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増大するコンテンツ-フルテキスト
ジャーナル 46 誌 (プラスPsycINFO
に索引された 300 誌を超える関
連ジャーナル)、 557 冊の電子ブ
ック、幅広く各分野に対応する 8
種類の書誌およびフルテキスト・
データベースを用いて、心理学分
野のコレクションを構築！

Oxford University Press、WileyBlackwell、LWW、APA、および
その他の定評ある出版社者が質の
高いコアなコンテンツを提供

心理学分野の 600 以上のフルテキストおよび書誌情報源
患者のいる臨床現場に勤務する方や学生の指導に当たる方、また研究者や
臨床家の方々など、心理学分野の最新の素材を求める方にとっては、正確な
診断やケアや指導の提供、研究の完成において、重要な文献へのオンライン
での簡単ですばやいアクセスが欠かせません。

OvidSP は、600 以上のオンラインリソース（高品質で引用度の高いジャーナル、
高評価の書籍、世界トップクラスのフルテキストおよび抄録データベース）の
包括的な選択に、ワンクリックの素早い、アクセスをもたらします。

Ovid の心理学コンテンツを選ぶ理由
•

Ovid は、心理学分野のジャーナルにエンバーゴ (公開猶予期間)
がまったくない唯一のオンライン・アグリゲーターです

•

OvidSP の同義語と関連する用語
の拡張機能により、心理学のコン
テンツでも精度の高い結果を入手

Ovid は、フルテキストおよび抄録のデータベースに加えて
American Psychological Association (APA) の全製品を提供します

•

インライン・アブストラクトや
注釈、そして RSS 経由で配信され
るジャーナル eTOC などの時間節
約型ワークフローツールを活用で
きます。

Ovid の心理学用語辞書（Psycology Lexicon）は、自社の Basic
Search（Natual Language Processing：自然言語処理）と、APA
のパワフルなシソーラス（統制索引語辞書）Psycological Index
Termsを語辞書統合します

•

APA の PsycINFO® に索引される 300 誌以上の心理学分野の
ジャーナルおよび関連分野にシームレスにアクセスできます

•

Ovid の心理学分野の 100 冊を超える電子ブックは Doody’s Review
Services® の Star Rating を獲得

•

単一の検索クエリーを使って、心理学分野のコンテンツすべて
の検索が可能！

ジャーナル、ブック、データベース
を同時に一括検索

Ovid でご覧いただけるコアジャーナルおよびブック、データベース
に関しては、2 ページ目をご参照ください。

content + tools + services
psychology_fs_0611_JA.indd 1

www.ovid.com
04/05/2012 5:57:13 PM

心理学分野
柔軟、正確、革新的。
OvidSP は、画期的なテクノロジーと
強力で柔軟性のあるワークフローツール
により、検索手法の変革を行ってい
ます。個々の利用者が、それぞれの望
む方法での検索が可能になるのです。

•

何を探しているのか、どのように探
したいのか、に応じて、さまざまな
選択肢から適切な検索モードをお選
びいただけます。

•

日常使用する自然語 (文章形式での
質問) を使って、関連性の高い順に
検索結果を取得できます。

•

カスタマイズ可能な絞り込み検索
機能、アラート、検索管理ツールを
使って、情報収集＆管理作業をスム
ーズに行うことができます。

•

心理学分野のコアジャーナル、ブック、データベース
以下にご紹介するリソースは、さまざまな機関において必須のコンテンツです。Ovid でご利用
いただける心理学分野の電子ジャーナル、電子ブックおよびデータベースの完全なリストは、
www.ovid.com/psych をご覧ください。

ジャーナル
Annual Review of Psychology, Annual Reviews
Covers all areas of psychology research and practice and planned by a rotating committee of
eight distinguished psychologists who invite qualified authors to contribute reviews of significant
developments in the discipline.
Psychotherapy and Psychosomatics, S. Karger
This unique source is the home of innovative thinking at the interface between medical and behavioral
sciences, publishing research articles on clinical issues in medicine and psychiatry, focusing on
psychotherapy and psychosomatic research.
Journal of Child Psychology and Psychiatry, Wiley-Blackwell
Internationally recognized as the leading publication covering both child and adolescent psychology
and psychiatry, this journal offers experimental and developmental studies, especially those relating
to developmental psychopathology and the developmental disorders. Also featured are practitioner
reviews, review articles, and book reviews.
Psychological Medicine, Cambridge University Press

A leading international journal in the field of clinical psychiatry and the basic sciences relating to it—
with issues containing original articles reporting key research being undertaken worldwide, together
with shorter editorials by distinguished scholars, and an important book review section.

ジャーナル、ブックそしてデータ
ベースを同時に一括検索すること
ができます。

ブック
From Conditioning to Conscious Recollection, Oxford University Press
Doody’s Star Rating®：5 つ星、スコア：100
Here’s a cutting-edge primer offering a theoretical account of the evolution of multiple memory
systems of the brain.
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A Working Life for People with Severe Mental Illness, Oxford University Press
Doody’s Star Rating®：5 つ星、スコア： 98
Ideal for practitioners as well as students in psychiatric rehabilitation programs and social work
classes, this book touches on the The Individual Placement and Support (IPS) method of vocational
rehabilitation and shapes it to the mentally ill.

その他のセールスオフィスは、以下の都市および
国に設置されています。
オランダ・アルフェンアンデリジン
中国・北京
ドイツ・ベルリン
イタリア・ボローニャ
香港
マレーシア・クアラルンプール
英国ロンドン
スペイン・マドリッド
インド・ニューデリー
米国・マサチューセッツ州ノーウッド
フランス・パリ
米国・ユタ州サンディー
ブルガリア・ソフィア
スウェーデン・ストックホルム
オーストラリア・シドニー
日本・東京
チリ・ビラアレマナ
ポーランド・ワルシャワ
連絡先および所在に関する詳細情報につきまして
は、www.ovid.com/contact をご覧ください。

Oxford Textbook of Psychotherapy, Oxford University Press

Doody’s Star Rating®：4 つ星、スコア：96
A comprehensive account of psychotherapeutic approaches to major mental disorders, providing a ‘onestop’ reference source for all those involved in clinical practice.

Kaplan and Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Lippincott Williams & Wilkins
Doody’s Core Title：2.73 – Health Sciences – Psychology and Psychiatry；Doody’s Essential Title
Provides a wealth of information in neural science, genetics, neuropsychiatry, psychopharmatherapy
and other key areas.

データベース
All 5 full-text databases from the American
Psychological Association (APA)
•

PsycINFO®

•

PsycARTICLES®

•

PsycBOOKS®

•

PsycCRITIQUES®

•

PsycEXTRA®

さらに、

•

Health and Psychosocial Instruments
(HaPI)
Behavioral Measurement Database Service

•
•

Mental Measurements Yearbook

Buros Institute of Mental Measurements

PSYNDEXplus with TestFinder
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