Psychiatry
200点を超える、精神医学分野の電子ジャーナルと電子ブック

200 点を超えるフルテキスト
のジャーナルおよび書誌情報
リソースで、精神医学分野の
コレクションを構築
Wiley-Blackwell, HodderArnold, Jones and Bartlett
Publishers, Lippincott Williams & Wilkins, Oxford
University Press と い った 一

精神医学分野では、研究を通じて新しい知見が絶えず生み出され、研究
者や医師は利用できるデータの取捨選択に追われています。49 誌を超
える電子ジャーナル、170 冊を超える電子ブック、および主要データベー
スを取り揃える Ovid® なら、世界中の大手出版社が提供する精神医学
分野のオンラインコンテンツのほとんどにアクセスすることが可能です。
臨床精神医学の実践、研究、教育に携わる専門家は、当該分野の古典
的および最新の一流リソースを必要としています。ピアレビュージャーナ
ルはもちろん、精神医学分野の臨床診 療および 研究、精神薬物療法、
小児および青年期の精神医学などのあらゆる側面を網羅した包括的なレ
ファレンスにいたるまで、あらゆるリソースを必要としているのです。

流出版社による、質の高いコ
アコンテンツを提供

Ovid の検索同義語と関連用
語の拡張機能により、精神医
学分野のコンテンツで精度の
高い検索結果を入手
精神医学および精神薬理学分
野コレクションの買取購入に
より、経 費 節 減 が 可能 — 現
在、6 種のコレクションを提
供

ご存知ですか？
Ovid は、精神医学分野のジャーナルにエンバーゴ（公開猶予期間）
が一切ない、唯一のオンライン・アグリゲーターです。

Ovid が提供する精神医学分野の電子ブックのうち、84 冊が Doodyʼs
Star Rating® を獲得しています
Doodyʼs Core Titles™に指定されています
電子ブック 13 冊が、
電子ブック 3 冊が、
Doodyʼs Review Service™ の Essential
Purchase に指定されています
世界で最も敬 意を集める医療、看護および科学出版社が発行する
ジャーナル 16 誌に、
ワンクリックで一括アクセスできます

Ovidでご利用いただける主要リソースの詳細は裏面をご参照ください

Psychiatry
Ovid®
Transforming Research into Results.
Ovid® は、研究の生産性と作業の合理化

を必要とする重要な情報の検 索、探 索、
さらに管理までを一元化しました。各種
リソースをシームレスに統合した、オンラ
インソリューションの完成形です。
• よりスムーズに研究や作業を進められ
る、様々な検索機能、カスタマイズ可
能な生産性向上ツール、コンテンツア
ラートなどを装備
• 研究における重要な発見はもちろん、
文書の保管や管理も可能なマイ・プロ
ジェクト
• データベースおよびジャーナル、ブッ
クなど、Ovid 上の 全リソースを同時
に横断検索することが可能
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Email: sales@ovid.com
その他のセールスオフィスは
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英国・ロンドン
スペイン・マドリッド
インド・ムンバイ
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

精神医学分野の主要ジャーナルと電子ブック、データベース

以下にご紹介するリソースは、精神医学分野の必須コンテンツです。精神医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全リストは
www.ovid.com/psychiatry にてご確認ください。

電子ジャーナル
Current Opinion in Psychiatry, Lippincott Williams & Wilkins
インパクトファクター 3.942, 精神医学分野 第29 位*
精神医学分野で最も興味深く、
かつ重要な進歩を網羅した隔月刊行誌です。神経精神医学、
気分障害、
統合失調症や中毒性の障害を含む、14 の主要専門領域からテーマに沿った公正なレビューなど、編
集者自ら選択した良質の記事を掲載しています。

Bipolar Disorders, Wiley
インパクトファクター 4.965, 精神医学分野 第20 位; 臨床神経学分野 第20 位*

双極性障害における基本的なメカニズム、臨床的側面、および治療に関する研究を網羅した国際的
なジャーナルです。生化学、生理学、神経精神薬理学、神経解剖学、神経病理学、遺伝学、脳イメー
ジング、疫学、現象学、臨床的側面、および治療に関する論文とともに、これらの障害に関して新
たな治療戦略の開発につながる論文を提供しています。

JAMA Psychiatry, American Medical Association

インパクトファクター 12.008, 精神医学分野 第5位*
精神科学、メンタルヘルス、行動科学および関連する分野に携わる臨床医、学者、研究者が抱く、
一般的な関心について、オリジナルかつ最新の研究や例証を掲載しています。

Journal of Psychiatric Practice, Lippincott Williams & Wilkins
インパクトファクター 1.344, 精神医学分野 第99 位*

臨床的応用に関するレビューおよびケーススタディ、患者の治療にあたる上で実用的かつ有益なヒン
トを含めた治療の進歩に関する記事を掲載しています。臨床スキルの向上、最善の治療法の発見、
さらにこの変化の著しい分野の道程となる、メンタルヘルスの専門家にお勧めするジャーナルです。

電子ブック
Textbook of Clinical Neuropsychiatry, Hodder-Arnold
Doody ʼs Star Rating® 4つ星, スコア 93
2 つの専門領域の重複部分を網羅し、論理的にまとめられた百科事典的ガイドともいえるテキストで

す。臨床医・医学生ともに、神経精神障害を有する患者の診断と治療にあたる上で必要な知識が得
られる一冊です。

Principles and Practice of Psychopharmacotherapy, Lippincott Williams & Wilkins
Doody ʼs Star Rating® 4つ星, スコア 91
全編にわたって改訂された第 5 版では、何百もの薬物とデバイスベースの治療法に関する最新のデー

タがまとめられています。全ての精神障害に対する、実用的かつエビデンスベースのガイドラインお
よび治療戦略を提供しています。

Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Lippincott Williams & Wilkins
Doody ʼs Core Title: 2.73—ヘルスサイエンス—心理学および精神医学; Doody ʼs Essential Title
精神医学とメンタルヘルスの分野における礎を確立してきたテキスト最新第 9 版。新版では神経科学、
遺伝学、神経精神医学、精神科薬物療法といった重要分野の最新情報を豊富に収載しています。

Biology of Depression: From Novel Insights to Therpeutic Strategies, Wiley
Doody ʼs Core Title: 2.33—ヘルスサイエンス—心理学および精神医学

うつ病に関する臨床的側面と、一般的に知られていながらも複雑かつ原因不明であるこの疾患を網
羅した、初の主要レファランスです。

データベース
PsycINFO®, American Psychological Association

スウェーデン・ストックホルム

様々な専門分野の研究者、医師および学生にとって心理学分野の必須ツールである PsycINFO® は、1800 年代か
ら 現 在 ま で の 心 理 学 文 献 を 系 統 的に 収 録した書 誌＆抄 録 デ ー タベースです。Ovid の PsycINFO は、APA の
Thesaurus of Psychological Index Terms に基づく独自の心理学用語集（Lexicon）を特徴とし、極めて包括的で
関連性の高い検索結果を引き出します。

オーストラリア・シドニー

Ovid MEDLINE®, National Library of Medicine

日本・東京

この信頼できる包括的な生物医学データベースには、数多くの専門分野や治療分野を網羅する何百万件もの最新レ
コードが収録されています。Ovid では、In-Process データおよび MeSH 用語への誘導機（Ovid マッピング）も
使用できます。

サウジアラビア・リヤド
米国・ユタ州サンディー

ポーランド・ワルシャワ

*2015 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2015)

www.ovid.com/jp
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お問い合わせは、Ovid営業担当者もしくは
Ovid-Japan@wolterskluwer.com まで

