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◆ 第一部の内容

医中誌Webの現況

バージョンアップ情報
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医中誌Webの現況
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◆ 収録文献数およびフルテキストリンク数
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リンク率：約29%
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リンクサイト リンク件数

MedicalOnline 2,428,026  

J-STAGE 973,665

CiNii 538,234

医書.jp （MedicalFinder含む） 335,957

Crossref 297,312

機関リポジトリ 181,684

PierOnline （南江堂Onlineジャーナル含む） 109,409

eBook Library 89,109

日本看護学会論文集（最新看護索引Web） 3,761

他（学会誌サイト等） 11,013

合計（重複除く） 3,849,108

合計（本文が無料のものに限る） 1,348,912

◆ フルテキストリンク（１）

フルテキストリンク件数 （2019/11/01現在）
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◆ フルテキストリンク（２）

2019/10/25現在のリンク先

…19サイト＋303機関リポジトリ

2019年よりリンクスタート

・The Japanese Journal of Antibiotics

・日本臨床腫瘍薬学会雑誌（予定）

→ 今後も、学会サイトなど細やかなリンクの拡充を随時行う。
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◆ 平日1日あたりの平均利用者数･検索回数･
リンククリック回数
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1回の利用あたりの平均検索回数：3.6 回

1回の検索あたりのリンククリック回数：0.65 回

※リンククリック回数には、OPACやリゾルバ等機関設定リンクのクリック数も含む。
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◆ 検索キーワードランキング （2019年1月～10月）

1 看護

2 小児

3 高齢者

4 看護師

5 認知症

6 腫瘍

7 家族

8 ターミナルケア

9 糖尿病

10 がん

検索が多く実行された上位30キーワード。

11 リハビリテーション

12 ストレス

13 外科手術

14 看護学生

15 手術

16 終末期

17 患者

18 不安

19 治療

20 在宅

21 コミュニケーション

22 薬物療法

23 リハビリ

24 母

25 新生児

26 移行期のケア

27 統合失調症

28 術後期

29 心理

30 疼痛
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◆ アクセスフリーユーザーの使用傾向
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同時アクセス数契約から、アクセスフリー契約へ以降した
275ユーザーの利用ログを集計

同時アクセス数契約時の利用を
１００%とした利用傾向の比

一日あたりの平均ログイン数 33.7回 →  42.9回

一日あたりの平均検索回数 99.5回 → 122.6回

一日の最大同時ログイン数の平均 3.3 → 4.0
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バージョンアップ情報
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◆ バージョンアップ情報

「PubMed検索」「書籍検索」機能の提供

 機械学習型論文検索エンジンの実装

 新しいユーザーインターフェース

 バージョン表記の取り止め

2020年中の大規模アップデートを予定
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医中誌

◆ PubMed検索（１）

医中誌Web

医中誌Webのインターフェースから、日本語でPubMedが検索可能に。

PubMed

公開API

E-Utilitys

MEDLINE

検索

検索結果

検索結果表示

適切な英文の検索式

翻訳API

シソーラス

収載誌
リスト

検索式の生成



NPO医学中央雑誌刊行会NPO学中央雑誌刊行会NPO医学中央雑誌刊行会14

◆ PubMed検索（２）

検索式の生成

① 検索フィールドの展開

② 検索キーワードの展開

③ 絞り込み項目の展開
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◆ PubMed検索（３）

検索式の生成

該当する検索フィールドに適切に展開する。

① 検索フィールドの展開

<展開例>

検索フィールド 医中誌 PubMed検索

指定なし （TH or AL）
（［MH］） OR “英表記/入力文字列”
（［NM］） OR “英表記/入力文字列”

統制語 TH
[MH]
[NM]

収載誌名 JN [TA]

著者名 AU [AU]

筆頭著者 FAU [１AU]

タイトル TI [TI]

抄録 AB （[TIAB] NOT [TI]）
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◆ PubMed検索（４）

検索式の生成

指定された検索フィールドに応じて
シソーラス・収載誌リスト・外部翻訳APIを使用して適切に展開する。

② 検索キーワードの展開

<展開例>

・タグ指定なし

肺がん → Lung Neoplasms[MH] or Lung Cancer

MeSHに展開＆MHタグをセット 入力文字列を英語に翻訳

＆タグセットなし ([AL]は付けない)

肺がんの手術と看護 → Surgery and Nursing for Lung Cancer 
Patients

MeSHに展開できないため、翻訳した文字列のみに展開
＆タグセットなし（[ALは付けない]）

・雑誌名フィールド指定

脳と神経 → No To Shinkei[TA]

日本語で入力しても、PubMedに収載されている雑誌
であれば適切に展開＆TAタグをセット



NPO医学中央雑誌刊行会NPO学中央雑誌刊行会NPO医学中央雑誌刊行会17

◆ PubMed検索（５）

検索式の生成

該当する絞り込み項目に適切に展開する。

③ 絞り込み項目の展開

<展開例>

検索フィールド 医中誌 PubMed検索

本文あり FT “loattrfull text”[SB]

抄録あり AB “hasabstract”[text]

看護 JN “jsubsetn”[text]

マウス CK “Mice”[MH]

画像診断（副標目） SH “diagnostic imaging”[SH]

撤回論文 - “Retracted Publication”[PT]

コアジャーナル - “jsubsetaim”[text]

システマティック・レビュー - “Systematic Review”[PT]
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◆ PubMed検索（６）

表示

・表示形式は、医中誌Webの「タイトル表示」相当のもののみ。

…表示項目（予定）: 文献タイトル

： 論文言語

： PMID

： 筆頭著者名（姓+名のイニシャル）

： 収載誌名略称（雑誌論文）/発行元（書籍）

：リンクアイコン

・タイトルは英文で表示されるが、ワンクリックで翻訳可能。

・リンクアイコンはPubMedに登録されているリンク先から表示する他
リンクリゾルバなどoutside toolの設定をしていれば、検索結果に反映が可能。
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◆ PubMed検索（７）

その他、以下の機能も実装予定

・履歴検索

・ 検索結果の出力機能

・ Single Citation Matcher

… DOIや著者IDによる検索を可能に。
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協力

既存の論文検索用インターフェースとは別に、

書籍検索用のインターフェースから医学書籍情報の検索を可能にする。

検索対象は、各電子書籍販売サイトから書籍情報の提供をいただき

医中誌で集約したデータベースとなる予定。

◆書籍検索（１）

・医書.jp

・Maruzen ebook Library

・MedicalOnline

・KinoDen
… など
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◆書籍検索（2）

一部データは、医中誌によりインデクシングされるため、

シソーラスによる検索が可能。またマッピング機能が働く。

<医書.jpの例（昨年フォーラム資料より）>

医中誌医書.jp

書籍DB

書籍
データ

販売サイト

入稿

検索

書籍情報にインデキシング
を行い、シソーラスを付与。

医中誌Web
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一つのエンジンを用いた、2つの機能をリリース予定。

・ゆるふわ検索（仮）

独立した検索インターフェース。

入力された文字列を分析し、適合率の高い文献を提示する。

まずは皆様に使用していただくため、テスト版としてリリース予定 。

・類似文献リンク

医中誌Webの検索結果画面で、類似文献リストを表示する。

類似文献リストから、詳細表示へと遷移できる。

◆機械学習型エンジン（１）
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 ゆるふわ検索（仮）の使用シーン

・ 0件ヒットで、あきらめてしまう前に

例) どのようなコミュニケーションを行うとよりよい看護ができるのか

豆腐や凍豆腐中の油は煮ても焼いてもなぜ出てこないのか

・ 適切なキーワードが思いつかない時に

・ 医療関係者以外の方へ

… Web上に掲載されていた医療情報のエビデンス・関係情報の検索

・ 新しい観点の発見に

◆機械学習型エンジン（2）
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◆新しいユーザーインターフェース（１）

 デザインの一新

・各種新機能と現状の医中誌Webを、

わかりやすく使い分けることのできるインターフェース。

・アクセシビリティの向上

… 色によるグルーピングの廃止
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◆新しいユーザーインターフェース（２）

・より使いやすい絞り込み項目の表示

… 年齢区分（「小児」「成人」「高齢者」）を選択しやすく表示する。

・検索結果の表示レイアウト変更

タイトル表示から、１件表示へ遷移する際にクリックする場所を
「文献番号」から「論文タイトル」に変更。

SNSへのシェアは別立てし、１クリックで遷移するようにする。

項目の表示順についても、より見やすいレイアウトに変更する。

<一部の例>

タイトル表示 … タイトルを上部に表示し、医中誌文献番号は下部へ。

詳細表示 … 抄録とキーワードの表示位置を変更し、抄録をより上部へ移動
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◆ 改めて医中誌Webの今後

医中誌
Web

PubMed

ゆるふわ検索（仮）

書籍
検索

…など

医中誌Web

原本への
ナビゲート
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ご清聴ありがとうございました


