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１．フルテキストリンクの拡張

①フルテキストリンクの充実

特に自サイトで論文を公開している学会誌への直リンク充実を目指す。

リンク先サイト リンク件数

MedicalOnline 2,453,454

JSTAGE 976,934

CiNii （フルテキストへのリンクがあるレコードのみ） 531,967

医書.jp_オールアクセス 338,012

Crossref 301,679

PierOnline 111,489

eBookLibrary 89,109

最新看護索引Web（日本看護学会論文集） 3,759

自サイトで公開している学会誌、病院紀要等 （8サイト） 8,947

機関リポジトリ （310機関） 196,981

合計（重複あり） 3,878,118

＜リンク先一覧＞ （2020/01/16現在）
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②外部リンキングサービスへの対応

・Unpaywall

・CORE Discovery

・Kopernio

いずれもChrome, Firefoxの

プラグイン

ブラウザにインストールして

おくと、該当の論文のフルテ

キスト情報を自動的に探して

きて、オープンアクセスのリ

ンク先が存在すれば、リンク

が張られる。
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２．PubMed検索

・医中誌Web上で日本語でPubMed検索が可能に。

シソーラスや翻訳システムなどを使用して、日本語で入力された

キーワードを適切な検索式に展開して実行。

・セッション中の検索履歴も管理。

・検索結果も医中誌Web上に表示。

PubMed APIを使用して検索結果（書誌情報とフルテキストリンク

アイコン）を取得･表示。

※医中誌Webの管理者メニューで設定したリンクリゾルバへのリンク

設定を表示することも可能。

※抄録は許諾の都合上、表示しない。

※論文タイトルを和訳する機能も検討中。
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①検索式の生成

(a) 検索キーワードの展開

指定された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を使用して検索式を生成する。

（日本語の検索キーワードから英語に展開する例） ※一部抜粋

検索フィールド 展開方法

指定なし
シソーラスからMeSHに展開
翻訳APIで入力文字列を英語に展開

統制語 シソーラスからMeSHに展開

収載誌名

収載誌辞書から英誌名に展開
※対象は医中誌とMEDLINEの両方に収録されている
雑誌のみ。ただし、英語で入力すれば、MEDLINE収
録誌の候補リストを表示。

著者名 翻訳APIで入力文字列を英語に展開
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検索
フィールド キーワード 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

脳と神経

No To Shinkei[TA]

（入力したキーワードの展開例）

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、MEDLINEの

収載誌リストを参照して英誌名に展開＆TAタグセット
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(b) 検索フィールドの展開

該当する検索フィールドのタグに適切に展開する。

検索フィールド 医中誌 展開するタグ

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]

筆頭著者名 FAU [1AU]

タイトル TI [TI]

抄録 AB ( [TIAB] NOT [TI] )

団体著者名 - [CN]

著者ID - [AUID]

（展開例） ※一部抜粋
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（検索フロー）

検索フィールドを

グループ化し、

グループごとに

処理内容を変え、

適切な検索式を生成。
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(c) 絞り込み項目の展開

Publication Type やSubheadings等を日本語で選択す
ることが可能。検索時は適切に英語に展開して実行する。

検索フィールド 医中誌 展開する条件

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]

総説 PT "Review"[PT]

看護 SB "jsubsetn"[text]

歯学 SB "jsubsetd"[text]

乳児(1～23ヶ月) CK "Infant"[MH:noexp]

小児(6～12) CK "Child"[MH:noexp]

（展開例） ※一部抜粋
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検索フィールド 医中誌 展開する条件

高齢者(65～) CK "Aged"[MH]

高齢者(80～) CK "Aged, 80 and over"[MH]

ラット CK "Rats"[MH]

マウス CK "Mice"[MH]

ブタ CK "Sus scrofa"[MH]

毒性・副作用 SH "adverse effects"[SH]

画像診断 SH "diagnostic imaging"[SH]

薬物療法 SH "drug therapy"[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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②検索履歴・検索結果の表示

医中誌Web上で検索結果を表示する。

※デザインはイメージです。

・タイトルの和訳

・論文言語の表示

・PubMedへリンク可能

・フルテキストリンク

・リゾルバリンク設定反映

・履歴検索が可能

PubMed検索
テストページ


