Books@Ovid
Ovid®は、権威ある世界中の主要学術出版社が刊行するお
よそ5,500冊におよぶ電子ブックを提供しています。臨床系
電子ブックのコアタイトルはもちろん、最新刊・最新改訂版
を含む、最大級のセレクションをご用意しています。

多岐にわたる分野の
高品質な
学術リソース

Ovid®が提供する電子ブックソリューション Books@Ovid では、サブスクリプションあるいは買
切での購入オプションをご用意しています。加えて、強力な検索、閲覧、重要な疑問に対する回答
を素早く容易に発見できる統合オプションなど、最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。

• 科学、医学、ヘルスケアをはじめとする様
々な学術分野の電子ブックを、アラカルト
あるいは費用対効果の高いコレクション
で提供

• Lippincott, Oxford University
Press, Jones and Bartlett, American
Nurses Association, Wiley, Springer
Publishing をはじめとする、世界屈指の
学術出版社が刊行する電子ブックの数々
に素早く容易にアクセス

• Ovidの強力な検索機能、時間節約型のワ
ークフローツール、直観的に操作できるイ
ンターフェースが利用可能

• Books@Ovid でご利用中の電子ブック
は、Ovid提供の電子ジャーナルやデータ
ベースリソースとの同時一括検索が可能

• ご契約に際して、サブスクリプションある
いは買切の選択が可能

• 必要なタイトルだけをアラカルトで、ある
いは費用対効果の高いコレクションを、施
設のニーズに応じて選択可能

Books@Ovid をお勧めする理由
• 複雑な検索用語なしでも容易な検索を可能にする自然
言語検索

• 可能な限り最良の結果を提供することで時間を節約す
る、関連性順に表示される検索結果

• 電子ブック、電子ジャーナル、データベースリソースを同
時に一括検索

• ジャーナルのフルテキスト、データベース、さらにOvid
環境外のリソースにもシームレスなリンクが可能

• クイック検索、タイトルあるいは専門領域別のブラウ

ズ、目次を記載した展開可能なナビゲーションボックス

• 検索結果への注釈追加、柔軟な検索結果のソートなど、
時間節約型の各種ワークフローツール

• OPAC 用にMARCレコードのダウンロードが可能
• 電子ブックへのアクセスを一層容易にする、Ovid
Jumpstarts、章へのハイパーリンク、目次など
• タイトルを限定して、あるいは複数タイトルに絞込んで
検索

• Books@Ovid 収載タイトルは ePub 形式で提供
• 章をPDF形式でダウンロード・保存が可能

Books@Ovid で、アクセスしたい電子書籍を選びます。
をクリックします。

左側の目次一覧でセクションを確認し、 ワンクリックで
移動できます。
編集者情報 ・ 著者情報 ・ 献辞 ・ 序文な
どが表示されます。
目次が表示されます。
索引や巻末の付録が表示されます。
画面端の

をクリックしてページ移動します。

画像や図版をクリックすると、 フルスクリーンで表示さ
れます。
や
などのリンクをクリックして、
画像や図版をフルスクリーン表示することも可能です。

画面右上の
をクリックすると、 フォントサイズが
変更できます。

フレキシブルなエクスポート機能

Books@Ovid の Book Reader では、様々なエクスポー

ト機能をご利用いただけます。用途に応じて適切な機能
をご利用ください。

印刷

PDF へエクスポート

表示中チャプターの印刷プレビューを表示しま
す。印刷時の画像サイズを選択し、
ボタン
をクリックしてください。ご利用のプリンタで印
刷できます。

表示中のチャプターを PDF 形式でダウンロード
します。エクスポートを実行したら、ご利用機器
のダウンロードフォルダをご確認ください。

ディスクに保存

テキストをメール

表示中のチャプターを ASCII もしくは HTML 形
式で保存します。保存を実行したら、ご利用機器
のダウンロードフォルダをご確認ください。画像
は含まれません。

表示中のチャプターをテキストメールとして送信
します。注釈欄へコメントやメッセージを追加（日
本語可）したり、複数の宛先への一括送信も可
能です。画像は添付されません。

マイプロジェクト

リンクをメール

表示中のチャプターを個々の利用者の作業領域
（マイプロジェクト）フォルダに保存できます。マ
イアカウントへロ
グインしてからご
利用ください。

オフライン時にモバイル機器で読みたい時や、資
料 を PDF 形 式
でまとめておき
たい などに 最
適です。

表 示中のチャプターへの Jumpstart URL をテ
キストメールとして送信します。コメント欄へメッ
セージ（日本語可）を追加したり、複数の宛先へ
の一括送信も可能です。

Books@Ovid
多岐にわたる専門分野を網羅するおよそ5,500タイトルの品質なリソースに素早く容易にアクセス

Books@Ovid が網羅する専門領域︓
• 農学
• アレルギー・免
疫学

• バイオテクノロ
ジー

• 行動科学

• 代替医療

• 循環器医学

• 麻酔学

• 臨床医学

• 生物学・バイオサ

• 内分泌学

イエンス

• エンジニアリング

• 疫学・公衆衛生

• 腫瘍学

• 放射線医学

• 消化器・肝臓病学

• 神経学・神経科学

• スポーツ医学

• 遺伝学

• 看護学

• 外科学

• 感染症

• 整形外科学

• 漢方学

• 内科一般

• 緩和ケア

• ウィルス学 他

• ライフサイエンス

• 薬理学

• 微生物学

• 心理学・精神医学

Books@Ovid でご利用可能なコアタイトル（抜粋）︓
•

Sternberg’s Diagnostic Surgical Pathology (Lippincott)

受賞歴のあるサポートと
コンサルティングサービス

•

The Only EKG Book You’ll Ever Need (Lippincott)

• Ovid®のカスタマー･サポート・

•

Varney’s Midwifery (Jones and Bartlett Learning, LLC)

•

Nursing Informatics: Scope and Standards of Practice (American Nurses Association, Inc.)

•

Greenfield’s Surgery: Scientific Principles and Practice (Lippincott)

•

Washington Manual® of Medical Therapeutics (Lippincott)

•

Family Practice Guidelines (Springer Publishing Company)

•

Outcome Assessment in Advanced Practice Nursing (Springer Publishing Company)

•

Manual of Dermatologic Therapeutics (Lippincott)

•

Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines (Taylor & Francis Group, LLC)

•

Master Techniques in Surgery: Thoracic Surgery: Advanced Procedures (Lippincott)

•

Cardiac Complications of Cancer Therapy (Oncology Nursing Society)

•

Decision Making in Spinal Care (Thieme Medical Publishers)

•

Greenman’s Principles of Manual Medicine (Lippincott)

チームは、貴機関において最も
適切な形で各種ツールをご利用
いただけるよう、導入時のサポ
ートはもちろん、カスタマイズ、
プロモーションやトレーニング
のご相談も承ります。

• 週7日･24時間対応のサポート
は、現在 20以上の言語でご利用
いただけます。

グローバルなカスタマー・エンゲージメント・チー
ムは、オメガ・マネジメント・グループのノース・フェ
イス・スコアボード賞（NorthFace ScoreBoard
Award™）において、過去5年間の顧客満足度スコ
アで最高クラスの評価を得ています。

Books@Ovid でご利用可能なコレクション（抜粋）︓
•

LWW Doody’s Core Title Collection

•

Washington Manual Book Collection

•

Jones and Bartlett Doody’s Premier
Titles Collection

5 collections of Jones and Bartlett titles
covering nursing as well as patient
education

•

LWW Doody’s Essential Collection

•

Amirsys Doody’s Reviewed Collection

•

PMPH-US Doody’s Premier Titles
Collection

•

•

11 collections from CABI covering
agriculture, food science, environmental
science, and more

17 subject-specific LWW collections in
anesthesiology, pharmacology, sports
medicine, and more

•

Hogrefe Publishing Book Collection

•

•

Wiley Doody’s Premier Titles Collection

•

10 LWW Consult collections covering
specific therapeutic areas

•

LWW JBI Book Collection

Wolters Kluwer ｜ ウォルターズ・クルワー
〒108-0073 東京都港区三田1-3-31 フォーキャスト三田5F

TEL: 03-5427-1950 FAX: 03-3451-2011 Website: www.ovid.com/jp

Books@Ovid に関するお問い合わせ
Ovid-Japan@wolterskluwer.com

Books@Ovid-1017 7-V746

