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ホーム 文献 電子書籍 くすり プロダクト 医学書販売

メディカルオンラインとは メディカルオンライン概要

メディカルオンラインは、国内で発行された医学関連ジャーナルおよび電子書籍の配信を
基軸とし、各種医療情報を提供するWebサイトです。

国内発行の医学関連文献PDF配信

配信ジャーナル数：1,544ジャーナル　配信文献数：368万文献

詳しくはp.06-17をご参照ください。

国内発行の医学関連書籍の配信

配信書籍数：6,500冊

詳しくはp.18-19をご参照ください。

国内で流通している医療用医薬品（薬価未収載薬含む）、一般薬の添付

文書を配信　添付文書記載の主要文献はメディカルオンライン文献PDF

およびPubMedにリンク　詳しくはp.20-21をご参照ください。

国内の医療機器、関連製品の仕様・スペック等配信

登録機器/製品数：100,000点　掲載企業：675社

詳しくはp.22-23をご参照ください。

個人向け国内医学関連書籍/電子書籍販売

販売医学書籍数：13.1万冊　電子書籍数：7,760冊

詳しくはp.24-27をご参照ください。

電子書籍

くすり

プロダクト

医学書販売

文献

メディカルオンライン相関図

医学書販売医学書販売
個人向け医学
書籍/電子書籍

販売

施設向け
電子書籍配信

文　献文　献
医学関連文献
PDF配信
医学関連文献
PDF配信

医療機器/関連
仕様スペック等

配信

医療機器/関連
仕様スペック等

配信

プロダクトプロダクト くすりくすり

海外事業者との業務提携
CCC（Copyright Clearance Center）と提携

ReprintsDeskと提携

Medical*Online-E
海外向けメディカルオンライン

2021年4月現在

電子書籍

文献、図表の権利許諾代行各種利用目的に応じたインターフェイスをご用意

※詳しくはp.30-31をご参照ください

添付文書情報配信

▲

English Site

著作権許諾サービス
文献、図表等の権利許諾代行

・ReprintsDesk 

・Copyright Clearance Center

◆ 著作権許諾サービス　 https://mp.medicalonline.jp/

◆ Medical*Online-E　 https://mol.medicalonline.jp/en/

◆ 海外事業者との業務提携

・CCC（Copyright Clearance Center）
　CCCとの業務提携により、メディカルオンラインの文献が、CCCの権利許諾サービス(Copyright.com)
　および、CCCの子会社であるRightsDirect社が提供するRightFindのデータベースに加わりました。

・ReprintsDesk
　ReprintsDesk社との業務提携により、メディカルオンラインの文献が、同社のドキュメント（文献等）
　デリバリーサービスのデータベースに加わりました。

 日本国内発行の医学関連文献PDF を海外利用者向けに配信 【日本国内のお客様はご契約いただけません】

 　英語での検索が可能

 　PDF を英語・中国語（繁体字/簡体字）・韓国語に翻訳する機能を搭載
・ Annual subscription

 　海外の法人向け年間購読プラン
・ Shopping Cart（for non-subscribers）

 　文献単位で購入可能
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メディカルオンラインの“文献”で配信しているジャーナル（文献）情報メディカルオンラインのホーム画面にあるコンテンツを紹介します。

● 配信ジャーナル数は、随時増加しており、年間約50誌が新規配信されています。

● ご利用プランには、従量課金方式（基本料金プラン/従量制プラン）と、
　 定額方式（フリーアクセスプラン/パッケージプラン）の2つの方式があり、
　 配信ジャーナルは方式毎に異なりますのであらかじめご了承ください

　◆くすり新着情報
　　“くすり”サイトに新規掲載された医療用薬の薬価収載情報（直近数ヶ月）を紹介

　◆プロダクト新着情報
　　“プロダクト”サイトに新規掲載された企業/製品情報を紹介

　◆ニュースプレスリリース
　　“プロダクト”サイトに新規掲載された企業のニュースプレスリリースを紹介

・学会誌

配信ジャーナル バックナンバーページ例（6誌）

・出版社

配信ジャーナル数雑誌種別

学会/研究会誌

出版社

合計

1,148ジャーナル

396ジャーナル

1,544ジャーナル

891学会・研究会

86出版社

977団体

契約学会・研究会/出版社数

新着情報/ニュース/お知らせコンテンツ

・日本消化器病学会 ・日本眼科学会 ・日本リハビリテーション医学会

・日本臨牀社 ・日本看護協会出版会 ・医歯薬出版

【雑誌名】
　日本消化器病学会雑誌

【雑誌名】
　日本眼科学会雑誌

【雑誌名】
　The Japanese Journal of
　Rehabilitation Medicine

【雑誌名】
　Medical Technology

【雑誌名】
　日本臨牀

【雑誌名】
　看護

今週の
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/コラム

国内の医療関連の裁判判例を、医療現場に役立つ視点で

紹介・解説しています。コラムでは、医療現場・病院経営

などにおいて弁護士に相談したくなるような法律に関する

疑問にQ＆A方式で解説しています。それぞれに関連する

メディカルオンラインの文献もご紹介しています。

よく利用されている文献の中から、アブストラクトを

無料で紹介します。

月：内科　火：看護　水：外科　木：医療技術　金：くすり

海外主要ジャーナルから「循環器」「癌」「生活習慣病」

「救急医療」「整形外科・理学療法」「看護・母子医学」

分野における重要な論文をピックアップし、該当論文の

日本語レビューを掲載します。

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、

日本国内に関連する情報を日本語で掲載します。

2021年4月現在
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文献

検索方法　分類（タイトル、分野、発行元）による検索

検索方法　キーワード検索

プラン毎にご提供する内容が異なりますの
で、はじめにログインをお願いします。
IPアドレス認証の場合は自動的にログイン
されます。

はじめにログインしてください

「文献」は医学・医療に関連した国内発行の学会誌・学術専門誌を統合し配信しています。

検索結果画面

検索方法　オプション検索

検索対象を絞り込み、条件を複数設定することにより効率的な検索が行えます。

検索語：
日本医事新報（雑誌名）
不整脈（タイトル）
心電図（すべて）
から15件ヒットしました

オプション検索画面 検索結果画面

その他の機能

● 検索結果　絞込み機能

● 検索キーワードから関連情報へのリンク

全文FAX送信

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」
を選択できます。

◆検索結果　絞込み機能
キーワード検索結果画面左側
に、関連キーワード絞込み機
能および、年代別、雑誌別、文
献種類別に絞込み（クラスタ
リング）結果を表示します。
“もっと見る”をクリックする
と全ての絞込み結果が表示さ
れます。

◆検索キーワードからの各種
リンク
キーワード検索結果画面下部
に文献検索で入力されたキー
ワードに関連する“くすり”の
情報、“プロダクト”の情報、
“書籍（販売）”の情報を表示
し、各情報ページへリンクして
います。

　
■タイトルで探す
　ジャーナルのタイトル（あいうえお順）

　注意：タイトルでの検索は完全一致となります【例：日本臨床 ×　日本臨牀 〇】

■分野で探す
　14の分野「医学総合」「基礎医学・関連科学」「臨床医学：一般」「臨床医学：内科系」「臨床医学：外科系」等

■配信学会・出版社で探す
　各ジャーナルの発行元学会・出版社名（あいうえお順）

キーワードで検索を行います。
検索対象「雑誌名」「著者名」「所属」「文献タイトル」「アブスト
ラクト」「論文のキーワード」です。

全文ダウンロード（文献PDF）アブストラクト

広告枠
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機能紹介（一部）

　新着文献アラート機能

　検索条件の保存

　くすり、プロダクト掲載ページ

　のお気に入り機能

　製品/製剤比較一覧の保存閲覧

ID / パスワード
ログイン

「文献」プランについて

◆ アラート機能

◆ 保存済み検索条件

◆ 閲覧履歴

◆ 保存済みの比較条件

MYページの登録

MYページとは
定額方式　法人会員のみ

従量課金方式　法人会員 / 個人会員
MYページ機能について

従量制プラン（個人会員のみ）

くすり・プロダクト利用プラン（個人会員のみ）

MYページ

ご自身が必要とされる分野の利用条件等を登録・カスタマイズできる専用ページです。
新着のアラートメールや検索条件の保存、閲覧履歴の確認が可能となります。

③MYページ機能で
有効活用

①メディカルオンラインに
アクセス

②MYページ
新規登録

メニュー一覧 機能一例

フリーアクセスプラン

大学、病院、診療所、専門学校等の施設全体でご利用いただく法人

向けプランです。年間定額で使い放題です。

利用人数と利用頻度（ダウンロード数）が多い場合におすすめです。

パッケージプラン

大学、病院、診療所、専門学校、研究機関、企業等の施設全体でご利

用いただく法人向けプランです。

文献ダウンロード数毎に設定されたプランを購入頂きます。ご利用

期間は1年間です。

利用頻度（ダウンロード数）、予算にあわせて選択できるプランです。

詳しくはp.10～11▶

詳しくはp.12～13▶

法人会員 ⇒ 基本料金プラン

個人会員 ⇒ 基本料金プラン/従量制プラン/
くすり・プロダクト利用プラン（文献対象外）

個人でご利用いただくプランです。

利用頻度にあわせて適したプランを選べます。

医局、部署単位でご利用いただく法人向けプランです。

ID数別の月額基本料金をお支払い頂きます。

アブストラクトが見放題で、文献をダウンロードする際に、別途、

文献利用料金がかかります。最大100IDまで発行可能で発行数毎に

基本料金が定められています。ID発行数に応じたプランを選定できる

ため、小規模法人向けにおすすめです。

月額基本料金がかかります。アブストラクトは見放題です。文献ダウンロードを利用すると、別途、
文献利用料金がかかります。
毎月アブストラクトを継続的に利用する方におすすめです。

月額基本料金はかかりませんが、アブストラクト閲覧は￥110/件（税込）となります。文献をダウンロード
する際に、別途、文献利用料金がかかります。
アブストラクトの利用が少ない方におすすめです。

利用料金はかかりませんが、文献の機能はご利用頂けません。くすり・プロダクトデータベースのみ
利用したい方におすすめです。

基本料金プラン（法人会員 / 個人会員）

① キーワード検索語句/条件を保存

② 保存した検索語句は後日再検索

が可能

③ 検索語句をアラート用キーワード

に登録できます

① アラート用のキーワードを登録

② キーワードにヒットした新着文献

をメールでお知らせします

① くすり、プロダクトで表示した製剤

/製品の比較表を保存できます

② 保存した比較表を後日閲覧する

事が可能です

① 文献、電子書籍のダウンロード/

閲覧履歴の最新100件を保存

② 閲覧履歴から該当文献の閲覧、

該当電子書籍の閲覧が可能です
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「文献」プランのご案内（法人向け定額制プラン）

注1）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2）大学／短大向けFTEが800名未満の場合は別途ご相談ください。
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。

¥3,025,000

価格（税込）FTE

¥3,630,000

10,000名 以上 ¥6,050,000～

¥2,420,000

7,000～9,999名

3,000名未満

ご利用対象

アブストラクト閲覧

文献PDFダウンロード

文献FAX送信

文献利用上限数

くすり・プロダクト

契約期間

申し込み方法

大学、病院、診療所、専門学
校

利用可

利用可

利用可

なし

利用可

1年間

販売代理店経由

3,000～6,999名

大学/短期大学/専門職大学（図書館）

¥990,000
¥726,000

認証方式
ID/パスワード認証
IPアドレス認証

病院・診療所等

※1  企業以外は、利用対象が大学/病院/診療所/専門学校となります。

¥4,950,000

¥3,850,000

¥3,025,000

¥1,980,000

¥1,320,000

¥990,000

¥660,000

¥528,000

¥396,000

¥264,000

¥132,000

利用可能文献数

別途お見積もり

9,000

6,300

4,500

2,700

1,600

1,150

760

600

430

280

130

9,001 以上 別途お見積もり

¥6,050,000

¥4,400,000

¥3,300,000

¥2,090,000

¥1,320,000

¥990,000

¥660,000

¥528,000

¥396,000

¥264,000

¥132,000

以上

9,000

9,001

6,300

4,500

2,700

1,600

1,150

760

600

430

280

130

利用可能文献数 価格（税込）

企業以外　※1 企業

パッケージプランフリーアクセスプラン

価格（税込）

¥990,000
¥770,000

認証方式
ID/パスワード認証
IPアドレス認証

専門学校
価格（税込）

フリーアクセスプラン 価格表

パッケージプラン 価格表

ご利用対象

アブストラクト閲覧

文献PDFダウンロード

文献FAX送信

文献利用上限数

くすり・プロダクト

契約期間

申し込み方法

大学、病院、診療所、専門学
校、研究機関、企業、その他

利用可

利用可

利用可

あり

利用可

1年間

販売代理店経由

■メディカルオンラインの制作元/お問い合わせ先
　株式会社メテオ（営業部）  ☎03-5577-5877　E-Mail：info@medicalonline.jp　URL：https://www.medicalonline.jp

価格（税込）

契約内容

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

販売代理店経由

　メディカルオンラインホームページに掲載されている販売代理店にご連絡ください。

IPアドレス認証またはID/パスワード認証（最大100ID同時発行可）

＜IPアドレス認証＞

　固定のIPアドレスをお知らせいただきます。

　お客様のサーバと弊社サーバで自動認証を行いますので、ID等の入力は必要ありません。

　変動IPアドレス、他機関との共通IPアドレスでは利用できません。

＜ID/パスワード認証＞

　ID/パスワードを入力してログインします。1契約につき100IDまで発行可能です。

　新規IDの発行、管理等は管理者画面にて行えます。

可

制限なし

管理者画面から取得

なし

電子媒体は不可（印刷した文献については可能）

あり

フリーアクセス/パッケージプランでは一部の雑誌は閲覧できません。

また、ログイン中は検索結果にも表示されません。

該当の雑誌は従量制プラン（p.12-13）でのみ閲覧可能です。

無料トライアルがご利用できます。

メテオまたはメディカルオンラインホームページに掲載されている販売代理店まで

お問い合わせ・お申込みください。

当サイトでは以下のブラウザでのご利用を推奨いたします。

Microsoft Edge（Chromiumベース）　Mozilla・Firefox

Google Chrome　Safari　それぞれ最新版

契約期間満了時、利用可能な文献数が残っている場合は契約更新時に繰り越す事ができます。

＜繰り越し条件＞

引き続きパッケージプランをご契約いただく場合に限ります。

繰り越しの上限は現在契約中の文献数となります。

（例）現在130文献のプランを契約中の場合、次回更新時に最大130文献まで繰り越せます。

特定ジャーナルの大量ダウンロード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（法人会員規約第9条）。大量ダウンロード発生時、ご利用を一時停止させて頂く場合が

ございますので、予めご了承ください。

●サイト

●契約期間

●申込み方法

●認証方式

●学術認証

●同時アクセス

●利用統計

●冊子購読条件

●相互貸借（ILL）

●対象外雑誌

●トライアル

●推奨ブラウザ

●パッケージの

　繰り越し(パッ

　ケージプラン

　のみ）

●禁止事項
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文献利用料金（税込）基本料金一覧表（税込）

「文献」プランのご案内（法人向け従量制プラン）

お申込み手順

法人向け基本料金 価格表

プラン概要

メディカルオンライン トップページ

法人会員登録のご案内

お申込み手順

※文献利用料金は文献ごとに価格が異なります。各価格は購入前にご確認いただけます。

¥31,350

基本料金年間一括料金

¥37,620

¥43,890

¥25,080

¥2,750

基本料金（基本月額）ID発行数

¥3,300

¥3,850

¥56,430¥4,950

¥2,200

21～50

51～100

11～20

1～5

6～10

「文献」プランのご案内（個人向け従量制プラン）

プラン概要

法人会員　基本料金プラン

ご利用対象

アブストラクト閲覧

文献PDFダウンロード

文献FAX送信

くすり・プロダクト

契約期間

締日

お支払い方法

利用統計

申込み方法

大学、病院、診療所、専門学校、研究機関、企業、その他 

利用可 

利用可 

利用可 

利用可 

毎月末日締め 

請求書発行によるお振込み　または口座自動引き落とし 

電子データはなし　請求書送付時に利用内訳を同封いたします 

下記お申し込み手順をご覧ください 

１ヶ月　※解約のご連絡を頂くまで
　　　　　自動更新となります

１年間　※契約期間終了前に
　　　　　更新確認書をお送りします

文献PDFダウンロード

または

文献FAX送信

1文献￥660～

基本料金（月額払い） 基本料金（年一括払い）

必要事項の入力

申込書PDF出力

捺印、申込書郵送

登録完了後、メールでご連絡

メディカルオンライン トップページ

個人会員登録のご案内

必要事項の入力

仮登録メール受信

最終登録

登録完了メール受信

※クレジットカードはVISA、Master、JCBのみご利用いただけます。

※文献利用料金は文献ごとに価格が異なります。各価格は購入前にご確認いただけます。

※領収書は発行しておりません。

基本料金プラン（税込）

月額基本料金
　+　

文献利用料金

基本料金

全文PDF/
FAX

くすり・
プロダクト 

締日

お支払い方法

ご利用料金

無料

1文献￥660～

閲覧無料

毎月末日締め

クレジットカード

月額￥1,100

アブストラクト
閲覧

くすり・プロダクト利用プラン

なし

利用不可

利用不可

閲覧無料

なし

なし

なし

基本料金

全文PDF/
FAX

くすり・
プロダクト 

お支払い方法

ご利用料金

アブストラクト
閲覧

締日

従量制プラン（税込）

基本料金

全文PDF/
FAX

くすり・
プロダクト 

お支払い方法

ご利用料金

アブストラクト
閲覧

締日

なし

１件￥110

1文献￥660～

閲覧無料

毎月末日締め

クレジットカード

文献利用料金

■メディカルオンラインの制作元/お問い合わせ先
　株式会社メテオ（営業部）  ☎03-5577-5877　E-Mail：info@medicalonline.jp　URL：https://www.medicalonline.jp
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各種検索サービスとのリンク

文献の検索結果画面に関連する電子書籍へリンク

※電子書籍はイーブックスライブラリーで
　配信される雑誌増刊号・別冊が対象です

ホームでの検索は各種情報から検索し各情報へリンク

製品詳細ページにある関連文献リストから文献にリンク

添付文書記載の文献リストから文献にリンク

PubMedリンク

文献検索サイト・ディスカバリーサービス/リンクリゾルバ

Acta Anatomica Nipponica（解剖学雑誌）
Advances In Obstetrics And Gynecology（産婦人科の進歩）
AICHI-GAKUIN DENTAL SCIENCE
（AICHI-GAKUIN DENTAL SCIENCE）
Biological & Pharmaceutical Bulletin
（Biological & Pharmaceutical Bulletin）
Bioscience and Microflora（Bioscience and Microflora）
Bioscience of Microbiota, Food and Health
（Bioscience of Microbiota, Food and Health）
The Bulletin of kanagawa Dental College
（The Bulletin of kanagawa Dental College）
Chemical & Pharmaceutical Bulletin
（Chemical & Pharmaceutical Bulletin）
Dental Materials Journal（Dental Materials Journal）
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）
Food Hygiene and Safety Science
（Shokuhin Eiseigaku Zasshi）（食品衛生学雑誌）
FUKUOKA ACTA MEDICA（福岡医学雑誌）
Genes & Genetic Systems（Genes & Genetic Systems）
IRYO
（Japanese Journal of National Medical Services）（医療）
The Japanese Journal for History of Pharmacy（薬史学雑誌）
Japanese Journal of Allergology（アレルギー）
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）
The Japanese Journal of nuclear medicine（核医学）
Japanese Journal of Oral Biology（歯科基礎医学会雑誌）
The Japanese Journal of Pediatric Dentistry（小児歯科学雑誌）
Japanese Journal of Pharmacology
（Japanese Journal of Pharmacology）
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY
（JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY）
The Japanese Journal of THORACIC AND 
CARDIOVASCULAR SURGERY（The Japanese Journal of 
THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY）
The Japanese Journal of Thoracic and Cardiovascular 
Surgery（日本胸部外科学会雑誌）
The Japanese Journal of Veterinary Research
（The Japanese Journal of Veterinary Research）
Jikeikai Medical Journal（Jikeikai Medical Journal）
Journal of Clinical and Experimental Hematopathology
（Journal of Clinical and Experimental Hematopathology）
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）
Journal of Japanese Ophthalmological Society
（日本眼科学会雑誌）

●
●
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
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●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●

●

The JOURNAL OF JAPANESE RESPIRATORY SOCIETY
（日本呼吸器学会雑誌）
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 Medical and Dental Sciences
（Journal of Medical and Dental Sciences）
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 Physical Therapy Science
（Journal of Physical Therapy Science）
The Journal of Physiological Sciences
（The Journal of Physiological Sciences）
Journal of Plant Research（Journal of Plant Research）
JOURNAL OF RADIATION RESEARCH
（JOURNAL OF RADIATION RESEARCH）
Journal of Rural Medicine（Journal of Rural Medicine）
The Journal of Showa University Dental Society（昭和歯学会雑誌）
Journal of the Japanese Physical Therapy Association
（Journal of the Japanese Physical Therapy Association）
Journal of the Japanese Society of Periodontology
（日本歯周病学会会誌）
Journal of the Juzen Medical Society（金沢大学十全医学会雑誌）
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）
The Journal of the Stomatological Society, Japan（口腔病学会雑誌
The Journal of Tokyo Medical University（東京医科大学雑誌）
Journal of Toxicologic Pathology（Journal of Toxicologic Pathology）
Journal of UOEH（JOURNAL OF UOEH）
Kanagawa Shigaku（神奈川歯学）
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）
The OFFICIAL JOURNAL OF JAPANESE SOCIETY OF LABORATORY 
MEDICINE（臨床病理）
SANGYO EISEIGAKU ZASSHI（産業衛生学雑誌）
Shigaku（歯学）
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）

PubMedリンクタイトル

◆PubMedリンク　メディカルオンラインの各種サイトにある参考文献/関連文献リストからPubMedへリンク　

◆メディカルオンライン　サイト内での相互リンク

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

最新情報・特集

ホーム

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

図書館OPAC

◆文献検索サイト ◆ディスカバリーサービス/リンクリゾルバ

Primo

SFX

Summon 

360Link

EBSCO Discovery

Service

Full Text Finder

くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

添付文書記載の文献リスト

書籍の参考文献リスト

PubMed

医中誌Web

JDreamⅢ

最新看護索引Web

文献とリンク

文献とリンク

電子書籍とリンク

文献とリンク

文献とリンク

電子書籍とリンク Ovid Discovery
Ovid Discovery Link Resolver
※現在リンク準備中

PubMedでの検索結果から下記のリンクタイトルのFull Textが入手できます
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検索サービスからのリンク

JDreamⅢ

医中誌Web

IP認証（IPアドレス接続）

IP認証（IPアドレス接続）

ディスカバリーサービス/リンクリゾルバとの接続

ディスカバリーサービス

Primoでキーワードを入力して文献PDFを入手

例：医中誌Webの検索結果から
SFXを経由して文献PDFを入手

例：医中誌Webの検索結果から
Full Text Finderを経由して文献PDFを入手

EBSCO Discovery Serviceでキーワードを入力
して文献PDFを入手

文献PDF

文献PDF
文献PDF

　文献PDF

文献PDF文献PDF

※ウォルターズ・クルワー Ovid社の製品は現在リンク準備中です

▶▶PDFダウンロード

リンクリゾルバ

右記の各社製品と対応しています

右記の各社製品と対応しています
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電子書籍（オプションサービス）

メディカルオンライン イーブックス ライブラリーは
医学・医療に関連した約6,500冊の電子書籍を提供しています

イーブックスライブラリーの詳細

● MARCレコード（NACSIS-CATP、MARC21、MARC21XML）もご提供いたします。

● ディスカバリーサービス、リンクリゾルバ経由でもお使いいただけます。

＊設定などサービス内容につきましては、各ベンダーにお問い合わせください。

＊ウォルターズ・クルワー  Ovid社の製品は現在リンク準備中です。

メディカルオンライン　イーブックスライブラ
リーは医学・医療に関連した書籍を、同時アク
セス無制限で閲覧できる年間購読制プランを
メインに配信しています。
※一部対象外の出版社がございます

◆特徴①
・キーワードで検索した場合、書誌情報だけ
でなく、索引も検索対象になります。そのた
めキーワードがヒットした章を特定しやすい
ようにハイライト表示されます。

◆特徴②
・各書籍には参考文献リストが表示されます。
文献によってはPubMedやメディカルオンラ
インやDOIなどへとリンクしております。

参考文献

機能紹介

書籍閲覧画面

ご利用プラン/年間購読制プラン （メディカルオンラインのご契約が別途必要です）

目次・ブックマークページの一覧を開く

サムネイルの一覧を表示

開いている書籍内のキーワード検索

表示しているページの印刷

1ページ表示/見開き表示の切り替え

フルスクリーン表示の切り替え

開いているページをブックマーク ※1

メモの書き込み ※1

印刷用データ生成 ※2

契約期間： 1年間
　同時アクセス数無制限の電子書籍〈5,000冊（2021年4月現在）～随時増加中〉を1年間ご利用可能なプラン。
  （閲覧方法はストリーミングのみ）

同時アクセス数1・3・無制限の買い切り制書籍をご購入いただくプラン。
（閲覧方法は、ストリーミング）

　※管理者画面で各書籍の価格を確認し、選書・発注していただきます。
　　ご依頼いただけば、Excelの一覧表をご提供することも可能です。

　※メディカルオンラインを解約された場合、￥26,400/年（税込）のシステム管理料をお支払いいただくことで、
　　継続的に電子書籍の閲覧が可能です。

ご利用プラン/買い切り制プラン （メディカルオンラインのご契約が別途必要です）

※1 ブックマークとメモはMYページに登録し、ロ
グインした状態で利用できます。
ブックマーク・メモはクラウド上で保存され、
別の端末でも共有できます。

※2 印刷用データは1回当たり10ページまで生成
可能です。

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）
上表に記載のない機関につきましてはお問い合わせください。

大学　FTE　800名未満

栄養・介護・福祉　その他

看護・リハビリ・医療技術

病院

IP認証、ID/パスワード認証

専門学校

IP認証、ID/パスワード認証

大学　FTE

3,000名未満

3,000～6,999名

7,000～9,999名

10,000名以上

価格（税込）

¥561,000

¥654,500

価格（税込）

¥247,500

価格（税込）

¥330,000

価格（税込）

¥748,000

¥841,500

¥935,000

¥1,122,000～

ディスカバリーサービス・リンクリゾルバ・OPACへの対応

＊管理者画面より取得できます。　管理者画面 ⇒ 電子書籍の管理メニュー ⇒ アカウント情報
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ホーム 文献 電子書籍 プロダクト 医学書販売くすりくすり
医薬品検索医薬品検索

◆ご利用対象者
メディカルオンライン法人・個人会員

◆ご利用料金
無料

◆配信概要
医療用薬/一般薬の添付文書データ
ベース

◆特徴①　
添付文書に記載された文献に対し、メ
ディカルオンライン、PubMedに収録
されている場合は、リンク設定されて
います。

◆特徴②
添付文書の項目ごとの比較表が作成で
きます。

◆更新について
添付文書、写真は月1回の更新です。
※更新と最新情報に時間差がある場合
があります。

くすり（医療用薬・一般薬データベース）

検索方法1　分類（薬効・疾患・製薬会社）による検索

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提供します。

くすり詳細画面

「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。

POINT!!

一般名や薬価・薬効分類等の概要情報以外に
も、剤型やパッケージの写真も掲載していま
す。

POINT!!

検索結果左列にある「添付文書比較」欄に
チェック（　）した複数のくすりを比較できま
す。
効能・効果、副作用、薬効、薬理、薬価や添加物
の違いなど、添付文書記載の項目ごとに、一覧
表として比較できます。

POINT!!
MYページに登録、ログインすると以下の機能
が利用できます。
・比較条件の保存　・検索条件の保存
・検索結果の印刷　・検索結果のCSV出力

※MYページについてはp.8をご覧ください

添付文書（項目ごと）比較表

検索方法2　キーワード検索

●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）

POINT!!

添付文書に記載された文献リストからのリンク

　⇒ メディカルオンライン収録論文へリンク

　⇒ PubMedの当該論文ページへリンク
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プロダクト（医療機器/材料/関連製品・研究資機材データべース）

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提供します。

プロダクト製品紹介ページ

“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。

POINT!!
MYページに登録、ログインすると以下の機能が利用
できます。
・比較条件の保存　・検索条件の保存
・検索結果の印刷　・検索結果のCSV出力

※MYページについてはp.8をご覧ください

● 用途で探す ⇒ 画像診断、検査測定、治療・処置、研究・実験、教育、什器・備品、衣料品等

● 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、リハビリ等

● 企業で探す ⇒ 企業名（あいうえお順）

◆製品分類（用途・診療科目・企業名）による検索

◆キーワード検索

◆ご利用対象者
メディカルオンライン法人・個人会員

◆ご利用料金
無料

◆配信概要
製品カタログを元にしたデータベース

◆特徴①　
機能説明、仕様はもとより、バリエー
ション、シリーズ、関連製品まで総合
的に情報を提供します。

◆特徴②
製品情報の比較表が作成できます。

◆特徴③
製品に関連する文献とリンク

POINT!!
製品に関連する文献をメディカルオンラインか
ら抜粋し、文献PDFへリンク設定されています。
またニュース/プレスリリース記事一覧へリンク
されており、該当記事を閲覧できます。

エピソード

製品比較表

検索方法

◆「プロダクト」掲載製品の開発秘話や
　ユーザーの使用体験など特集記事を公開しています。

◆メーカーへのお問合せフォームを
　設置しています。

◆掲載をご希望の医療関連企業様！

貴社製品をメディカルオンライン「プロダクト」
へ無料で掲載します。ご提供頂きたい資料は、
製品カタログ（可能ならば電子データ）です。

≪お問合せ≫
　株式会社メテオ（営業部）
 E-mail : info@medicalonline.jp
 TEL     : 03-5577-5877 
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メディカルブックセンター（医学書籍販売）

書店店頭や他のWEBサイトで入手しにくい雑誌・書籍も豊富に取り扱っています。

サイトのTOPページとは別に「書籍」「雑誌」「電子書籍」の各ポータルサイトを設けました。
新着情報やおすすめ情報をポータルページごとに掲載し、「書籍」「雑誌」「電子書籍」それぞれの
情報をより詳しくお届けします。

商品検索時に同義語・類義語を合わせて検索いたします。「がん」の一語で「癌」「腫瘍」「CANCER」等の単語も
同時に検索されるため、英語の表記や表記のブレを気にせずに検索することができます。

同義語・類義語検索機能を実装

ブラウザ上で閲覧する方法です。
MYページ内の「My本棚」から電子書籍を閲覧することができます。

bookendアプリにダウンロードして閲覧する方法です。
アプリにダウンロードした後は、オフラインでもご利用いただけます。

検索結果に対応した
絞り込み内容を表示

“more”を押すと　
更に情報を展開

検索結果の絞り込み

ストリーミング閲覧

ダウンロード閲覧

商品区分ごとに特化したページをご用意

検索機能の充実

2種類の電子書籍閲覧方法をご提供

紙媒体と電子媒体を同時に検索できます。既に絶版の本でも電子版を見つけることができたり、
紙と電子の価格差が一目で確認できたりと、利用の幅が大きく広がります。
また、電子書籍で販売している商品は「立ち読み（サンプルを見る）」で内容を確認いただけます。
※電子書籍のご購入には、会員登録が必要です。

紙の書籍と電子書籍をあわせて検索
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ご利用にあたって

雑誌アラートのON/OFF

現在までのご注文の状況を確認することができます。

商品ページ、検索画面で表示される「お気に入り」ボタンにチェックを入れた商品が表示されます。

購入を悩んでいる書籍、一旦保留にしたい商品がある際などに活用いただけます。

配送先管理では、会員登録した住所とは別に、よく利用するお届け先を登録・編集できます。

配送先は最大5件までご登録いただけます。

登録した雑誌が新しくメディカルブックセンターに掲載された際に、メールでお知らせします。

雑誌一覧画面やご注文後の画面、書籍の詳細画面等のベルアイコンをクリックすることで、アラートの登録・解除

を行うことができます。MYページの「雑誌アラート」メニューでは、現在アラート登録されている雑誌の一覧と、

それらの最新号、最新の増刊号を確認することができます。

購入履歴

配送先管理

雑誌アラート

お気に入り

●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。
　お支払い方法は、一括払いのみとさせていただきます。
　なお、海外への発送は「クレジットカード決済」のみご利用いただけます。

●GMO後払い
（株）GMOペイメントサービスが運営する「後払いサービス」をご利用できるお支払方法です。
　商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で お支払いいただけます。
　請求書は、商品に同封されます。
　ご利用限度額は他社でのご利用も併せた累計で55,000円（税込）までです。
　また、お支払期限は請求書発行日（商品発送日)から14日間となります。

●代金引換
　配送業者が、商品をお届けする際に、代金と引換えに商品をお渡しいたします。
　代金引換の上限額は30万円（税込）とさせていただきます。

●銀行振込（先払い）
　購入金額30,000円（税込）以上の場合、銀行振込が選択できます。
　指定する銀行口座へ振込んでいただき、入金確認後、商品を発送いたします。

以下の金額が発生いたします。
　・お支払方法に「代金引換」をご選択いただいた場合の代引き手数料330円（税込）

その他、下記はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
　・お支払方法に「銀行振込」をご選択いただいた際の振込手数料
　・お支払方法に「GMO後払い」をご選択いただき、銀行振込でお支払いただいた際の振込手数料

■手数料について

◆メディカルブックセンターへのお問い合わせ　https://www.molcom.jp/contact/

※海外発送は
　クレジット決済のみ

電子書籍

紙の書籍・雑誌（通販） クレジット決済

GMO後払い

銀行振込

クレジット決済

代金引換

◆お支払方法

◆送料・手数料

会員にご登録いただくと、電子書籍のご購入の他、以下の機能がご利用いただけます。
ご利用にあたって登録手数料、年会費等は発生いたしません。

ＭＹ本棚

購入した電子書籍をブラウザ閲覧するページです。書影をクリックすると閲覧メニューが開きます。

※クレジットカード情報はご購入手続き時にご登録いただけます。

紙の書籍の購入

電子書籍の購入

会員メニューの利用（下記）

クレジットカードの登録（※）

会員

◯

◯

◯

◯

ゲスト

◯

×
×
×

会員メニュー

会員区分

ご利用いただけるお支払方法は下記のとおりです。　　

日本国内どこでも１冊から送料無料でお届けします。

重量に基づき、実費をご請求海外への発送

１冊から送料無料！国内への発送
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電子化サービス

制作実績

ホームページ制作・運営サービス

神奈川県公衆衛生協会    神奈川歯科大学学会

神奈川リウマチ医会    関西関節鏡・膝研究会

鍬谷書店     女子栄養大学     

体液・代謝管理研究会    中国・四国整形外科学会

日本炎症・再生医学会    日本気管食道科学会

日本胸部外科学会    日本甲状腺学会

日本喉頭科学会     日本骨折治療学会（オンラインジャーナル）

日本小児歯科学会    日本小児歯科学会九州地方会      

日本神経治療学会    日本小児保健協会（オンラインジャーナル）

日本脊椎関節炎学会    日本心臓リハビリテーション学会（オンラインジャーナル）

日本脳卒中学会     日本婦人科腫瘍学会

日本臨床検査機器・試薬・システム振興協会  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
●ホームページは学会イメージとも直結する重要な情報媒体

●会員専用ページ（ID/パスワード認証）により目的に応じた情報提供が可能

●アクセス解析等により訪問者の動向や興味をチェックすることができます

神奈川歯科大学学会様 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
をホームページで展開することが出来
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 ●会員認証ページの構築（ID/パスワード認証）

企画構成・新規製作、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サポートします

埼玉医科大学国際医療センター麻酔科医局様 日本甲状腺学会様

医局のFacebookページをホームページ
トップに表示

アクセス解析を行う事により訪問者の
動向や、興味のあるコンテンツの把握が
可能です。

●Facebook等のSNSとの連携も可能 ●アクセス解析により訪問者の動きをチェック

日本気管食道科学会様

動画の掲載

日本小児歯科学会様

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

日本婦人科腫瘍学会様

学術講演サ
イトの作成

雑誌（バックナンバー）・書籍　電子化サービス

「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雑誌・書籍の電子化サービスを行っております

・ 電子化することにより半永久的に保存が可能です。
・ 検索機能の使用により効率的なサーチが可能です。
・ 紙媒体では行えない会員サービス・情報提供が可能です。

電子化のメリット

書籍/雑誌の電子化作業について

・ ホームページに掲載し、バックナンバーや電子書籍をご利用者に提供することが可能です。
・ 書庫スペースの削減が可能です。
・ 品切れ・絶版本を自社に保管、または電子書籍として販売することも可能になります。

電子化の活用

現品返却が不要な場合

裁断なしの作業イメージ

閲覧 保存

ホームページ 検索

ロボットスキャナー

スキャニング工程（一部）

電子化

電子媒体

紙媒体

電子化サービスについては以下の2つの方式の作業工程で電子化に対応しております

現品返却が不要な場合電子化対象となる書籍/雑誌を基本的に、1冊ご提供頂きます。ご提供いただいた冊子の背表紙
を断裁し通常のスキャニング作業を行います。

現品返却が必要な場合電子化対象となる書籍/雑誌をお預かりして、背表紙の断裁をせずに、専用機器のロボットスキャ
ナーを使用してスキャニング作業を行います。電子化作業完了後、対象書籍/雑誌を返却いたします。
※所蔵の書籍が少ない場合や、古い書籍/雑誌でも電子化が可能です。

現品返却が必要な場合
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許諾対象ドキュメントの申請への流れ

医学関連分野の雑誌・書籍より、図表等の転載や論文の二次利用に関して、目的・数量等を
申請していただくことで、利用許諾を取得することができます。

著作権許諾サービス（文献の複製・譲渡・図表転載の許諾サービス）　

発注

メテオからの見積書確認

■ アクセス先
　 URL　https://mp.medicalonline.jp/

■ 検索対象ジャーナル
　 1）メディカルオンラインから配信しているジャーナル（許諾済）1,250誌が検索対象に

　　　なります。（随時増加中）

　 2）検索対象外の雑誌、書籍の許諾申請は、「特別申請」として承ります。

■ ライセンス証明書の発行
　 申請内容の受理、申請内容を発行元への確認を

　 経て決済方法の確定後、ライセンス証明書を発行

　 いたします。

　 

メテオで発注書を受理後
ライセンス証明書発行

許諾申請内容を発行元へ確認
（メテオ作業）

許諾対象ドキュメントの検索/申請

会員登録 / ログイン

雑誌名、書籍名、書誌情報等から検索

します。未収録の論文も「特別申請」

として申請することができます。

許諾対象ドキュメントの検索

取得済みまたは取得予定を選択します。

著者許諾

許諾申請者以外でご利用の場合、コン

テンツを利用する企業名を入力くだ

さい。

許諾対象コンテンツの利用者

有効期間は発行月から1年後の同月末

日までです。この期間を越える許諾を

ご希望される場合は、再度申請が必要

です。

許諾期間

申請画面では「論文全文」・「図表転

載や要約作成」といった申請対象の選

択や、「印刷物へ転載」・「Web掲載」

等の利用目的を選択します。

申請対象・目的

許諾対象ドキュメントの
購入手続きへ進む

注) あくまで申請までのイメージになります。実際の許諾対象によっては発行元での内容確認が必要な場合もござい
 　 ますので、サイトにてご確認をお願いいたします。
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