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ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

メディカルオンライン

文献データベースに収録されている945ジャーナル（2012年9月現在・増加中）の中から、ご利用者がお求めに

なる新着情報を検索し、メールでお伝えする機能です。必要とされるキーワードをご登録頂けます！

メディカルオンラインは、国内医学関連ジャーナルの電子（文献PDF）配信サービスとして、文献検索から

アブストラクト閲覧、文献PDF (一部FAX 送信)を提供しています。

ご提供する医療情報の網羅性を上げるため、新たにくすり（添付文書）のデータベース、プロダクト（医療

関連製品）データベースを追加しました。オリジナルコンテンツも充実しています。

●文献（有料）
国内の医学関連学術文献のPDF 配信サービス（一部FAX）

●くすり（無料）
国内で流通している医療用薬（薬価未収載薬含む）、一般薬の添付文書情報等の配信サービス

●プロダクト（医療関連製品）【ベータ版】（無料）
国内の医療関連製品の情報配信サービス

●医学書データベース（メディカルブックセンター）（オンライン販売）
医学関連分野に特化した書籍／雑誌／ソフトのオンラインライン販売

データベースラインナップ

MYページ機能（アラート）の搭載

PubMed、医中誌Web、JDream II 等からのリンク 詳細は10ページに記載

二次資料データベースのリンク（国内外含む）

MYページの会員登録 文献アラートキーワード登録 定期的に登録されたキーワードで新着
文献を検索し、メールでお知らせします。

ステップ1 ステップ2 ステップ3

・・・・・・・・・・・・・・

Download

フルテキストPDF

例）PubMedリンク
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【新機能】

・横断検索

・クラスタリング機能

・医学用語類義語辞典搭載

・MYページ機能（アラート）

・リコメンド機能

【オリジナルコンテンツ】

・おすすめ文献

・海外ジャーナルレビュー

・FDAニュース

・医療裁判判例紹介

くすり

文　献
医学関連ジャーナル945誌から検索

（増加中）

文　献
医学関連ジャーナル945誌から検索

（増加中）

医学書籍プロダクト

ホーム

メディカルブックセンター
医学関連書籍／雑誌／ソフトの販売サイト

書誌情報／目次を掲載

国内の医療関連製品のデータベース
（現在ベータ版）
製品関連論文リンク

医療用薬（薬価未収載含む）一般薬
添付文書データベース
参考論文リンク

ホーム 文献

くすり プロダクト 医学書籍
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ホーム

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

文文文献献献
文文文献献献検検検索索索・・・ララライイイブブブラララリリリサササーーービビビススス

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

●最先端検索エンジンVivisimo Velocity の搭載
【横断検索】
プルダウンで「すべて」を選択し検索 文献、くすり、プロダクトと全オリジナルコンテンツからヒットします。
網羅的に情報検索する際にお役立てください。

【クラスタリング機能】
検索結果上位500から多頻度（重要な）キーワードを自動的に抽出し、画面左側領域に掲載します。

●医学用語類語辞典の搭載
一つの検索語句から、ひらがな、カタカナ、漢字、英語、類義語、同義語、略語を検索します。

●MYページ機能（アラート）の搭載・・詳細は文献、くすり、プロダクトの詳細ページに記載
【文献】
アラート機能／検索条件保存機能／閲覧履歴機能

【くすり／プロダクト】
お気に入りリスト機能／検索条件保存機能／比較条件一覧保存機能

●リコメンド機能の搭載
メディカルオンラインでダウンロードされた文献の履歴をログ解析し、「この文献を読んだ人は以下の文献も
読んでいます。」として5文献を掲載します。

「ホーム」の画面構成 はじめにID・パスワードを入力してご利用ください

新機能

データベース毎の
タブ表示

オリジナルコンテンツが
掲載されています

メディカルブックセンター

おすすめ書籍として紹介
しています

横断検索ボックス

メディカルオンラインの
全情報から検索可能

・ご利用者様の登録情報

・ご採用プランの表示

・MYページログイン

・MYページ登録ボタン

はじめに
ログインしてください
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「ホーム」に掲載されているオリジナルコンテンツ

●おすすめ文献  ・・・毎日更新
過去1ヵ月のダウンロード履歴からよく読まれている文献を分野毎にピックアップし掲載

月：内科関連　火：看護・衛生関連　水：外科関連　木：医療技術関連　金：くすり関連

●海外ジャーナルレビュー
　インパクトファクターの高い海外主要ジャーナルから循環器と癌領域の代表的な論文を
　抜粋し日本語でレビュー

●FDAニュース
　FDA（U S Food and Drug Administration）発表の医薬品、医療機器に関する
　安全情報／承認情報のうち日本国内の関連情報を日本語で掲載

●医療裁判判例紹介  ・・・国内の裁判判例のうち医療現場に役立つ視点で判例を取り上げ解説
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文献

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

検索結果から文献の「アブストラクト」「全文ダウンロード」「全文FAX送信」を選択してください。

「文献」検索結果画面 はじめにID・パスワードを入力してご利用ください

文献閲覧方法

関連キーワードによる絞込み
検索結果から重要なキー
ワードを抽出します
これにより絞込みが可能
です

発行年による絞込み
検索結果を発行年で絞込む
ことができます

雑誌名による絞込み
雑誌名で絞込むことが
できます

文献種別による絞込み
検索結果を「原著」「抄録」
「その他」で絞込むことが
できます

類義語（略語）辞書搭載
例えば「急性リンパ球性
白血病」で検索をしても
「急性リンパ性白血病」
「ACUTE LYMPHO-
CYTIC LEUKEMIA」
「ACUTE LYMPHOID 
LEUKEMIA」「ALL」に
ヒットします

サイト内を同時検索
検索したキーワードに連動
して「くすり」「プロダクト」
「書籍」データベースを
同時検索

キーワード検索
症例・病名等キーワードを
入力してください ID・パスワードを入力して

ください
契約種別・プラン等もご確
認できます
※プラン毎にご提供する
サービス内容が異なり
ますのでID・パスワードを
ご入力ください

はじめに
ログインしてください

アブストラクト 全文ダウンロード（フルテキストPDF）

全文FAX送信

国内で発行されている学会誌・医学雑誌の論文記事を検索から
フルテキストPDFをダウンロードして閲覧・保存できます。
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その他の検索方法

ガイドライン文献

【タイトルで探す】
配信ジャーナルのタイトル「あいうえお

順」「ABC順」で探すことができます。

ガイドラインに関連する文献を分野ごとに掲載しています。

【分野で探す】
各ジャーナルを14の分野から探すこと

ができます。

【配信学会・出版社で探す】
各ジャーナル発行元の学会名、出版社名

から探すことができます。

オプション検索

検索対象領域を絞り込み、条件を複数追加設定することにより効率的な検索が行えます。

検索語：
医学のあゆみ（全て）
抗癌剤（タイトル）
胃癌（アブストラクト）
から5件ヒットしました

全文ダウンロード（フルテキストPDF）

オプション検索画面 検索結果画面

各カテゴリーから選択 循環器：心筋梗塞ガイドライン文献結果
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「文献」ご利用プラン

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

必要な時に必要な分だけ文献を入手（従量制プラン）

年間契約のお得なプラン（メディカルオンラインライブラリ）

ID・パスワードをご入力いただく
ことでご契約に応じた会員種別・
プランを表示します

ライブラリ会員の方
　ログインすると画面ツールバーは緑色です

個人・法人（従量制）会員の方
　ログインすると画面ツールバーは青色です

メディカルオンラインライブラリは病院・大学・研究所・企業等全体でご利用頂く「施設契約プラン」です
　画面右上のログイン窓よりID・パスワードを入力してログインしてください。
　契約施設名・契約プラン名が表示されます（IPアドレス接続も可能です）。

※ライブラリプランは代理店契約となります。　※詳しいプラン・価格等は14ページをご確認ください。

はじめにページ右上のログインボックスよりID・パスワードを入力しログインしてください

医局・部署・個人でのご利用におすすめな従量課金制のプランです
　○医局・部署単位でご利用（100 IDまで発行可）
　　オンラインにてご登録できます。ご請求は毎月の請求書にて行わせていただきます。
　○個人でご利用
　　オンライン登録にて即日ID・パスワードを発行いたします。お支払い方法はクレジットカードのみとなります。
　※詳しいプラン・価格等は16ページをご確認ください

ご登録はこちらから

ログイン

検索結果に応じて
金額をご確認の上
ダウンロードして
ください。

Download

フルテキストPDF
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「文献」その他の機能

検索結果画面にてサイト内の他データベースの結果も併せて表示します（横断検索）
　「文献」での検索キーワードに応じて画面右カラムに「くすり」「プロダクト」「書籍」の検索結果を同時に表示します。

メディカルオンライン「MYページ」

MYページをご登録いただくことによりアラート登録や検索条件・閲覧履歴の保存が可能です

●アラート用キーワード登録
　キーワードを登録いただくこと
　により文献のアップをメールで
　通知します。

●保存済み検索
　保存したオプション検索条件を
　表示します。

●閲覧履歴
　MYページログイン状態で閲覧
　した文献の履歴を表示します。

アラート機能を使えば興味のある領域の文献を効率よくチェックすることが可能です。
気になるキーワードを登録していただくだけでキーワードに関連する文献がメディカルオンラインへアップされ次第メール
にて通知いたします。

メール記載の文献URLよりそのまま各文献へ移動するため非常に効率よく最新情報を入手することが可能です。

忙しくて文献を探す時間がないという方におすすめです。
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文献リンクサービス

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

Web上の様々なサービスからメディカルオンラインのフルテキストPDFがご利用可能です

Web of Science, Ovid,
Google Scholar, CiNii,
MAGAZINEPLUS etc.
Web上の諸サービス、
データベース

図書館電子ジャーナル一覧

リンクリゾルバ

サービス名 主な特徴

PubMedの55誌がリンクしています（2012年9月現在、増加中）。
PubMed LinkOutサービスによって、直接メディカルオンラインのフルテキスト
PDFを入手することができます。

医中誌Webの検索結果から経由で、直接メディカルオンラインのフルテキストPDF
（またはFAX）を入手することができます。年間約255万論文が利用されています。

JDream II（JMEDplus）の検索結果から、直接メディカルオンライン上のフル
テキストPDF（またはFAX）を入手することができます。

図書館で閲覧可能な雑誌タイトル一覧から、メディカルオンラインの各収蔵タイトルへ
リンクする事が可能です。

Web of Science、SCOPUSなどのWeb上のサービスから、SFX（ExLibris社）、
LinkSource（EBSCO社）、360Link（SerialsSolutions）などのリゾルバ経由で
メディカルオンライン上のフルテキストPDF（またはFAX）を入手することができます。

リンクリゾルバ
統合検索サービス 図書館電子ジャーナルリスト
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PubMed（二次資料データベースからのアクセス）

　PubMedからリンクされているジャーナルはリンクアウトからフルテキストPDFをダウンロードできます。
　（2012年9月現在 55誌）
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Acta Anatomica Nipponica（解剖学雑誌）
AICHI-GAKUIN DENTAL SCIENCE

（AICHI-GAKUIN DENTAL SCIENCE）
Biological & Pharmaceutical Bulletin

（Biological & Pharmaceutical Bulletin）
Chemical & Pharmaceutical Bulletin

（Chemical & Pharmaceutical Bulletin）
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS

（DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS）
ENDOCRINE JOURNAL（ENDOCRINE JOURNAL）
Environmental Health and Preventive Medicine

（Environmental Health and Preventive Medicine）
Folia Endocrinologica Japonica（日本内分泌学会雑誌）
Folia Pharmacologica Japonica（日本薬理学雑誌）
FUKUOKA ACTA MEDICA（福岡医学雑誌）
Genes & Genetic Systems（Genes & Genetic Systems）
JAPANESE JOURNAL OF BACTERIOLOGY（日本細菌学雑誌）
Japanese Journal of Clinical Immunology

（日本臨床免疫学会会誌）
Japanese Journal of Hygiene（日本衛生学雑誌）
Japanese Journal of Leprosy（日本ハンセン病学会雑誌）
Japanese Journal of Oral Biology（歯科基礎医学会雑誌）
Japanese Journal of Pharmacology

（Japanese Journal of Pharmacology）
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY

（JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY）
Journal of Clinical and Experimental Hematopathology

（Journal of Clinical and Experimental Hematopathology）
Journal of Japanese Ophthalmological Society

（日本眼科学会雑誌）
Journal of Japanese Society of Gastroenterology

（日本消化器病学会雑誌）
Journal of Japanese Society of Nutrition and Food Science

（日本栄養・食糧学会誌）
Journal of Nippon Medical School

（Journal of Nippon Medical School）
Journal of Occupational Health

（Journal of Occupational Health）
Journal of Oleo Science（Journal of Oleo Science）
Journal of Oral Biosciences（Journal of Oral Biosciences）
Journal of Pharmacological Sciences

（Journal of Pharmacological Sciences）

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●

●
●

●

Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY
（Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY）
Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY and Applied Human 
Science（Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY and 
Applied Human Science）
Journal of Plant Research（Journal of Plant Research）
JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

（JOURNAL OF RADIATION RESEARCH）
Journal of the Japanese Society of Periodontology

（日本歯周病学会会誌）
Journal of the Medical Society of Toho University（東邦医学会雑誌）
Journal of the Physiological Society of Japan（日本生理学雑誌）
Journal of UOEH（JOURNAL OF UOEH）
NAGOYA MEDICAL JOURNAL（NAGOYA MEDICAL JOURNAL）
Neurologia medico-chirurgica（Neurologia medico-chirurgica）
Nihon University Journal of Oral Science（日大口腔科学）
NIPPON JIBIINKOKA GAKKAI KAIHO TOKYO（日本耳鼻咽喉科学会会報）
NO TO HATTATSU（Official Journal of The Japanese Society of 
Child Neurology）（脳と発達）
SANGYO EISEIGAKU ZASSHI（産業衛生学雑誌）
Shigaku（歯学）
The Japanese Journal for History of Pharmacy（薬史学雑誌）
The Japanese Journal of Pediatric Dentistry（小児歯科学雑誌）
The Japanese Journal of Veterinary Research

（The Japanese Journal of Veterinary Research）
The Journal of Fukuoka Dental College（福岡歯科大学学会雑誌）
The Journal of Japan Prosthodontic Society（日本補綴歯科学会雑誌）
The JOURNAL OF JAPANESE RESPIRATORY SOCIETY

（日本呼吸器学会雑誌）
The Journal of Physiological Sciences

（The Journal of Physiological Sciences）
The Journal of Showa University Dental Society（昭和歯学会雑誌）
The OFFICIAL JOURNAL OF JAPANESE SOCIETY OF LABORATORY 
MEDICINE（臨床病理）
The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine

（The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine）
Tsurumi University Dental Journal（鶴見歯学）
YAKUGAKU ZASSHI

（Journal of the Pharmaceutical Society of Japan）
（YAKUGAKU ZASSHI）
YONAGO ACTA MEDICA（YONAGO ACTA MEDICA）

Download

フルテキストPDF

PubMedリンクタイトル

書誌情報

リンクアウト
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文献リンクサービス

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

医中誌（二次資料データベースからのアクセス）

J-Dream II（二次資料データベースからのアクセス）

Download

Download

フルテキストPDF

フルテキストPDF

Download

Download

IP認証（IPアドレス接続）

IP認証（IPアドレス接続）
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Web of Science、Ovid、CiNii、MAGAZINEPLUS等のデータベースからリンクリゾルバ経由でフルテキスト
PDFにリンクしています。

フルテキストPDF

Ex Libris
SFX（リンクリゾルバ）、MetaLib（学術情報ポータル
提供サービス）に対応しています。提供 ） 対応

EBSCO
A-to-Z（電子ジャーナルリスト）、LinkSource（リンク
リゾルバ）、EBSCOhost Integrated Search(統合
検索サービス)に対応しています。検索サ ビス)に対応しています。

Serials Solutions
360Core(電子ジャーナルリスト)、360Link（リンク
リゾルバ）、360Search（統合検索エンジン）に対応
しています。
メディカルオンラインの配信対象誌を、電子ジャーナル
タイトルリストに組み込んだり、各種データベースの
検索結果からフルテキストにリンクさせる事が可能です。検索結果からフルテキストにリンクさせる事が可能です。

リンクリゾルバ・統合検索サービスへの対応

Dow
nload



ご利用プラン／フリーアクセスプラン

ご利用プラン／パッケージプラン

¥4,500,000

¥3,500,000

¥2,750,000

¥1,800,000

¥1,200,000

¥900,000

¥600,000

¥480,000

¥360,000

¥240,000

¥120,000

利用可能文献数

別途お見積もり

10,000

7,000

5,000

3,000

1,800

1,300

850

660

480

310

150

10,001 以上 別途お見積もり

¥5,500,000

¥4,000,000

¥3,000,000

¥1,900,000

¥1,200,000

¥900,000

¥600,000

¥480,000

¥360,000

¥240,000

¥120,000

以上

10,000

10,001

7,000

5,000

3,000

1,800

1,300

850

660

480

310

150

利用可能文献数

¥2,500,000

価格（税別）FTE

¥3,000,000

10,000名 以上 ¥5,000,000～

¥2,000,000

¥900,000

¥600,000

価格（税別）価格（税別）

認証方式

ID/パスワード認証

IPアドレス認証

7,000～9,999名

3,000名未満

3,000～6,999名

価格（税別）

契約期間　1年間
文献検索、アブストラクト閲覧、文献PDFダウンロード（FAX含む）を自由にご利用頂ける使い放題のプラン

文献（アブストラクト／文献フルテキストPDF／FAX）、くすり詳細情報、プロダクト詳細情報

契約期間　1年間
契約期間内でご利用になる文献数を選択頂くプラン

注1）大学／短大向けFTEにつきまして800名未満の場合は別途ご相談ください。
注2）FTEの定義　医師、技師、看護師、教職員、学生（院生）の総数（事務職員は除く）
注3）専門学校のご契約は施設毎のご契約となります。グループ等全体でのご利用は別途ご相談ください。

大学／短期大学（図書館） 病院・診療所・クリニック・専門学校・薬局等

アカデミック （大学/病院/診療所/クリニック/専門学校/薬局） 企業

価格

ご利用頂けるサービス

大学（図書館）、短期大学（図書館）、病院、診療所、クリニック、専門学校、薬局等、医療関連企業

ご利用者例

ご採用までの流れ

価格

無料トライアル 利用ログを提供 図書委員会等でご検討 ご採用（販売代理店経由）

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4
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以下の2つの認証方式からご選択いただけます。

●ID／パスワード方式
1契約につき最大100ID／パスワードが発行可能です。管理者画面にてご作成
いただけます。
プラン毎にご提供するサービス内容が異なりますので、はじめにID／パスワードをご入力
ください。

●IPアドレス方式
お申し込み時にIPアドレスをご申請いただきます。
IPアドレス方式の場合、お客様のサーバと弊社のサーバで自動的に認証しますのでID／パスワード等の入力は
必要ございません。

専用の申込書がございます。下記の代理店よりお申し込みください。

丸善株式会社　学術情報ソリューション事業部

☎ 03-6367-6114　　E-mail：epro-j@maruzen.co.jp

株式会社考古堂書店

☎ 025-229-4050　　E-mail：post@kokodo.co.jp

株式会社志学書店

☎ 043-224-7111　　E-mail：mail@shigakushoten.co.jp

株式会社神陵文庫

☎ 078-511-5551　　E-mail：kobe@shinryobunko.co.jp

ユサコ株式会社　東日本営業所

☎ 03-3505-3256　　E-mail：tokyo-sales@usaco.co.jp

株式会社紀伊國屋書店　営業総本部電子商品営業部

☎ 03-6910-0518　　E-mail：online@kinokuniya.co.jp

認証方法

販売代理店

●サイト

●契約期間

●認証方式

●同時アクセス

●相互貸借（ILL）

●利用統計

●冊子購読条件

●契約

●禁止事項

1機関1サイト　※大学図書館のみ複数キャンパス、大学付属病院でも1サイトとみなします。

1年間

IP認証またはID／パスワード認証（最大100ID／パスワード）

制限なし

電子媒体は不可（印刷した文献については可能）

管理者専用ページから利用統計を閲覧／ダウンロード

なし

販売代理店経由でのご契約

特定ジャーナルを大量にダウンロードすることおよびプログラム等による大量ダウンロードは
禁止しております。

契約内容

※大量ダウンロードが発生した時点でシステム的にご利用が一時停止になりますのでご注意ください

株式会社メテオ（営業部）　☎03-5577-5877　E-mail：info@medicalonline.jp

メディカルオンライン制作元／お問合せ先
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ご入会／法人 ②従量制（基本料金プラン）

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

ご利用プランとサービス概要

お支払い方法

下記の2通りからご選択いただけきます。

●請求書の発行

●口座自動引落し

お申込み手順（受付はオンライン登録です）

●基本料金プラン
　利用可能データベース／「文献」「くすり」「プロダクト（医療機器）」
　　・アブストラクトのご利用は見放題
　　・文献データベース以外の「くすり」「プロダクト（医療機器）」の詳細情報が閲覧可能（利用料金無料）

料金体系（税別）

¥28,500

基本料金年間一括料金

¥34,200

¥39,900

¥22,800

¥2,500

基本料金（基本月額）ID発行数

¥3,000

¥3,500

¥51,300¥4,500

¥2,000

21～50

51～100

11～20

1～5

6～10

ID／パスワード発行別基本料金（基本月額）一覧表（税別）

※ID／パスワード発行数により基本料金（基本月額）が異なります。

※基本料金年間一括支払いも可能です。月額支払いの年額累計より5％お得になります。

基本料金（下記：基本月額） 文献PDFダウンロード／FAX（¥550～） ／ 毎月のご利用分を月締めご請求＋

トップページ　登録のご案内

オンライン登録ボタン

法人会員入力ページ

入力内容PDF入力内容PDF自動出力

ご捺印後弊社へ
郵送いただきます
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ご入会／個人

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

●基本料金コース　利用可能データベース／「文献」「くすり」「プロダクト（医療機器）」
基本月額【¥1,000】＋文献PDFダウンロード／FAX【¥550～／1文献】のご利用分（月締め）をご請求
　・アブストラクトのご利用は見放題
　・文献データベース以外の「くすり」「プロダクト（医療機器）」の詳細情報が閲覧可能（利用料金無料）

●従量制コース　利用可能データベース／「文献」「くすり」「プロダクト（医療機器）」
アブストラクトご利用分【¥80／1件】＋文献PDFダウンロード／FAX【¥550～／1文献】のご利用分（月締め）をご請求
　・文献データベース以外の「くすり」「プロダクト（医療機器）」の詳細情報が閲覧可能（利用料金無料）
　・毎月の固定費は発生しません

●くすり・プロダクト利用コース（無料）　利用可能データベース／「くすり」「プロダクト（医療機器）」
会員登録は必要になりますが、ご利用における費用は発生しません
　・「くすり」「プロダクト（医療機器）」の詳細情報が閲覧できます
　・文献アブストラクト、文献PDF／FAXはご利用いただけません

コース別価格とサービス概要（税別）

下記3つのコースからご選択いただけます。（税別）

ご利用コース

¥550～／1文献

全文PDF・FAX

×

¥550～／1文献

○

くすり・プロダクト

○

○

¥80／1件

アブストラクトコース

×

¥1,000／月

くすり・プロダクト利用コース（無料）

基本料金コース

従量制コース

お申込み手順（受付はオンライン登録です）

トップページ　登録のご案内

ステップ1

ステップ2

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

オンライン登録ボタン

個人会員入力ページ

クレジット／パスワード入力画面本登録URLメール 登録完了メール着信

個人会員の申請（仮登録）をお願いします。

個人会員入力ページに登録されたメールアドレス宛に本登録URLを送信
しますので、クレジット情報の入力とパスワードをご入力ください。

登録完了

ステップ3

お支払い方法

●クレジットカードのみ（VISA、Master、JCB）
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くすり（医療用薬・一般薬データベース）

添付文書、写真は月1回の
更新

薬効分類、解説文は独自編集

【監修】
東京医科大学薬理学講座

ご提供する情報

検索方法1　分類（薬効・疾患・製薬会社）によるナビゲーション

●薬効で探す
　「医療用」東京医科大学薬理学講座の監修による分類、「一般薬（OTC）」JICFS商品分類に準拠

●疾患で探す
　ICD10（国際疾病分類第10版）準拠の分類

●製薬会社で探す
　製薬会社名（あいうえお順）

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

文文文献献献
文文文献献献検検検索索索・・・ララライイイブブブラララリリリサササーーービビビススス

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

製品名・一般名
製薬会社名

関連文献

添付文書

関連書籍

添付文書記載の主要文献

薬価

医療用薬（薬価未収載薬含む）、一般薬（OTC）を網羅する「くすり」データベースは文献閲覧の補助に限らず臨床や
調剤など幅広い範囲へ利便性の高い情報をご提供します。

Download

フルテキストPDF

PubMedPubMed
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「商品名」「一般名」「対象疾患名」など添付文書に含まれている言葉による検索のほか、“外用”などの「剤形」を
絞った検索や“123”などくすりに刻印された「識別コード」による検索ができます。

●関連キーワードによる絞り込み

●添付文書比較

●MYページでできること

その他の機能

検索方法2　キーワード検索

検索結果から重要な
キーワードを自動的に
抽出します。
それにより絞り込みが
可能です。

サイト内を同時検索
検索したキーワードで
「文献」「プロダクト」
「書籍」を同時検索

検索結果の「添付文書比較」欄に
チェックした複数のくすり（医療用
薬）を比較できます。
効能・効果、副作用、薬効・薬理、薬価
など項目を選択して比較できます。

MYページログインで
・検索結果の印刷
・同CSV出力
・検索条件の保存
・比較条件の保存
が可能です。
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プロダクト（医療機器・材料・関連製品・研究資機材データベース  β版）

ご提供する情報

検索方法1　製品分類（用途・診療科目・企業名）によるナビゲーション

●用途で探す
　「診断」「検査・測定」「治療・処置」「教育・研究」「備品・建物」「医療情報システム」「衣料品」「サービス」

●診療科目で探す
　「内科系」「外科系」「小児・産科・婦人科」「感覚器系」「放射線」「救急医学」「リハビリ・スポーツ医学」「その他」

●企業で探す
　企業名（あいうえお順）

メディカルオンライン関連文献
製品に関するより高度な情報
をご提供いたします。 関連書籍

製品の特徴

仕様

付属品

関連商品

認証番号等の基本情報

医療機器・材料・関連製品・研究資機材の製品情報を収録する「プロダクト」データベースは、診断や治療など様々な
医療現場に必要な幅広い情報をご提供いたします。

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

文文文献献献
文文文献献献検検検索索索・・・ララライイイブブブラララリリリサササーーービビビススス

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

医医医学学学書書書販販販売売売
メメメデデディィィカカカルルルブブブッッックククセセセンンンタタターーー

製品名・写真

フルテキストPDFフルテキストPDF

Download
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“超音波”“画像診断”“PET”など製品名や製品の特長に含まれる言葉による検索・閲覧が可能です。

●関連キーワードによる絞り込み

その他の機能

検索方法2　キーワード検索

検索結果から重要な
キーワードを自動的に
抽出します。
それにより絞り込みが
可能です。

検索結果の「比較」欄に
チェックした複数の
製品を比較できます。

サイト内を同時検索
検索したキーワードで
「文献」「くすり」「書籍」
を同時検索

●製品情報比較

●MYページでできること

掲載をご希望の企業様へ掲載をご希望の企業様へ

メディカルオンライン プロダクトへ

貴社の製品情報を掲載することが

可能です。

メディカルオンラインをご利用頂く

全国70万人の医療従事者へ貴社

製品の情報をご提供できます。

掲載にかかる費用はございません。

掲載をご希望の場合は下記まで

お問合せください。

株式会社メテオ（営業部）

E-mail : info@medicalonline.jp

TEL　 : 03-5577-5877
MYページログインで
・検索結果の印刷
・同CSV出力
・検索条件の保存
・比較条件の保存
が可能です。
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医学書販売（メテオ メディカルブックセンター）

ホームホーム
最新情報・特集最新情報・特集

文献文献
文献検索・ライブラリサービス文献検索・ライブラリサービス

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

プロダクトプロダクト
医療機器・関連サービス検索医療機器・関連サービス検索

医学書販売医学書販売
メディカルブックセンターメディカルブックセンター

ホホホーーームムム
最最最新新新情情情報報報・・・特特特集集集

文文文献献献
文文文献献献検検検索索索・・・ララライイイブブブラララリリリサササーーービビビススス

くくくすすすりりり
医医医薬薬薬品品品検検検索索索

プププロロロダダダクククトトト
医医医療療療機機機器器器・・・関関関連連連サササーーービビビススス検検検索索索

医療関係者のために特化した業界トップクラスの品揃えとサービスをお届けします。医療関係者のために特化した業界トップクラスの品揃えとサービスをお届けします。

お気に入りリストの作成が可能です買い物履歴の確認で重複購入の防止になります

会員登録すると
より便利にご利用
できます

RSS
雑誌の最新号の
目次情報、分野
毎の書籍の新刊
情報を配信します

書籍・雑誌
ランキング

送料無料
キャンペーン中

新着情報

書籍、雑誌の
目次を画面上で
確認できます

詳細検索
タイトル、著者名、
出版社、ISBN、
カテゴリー、価格、
形態、キーワード、
発 行 年 月 から
条件を設定して
検索できます

ツイッター
新刊やおすすめ
の医学書籍をお
知らせします
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リンク

支払方法

●代金引換
配送業者が、商品をお届する際に代金と引換えに商品をお渡しいたします。
代金引換手数料（¥300）が発生しますので、予めご了承ください。
商品の受け取りの際に、配達員にお支払ください。

●銀行振込（先払い）
購入金額¥30,000（税込）以上の場合、銀行振込が選択できます。
ご入金確認後、商品を発送いたします。振込手数料は、お客様のご負担にてお願い致します。

す。
負担にてお願い致し

●ＮＰ後払い（コンビニ・銀行・郵便局　後払い）
商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で、後払い
できる安心・簡単な決済方法です。
請求書は、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払ください。
ご利用限度額は累計で¥54,000（税込）までです。

お支払い方法はクレジットカード、代金引換、銀行振込（先払い）、NP後払い（コンビニ・銀行・郵便局後払い）を
ご選択いただきます。

メディカルオンライン「ホーム」「文献」「くすり」「プロダクト」の各データベースから関連書籍の発注ができます。

●クレジットカード決済
VISA、Master、JCB、AMEX、DINERSカードがご利用いただけます。

会員登録のメリット

●購入履歴が確認できます。●お気に入りリストの作成ができます。●発注時、発送先情報の入力の手間が省けます。

「文献」バックナンバー「ホーム」検索結果 「文献」ガイドライン

メディカルオンライン
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電子化サービス

バックナンバー電子化サービス

電子化サービス実績（あいうえお順　敬称略）

●電子化のメリット

・電子化することにより半永久的に保存が可能です。
・検索機能を使用することで膨大な数の文献から効率よく探すことが可能です。
・紙媒体では行うことができない会員サービス、情報提供を行うことが可能です。

エンドトキシン血症救命治療研究会
関西関節鏡・膝研究会
癌と化学療法社
京都府臨床衛生検査技師会
日本栄養改善学会
日本栄養食糧学会
日本炎症・再生学会
日本温泉気候物理学会
日本胸部外科学会
日本骨折治療学会
日本小児歯科学会
日本小児保健協会
日本神経治療学会
日本心臓リハビリテーション学会
日本胆道学会
日本病跡学会
ライフサイエンス出版

バックナンバー10 年分をDVD化
バックナンバー～最新号を会員に提供
全ての論文を保存し社内活用、30 年分をDVD 化し販売
バックナンバー電子化DVD にて活用
50 年分をDVD 化し会員に提供
50 年分をDVD 化し会員提供
バックナンバー～最新号を会員に提供
初刊号から電子化、論文問い合わせ等の事務局業務を軽減化
和雑誌創刊号から電子化、ホームページにて会員に提供
創刊号より電子化、ホームページにて会員に提供
創刊号より電子化、DVD にて納品
バックナンバー～最新号をホームページにて会員に提供
創刊号より電子化、ホームページにて会員に提供
創刊号より電子化、ホームページにて会員に提供
創刊号より電子化、DVD にて納品
創刊号より電子化、DVD にて納品
発行初刊号から電子化、永久保存を目的として制作し編集等に利用

●電子化の活用

・ホームページに掲載することによりバックナンバーを含めご利用者に提供することが可能です。
・書庫スペースを削減することができます。
・バックナンバーを検索することにより執筆の編集、参考文献等に活用することができます。

「メディカルオンライン」での電子化・検索ノウハウを生かしたバックナンバー電子化サービスを行っております。

電子化サービス実績例

バックナンバーを電子化しホームページに掲載（検索機能付き）

●女子栄養大学様

　（｢栄養と料理｣デジタルアーカイブス）

　・昭和４８年～昭和６３年までの記事を電子化し、

　　ウェブ上で公開

　・検索システム付

　　検索システムは｢キーワード検索｣、｢発行年

　　(号数)検索｣、｢著者名検索｣から検索可能

　・管理機能として、訪問者数、検索キーワード、

　　利用ログ等の確認も可能

トップページ

検索結果画面検索システム

電子化サービスはご要望に応じて様々なプランをご用意しております。お見積はお気軽にお問合せください。
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ホームページ制作・運営サービス

企画・新規制作、システム構築からサイト更新までホームページをトータルコーディネートします

神奈川県公衆衛生協会

神奈川リウマチ医会

国際小児保険研究会（オンラインジャーナル）

中国・四国整形外科学会

日本看護倫理学会

日本高次脳機能障害学会

日本喉頭科学会

日本サーモロジー学会

日本消化器内視鏡学会近畿支部

日本小児保健協会（オンラインジャーナル）

日本心臓リハビリテーション学会

日本脳卒中学会

日本ペインクリニック学会

日本臨床栄養学会

日本レーザー医学会

神奈川歯科大学学会

関西関節鏡・膝研究会

体液・代謝管理研究会

日本医療ガス学会

日本気管食道科学会

日本甲状腺学会

日本骨折治療学会

日本耳科学会

日本小児歯科学会

日本神経治療学会

日本心不全学会

日本婦人科腫瘍学会

日本慢性疼痛学会

日本臨床バイオメカニクス学会

ホームページによる広報活動を支援します
●ホームページは情報提供の重要な媒体

●会員管理ID/PWシステムによる、リアルタイムな会員情報管理が可能となります。

●会員専用ページ（ID/PW認証）による安全な情報提供が可能

制作実績（あいうえお順　敬称略）

日本小児保健協会様 日本臨床バイオメカニクス学会様

メディカルオンライン「文献」の
ノウハウを生かし、学会誌のオン
ラインジャーナルをホームページ
にて展開することができます。

会員の方々に向けた認証システム
の専用ページを構築することが
できます。

●学会誌のオンラインジャーナル化 ●会員専用ページの構築（ID・パスワード認証）

日本気管食道科学会様 日本小児歯科学会様

動画の掲載 会員専用コミュニケーション
ツールの構築

●その他のサービス
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配信ジャーナル一覧 564学会 689ジャーナル、62出版社 256ジャーナル
計626団体、945ジャーナル　（2012年9月末現在）

敬称略 50音順

□ドクターズマガジン（メディカル・プリンシプル社）
□富山県立中央病院医学雑誌（富山県立中央病院）
□富山大学医学会誌（2010年まで）（富山大学医学会）
□富山大学医学会誌（2011年から）（富山大学医学会）
□長野赤十字病院医誌（長野赤十字病院）
□難病と在宅ケア（日本プランニングセンター）
□日本医科大学医学会雑誌（日本医科大学医学会）
□日本医事新報（日本医事新報社）
□日本臨牀（日本臨牀社）
□人間総合科学会誌（人間総合科学会）
□兵庫医科大学医学会雑誌（兵庫医科大学医学会）
□福岡医学雑誌（福岡医学会）
□山口医学（山口大学医学会）
□和歌山医学（和歌山医学会）

  基礎医学・関連科学

□日本哺乳類学会大会プログラム・講演要旨集
　（日本哺乳類学会）
□ACTA MEDICA et BIOLOGICA
　（ACTA MEDICA et BIOLOGICA編集委員会）
□Advances in Exercise and Sports Physiology
　（日本運動生理学会）
□Angiotensin Research（先端医学社）
□Anthropological Science（日本人類学会）
□Anthropological Science(Japanese Series)
　（日本人類学会）
□Archives of Histopathologic Differential 
　Diagnosis（大阪・上海・メルボルン病理組織研究会）
■AROMA RESEARCH（フレグランスジャーナル社）
□Audiology Japan（日本聴覚医学会）
□Bifidobacteria and Microflora
　（日本ビフィズス菌センター）
□Biomedical Perspectives（メディカルレビュー社）
□BIOMEDICAL RESEARCH ON TRACE 
　ELEMENTS（日本微量元素学会）
□Biomedical Thermology（日本サーモロジー学会）
□BIOPHYSICS（日本生物物理学会）
□Bioscience and Microflora
　（日本ビフィズス菌センター）
□Biotherapy（癌と化学療法社）
□BIOベンチャー（羊土社）
□CONNECTIVE TISSUE（日本結合組織学会）
□Genes & Genetic Systems（日本遺伝学会）
□Genes and Environment（日本環境変異原学会）
□Helicobacter Research（先端医学社）
□Host Defense（日本生体防御学会）
□Host Defense News Letter（日本生体防御学会）
□Inflammation and Regeneration
　（日本炎症・再生医学会）
□INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 
　FRONTIERS OF COMPLEMENT RESEARCH
　（補体研究会）
□JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY
　（日本生理学会）
□Japanese Journal of Sanitary Zoology
　（日本衛生動物学会）
□Journal of Electrophoresis（日本電気泳動学会）
□Journal of Hard Tissue Biology
　（硬組織再生生物学会）
□Journal of Mammalian Ova Research
　（日本哺乳動物卵子学会）
□Journal of PHYSIOLOGICAL 
　ANTHROPOLOGY（日本生理人類学会）
□Journal of PHYSIOLOGICAL 
　ANTHROPOLOGY and Applied Human 
　Science（日本生理人類学会）
□The Journal of Physiological Sciences
　（日本生理学会）

□Journal of Toxicologic Pathology
　（日本毒性病理学会）
□KANSEI Engineering International
　（日本感性工学会）
□Kansei Engineering International Journal
　（日本感性工学会）
□The Lipid（メディカルレビュー社）
□MAMMAL STUDY（日本哺乳類学会）
□Medical Entomology and Zoology
　（日本衛生動物学会）
□MHC(日本組織適合性学会誌)（日本組織適合性学会）
□TOHOKU PSYCHOLOGICA FOLIA
　（東北大学文学研究科心理学教室）
□アディポサイエンス（フジメディカル出版）
□医学と界面活性（肺表面活性研究懇話会）
□炎症（日本炎症・再生医学会）
□炎症・再生（日本炎症・再生医学会）
□炎症と免疫（先端医学社）
□大阪府立大学大学院生命環境科学研究科学術報告
　（大阪府立大学大学院生命環境科学研究科）
□大阪府立大学大学院農学生命科学研究科学術報告
　（大阪府立大学大学院農学生命科学研究科）
□大阪府立大学農学部学術報告（大阪府立大学農学部）
□音声言語医学（日本音声言語医学会）
□解剖学雑誌（日本解剖学会）
□環境変異原研究（日本環境変異原学会）
□感性工学（日本感性工学会）
□感性工学研究論文集：感性工学（日本感性工学会）
□感性工学：日本感性工学会論文誌（日本感性工学会）
□血栓と循環（メディカルレビュー社）
□ゲノム医学（メディカルレビュー社）
□再生医療（メディカルレビュー社）
□磁気共鳴と医学（日本医学館）
□磁気と生体シンポジウム（日本磁気医学会）
□実験医学（羊土社）
□実中研・前臨床研究報（実験動物中央研究所）
□循環制御（日本循環制御医学会）
□診断病理（日本病理学会）
□生物試料分析（生物試料分析科学会）
□生物物理（日本生物物理学会）
□生物物理化学（日本電気泳動学会）
□蛋白質核酸酵素（共立出版）
□腸内細菌学雑誌（日本ビフィズス菌センター）
□登山医学（日本登山医学会）
□日本味と匂学会誌（日本味と匂学会）
□日本運動生理学雑誌（日本運動生理学会）
□日本界面医学会雑誌（日本界面医学会）
□日本加速度脈波・複雑系研究会抄録集
　（日本加速度脈波・複雑系研究会）
□日本感性工学会論文誌（日本感性工学会）
□日本高気圧環境・潜水医学会雑誌
　（日本高気圧環境・潜水医学会）
□日本甲状腺学会雑誌（日本甲状腺学会）
□日本細菌学雑誌（日本細菌学会）
□日本磁気医学会誌（日本磁気医学会）
□日本神経回路学会誌（日本神経回路学会）
□日本性科学会雑誌（日本性科学会）
□日本生気象学会雑誌（日本生気象学会）
□日本生体磁気学会誌（日本生体磁気学会）
□日本生理学雑誌（日本生理学会）
□日本生理人類学会誌（日本生理人類学会）
□日本毒性病理学会講演要旨集（日本毒性病理学会）
□日本肺サーファクタント・界面医学会抄録集
　（日本肺サーファクタント・界面医学会）
□日本肺サーファクタント・界面医学会雑誌
　（日本肺サーファクタント・界面医学会）
■バイオインダストリー（シーエムシー出版）
□バイオテクノロジージャーナル（羊土社）
□ビフィズス（日本ビフィズス菌センター）

  医学総合

□AINO JOURNAL（藍野学院）
□Jikeikai Medical Journal（東京慈恵会医科大学）
□Journal of Nippon Medical School
　（日本医科大学医学会）
□JOURNAL OF UOEH（産業医科大学）
□KAWASAKI MEDICAL JOURNAL（川崎医学会）
□THE KITAKANTO MEDICAL JOURNAL
　（北関東医学会）
□The Kitasato Medical Journal（北里医学会）
□MEDICAMENT NEWS（ライフ・サイエンス）
□Modern Physician（新興医学出版社）
□NAGOYA MEDICAL JOURNAL
　（名古屋市立大学大学院医学研究科）
□PROGRESS IN MEDICINE（ライフ・サイエンス）
□Shimane Journal of Medical Science
　（島根大学）
□The Tokai Journal of Experimental and 
　Clinical Medicine（東海大学東海医学会）
□YONAGO ACTA MEDICA（鳥取大学医学部）
□相澤病院医学雑誌（慈泉会相澤病院）
□藍野学院紀要（藍野学院）
□秋田医学（秋田医学会）
□秋田県農村医学会雑誌（秋田県農村医学会）
□天草医学会雑誌（天草医学会）
□医学と薬学（自然科学社）
□医学のあゆみ（医歯薬出版）
□医療（国立医療学会）
□磐田市立総合病院誌（磐田市立総合病院）
□岩手県立病院医学会雑誌（岩手県立病院医学会）
□大阪府立母子保健総合医療センター雑誌
　（大阪府立母子保健総合医療センター）
□香川県医学会誌特別号（香川県医学会）
□金沢医科大学雑誌（金沢医科大学医学会）
□金沢大学十全医学会雑誌（金沢大学十全医学会）
□川崎医学会誌（川崎医学会）
□北里医学（北里医学会）
□京都医学会雑誌（京都府医師会）
□倉敷中央病院年報（倉敷中央病院）
□久留米醫學會雜誌（久留米醫學會）
□群馬保健学紀要（群馬大学大学院保健学研究科）
□現代医学（愛知県医師会）
□自治医科大学医学部紀要（自治医科大学）
□自治医科大学紀要（自治医科大学）
□島根医学（島根県医師会）
□島根大学医学部紀要（島根大学）
□松仁会医学誌（パナソニック健康保険組合松仁会）
□心身健康科学（日本心身健康科学会）
□診断と治療（診断と治療社）
□脊髄小脳変性症のすべて
　（日本プランニングセンター）
□綜合臨牀（永井書店）
□超音波医学（日本超音波医学会）
□天理医学紀要（天理よろづ相談所医学研究所）
□東京医科大学雑誌（東京医科大学医学会）
□東京医療保健大学紀要（東京医療保健大学）
□東京家政学院大学紀要 自然科学・工学系
　（東京家政学院大学・東京家政学院短期大学）
□東京家政学院大学紀要 人文・社会科学系
　（東京家政学院大学・東京家政学院短期大学）
□東京慈恵会医科大学雑誌（東京慈恵会医科大学）
□東京女子医科大学雑誌（東京女子医科大学学会）
□東邦医学会雑誌（東邦大学医学会）
□東北大学医学部保健学科紀要
　（東北大学医学部保健学科）
□東北大学医療技術短期大学部紀要
　（東北大学医療技術短期大学部）
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□肥満研究（日本肥満学会）
□病理と臨床（文光堂）
□分子消化器病（先端医学社）
□分子心血管病（先端医学社）
□分子精神医学（先端医学社）
□分子脳血管病（先端医学社）
□分子リウマチ（先端医学社）
□補体学への招待（補体研究会）
□補体シンポジウム講演集（補体研究会）
□哺乳類科学（日本哺乳類学会）
□免疫･Immunology Frontier（メディカルレビュー社）
□臨床と微生物（近代出版）
□臨床病理レビュー（臨床病理刊行会）

  臨床医学：一般

■Breast Imaging MOOK（産業開発機構）
□CANCER BOARD 乳癌（メディカルレビュー社）
□Comprehensive Medicine 全人的医療
　（日本実存療法学会）
□CT検診（日本CT検診学会）
□ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease
　（癌と化学療法社）
□Environmental Health and Preventive 
　Medicine（日本衛生学会）
□ICUとCCU（医学図書出版）
□Journal of International Society of Life 
　Information Science（国際生命情報科学会）
□Journal of JASTRO（日本放射線腫瘍学会）
□Journal of Kampo Medicine（東亜医学協会）
□JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
　（日本放射線影響学会）
□Journal of Rural Medicine（日本農村医学会）
□Liver Cancer（癌と化学療法社）
□The Official Journal of the Japanese 
　Association for Chromosome and Gene 
　Analysis（日本染色体遺伝子検査学会）
□PAIN REHABILITATION
　（日本ペインリハビリテーション学会）
□PET journal(2010年まで）（先端医療技術研究所）
□PET journal(2011年から）（先端医療技術研究所）
□PET通信（先端医療技術研究所）
□Q&Aでわかるアレルギー疾患（丹水社）
□Q&Aでわかる肥満と糖尿病（丹水社）
□Radiology Frontier（メディカルレビュー社）
□REBT研究（日本人生哲学感情心理学会）
□TDM研究（日本TDM学会）
□Therapeutic Research（ライフサイエンス出版）
□Thermal Medicine（日本ハイパーサーミア学会）
□医科器械学（日本医療機器学会）
□イザイ（篠原出版新社）
□医用画像情報学会雑誌（医用画像情報学会）
□医療機器学（日本医療機器学会）
□インナービジョン（インナービジョン）
□映像情報Medical（産業開発機構）
□大阪府立急性期･総合医療センター医学雑誌
　（大阪府立急性期･総合医療センター）
□核医学（日本核医学会）
□核医学技術（日本核医学技術学会）
□家族性腫瘍（日本家族性腫瘍学会）
□がん患者と対症療法（メディカルレビュー社）
□癌治療と宿主（メディカルレビュー社）
□癌と化学療法（癌と化学療法社）
□癌の臨床（篠原出版新社）
□がん分子標的治療（メディカルレビュー社）
□漢方の臨床（東亜医学協会）
□基礎と臨床（ライフサイエンス出版）
□胸部CT検診（胸部CT検診研究会）
□杏林医学会雑誌（杏林医学会）

□近畿新生児研究会会誌（近畿新生児研究会）
□県立がんセンター新潟病院医誌
　（新潟県立がんセンター新潟病院）
□甲信ICUセミナー（北陸救急災害医療機構）
□甲信救急集中治療研究（北陸救急災害医療機構）
□喉頭（日本喉頭科学会）
□呼吸ケアと誤嚥ケア
　（グリーンタウン呼吸嚥下研究グループ）
□サルコイドーシス/肉芽腫性疾患
　（日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会）
□自己血輸血（日本自己血輸血学会）
□死の臨床（日本死の臨床研究会）
□循環科学（丸善）
■心臓血管画像MOOK（産業開発機構）
□新薬と臨牀（医薬情報研究所）
□精神障害とリハビリテーション
　（日本精神障害者リハビリテーション学会）
□先端医療（先端医療技術研究所）
□蘇生（日本蘇生学会）
□地域救急災害医療研究（北陸救急災害医療機構）
□中医臨床（東洋学術出版社）
□治療（南山堂）
□治療学（ライフサイエンス出版）
□低温医学（日本低温医学会）
□ディサースリア臨床研究
　（日本ディサースリア臨床研究会）
□日本アロマセラピー学会誌（2003年まで）
　（日本アロマセラピー学会）
□日本アロマセラピー学会誌（日本アロマセラピー学会）
□日本遺伝カウンセリング学会誌
　（日本遺伝カウンセリング学会）
□日本ウーマンズヘルス学会誌
　（日本ウーマンズヘルス学会）
□日本応用心理学会大会発表論文集
　（日本応用心理学会）
□日本眼科学会雑誌（日本眼科学会）
□日本癌局所療法研究会　プログラム・抄録集
　（日本癌局所療法研究会）
□日本がん検診・診断学会誌（日本がん検診・診断学会）
□日本気管食道科学会会報（日本気管食道科学会）
□日本サルコイドーシス/肉芽腫性疾患学会雑誌
　（日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会）
□日本耳鼻咽喉科学会会報（日本耳鼻咽喉科学会）
□日本社会精神医学会雑誌（日本社会精神医学会）
□日本小児科医会会報（日本小児科医会）
□日本小児腎臓病学会雑誌（日本小児腎臓病学会）
□日本小児放射線学会雑誌（日本小児放射線学会）
□日本舌癒着症学会誌（日本舌癒着症学会）
□日本染色体遺伝子検査学会雑誌
　（日本染色体遺伝子検査学会）
□日本乳癌検診学会誌（日本乳癌検診学会）
□日本農村医学会雑誌（日本農村医学会）
□日本ハイパーサーミア学会誌
　（日本ハイパーサーミア学会）
□日本病跡学雑誌（日本病跡学会）
□日本病態生理学会雑誌（日本病態生理学会）
□日本母乳哺育学会雑誌（日本母乳哺育学会）
□日本未病システム学会雑誌（日本未病システム学会）
□日本臨床高気圧酸素・潜水医学会雑誌
　（日本臨床高気圧酸素・潜水医学会）
□日本臨床細胞学会広島県支部会誌
　（日本臨床細胞学会広島県支部）
□日本臨床免疫学会会誌（日本臨床免疫学会）
□乳癌の臨床（篠原出版新社）
□肺癌（日本肺癌学会）
□肺癌の臨床（篠原出版新社）
□へき地・離島救急医療研究会誌
　（へき地・離島救急医療研究会）
□麻酔と蘇生（広島麻酔医学会）

□水と健康医学研究会誌（水と健康医学研究会）
□三菱京都病院医学総合雑誌（三菱京都病院）
□未病と抗老化（博慈会老人病研究所）
□薬理と臨床（医薬出版）
□臨床遺伝研究（日本臨床遺伝学会）
□臨床核医学（放射線診療研究会）
□臨床研修プラクティス（文光堂）
□臨牀小児医学（小児愛育協会）
□臨床体温（日本臨床体温研究会）
□臨牀と研究（大道学舘出版部）
□臨床脳波（永井書店）
□臨床病理（日本臨床検査医学会）
□臨床福祉ジャーナル（臨床福祉専門学校）
□臨床モニター（日本臨床モニター学会）
□レジデントノート（羊土社）

  臨床医学：内科系

□Allergology International（日本アレルギー学会）
□Angiology Frontier（メディカルレビュー社）
□Anti-aging Science（メディカルレビュー社）
□BRAIN MEDICAL（メディカルレビュー社）
□CARDIAC PRACTICE（メディカルレビュー社）
□Cardio-Lipidology（メディカルレビュー社）
□THE CIRCULATION FRONTIER
　（メディカルレビュー社）
□Clinical Pediatric Endocrinology
　（日本小児内分泌学会）
□Cognition and Dementia（メディカルレビュー社）
□COMPLICATION（メディカルレビュー社）
□COPD Frontier（メディカルレビュー社）
■CORE Journal 循環器（ライフサイエンス出版）
□CYTOMETRY RESEARCH
　（日本サイトメトリー学会）
□Diabetes Frontier（メディカルレビュー社）
□Diabetes Strategy（先端医学社）
□DIABETES UPDATE（メディカルレビュー社）
□Endocrine Disrupter NEWS LETTER
　（日本内分泌撹乱化学物質学会（環境ホルモン学会））
□ENDOCRINE JOURNAL（日本内分泌学会）
□Environmental Dermatology
　（日本接触皮膚炎学会）
□Epilepsy（メディカルレビュー社）
□FACIAL NERVE RESEARCH JAPAN
　（日本顔面神経研究会）
□Fetal & Neonatal Medicine
　（メディカルレビュー社）
□Fluid Management Renaissance
　（メディカルレビュー社）
□Frontiers in Gastroenterology
　（メディカルレビュー社）
□Frontiers in Parkinson Disease
　（メディカルレビュー社）
□Frontiers in Rheumatology & Clinical 
　Immunology（メディカルレビュー社）
□G.I.Research（先端医学社）
□Geriatric Medicine（老年医学）
　（ライフ・サイエンス）
□THE GI FOREFRONT（メディカルレビュー社）
□Headache Clinical & Science
　（メディカルレビュー社）
□HIV BODY AND MIND（メディカルレビュー社）
□HIV感染症とAIDSの治療（メディカルレビュー社）
□IBD Research（先端医学社）
□INTERNATIONAL JOURNAL OF 
　STRUCTURED ASSOCIATION TECHNIQUE
　（ヘルスカウンセリング学会）
□International Review of Asthma
　（メディカルレビュー社）
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□International Review of Asthma & COPD
　（メディカルレビュー社）
□International Review of Diabetes
　（メディカルレビュー社）
□International Review of Thrombosis
　（メディカルレビュー社）
□Islet Equality（メディカルレビュー社）
□Journal of Arrhythmia（日本不整脈学会）
□Journal of Clinical and Experimental 
　Hematopathology（日本リンパ網内系学会）
□Journal of Environmental Dermatology and 
　Cutaneous Allergology
　（日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会）
□Life Style Medicine（先端医学社）
□The Liver Cancer Journal（メディカルレビュー社）
□THE LUNG perspectives（メディカルレビュー社）
□Medical Practice（文光堂）
□Nephrology Frontier（メディカルレビュー社）
□Neurosonology（日本脳神経超音波学会）
□O.li.v.e.－骨代謝と生活習慣病の連関－
　（メディカルレビュー社）
□Practice of Pain Management
　（メディカルレビュー社）
□Progress of Digestive Endoscopy
　（2000年まで）（日本消化器内視鏡学会関東支部会）
□Progress of Digestive Endoscopy
　（2001年から）（日本消化器内視鏡学会関東支部会）
□RA＆セラピー（メディカルレビュー社）
□Schizophrenia Frontier（メディカルレビュー社）
□Trends in Hematological Malignancies
　（メディカルレビュー社）
□Vascular Medicine（先端医学社）
□VTEジャーナル（メディカルレビュー社）
□アレルギー（日本アレルギー学会）
□アンチ・エイジング医学（メディカルレビュー社）
□胃がんperspective（メディカルレビュー社）
□胃病態機能研究会誌（胃病態機能研究会）
□胃分泌研究会誌（胃分泌研究会）
□インフルエンザ（メディカルレビュー社）
□応用心理学研究（日本応用心理学会）
□大阪透析研究会会誌（大阪透析研究会）
□オステオポローシス・ジャパン（ライフサイエンス出版）
□外来癌化学療法（メディカルレビュー社）
□外来小児科（日本外来小児科学会）
□家族心理学研究（日本家族心理学会）
□環境ホルモン学会研究発表会要旨集
　（日本内分泌撹乱化学物質学会（環境ホルモン学会））
□感染症道場（メディカルレビュー社）
□肝胆膵（アークメディア）
□肝胆膵治療研究会誌（肝胆膵治療研究会）
□気管支学（日本呼吸器内視鏡学会）
□血圧（先端医学社）
□血液・免疫・腫瘍（メディカルレビュー社）
□血液事業（日本血液事業学会）
□血管医学（メディカルレビュー社）
□交通心理学研究（日本交通心理学会）
□行動分析学研究（日本行動分析学会）
□高尿酸血症と痛風（メディカルレビュー社）
□交流分析研究（日本交流分析学会）
□呼吸（レスピレーションリサーチファンデーション）
□サーキュレーション・アップ・トゥ・デート（メディカ出版）
□ジェロントロジーニューホライズン
　（メディカルレビュー社）
□耳鼻咽喉科免疫アレルギー
　（日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会）
□消化器心身医学（消化器心身医学研究会）
□小児科診療（診断と治療社）
□小児科臨床（日本小児医事出版社）
□自律神経（日本自律神経学会）

□心エコー（文光堂）
□神経治療学（日本神経治療学会）
□神経内科治療（神経内科治療研究会）
□人工呼吸（日本呼吸療法医学会）
□深在性真菌症（メディカルレビュー社）
□侵襲時の体液･代謝管理
　（侵襲時の体液・代謝管理研究会）
□心身医学（日本心身医学会）
□心臓（日本心臓財団・日本循環器学会）
□心臓リハビリテーション
　（日本心臓リハビリテーション学会）
□心電図（日本心電学会）
□膵・胆道癌FRONTIER（メディカルレビュー社）
□膵臓（日本膵臓学会）
□睡眠医療（ライフ・サイエンス）
□ストレスと臨床（フジメディカル出版）
□スポーツ心理学研究（日本スポーツ心理学会）
□性格心理学研究（日本パーソナリティ心理学会）
□喘息（メディカルレビュー社）
□体液・代謝管理（体液・代謝管理研究会）
□胆道（日本胆道学会）
□胆と膵（医学図書出版）
□頭頸部自律神経（頭頸部自律神経研究会）
□糖尿病の最新治療（フジメディカル出版）
□日本SIDS・乳幼児突然死予防学会雑誌
　（日本SIDS・乳幼児突然死予防学会）
□日本アルコール関連問題学会雑誌
　（日本アルコール関連問題学会）
□日本外来臨床精神医学（日本外来臨床精神医学会）
□日本間質性膀胱炎研究会誌（日本間質性膀胱炎研究会）
□日本逆流性腎症フォーラム 記録集
　（日本逆流性腎症フォーラム）
□日本胸部臨床（克誠堂出版）
□日本呼吸器学会雑誌（日本呼吸器学会）
□日本呼吸器学会誌（日本呼吸器学会）
□日本骨代謝学会雑誌（日本骨代謝学会）
□日本消化器病学会雑誌（日本消化器病学会）
□日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌
　（日本小児栄養消化器肝臓学会）
□日本小児呼吸器疾患学会雑誌
　（日本小児呼吸器疾患学会）
□日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会誌
　（日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会）
□日本職業・環境アレルギー学会雑誌
　（日本職業・環境アレルギー学会）
□日本職業アレルギー学会雑誌
　（日本職業アレルギー学会）
□日本神経救急学会雑誌（日本神経救急学会）
□日本神経救急研究会雑誌（日本神経救急研究会）
□日本心療内科学会誌（日本心療内科学会）
□日本心療内科学会プログラム・抄録集
　（日本心療内科学会）
□日本生物学的精神医学会誌
　（日本生物学的精神医学会）
□日本創傷・オストミー・失禁ケア研究会誌
　（日本ET/WOC協会）
□日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌
　（日本創傷・オストミー・失禁管理学会）
□日本痴呆ケア学会誌（日本認知症ケア学会）
□日本糖尿病教育・看護学会誌
　（日本糖尿病教育・看護学会）
□日本内分泌学会雑誌（日本内分泌学会）
□日本内分泌学会雑誌サプリメント
　（日本間脳下垂体腫瘍学会）（日本間脳下垂体腫瘍学会）
□日本認知症ケア学会誌（日本認知症ケア学会）
□日本排尿機能学会誌（日本排尿機能学会）
□日本ハンセン病学会雑誌（日本ハンセン病学会）
□日本皮膚アレルギー学会雑誌
　（日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会）

□日本ヘリコバクター学会誌（日本ヘリコバクター学会）
□日本未熟児新生児学会雑誌（日本未熟児新生児学会）
□日本ラテックスアレルギー研究会会誌
　（日本ラテックスアレルギー研究会）
□日本臨床生理学会雑誌（日本臨床生理学会）
□日本臨床内科医会会誌（日本臨床内科医会）
□日本リンパ網内系学会会誌（日本リンパ網内系学会）
□認知症の最新医療（フジメディカル出版）
□ねむりと医療　Sleep and Clinical Practice
　（先端医学社）
□脳21（金芳堂）
□脳卒中（日本脳卒中学会）
□脳と循環（メディカルレビュー社）
□脳と精神の医学（新興医学出版社）（新興医学出版社）
□脳と精神の医学（日本生物学的精神医学会）
　（日本生物学的精神医学会）
□脳と発達（日本小児神経学会）
□パーソナリティ研究（日本パーソナリティ心理学会）
□バイオフィードバック研究
　（日本バイオフィードバック学会）
□排尿障害プラクティス（メディカルレビュー社）
□バスキュラー・ラボ（メディカ出版）
□鼻アレルギーフロンティア（メディカルレビュー社）
□皮膚アレルギーフロンティア（メディカルレビュー社）
□不整脈　Journal of Arrhythmia（日本不整脈学会）
□プラクティス（医歯薬出版）
□分子呼吸器病（先端医学社）
□分子リウマチ治療（先端医学社）
□ヘルスカウンセリング学会年報
　（ヘルスカウンセリング学会）
□夜尿症研究（日本夜尿症学会）
□遊戯療法学研究（日本遊戯療法学会）
□臨床医薬（臨床医薬研究協会）
□臨床高血圧（メディカルレビュー社）
□臨床心理学研究（日本臨床心理学会）
□臨床精神医学（アークメディア）
□臨床体液（臨床体液研究会）
□臨床とウイルス（日本臨床ウイルス学会）
□老年消化器病（医学図書出版）
□老年精神医学雑誌（ワールドプランニング）

  臨床医学：外科系

□Arthritis（メディカルレビュー社）
□THE BONE（メディカルレビュー社）
□Cardiovascular Anesthesia
　（日本心臓血管麻酔学会）
□Cardiovascular Med-Surg（メディカルレビュー社）
□Current Treatment for Hydrocephalus
　（日本水頭症治療シンポジウム）
□Frontiers in Dry Eye（メディカルレビュー社）
□Frontiers in Glaucoma（メディカルレビュー社）
□General Thoracic and Cardiovascular Surgery
　（日本胸部外科学会）
□HORMONE FRONTIER IN GYNECOLOGY
　（メディカルレビュー社）
□JaLTA（日本レーザー治療学会）
□Japanese Journal of Endourology
　（日本泌尿器内視鏡学会）
□Japanese Journal of Endourology and ESWL
　（日本Endourology・ESWL学会）
□The Japanese Journal of THORACIC AND 
　CARDIOVASCULAR SURGERY
　（日本胸部外科学会）
□JOURNAL OF CLINICAL REHABILITATION
　（医歯薬出版）
□Journal of Microwave Surgery
　（メディカルレビュー社）
□Locomotive Pain Frontier（メディカルレビュー社）

□

□

□

□

□

□



Medical Online 29

メディカルオンラインで配信している文献は、全て事前に著作権者（学会、出版社）から許諾を得ています。

■はメディカルオンラインライブラリ（施設契約）に収載されておりません

□Neurologia medico-chirurgica
　（日本脳神経外科学会）
□Neurosurgical Emergency
　（日本脳神経外科救急学会）
□Organ Biology（日本臓器保存生物医学会）
□Otology Japan（日本耳科学会）
□PAIN RESEARCH（日本疼痛学会）
□Pharmacoanesthesiology（日本麻酔・薬理学会）
□Shock（日本Shock学会）
□SKIN SURGERY（日本臨床皮膚外科学会）
□STOMA（関西STOMA研究会）
□Surgery Frontier（メディカルレビュー社）
□あたらしい眼科（メディカル葵出版）
□移植（日本移植学会）
□痛みと臨床（先端医学社）
□運動障害（日本運動障害研究会）
□神奈川整形災害外科研究会雑誌
　（神奈川整形災害外科研究会）
□関西関節鏡・膝研究会誌（関西関節鏡・膝研究会）
□癌免疫外科研究会　プログラム・抄録集
　（癌免疫外科研究会）
□緩和医療学（先端医学社）
□外科診療（診断と治療社）
□外科治療（永井書店）
□外科と代謝・栄養（日本外科代謝栄養学会）
□現代産婦人科（中国四国産科婦人科学会）
□交通医学（日本交通医学会）
□骨・関節・靭帯（アークメディア）
□骨折（日本骨折治療学会）
□骨粗鬆症治療（先端医学社）
□今日の移植（日本医学館）
□産科と婦人科（診断と治療社）
□産婦人科手術（日本産婦人科手術学会）
□産婦人科治療（永井書店）
□産婦人科の進歩（近畿産科婦人科学会）
□自殺未遂者への対応 救急外来(ER)・救急科・
　救命救急センターのスタッフのための手引き
　（日本臨床救急医学会）
□小児口腔外科（日本小児口腔外科学会）
□小児の脳神経（日本小児神経外科学会）
□腎移植・血管外科（腎移植・血管外科研究会）
□スポーツメディスン（ブックハウス・エイチディ）
□整形外科サージカルテクニック（メディカ出版）
□整形外科と災害外科（西日本整形・災害外科学会）
□大腸癌FRONTIER（メディカルレビュー社）
□中国･四国整形外科学会雑誌（中国・四国整形外科学会）
□中部外科学会総会号（中部外科学会）
□聴覚言語障害（日本聴覚言語障害学会）
□東海外科学会（東海外科学会）
□東北整形災害外科学会雑誌（東北整形災害外科学会）
□富山救急医療学会（富山救急医療学会）
□富山救急医療研究会（富山救急医療研究会）
□トレーニング・ジャーナル（ブックハウス・エイチディ）
□日本胸部外科学会雑誌（日本胸部外科学会）
□日本形成外科学会基礎学術集会抄録
　（日本形成外科学会）
□日本形成外科学会総会・学術集会抄録
　（日本形成外科学会）
□日本外科感染症学会雑誌（日本外科感染症学会）
□日本産科婦人科学会中国四国合同地方部会雑誌
　（日本産科婦人科学会中国四国合同地方部会）
□日本産科婦人科内視鏡学会雑誌
　（日本産科婦人科内視鏡学会）
□日本周産期・新生児医学会雑誌
　（日本周産期・新生児医学会）
□日本手術医学会誌（日本手術医学会）
□日本小児泌尿器科学会雑誌（日本小児泌尿器科学会）
□日本小児麻酔学会誌（日本小児麻酔学会）
□日本職業・災害医学会会誌（日本職業・災害医学会）

□日本水頭症治療シンポジウム抄録集
　（日本水頭症治療シンポジウム）
□日本生殖外科学会雑誌（日本生殖外科学会）
□日本脳神経外科救急学会プログラム･抄録集
　（日本脳神経外科救急学会）
□日本脳神経血管内手術研究会
　（日本脳神経血管内治療学会）
□日本美容外科学会誌（日本美容外科学会）
□日本ペインクリニック学会誌
　（日本ペインクリニック学会）
□日本輸血学会雑誌（日本輸血学会）
□日本輸血細胞治療学会誌（日本輸血・細胞治療学会）
□日本腰痛学会雑誌（日本腰痛学会）
□日本腰痛研究会雑誌（日本腰痛研究会）
□日本臨床救急医学会雑誌（日本臨床救急医学会）
□日本臨床スポーツ医学会誌（日本臨床スポーツ医学会）
□日本臨床バイオメカニクス学会誌
　（日本臨床バイオメカニクス学会）
□日本臨床麻酔学会誌（日本臨床麻酔学会）
□日本レーザー医学会誌（日本レーザー医学会）
□脳神経外科速報（メディカ出版）
□脳神経血管内治療（日本脳神経血管内治療学会）
□脳卒中の外科（日本脳卒中の外科学会）
□東日本整形災害外科学会雑誌
　（東日本整形災害外科学会）
□泌尿器外科（医学図書出版）
□福井県産婦人科医会学術集会抄録集
　（日本産科婦人科学会福井地方部会）
□ブレインサイエンス（厚生社）
□膀胱癌FRONTIER（メディカルレビュー社）
□北海道外科雑誌（北海道外科学会）
□北海道整形災害外科学会雑誌
　（北海道整形災害外科学会）
□麻酔（克誠堂出版）
□麻酔・集中治療とテクノロジー
　（日本麻酔・集中治療テクノロジー学会）
□慢性疼痛（日本慢性疼痛学会）
□臨床解剖研究会記録（臨床解剖研究会）
□臨床スポーツ医学（文光堂）
□臨床バイオメカニクス
　（日本臨床バイオメカニクス学会）

  医学一般

□Behaviormetrika（日本行動計量学会）
□Journal of Medical English Education
　（日本医学英語教育学会）
□KAWASAKI IGAKKAI SHI LIBERAL ARTS & 
　SCIENCE COURSE（川崎医学会）
□Medical Gases（日本医療ガス学会）
□Mumps（日本Mテクノロジー学会）
□医学教育（日本医学教育学会）
□医学図書館（日本医学図書館協会）
□医療秘書教育全協誌（医療秘書教育全国協議会）
□医療秘書実務論集（日本医療秘書実務学会）
□医療マネジメント学会雑誌
　（日本医療マネジメント学会）
□隔月刊社会保障（あけび書房）
□禁煙科学（日本禁煙科学会）
□クリニックマガジン（ドラッグマガジン）
□月刊保険診療（医学通信社）
□行動計量学（日本行動計量学会）
□ことぶき（ドラッグマガジン）
□産業ストレス研究（日本産業ストレス学会）
□信州医学雑誌（信州医学会）
□身体教育医学研究（身体教育医学研究所）
□生存科学（生存科学研究所）
□成長（成長談話会）
□東洋療法学校協会学会誌（東洋療法学校協会）

□トラウマティック・ストレス
　（日本トラウマティック・ストレス学会）
□新潟医学会雑誌（新潟医学会）
□日本Mテクノロジー学会大会論文集
　（日本Mテクノロジー学会）
□日本医療経済学会会報（日本医療経済学会）
□日本医療秘書学会学会誌（日本医療秘書学会）
□日本医療マネジメント学会雑誌
　（日本医療マネジメント学会）
□日本成長学会雑誌（日本成長学会）
□日本体育協会スポーツ医・科学研究報告
　（日本体育協会）
□日本渡航医学会誌（日本渡航医学会）
□日本保険医学会誌（日本保険医学会）
□人間工学（日本人間工学会）
□発汗学（日本発汗学会）
□病院・地域精神医学（日本病院・地域精神医学会）
□病院図書館（近畿病院図書室協議会）
□メンタルヘルスの社会学（日本精神保健社会学会）
□米子医学雑誌（米子医学会）
□予防医学（神奈川県予防医学協会）
□リンパ学（日本リンパ学会）

  公衆衛生学

□JICHAジャーナル（国際小児保健研究会）
□Journal of Occupational Health
　（日本産業衛生学会）
□Niigata journal of health and welfare
　（新潟医療福祉学会）
□岡山県母性衛生（岡山県母性衛生学会）
□香川母性衛生学会誌（香川母性衛生学会）
□健康医学（日本人間ドック学会）
□こころの健康（日本精神衛生学会）
□産業衛生学雑誌（日本産業衛生学会）
□産業衛生学雑誌別冊（日本産業衛生学会）
□小児保健研究（日本小児保健協会）
□職業リハビリテーション
　（日本職業リハビリテーション学会）
□信州公衆衛生雑誌（信州公衆衛生学会）
□生活衛生（大阪生活衛生協会）
□総合健診（日本総合健診医学会）
□東京保健科学学会誌（東京保健科学学会）
□新潟医療福祉学会誌（新潟医療福祉学会）
□日本衛生学雑誌（日本衛生学会）
□日本クリニカルパス学会誌（日本クリニカルパス学会）
□日本在宅ケア学会誌（日本在宅ケア学会）
□日本集団災害医学会誌（日本集団災害医学会）
□日本循環器病予防学会誌
　（日本循環器管理研究協議会）
□日本総合健診医学会誌（日本総合健診医学会）
□日本保健医療行動科学会年報
　（日本保健医療行動科学会）
□日本保健科学学会誌（日本保健科学学会）
□日本マス・スクリーニング学会誌
　（日本マス・スクリーニング学会）
□人間ドック（日本人間ドック学会）
□保健科学研究誌（熊本保健科学大学）
□保健つるみ（鶴見大学短期大学部保健学会）
□母性衛生（日本母性衛生学会）
□宮城県保健環境センター年報
　（宮城県保健環境センター）
□民族衛生（日本民族衛生学会）
□老年社会科学（日本老年社会科学会） 

  医療技術

□The Japanese Journal of Rehabilitation 
　Medicine（日本リハビリテーション医学会）

□

□

□

□
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□The Journal of Clinical Physical Therapy
　（臨床理学療法研究会）
□Journal of Physical Therapy Science
　（理学療法科学学会）
□Journal of Rehabilitation and Health 
　Sciences（大阪府立大学）
□Journal of the Japanese Physical Therapy 
　Association（日本理学療法士協会）
□JPTA NEWS（日本理学療法士協会）
□Laboratory and Clinical Practice
　（日本臨床検査専門医会）
□Medical Technology（医歯薬出版）
□PNFリサーチ（日本PNF学会）
□Professionalism in Physiotherapy
　（日本工学院専門学校理学療法学科）
□愛知県理学療法学会誌（愛知県理学療法学会）
□愛知県理学療法士会誌（愛知県理学療法士会）
□愛知作業療法（愛知県作業療法士会）
□青森県作業療法研究（青森県作業療法士会）
□青森県スポーツ医学研究会誌
　（青森県スポーツ医学研究会）
□秋田理学療法（秋田県理学療法士会）
□医学検査（日本臨床衛生検査技師会）
□石川県理学療法学雑誌（石川県理学療法士会）
□医道の日本（医道の日本社）
□医療と検査機器・試薬（ラボ・サービス）
□運動生理（理学療法科学学会）
□運動療法研究会抄録集（運動療法研究会）
□大阪府理学療法士会誌（大阪府理学療法士会）
□介護支援専門員（メディカルレビュー社）
□香川県理学療法士会学会誌（香川県理学療法士会）
□関西理学療法（関西理学療法学会）
□岐阜医療科学大学紀要（岐阜医療科学大学）
□岐阜医療技術短期大学紀要（岐阜医療技術短期大学）
□京臨技会誌（京都府臨床衛生技師会）
□言語聴覚研究（日本言語聴覚士協会）
□言語聴覚療法（日本言語療法士協会）
□高知県理学療法（高知県理学療法士会）
□高知リハビリテーション学院紀要
　（高知リハビリテーション学院）
□行動療法研究（日本行動療法学会）
□国立大学法人リハビリテーションコ・メディカル学術
　大会誌（2007年まで）
　（国立大学法人理学療法士協議会）
□国立大学法人リハビリテーションコ・メディカル学術
　大会誌（2008年から）
　（国立大学法人理学療法士協議会）
□コミュニケーション障害学
　（日本コミュニケーション障害学会）
□埼玉圏央リハビリテーション研究会雑誌
　（埼玉圏央リハビリテーション研究会）
□埼玉県包括的リハビリテーション研究会雑誌
　（埼玉県包括的リハビリテーション研究会）
□埼玉理学療法（埼玉県理学療法士会）
□作業行動研究（日本作業行動学会）
□作業療法（日本作業療法士協会）
□埼臨技会誌（埼玉県臨床検査技師会）
□滋賀県理学療法士会学術誌（滋賀県理学療法士会）
□静岡理学療法ジャーナル（静岡県理学療法士会）
□島根医学検査（島根県臨床検査技師会）
□障害者体力科学（障害者体力科学研究所）
□刺絡（日本刺絡学会）
□心神喪失者等医療観察制度における地域処遇推進の
　ための関係機関連携に係る試行的実践事業報告書
　（日本精神保健福祉士協会）
□精神障害者の地域移行支援（日本精神保健福祉士協会）
□精神保健福祉（日本精神保健福祉士協会）
□聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部紀要
　「リハビリテーション科学ジャーナル」（聖隷学園）

□体育・スポーツ科学研究
　（国士館大学　体育・スポーツ科学学会）
□体外循環技術（日本体外循環技術医学会）
□断層映像研究会雑誌（断層映像研究会）
□断層撮影法研究会雑誌（断層撮影法研究会）
□中部リハビリテーション雑誌
　（中部リハビリテーション専門学校同窓会「同友会」）
□超音波検査技術（日本超音波検査学会）
□聴能言語学研究（日本聴能言語学会）
□東北理学療法学
　（日本理学療法士協会 東北ブロック協議会）
□土佐リハビリテーションジャーナル
　（土佐リハビリテーションカレッジ）
□徒手的理学療法（日本徒手的理学療法研究会）
□富山県理学療法士会学術誌（富山県理学療法士会）
□長崎理学療法（長崎県理学療法士会）
□長野県作業療法士会学術誌（長野県作業療法士会）
□奈良理学療法学（奈良県理学療法士会）
□日赤検査（日本赤十字社臨床検査技師会）
□日本運動療法学会大会抄録集（日本運動療法学会）
□日本運動療法研究会抄録集（日本運動療法研究会）
□日本温泉気候物理医学会雑誌
　（日本温泉気候物理医学会）
□日本基礎理学療法学雑誌（日本基礎理学療法学会）
□日本行動療法学会大会発表論文集（日本行動療法学会）
□日本コミュニケーション障害学会学術講演会予稿集
　（日本コミュニケーション障害学会）
□日本作業療法学会抄録集（日本作業療法士協会）
□日本作業療法研究学会雑誌（日本作業療法研究学会）
□日本視能訓練士協会誌（日本視能訓練士協会）
□日本私立医科大学理学療法学会誌
　（日本私立医科大学理学療法研究会）
□日本鍼灸良導絡医学会誌（日本鍼灸良導絡医学会）
□日本摂食・嚥下リハビリテーション学会雑誌
　（日本摂食・嚥下リハビリテーション学会）
□日本物理療法学会会誌（日本物理療法学会）
□日本放射線技術学会中部部会誌
　（日本放射線技術学会中部部会）
□日本リハビリテーション医学会九州地方会誌
　（日本リハビリテーション医学会九州地方会）
□日本良導絡自律神経学会雑誌
　（日本良導絡自律神経学会）
□日本臨床検査自動化学会会誌
　（日本臨床検査自動化学会）
□脳科学とリハビリテーション
　（脳機能とリハビリテーション研究会）
□物理療法研究会会誌（物理療法研究会）
□ヘルスプロモーション理学療法研究
　（日本ヘルスプロモーション理学療法学会）
□北海道作業療法（北海道作業療法士会）
□北海道理学療法（北海道理学療法士会）
□北海道リハビリテーション学会雑誌
　（北海道リハビリテーション学会）
□みんなの理学療法（富山県理学療法士会）
□柳川リハビリテーション学院・福岡国際医療福祉学院
　紀要（柳川リハビリテーション学院・福岡国際医療福祉
　学院 紀要編集委員会）
□山形県理学療法士会会誌（山形県理学療法士会）
□山形理学療法学（山形県理学療法士会）
□理学療法（メディカルプレス）
□理学療法 進歩と展望（東京都理学療法士会）
□理学療法いばらき（茨城県理学療法士会）
□理学療法科学（理学療法科学学会）
□理学療法学（日本理学療法士協会）
□理学療法京都（京都府理学療法士会）
□理学療法群馬（群馬県理学療法士会）
□理学療法研究（青森県理学療法士会）
□理学療法研究・長野（長野県理学療法士会）
□理学療法探求（長崎大学理学療法学同門会）

□理学療法の歩み（宮城県理学療法士会）
□理学療法の医学的基礎（理学療法の医学的基礎研究会）
□理学療法兵庫（兵庫県理学療法士会）
□理学療法福井（福井県理学療法士会）
□理学療法福岡（福岡県理学療法士会）
□リハビリテーション医学
　（日本リハビリテーション医学会）
□リハビリテーション科診療
　（日本リハビリテーション医学会近畿地方会）
□リハビリテーション研究紀要
　（横浜市リハビリテーション事業団）
□リハビリテーションネットワーク研究（2006年まで）
　（日本リハビリテーションネットワーク研究会）
□リハビリテーションネットワーク研究（2007年から）
　（日本リハビリテーションネットワーク研究会）
□リハビリテーション連携科学
　（日本リハビリテーション連携科学学会）
□良質な相談支援を支える地域の仕組み作りに関する
　人材養成研修プログラム（日本精神保健福祉士協会）
□臨床理学療法研究（日本私立医科大学理学療法研究会）

  看護学

□Pure White（メディカルレビュー社）
□Quality Nursing（文光堂）
□インフェクションコントロール（メディカ出版）
□エマージェンシー・ケア（メディカ出版）
□大阪府立大学看護学部紀要（大阪府立大学）
□おはよう21（中央法規出版）
□オペナーシング（メディカ出版）
□眼科ケア（メディカ出版）
□看護（日本看護協会出版会）
□看護科学研究
　（大分県立看護科学大学看護研究交流センター）
□看護学統合研究（広島文化学園大学看護学部）
□北日本看護学会学術集会プログラム・抄録集
　（北日本看護学会）
□北日本看護学会誌（北日本看護学会）
□ケアマネジメント（環境新聞社）
□ケアマネジャー（中央法規出版）
□月刊ナーシング（学研メディカル秀潤社）
□研究所報（秋田看護福祉大学総合研究所）
□呼吸器ケア（メディカ出版）
□コミュニティケア（日本看護協会出版会）
□産業看護（メディカ出版）
□自治医科大学看護学ジャーナル
　（自治医科大学看護部）
□准看護師資格試験（医学芸術社）
□准看護婦資格試験（医学芸術社）
□消化器外科ナーシング（メディカ出版）
□スマートナース（メディカ出版）
□整形外科看護（メディカ出版）
□精神科看護（精神看護出版）
□聖隷クリストファー大学看護学部紀要（聖隷学園）
□総合ケア（医歯薬出版）
□デイケア実践研究（日本デイケア学会）
□透析ケア（メディカ出版）
□糖尿病ケア（メディカ出版）
□東邦看護学会誌（東邦看護学会）
□富山医科薬科大学看護学会誌
　（富山医科薬科大学看護学会）
□富山大学看護学会誌（富山大学看護学会）
□ナーシング・トゥデイ（日本看護協会出版会）
□ナーシングカレッジ（医学芸術社）
□ナーシングビジネス（メディカ出版）
□ナースビーンズ（メディカ出版）
□ナースビーンズスマートナース（メディカ出版）
□長野県看護大学紀要（長野県看護大学）
□日本医学看護学教育学会誌（日本医学看護学教育学会）
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□日本看護医療学会雑誌（日本看護医療学会）
□日本看護歴史学会誌（日本看護歴史学会）
□日本褥瘡学会誌（日本褥瘡学会）
□日本新生児看護学会学術集会（日本新生児看護学会）
□日本新生児看護学会誌（日本新生児看護学会）
□日本赤十字看護大学紀要（日本赤十字看護大学）
□日本赤十字豊田看護大学紀要
　（日本赤十字豊田看護大学）
□日本難病看護学会誌（日本難病看護学会）
□日本難病看護学会誌付録（日本難病看護学会）
□ネオネイタルケア（メディカ出版）
□ハートナーシング（メディカ出版）
□泌尿器ケア（メディカ出版）
□福島県立医科大学看護学部紀要
　（福島県立医科大学看護学部）
□ブレインナーシング（メディカ出版）
□プロフェッショナルがんナーシング（メディカ出版）
□ペリネイタルケア（メディカ出版）
□ホスピスケアと在宅ケア
　（日本ホスピス・在宅ケア研究会）
□山梨県立看護大学短期大学部紀要
　（山梨県立看護大学短期大学部）
□リハビリナース（メディカ出版）

  保健・体育

□チャイルドヘルス（診断と治療社）

  栄養学

□Functional Food（フジメディカル出版）
□栄養学雑誌（日本栄養改善学会）
□栄養-評価と治療（メディカルレビュー社）
□学校給食（全国学校給食協会）
□脂質栄養学（日本脂質栄養学会）
□食の学舎（全国学校給食協会）
□日本栄養・食糧学会誌（日本栄養・食糧学会）
□日本病態栄養学会誌（日本病態栄養学会）
□ニュートリションケア（メディカ出版）
□ビタミン（日本ビタミン学会）
□臨床栄養（医歯薬出版）

  歯科学

□AICHI-GAKUIN DENTAL SCIENCE
　（愛知学院大学歯学会）
□Dental Materials Journal（日本歯科理工学会）
□Dental Medicine Research（昭和大学・昭和歯学会）
□International Journal of Oral-Medical 
　Sciences（日本大学松戸歯学部口腔科学研究所）
□International Journal of Sports Dentistry
　（日本スポーツ歯科医学会）
□Journal of Oral Biosciences（歯科基礎医学会）
□Journal of Oral Tissue Engineering
　（日本再生歯科医学会）
□Journal of The Nippon Dental University
　（日本歯科大学歯学会）
□MEAW研究会雑誌（日本MEAW研究会）
□Odontology（日本歯科大学歯学会）
□Oral Medicine & Pathology
　（日本臨床口腔病理学会）
□Oral Radiology（日本歯科放射線学会）
□愛知学院大学歯学会誌（愛知学院大学歯学会）
□岩手医科大学歯学雑誌（岩手医科大学歯学会）
□神奈川歯学（神奈川歯科大学学会）
□九州歯科学会雑誌（九州歯科学会）
□矯正臨床（与五沢矯正研究会）
□近代口腔科学研究会雑誌（近代口腔科学研究会）
□口腔衛生学会雑誌（日本口腔衛生学会）

□口腔病学会雑誌（口腔病学会）
□歯界展望（医歯薬出版）
□歯科技工（医歯薬出版）
□歯科基礎医学会雑誌（歯科基礎医学会）
□歯学（日本歯科大学歯学会）
□歯科放射線（日本歯科放射線学会）
□歯科薬物療法（日本歯科薬物療法学会）
□障害者歯科（日本障害者歯科学会）
□小児歯科学雑誌（日本小児歯科学会）
□昭和歯学会雑誌（昭和大学・昭和歯学会）
□スポーツ歯学（日本スポーツ歯科医学会）
□鶴見歯学（鶴見大学歯学会）
□デンタルハイジーン（医歯薬出版）
□新潟歯学会雑誌（新潟歯学会）
□日大口腔科学（日本大学口腔科学会）
□日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学
　（日本顎咬合学会）
□日本顎変形症学会雑誌（日本顎変形症学会）
□日本矯正歯科協会学術雑誌（日本矯正歯科協会）
□日本口腔腫瘍学会誌（日本口腔腫瘍学会）
□日本口腔科学会雑誌（日本口腔科学会）
□日本再生歯科医学会誌（日本再生歯科医学会）
□日本歯科医療福祉学会雑誌（日本歯科医療福祉学会）
□日本歯科衛生学会雑誌（日本歯科衛生学会）
□日本歯科産業学会誌（日本歯科産業学会）
□日本歯科先端技術研究所学術会誌
　（日本歯科先端技術研究所）
□日本歯科保存学雑誌（日本歯科保存学会）
□日本磁気歯科学会雑誌（日本磁気歯科学会）
□日本歯周病学会会誌（日本歯周病学会）
□日本咀嚼学会雑誌（日本咀嚼学会）
□日本補綴歯科学会雑誌（日本補綴歯科学会）
□日本補綴歯科学会誌（日本補綴歯科学会）
□日本臨床矯正歯科医会雑誌（日本臨床矯正歯科医会）
□日本臨床矯正歯科医会大会（日本臨床矯正歯科医会）
□日本レーザー歯学会誌（日本レーザー歯学会）
□福岡歯科大学学会雑誌（福岡歯科大学学会）
□補綴臨床（医歯薬出版）
□松本歯学（松本歯科大学学会）
□明倫歯科保健技工学雑誌（明倫短期大学）
□明倫短期大学紀要（明倫短期大学）

  薬学

□Biological & Pharmaceutical Bulletin
　（日本薬学会）
□Chemical & Pharmaceutical Bulletin
　（日本薬学会）
□DRUG METABOLISM AND 
　PHARMACOKINETICS（日本薬物動態学会）
□DRUG METABOLISM AND 
　PHARMACOKINETICS（学会の活動）
　（日本薬物動態学会）
□DRUG topics（ドラッグマガジン）
□Japanese Journal of Pharmacology
　（日本薬理学会）
□Journal of Health Science（日本薬学会）
□Journal of Japanese Society of Hospital 
　Pharmacists（日本病院薬剤師会）
□Journal of Pharmacological Sciences
　（日本薬理学会）
□Journal of Traditional Medicines
　（和漢医薬学会）
□Natural Medicines（日本生薬学会）
□PHARM TECH JAPAN（じほう）
□Pharma Medica（メディカルレビュー社）
□YAKUGAKU ZASSHI（日本薬学会）
□医療薬学（日本医療薬学会）
□薬のサイエンス（フジメディカル出版）

□薬のチェックは命のチェック
　（医薬ビジランスセンター）
□薬の知識（ライフサイエンス出版）
□月刊薬事（じほう）
□生薬学雑誌（1993年まで）（日本生薬学会）
□生薬学雑誌（2006年から）（日本生薬学会）
□調剤と情報（じほう）
□ドラッグマガジン（ドラッグマガジン）
□日本医療薬学会会報（日本医療薬学会）
□日本医療薬学会年会講演要旨集（日本医療薬学会）
□日本循環薬理学会抄録集（日本循環薬理学会）
□日本病院薬剤師会雑誌（日本病院薬剤師会）
□日本薬理学雑誌（日本薬理学会）
□日本薬理学会部会（日本薬理学雑誌）（日本薬理学会）
□病院薬学（日本病院薬学会）
□薬学図書館（日本薬学図書館協議会）
□薬剤学（日本薬剤学会）
□薬史学雑誌（日本薬史学会）
□薬物動態（日本薬物動態学会）
□薬理と治療（ライフサイエンス出版）
□薬局（南山堂）
□和漢医薬学雑誌（和漢医薬学会）

  自然科学ほか

□Alternatives to Animal Testing and 
　Experimentation（日本動物実験代替法学会）
□Animal Behaviour and Management
　（日本家畜管理学会・応用動物行動学会）
■FRAGRANCE JOURNAL
　（フレグランスジャーナル社）
□Japanese Journal of Deuterium Science
　（日本重水素科学研究会）
□The Japanese Journal of Veterinary 
　Research（北海道大学大学院獣医学研究科）
□Journal of Oleo Science（日本油化学会）
□Journal of Pesticide Science（日本農薬学会）
□Journal of Plant Research（日本植物学会）
□牛臨床寄生虫研究会誌（牛臨床寄生虫研究会）
□オンライン検索（日本端末研究会・東京）
□環境と健康（体質研究会）
□産業動物臨床医学雑誌
　（日本家畜臨床学会・大動物臨床研究会）
□獣医生化学（獣医生化学会）
□獣医東洋医学会誌（獣医東洋医学会）
□動物遺伝育種研究（日本動物遺伝育種学会）
□動物遺伝研究会誌（動物遺伝研究会）
□日本家畜臨床学会誌（日本家畜臨床学会）
□日本花粉学会会誌（日本花粉学会）
□日本伝統獣医学会誌（日本伝統獣医学会）
□日本野生動物医学会誌（日本野生動物医学会）
□日本油化学会誌（日本油化学会）
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□
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