだ場合

並べ替え（一致度順・ABC順・新着順など）

ブラウズで分野による絞り込みが有効なのはコクランレビューのみ



ファセットによる絞り込み
ブラウズ画面の左にフィルタリングのメニュー

Show～more をクリックすると
隠れている項目をすべて表示

NEW



「日本語」で絞り込み

Languageの項目でShow more を
クリックすると「日本語」が現れる

NEW



抄録を日本語で読む

コクランレビューの一部
（現在約1,300, 17%）は
抄録の日本語訳を提供



コクランレビューには2種類の抄録

Abstract
予め決まった見出し項目に従って記述
される「構造化抄録」

Plain language summary
一般読者向けに、専門用語を使わずに
書かれた「平易な要約」



コクラン 『2020年への戦略』

https://www.cochrane.org/ja/about-us/strategy-to-2020



Altmetric Score （オルトメトリック･スコア）

レビューに対するネット上での反響（ソーシャル･
インパクト）を、ネットニュースやTwitter, 
Wikipediaなどでの引用・言及回数からスコア化

スコアをクリックすると、どこでどのように
引用・言及されたか分かる



PDFの表示

HTML： リンク、高機能

PDF： 印刷して読んだりダウンロード
して保存するのに適している

読みたい種類のPDFを選んでクリック

• Full … レビュー全体

• Standard … Fullから統計分析の
詳細なプロセスを省略、本文は
読める

• Summary … 抄録のみ



検索

• Basic Search

• Advanced Search

• MeSH Search

• Search Manager



Basic Search

画面右上の検索ボックスに検索したい語を入力して実行（複数可）

ドロップダウンメニューで
検索語が含まれる場所を指定
（初期値は「タイトル・抄録・
キーワード」）



検索のヒント
• 語幹検索機能： 語形変化した語を自動的に検索

UK/USのスペルの違いや不規則変化 (mouse – mice) にも対応

例 － nurse で検索すると nurses, nursing もヒット

医学用語ではヒットしないことも 例 － atopy と atopic

• 二重引用符 “ “ で囲むとフレーズ検索 例 － “infant care”

infant と care がそれぞれタイトル・抄録・
キーワードのどこにあってもヒット

“infant care” をひとつのフレーズとして検索

• ワイルドカード

アスタリスク * ： 1文字以上の代わり

クエスチョンマーク ? ： 1文字の代わり

例 － atop* で atopy, atopic ともヒット

atopy or atopic
で検索してもOK



全コンテンツを横断検索、
結果をタブで切り替え

Basic Search － 検索結果の表示

• Trials = CENTRAL
• Other Reviews = Epistemonikos

NEW



ファセットで絞り込み NEW



Advanced Search (1)

画面右上の検索ボックスの下の Advanced search をクリック



Advanced Search (2)

＋ ボタンで検索式を入力する行を追加



Advanced Search (3)

例 －「子どものアトピー」について検索

「タイトルに atop* (atopy or atopic)
と child の両方を含む」 → コクラン
レビュー 3件ヒット

Other Reviews (Epistemonikos)は
Basic Searchからしか検索できない

「タイトルに atop*、タイトル・抄録・
キーワードに child を含む」
→ コクランレビュー 10件ヒット

少ないので条件を緩和



MeSHとは？

• 米国の国立医学図書館(NLM)による、文献の内容を示す
統一的な検索用キーワード（シソーラス）

• PubMed/MEDLINEなどの文献データベースに用いられている

• 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、漏らさず検索できる

• コクラン・ライブラリーのうち
MeSHが利用できるのは

 コクランレビュー
（公開から6ヶ月以内に付与）

 CENTRAL中、PubMed由来の
文献情報

例： 胃がん

などさまざまな用語が使われる
↓

MeSHでは
に統一

stomach cancer gastric cancer

stomach neoplasms

MeSH Search (1)



例 － 「花粉症」についての文献を探す

① pollinosis ② hay fever の2通りでMeSH検索してみる

（ほかに pollen allergy（花粉アレルギー）という表現も使われる）

① Advanced Search画面で
3つ目のタブ Medical Terms 
(MeSH) に切り替え

② 検索語を入力
（入力途中で候補が表示）

③Lookupで
検索を実行

MeSH Search (2)



結果を表示

o pollinosis, hay feverともMeSH
用語に存在しないが、MeSH用語
”Rhinitis, Allergic, Seasonal”
（季節性アレルギー性鼻炎）の
同義語として登録されているので、
自動的に変換して検索される

MeSH Search (3)



MeSH Search (4)

• タイトルや抄録でどのような用語が使われて
いても、求めている内容と一致する文献を
発見できる

• 利用者は検索したい語がMeSH用語にあるか
どうかを意識する必要はない。思いついた
単語で検索すれば、同義語にあたるMeSH
用語で自動的に検索される



Search Manager

Advanced Search画面の2つ目のタブ

• Advanced SearchやMeSH Searchの検索結果を Add to ボタンで
Search Managerに送って集合を作る

• Search Manager上で手入力での検索も可能

• できあがった集合を AND, OR, NOT で掛け合わせて、自分の
ニーズに合う複雑な検索条件を設定できる



検索式の保存 (1) （要ユーザー登録）

画面右上の Sign In をクリック

初回は Register からユーザー
登録、その後は登録したメール
アドレスとパスワードでログイン



検索式の保存 (2) （要ユーザー登録）

• Advanced Search, MeSH Search, 
Search Manager上で Save Search
をクリックして検索式を保存

• View searchesで保存済みの検索式
を参照

e-mail alert

検索条件に一致する新着文献が
あれば自動的にメールで通知

Load

同じ検索条件を使って再検索



収録コンテンツ間のリンクを強化

Cochrane Database of 
Systematic Reviews

References

Related Content

CENTRAL

Article

Characteristics of 
studies  

Article

How Cochrane Used 
this article

Cochrane Clinical 
Answers

Cochrane Podcasts

NEW



CENTRAL収載の臨床試験報告論文
このデータがコクランレビューでどのように使われているか

コンテンツ間の
リンク強化

NEW



1. How Cochrane used this article をクリック

2. このCENTRAL中の論文を利用したコクランレビューの
一覧が表示される

3. レビューのタイトルをクリックすると該当のレビューに、
またその下の Show how this review used the 
CENTRAL record をクリックするとレビュー中で論文
が利用された箇所にピンポイントでリンク

コンテンツ間の
リンク強化

NEW



コンテンツ間の
リンク強化

4. CENTRALの論文で報告された臨床試験データの
クオリティがコクランレビューでどのように評価されて
いるかなどが分かる

NEW



コクラン･ライブラリーへのアクセス

• コクラン･ライブラリーの検索とコクラン･レビュー
の抄録は無料公開

• コクランレビューの本文は年間購読契約で
お読みいただけます
（一部のレビューは本文も無料公開）

• 大学・病院・企業など機関でのご契約は
ワイリー・ジャパンまでご相談下さい



海外では…

https://www.cochranelibrary.com/help/access

• 英国・オーストラリアなど一部の
国・地域では、ナショナルライセン
スにより全住民が無料で利用可能

• また100以上の低・中所得国に
無償または低コストでのアクセスを
提供



学習のためのリソース

コクラン･ライブラリーの画面下部の
メニューで Publications をクリック

• Journal Club

• Podcasts



学習のためのリソース
Journal Club

• 月1回、新着のコクランレビューをピックアップして論点をまとめた
Powerpointを提供

• 対象のレビューは30日間無料公開

• 英語論文の輪読会・勉強会の素材に最適



学習のためのリソース
Podcasts

• コクランレビューの要点を著者自身が解説する音声ファイルを配信

• 1本5分以内、数百本を配信中

• PC・スマートフォン・音楽プレイヤーなどで聴取可能



治療法・健康法など身近なテーマを取り上げ、コクラン
のエビデンスを基に一般読者にも分かりやすく解説

www.evidentlycochrane.net

学習のためのリソース
Evidently Cochrane （ブログ）



ホームページ
http://square.umin.ac.jp/cochranejp/

Facebook
https://www.facebook.com/Cochrane.jp/

コクランジャパン様の情報発信



ワイリー・ジャパン

 内容について

マーケティング部門 marketing@wiley.co.jp

 ご契約について

インスティテューショナルセールス部門

interscience@wiley.co.jp

コクラン･ライブラリーについての

お問い合わせはこちら
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