
公衆衛生 medicina 胃と腸 呼吸と循環 精神医学 

臨床外科 

臨床皮膚科 
 像画膵胆肝 学科の体生 歩進の究研経神 経神と脳

 術技と査検 査検床臨 院病 像画器化消

LiSA 

看護教育 保健師ジャーナル 助産雑誌 看護研究 

看護管理 訪問看護と介護 精神看護 看護学雑誌 

INTENSIVIST 総合リハビリテーション  ルナーャジ法療学理 究研覚聴語言

作業療法ジャーナル 

NEUROLOGICAL SURGERY 

日本内視鏡外科学会雑誌 

臨床泌尿器科 総合診療 糖尿病診療マスター BRAIN and NERVE 

臨床整形外科 臨床婦人科産科 臨床眼科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

医学系 看護系 リハビリ系 ★ 創刊号より閲覧可能 

制作︓株式会社医学書院 

「新着ジャーナル通知機能」 

「Myページ機能」 

「MedicalFinderバックナンバー閲覧オプション」 

収載誌一覧 

MedicalFinderサービスの特徴 

プラットフォームを改善し、使い勝手が向上しました︕︕

契約を継続できない場合の「閲覧保証サービス」をご用意

タイトルや著者名などの条件検索はもちろん、論文の
全文を対象とする検索も可能

論文ごとの 参考文献リストから国内・海外の該当論文参考文献リストから国内・海外の該当論文
に直接リンクに直接リンク

契約施設内のどこからでも、何人でも論文を閲覧可能契約施設内のどこからでも、何人でも論文を閲覧可能

最新論文はもちろん、過去論文にもアクセス

雑誌への収載直後の論文閲覧が可能（エンバーゴ無し）

「医中誌 Web」「PubMed」から該当論文へ直接リンク「医中誌 Web」「PubMed」から該当論文へ直接リンク

利用統計（ログイン数やログイン時間、雑誌ごとの論
文閲覧数）の確認が月単位で可能

雑誌管理のコスト削減コスト削減にも︕（雑誌管理の手間、所蔵
スペースの問題、製本の手間などを解決）

幅広く臨床に役立つ 医学・看護の電子ジャーナルを収録 医学・看護の電子ジャーナルを収録 

導入費用のご負担は初回のみ 

リハビリテーション医学

作業療法 理学療法と作業療法脊椎脊髄ジャーナル地域リハビリテーション

医学・看護・リハビリ分野を中心に48タイトルを収録。約40万件の論文をPDFで閲覧できます。 

  料   無 
  ル ア     イ   ラ   ト 

  ︕   中   付   受 

無料で  2 ヶ月間  
トライアルいただけます  

PierOnlineにもリンクしています︕

「新着ジャーナル通知機能」によって、機関内への案内を 
スムーズに。RefWorks等文献管理ツールにも対応。論文 
作成に活用いただけます。 

「Myページ機能」によって、論文閲覧を自在にカスタマ 
イズ。新着アラートの設定、お気に入り記事の登録、検 
索式の保存などがご利用いただけます。 

「MedicalFinderバックナンバー閲覧オプション」を導入い
ただくと、通常の各タイトル収録年に加えて、創刊号か 
らのバックナンバーを閲覧いただけます。 

 

上記オプションの導入費用のご負担は初回のみで、
MedicalFinder本体の契約をご継続されている期間、追加
費用なしで毎年閲覧権が更新されます。



『MedicalFinder 法人サービス』価格表 

株式会社サンメディア e-Port e-mail： e-port@sunmedia.co.jp
〒164-0012　東京都中野区本町 3-10-3 Port91    Tel : 03-3299-1575　Fax : 03-3374-1410

大学・短大・専門学校

注：E-1、E-2 に付属する施設は原則として別契約です。E-4 の施設でも付属病院を別契約とし、E-3 として契約することは可能です。 

注：「利用者数」は、部署や課の人数ではなく、本サービスを利用する方の合計人数となります。別途申請書をご提出頂きます。 

Ｌプラン：全誌 
Ｍプラン：10誌選択＋学会誌（自動追加） 
Ｓプラン：看護系全 7誌（＋「看護学雑誌」）＋3誌選択、または医療技術系 5誌（総合リハビリテーション、理学療法ジャーナル、臨床検査、検査と技術、病院）＋3誌選択 
リハ・プラン：総合リハビリテーション、理学療法ジャーナル、BRAIN and NERVE、臨 床整形外科、作業療法ジャーナル、脊椎脊髄ジャーナル、地域リハビリテーション＋リハ系学会誌
看護プラン：看護系全 7誌（＋「看護学雑誌」）＋看護系学会誌 
 

・上記価格は、2016 年 1月～ 2016 年 12 月末までに契約期間が開始される場合に適用されます。
・上記価格は、契約日から 1年間のご利用価格になります。 
・リモートアクセス特約は、上記金額の 10％増しになります。詳しくはお問い合わせ下さい。 

学校の種類・規模

専門学校（学生数 500 人未満） 
500 人以上はお問い合わせください 

契約プラン
商品コード E-1-L 

E-2-L 

E-3-L 

E-4-L 

E-1-M 

E-2-M 

E-3-M 

E-4-M 

E-1-S 

E-2-S 

E-4-S 

E-1-R 

E-2-R 

E-1-N 

E-2-N 

価格 本体 525,000 円＋税   

本体 1,050,000 円＋税   

本体 2,100,000 円＋税   

お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

本体 1,400,000 円＋税    

本体 700,000 円＋税   本体 525,000 円＋税   本体 480,000 円＋税   本体 420,000 円＋税   

E-3-R E-3-N

本体 720,000 円＋税 本体 630,000 円＋税

本体 350,000 円＋税   本体 262,500円＋税   本体 240,000 円＋税   本体 210,000 円＋税   

商品コード 

価格 

商品コード 

価格 

商品コード 

価格 

Ｌプラン Ｍプラン Sプラン リハ・プラン 看護プラン

大学・短大 
（医学部が設置されていない） 

医科大学・医学部を有する大学 
（隣接する付属病院・専門学校、付属研究施設を含む） 

医学部を有する大学 
（隣接しない付属病院も含める場合） 

病院

H-2-L H-2-M 商品コード 

病床数

～199 床 

200 ～ 399 床 

400 ～ 599 床 

600 床以上 

年間使用ライセンス価格（税別）

契約プラン
商品コード Ｈ-1-L 

H-3-L 

H-4-L 

H-1-M 

H-3-M 

H-4-M 

価格 本体 480,000 円＋税   

本体 600,000 円＋税   

本体 960,000円＋税   本体 640,000 円＋税   

本体 1,200,000円＋税   本体 800,000 円＋税   

本体 400,000 円＋税   

本体 320,000 円＋税   

価格 

商品コード 

価格 

商品コード 

価格 

Ｌプラン Ｍプラン

商業施設（民間企業など）

非商業施設（官公庁など）
年間使用ライセンス価格（税別）

構成員数

～99人 

100 ～ 499 人 

500 ～ 1,999 人 

商品コード N-1-L 

商品コード N-2-L 

商品コード N-3-L 

価格 

価格 

価格 

本体 900,000 円 ＋税 

本体 1,200,000 円＋税 
 

本体 1,700,000 円＋税  

契約プラン Ｌプラン

年間使用ライセンス価格（税別）

 利用者数
 

～49人 

50 ～ 299 人 

300 ～ 1,999 人 

2,000 ～ 3,999 人 

4,000 ～ 9,999 人 

10,000 人～  

年間使用ライセンス価格（税別）

Ｌプラン Ｍプラン

C-1-L 

C-2-L 

C-3-L 

C-4-L 

C-5-L 

C-6-L 

C-1-M 

C-2-M 

C-3-M 

C-4-M 

C-5-M 

C-6-M 

契約プラン
商品コード 

商品コード 

商品コード 

商品コード 

商品コード 

商品コード 

価格 

価格 

価格 

価格 

価格 

価格 

本体 1,500,000円＋税  

本体 2,800,000円＋税  

本体 4,300,000円＋税  

本体 5,200,000円＋税  

本体 6,000,000円＋税  

お問い合わせください 

本体 1,000,000円＋税  

本体 1,850,000円＋税  

本体 2,850,000円＋税  

本体 3,500,000円＋税  

本体 4,000,000円＋税  

お問い合わせください 

構成員数
年間使用ライセンス価格（税別）

契約プラン Ｌプラン

価格 

価格 

価格 

商品コード 

商品コード 

商品コード 

2,000 ～ 4,999 人 

5,000 ～ 9,999 人 

10,000 人～ 
お問い合わせ下さい 

本体 2,400,000 円＋税 

本体 3,500,000 円＋税 

N-4-L 

N-5-L 

N-6-L 
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