医療･看護学で必須のタイトルを厳選した定番パッケージ

ProQuest Medical Database
インターネット経由で配信される全文データベース

病院様向けの特別な価格でご利用いただけます。
ProQuest Medical Databaseは様々な出版社から発行される医学系ジャーナルをパッケージにした
フルテキストデータベースです。
資料の電子化や院内のリーズナブルな価格での文献入手環境の整備にご関心をお持ちの病院様は是非
ご検討ください。説明会やデモンストレーション、無料トライアル、現在ご購読中のタイトルと
ProQuest Medical Databaseの収録タイトルとのマッチング作業などお気軽にお申し付けくださいませ。

タイトル内容 MEDLINE 収載誌を中心に 1,900 誌以上のフルテキストを収集
Embargo なしで最新号まで利用できるタイトル例
・American Journal of Public Health
・American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine
・American Surgeon
・Annals of the American Thoracic Society
・Archives of Pathology & Laboratory
Medicine
・Asian Paciﬁc Journal of Allergy and
Immunology
・Bulletin of the World Health Organization
・Canadian Journal of Surgery
・Canadian Medical Association. Journal; CMAJ

・Child Welfare
・Journal of Clinical Investigation
・Journal of Refractive Surgery
・Mayo Clinic Proceedings
・MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report
・Pain Research & Management：The Journal of the
Canadian Pain Society
・Psychological Medicine

他多数

Embargo 付きで最新号まで利用できるタイトル例
・American Heart Journal
・Annals of Surgical Oncology
・Breast Cancer Research and Treatment
・British Journal of Cancer
・British journal of Nutrition
・Clinical Orthopaedics and Related Research
・European Journal of Nuclear Medicine and
Molecular Imaging
・Experimental Brain Research
・Immunity
・Journal of Allergy and Clinical Immunology
*Embargo 設定の例 Lancet

・Kidney International
・Lancet Oncology
・Lancet
・Lipids
・Natureシリーズ
・New England Journal of Medicine
・The American journal of cardiology
・The American journal of surgery
他多数

・・・３ヶ月
3 ヶ月 New England Journal of Medicine

・・・

・・・１年
Nature

ProQuest Medical Databaseコレクションの特徴
良質なコレクション
利用頻度の高いジャーナルを収録

幅広い分野をカバー
様々な指標を基準にタイトルを選定

タイトル数が多いだけではなく、利用

インパクトファクターのほか、様々な

頻度の高いジャーナルを選定しています。

指標を基準にタイトルを厳選しています。

アグリゲーターデータベースとしては

利用統計データを分析すると一部のコ

唯一 Lancet の独占契約を締結するなど

アジャーナルのみに利用が集中するので

需要の高いタイトルを数多く収録してい

はなく周辺タイトルも含めて幅広く利用

るのが特徴です。

されていることが分かります。

医学および周辺分野を網羅的にカバー
癌研究、Clitical Care、歯科学、
皮膚学、糖尿病学、看護学、眼科学、
物理量法学、薬学、外科学、精神医学、
小児科学など

図書室にとってのメリット

利用者にとってのメリット
利便性の向上

コスト削減
・1,500 誌以上の全文へのアクセスを確保

・24 時間いつでもフルテキストにアクセス
・医局のパソコンなど院内のどこからでもアクセス可能

タイトル内容については表面をご覧ください

・即座に入手可能なタイトル数が大幅に増加

・文献複写依頼の費用の削減
院内で利用可能なタイトルの幅が大きく広がり外部への依頼件数

・同時アクセス数の制限なし
・使いやすい日本語インターフェース /

が減少。冊子体の所蔵情報も表示できます。

ヘルプ画面

・製本費用の削減につながります
バックナンバーを製本している場合は製本が不要となり、費用
削減につながります

利用者サービスの向上
大学での導入機関は 50 を越え、高い利用率を誇る ProQuest
Medical Library は臨床研修医の間でも評価の高いデータベースで
す。出身大学で利用していたデータベースを病院でも利用したい、

PubMed から 1 クリックで全文閲覧

という要望も多く、利用者の希望するコンテンツを提供すること
は、図書室の利用、存在感の向上につながります。

利用者の文献検索はやはり PubMed が中心となります。
ProQuest は PubMed LinkOut に対応しており、PubMed を検索し、

業務効率の改善

検索結果から１クリックで ProQuest のフルテキストにアクセスと
いったかたちで非常にスムーズに検索して見つけた論文の本文を

・資料の電子化で図書室スペースを有効活用

読むことができます。

資料の保管スペースの悩みを解消。

便利な機能を多数搭載

盗難や紛失の心配もありません。

・PubMed LinkOut のメンテナンスが不要

便利な機能を多数搭載しております。

PubMed LinkOut 設定方法がご不明の際はサポートいたします

− 論文内容の自動翻訳機能

・契約手続きの簡素化

− Smart Search 機能（絞込みキーワードの提案）
− 検索式の登録 結果の自動送信

1 つの契約で多数の出版社から提供される雑誌が利用できます。

− 画像検索
− 文献管理

ユーザーインターフェースが
新しくなって
使いやすくなりました！

ご利用価格（ 年間利用料 ）
ご利用条件

恐れ入りますが、
価格は別途お問い合わせください

対象機関：病院
参加条件：特になし 冊子体購入義務もありません
同時アクセス：無制限
ILL 利用 ：プリントしたものであれば可能 (e-mail 送信等不可 )
収録期間：各ジャーナルタイトルに個別に設定されています。

カンパニー
オフィス

