
食事パターンとメタボリックシンドロームに関する論文の採用の方法

■論文採択のフローチャート

英文データベース 46 件 和文データベース 14 件

PubMed 46 件 医学中央雑誌 1 件 　系統レビュー
Eric 0 件 CiNii 13 件 （ 0 件の引用文献計 0 件）

除外 43 件 除外 12 件 　除外 0 件
重複論文 0 件 重複論文 0 件 　重複論文 0 件

英文論文 3 件
和文論文 2 件
重複論文 1 件

除外 1 件

■検索式

■採択基準

①幼児以上の健常な日本人
②観察研究
③原著、短報、資料（紀要は含めない）※査読ありの論文に限る

⑤対象集団の特徴について明記されている
⑥発行年が2000年１月１日～2017年９月30日

１次スクリーニング １次スクリーニング
（表題及び抄録の精査） （表題・抄録・本文の精査）

採択論文 4 件 採択論文 0 件

２次スクリーニング
（本文の精査）

・メタボをアウトカムとした論文
ではない　1件

データベース

採択論文 3 件

　重複論文 0

検索式

件

採択論文 3 件

Eric

④ 「食事パターン」や「食事の質」に関する調査項目がある。
　　かつ、メタボリックシンドロームとの関連について記載があり、アウトカムとされている。

医学中央雑誌

CiNii

PubMed

((食事の質/AL or 食事パターン/AL or 食事バランスガイド/AL or (食/AL and 多様性/AL)) and (メタボ/AL　OR　メタ
ボリックシンドローム/AL　OR　メタボリック症候群/AL)) and (日本人/TH or 日本人/AL)

（食事の質 OR 食事パターン OR 食事バランスガイド OR (食 AND 多様性))　AND (メタボ　OR　メタボリックシンドロー
ム　OR　メタボリック症候群）

("dietary patterns"[tiab] OR "dietary pattern"[tiab] OR "food patterns"[ti] OR "food pattern"[ti] OR "food intake
patterns"[ti] OR "food intake pattern"[ti] OR "eating patterns"[ti] OR "eating pattern"[ti] OR "dietary habits"[ti]
OR "dietary habit"[ti] OR "diet habits"[ti] OR "diet habit"[ti] OR "food habits"[ti] OR "food habit"[ti] OR "eating
habits"[ti] OR "eating habit"[ti] OR "dietary behaviour"[ti] OR "food behaviour"[ti] OR "eating behaviour"[ti] OR
"feeding behaviour"[ti] OR "meal patterns"[ti] OR "meal pattern"[ti] OR "feeding patterns"[ti] OR "feeding
pattern"[ti] OR "diet quality"[ti] OR "dietary quality"[ti] OR "quality of diet"[ti] OR (("diet"[ti] OR "dietary"[ti])
AND ("quality"[ti] OR "qualities"[ti])) OR (("cluster analysis"[MH] OR "principal component analysis"[MH]) AND
"diet"[MH]) OR "diet score"[ti] OR "healthy eating index"[ti] OR "alternative healthy eating index"[ti] OR
"mediterranean diet"[ti] OR "dietary diversity score"[ti] OR "Japanese Food Guide Spinning Top "[tiab] OR
((("diet"[MeSH Terms] OR "diet"[All Fields]) OR ("diet"[MeSH Terms] OR "diet"[All Fields] OR "dietary"[All
Fields])) AND (guide[All Fields] OR ("guideline"[Publication Type] OR "guidelines as topic"[MeSH Terms] OR
"guideline"[All Fields])))) AND ("Japan"[All Fields] OR "Japanese"[All Fields]) AND (metabolic[All Fields] OR
visceral[All Fields]) AND ("humans"[MeSH Terms] OR "humans"[All Fields] OR "human"[All Fields])

(("dietary patterns" OR "dietary pattern") OR ((diet OR dietary) AND (guide OR guideline))) AND ("Japan" OR
"Japanese") AND ("metabolic syndrome" OR MetS)


