
NPO医学中央雑誌刊行会

第一部：

医中誌Web バージョンアップ情報
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◆ バージョンアップ概要

医中誌
Web

PubMed

ゆるふわ検索

書籍
検索

医中誌Web

原本への
ナビゲート

…など



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5

◆ バージョンアップ概要

 リリース時期について

 デザイン、UI・UXについて

 新機能について
① PubMed検索

② ゆるふわ検索

③ 類似文献リンク

④ 書籍検索
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◆ リリースについて

 2021年11月３０日に、管理者様向け限定公開版を公開予定

法人契約機関の管理者の皆様に先行してご覧いただき
ガイダンスの準備などを行っていただく目的
アクセス方法は決定次第、管理者様宛にメールにてお知らせする予定

 本公開は2022年の早期を予定

 新バージョンリリース後も一定期間、従来バージョンを並行して提供する

従来バージョンの提供終了は、来年の夏以降に予定
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◆ リリースについて

 段階的なリリース

「PubMed 検索」「 ゆるふわ検索」が先行

 新バージョンではバージョン表記を取り止め、

正式表記を「医中誌Web」に統一する。

※「Ver.6」とはしない。

 バージョンアップ情報は随時webページにて

https://www.jamas.or.jp/special/ver2021/
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◆ リリースについて

2021年11月30日
管理者様向け限定公開版リリース

2022年早期
新バージョン本公開

現行版
医中誌Web

新バージョン
医中誌Web

並行稼働期

2022年時期未定
現行版公開終了

バージョンアップのスケジュールイメージ

第二弾の機能追加



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9

デザイン UI/UX
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◆デザイン UI/UX

 新機能の追加に合わせ、全く新しいUIに変更

トップページは「論文検索（従来の医中誌Webで可能な検索）」

左部（モバイルでは上部）のメニューから機能を選択する

 モバイルでの表示はレスポンシブデザインにて対応

※レスポンシブデザインとは

閲覧者の画面サイズやブラウザの表示サイズに応じて

異なったデザインを表示するWebデザインのこと
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◆デザイン UI/UX 検索結果画面

 絞り込み条件が、画面左部に移動

 履歴を利用した検索は「履歴プラス検索」ボタンに

 一定の文字数までの抄録が、はじめから表示されるように

 文献タイトルクリック時のポップアップを廃止し、ダイレクトに1件へ遷移する

論文シェア機能は別途ボタンを配置

新機能「類似文献リンク」
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新機能

① PubMed検索
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医中誌

◆ PubMed検索

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-Utilities

MEDLINE

検索

検索結果

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

医中誌Web

検索結果表示
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◆ PubMed検索

E-Utilitiesは、2020年以前の旧PubMedと同じ検索結果となる

そのためリリース時点では、医中誌WebのPubMed検索では

PubMedでの検索結果と齟齬が出る可能性がある。

2022年4月にE-Utilitiesアップデートが予定されており、

その時点で現行版PubMedと同じ検索結果となる予定

参考：https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2021/10/05/updated-pubmed-api/

PubMed

公開API

E-Utilities

MEDLINE

https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2021/10/05/updated-pubmed-api/
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検索式の展開

入力文字列と検索タグの展開

指定の検索フィールドに応じて、シソーラス･収載誌辞書･
外部翻訳API（Microsoft AzureのTranslator Text API）
を使用して検索式を生成する。

検索フィールド 入力文字列の展開 検索タグ

1 指定なし
シソーラスを通してMeSHまたはSCRsに展開
日本語の入力文字列は英訳

[MH] OR 英文字列
[NM] OR 英文字列

2
統制語

シソーラスを通してMeSHまたはSCRsに展開

[MH] [NM]

メジャー統制語 [MAJR] [NM]

3 収載誌名
収載誌辞書を通して英誌名に展開

※対象は医中誌とMEDLINEの両方に収録されている
雑誌のみ。それ以外の日本語入力文字列は英訳。

[TA]

◆ PubMed検索



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16

フィールド キーワードの展開 検索タグ

4

著者名

日本語の入力文字列はローマ字に展開

[AU]

筆頭著者名 [1AU]

最終著者名 [LASTAU]

団体著者名

日本語の入力文字列は英訳

[CN]

所属機関名 [AD]

All Fields [ALL]

タイトル+抄録 [TIAB]

タイトル [TI]

発行元名 [PUBN]

5 研究デザイン 規定の文字列に展開 [PT]

6

ISSN

入力文字列でそのまま検索
（日本語を含むことがないため英訳不要）

[TA]

PMID [PMID]

DOI [AID]

著者ID [AUID]

◆ PubMed検索

https://search.jamas.or.jp/link/th/T018394
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フィールド 入力文字列 展開された検索式

指定なし 肺がん

Lung Neoplasms[MH] or Lung Cancer

指定なし
肺がん患者の
手術と看護

Surgery and Nursing for Lung Cancer Patients

収載誌名 癌と化学療法

Gan To Kagaku Ryoho[TA]

メジャー
統制語

脳梗塞

(下位語を省く)

Brain Infarction[MAJR:noexp]

MeSHに展開&MHタグセット

入力文字列を英語に翻訳&タグセット無し

MeSHに展開できないため、英語に翻訳した文字列のみで展開

＆タグセット無し

PubMedに収録されている雑誌であるため、収載誌リストを

参照してMEDLINE登録の誌名に展開＆TAタグセット

検索式の展開例

MeSHに展開&MAJRタグセット＆No Explodeの指定セット

◆ PubMed検索
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項目
医中誌
タグ

展開式

本文あり FT loattrfull text[SB]

本文あり(無料) FTF loattrfree full text[SB]

抄録あり AB hasabstract[text]

症例報告 PT Case Reports[PT]

総説 PT Review[PT]

撤回論文 - Retracted Publication[PT]

看護 SB jsubsetn[text]

歯学 SB jsubsetd[text]

コアジャーナル - jsubsetaim[text]

日本語 LA Japanese[lang]

英語 LA English[lang]

登録日(EDAT) PDAT yyyy/mm/dd[EDAT]

登録日(MHDA) IDAT yyyy/mm/dd[MHDA]

項目
医中誌
タグ

展開式

発行年 DT yyyy[DT]

巻 VO "入力値"[VI]

号 IP "入力値"[IP]

開始頁 PG "入力値"[PG]

メタアナリシス RD Meta-Analysis[PT]

ランダム化比較試験 RD
Randomized Controlled 
Trial[PT]

準ランダム化比較試験 RD Controlled Clinical Trial[PT]

比較研究 RD Comparative Study[PT]

診療ガイドライン RD Practice Guideline[PT]

システマティック・
レビュー

- Systematic Review[PT]

臨床試験 - Clinical Trial[PT]

多施設共同研究 - Multicenter Study[PT]

＜Publication Type や Subset など＞

◆ PubMed検索

PubMedの
アップデートにより
削除

参考：
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so21/so21_pubmed_queries.html

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so21/so21_pubmed_queries.html
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so21/so21_pubmed_queries.html
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so21/so21_pubmed_queries.html
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項目
医中誌
タグ

展開式

ヒト CK Humans[MH]

動物 CK Animals[MH:noexp]

胎児 CK Fetus[MH]

新生児 CK Infant, Newborn[MH]

乳児(1～23ヶ月) CK Infant[MH:noexp]

幼児(2～5) CK Child, Preschool[MH]

小児(6～12) CK Child[MH:noexp]

青年期(13～18) CK Adolescent[MH]

成人(19～44) CK Adult[MH:noexp]

中年(45～64) CK Middle Aged[MH]

高齢者(65～) CK Aged[MH]

高齢者(80～) CK Aged, 80 and over[MH]

男 CK Male[MH]

女 CK Female[MH]

妊娠 CK Pregnancy[MH]

ラット CK Rats[MH]

＜Species, Age, Sex など

（医中誌のチェックタグ）＞

項目
医中誌
タグ

展開式

マウス CK Mice[MH]

ハムスター CK Cricetinae[MH]

モルモット CK Guinea Pigs[MH]

イヌ CK Dogs[MH]

ネコ CK Cats[MH]

ウシ CK Cattle[MH]

ウマ CK Horses[MH]

ブタ CK Sus scrofa[MH]

ヒツジ CK Sheep, Domestic[MH]

サル CK Haplorhini[MH]

ウサギ CK Rabbits[MH]

ニワトリ CK Chickens[MH]

鶏胚 CK Chick Embryo[MH]

カエル CK Anura[MH]

オス CK Male[MH]

メス CK Female[MH]

◆ PubMed検索
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項目
医中誌
タグ

展開式

薬理学 SH pharmacology[SH]

毒性・副作用 SH adverse effects[SH]

治療的利用 SH therapeutic use[SH]

類似体・誘導体 SH analogs and derivatives[SH]

拮抗物質・阻害物質 SH antagonists and inhibitors[SH]

血液 SH blood[SH]

尿 SH urine[SH]

診断 SH diagnosis[SH]

画像診断 SH diagnostic imaging[SH]

X線診断 SH diagnostic imaging[SH]

放射性核種診断 SH diagnostic imaging[SH]

超音波診断 SH diagnostic imaging[SH]

病理学 SH pathology[SH]

治療 SH therapy[SH]

薬物療法 SH drug therapy[SH]

外科的療法 SH surgery[SH]

＜Subheadings

（医中誌の副標目）＞

項目
医中誌
タグ

展開式

移植 SH transplantation[SH]

食事療法 SH diet therapy[SH]

放射線療法 SH radiotherapy[SH]

看護 SH nursing[SH]

リハビリテーション SH rehabilitation[SH]

予防 SH prevention and control[SH]

病因 SH etiology[SH]

遺伝学 SH genetics[SH]

免疫学 SH immunology[SH]

化学的誘発 SH chemically induced[SH]

合併症 SH complications[SH]

転移性 SH secondary[SH]

欠損・欠乏 SH deficiency[SH]

有害作用 SH adverse effects[SH]

疫学 SH epidemiology[SH]

◆ PubMed検索
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新機能

② ゆるふわ検索
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機械学習型エンジンを利用した検索機能

株式会社エムエムツインズ (代表取締役:田邊稔氏)

の開発エンジンを使用

検索ボックスに入力された文章を分析して

医中誌Web収載の完成データの中から

類似度が高い順に結果を提示する

◆ ゆるふわ検索
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新機能

③ 類似文献リンク
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 ゆるふわ検索のアルゴリズムを使用して、

論文検索の検索結果中にヒットしたレコードの

類似文献リストを表示する

PubMedの「Similar articles」に類似した機能

◆ 類似文献リンク
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新機能

④ 書籍検索
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検索対象となるプラットフォーム

・医書.jp

・MedicalOnline

・Maruzen eBook Library

・KinoDen

 医学書籍情報の検索機能

 今回のリリースには含まれない

 各電子書籍販売プラットフォームで提供されている書籍が

検索対象となる予定

 医書.jpの書籍データにはインデクシングされシソーラスを活用
した検索が可能
他プラットフォームのデータのインデクシングは現在検討中

◆ 書籍検索
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ご清聴ありがとうございました


