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医書.jpオールアクセスとは
医書.jpオールアクセスは、医書ジェーピー株式会社が提供する医学・医療分野の電子ジャーナル
サービスです。国内の主要医学出版社発行の各分野専門誌のほか、各学会誌も含め51万件以上
（2020 年4月現在）の論文を収録しています。
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看護教育  　 2000～

保健師ジャーナル 　 2000～

助産雑誌  　 2000～

看護研究  　 2000～

看護管理  　 2000～

訪問看護と介護 　 2000～

精神看護  　 2000～

看護学雑誌  　 2000～2010

医療ジャーナル社 ▼

医薬ジャーナル 　 2013～2019

化学療法の領域 　 2013～2018

血液フロンティア 　 2013～2019

CLINICAL CALCIUM　 2013～2019

アレルギー・免疫 　 2013～2019

ヴァン メディカル ▼

感染対策 ICTジャーナル 2017～

感染と抗菌薬 　 2017～

学研メディカル秀潤社 ▼

細胞工学  　 2011～2016

画像診断  　 2013～

Clinical Engineering　 2013～

金原出版 ▼

手術   　 2016～

産婦人科の実際 　 2016～

臨床放射線  　 2016～

整形・災害外科 　 2016～

皮膚科の臨床 　　2016～

眼科   　　2016～

小児科  　　2016～

協和企画 ▼

皮膚病診療  　　2013～

南江堂 ▼

臨床雑誌内科 　　2001～

臨床雑誌外科 　　2001～

臨床雑誌整形外科 　　2001～

別冊整形外科 　　2000～

胸部外科  　　2004～

がん看護  　　1996～

日本メディカルセンター ▼

臨牀消化器内科 　　2013～

臨牀透析  　　2013～

INTESTINE  　　2013～

腎と骨代謝  　　2013～2019

三輪書店 ▼

作業療法ジャーナル 　　2013～

脊椎脊髄ジャーナル 　　2015～

地域リハビリテーション 　　2015～

メジカルビュー社 ▼

Heart View  　　2017 ～

関節外科　基礎と臨床　2017 ～

臨床画像  　　2017 ～

メディカル・サイエンス・インターナショナル ▼

LiSA   　2007～

LiSA 別冊  　2018～

INTENSIVIST  　2009～

Hospitalist  　2013～

メディカルレビュー社 ▼ ※1

THE GI FOREFRONT 　　2015 ～

Frontiers in Alcoholism 　　2015 ～

Fetal & Neonatal Medicine　 2015 ～

    　　2015 ～

Frontiers in Dry Eye 　　2015 ～

Frontiers in Glaucoma 　　2015 ～

CANCER BOARD of the BREAST　2015 ～

感染制御と予防衛生 　　2017 ～

Pharma Medica  　　2015 ～

※1　2020年4月より順次収録開始　

学会誌 ▼

日本内視鏡外科学会雑誌 　　2000～

言語聴覚研究  　　2004～

    　　2008～

作業療法   　　1983～

※このほか、日本糖尿病教育・看護学会誌、
日本看護科学会誌、日本腎不全看護学会誌、
日本看護倫理学会誌、日本看護診断学会誌、
日本がん看護学会誌、日本災害看護学会誌、
日本看護医療学会雑誌、日本老年看護学会誌、
日本母子看護学会誌を収録しております。

医学書院 ▼　　 　収録年

公衆衛生　　 　2000～

medicina　　 　2000～

胃と腸　　  　1966～

肝胆膵画像  　2000～2012

呼吸器ジャーナル 　2000～
循環器ジャーナル 　2000～

精神医学　　 　2000～

臨床外科　　 　2000～

臨床整形外科　　 　2000～

臨床婦人科産科　 　2000～

臨床眼科　　 　2000～

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 　2000～

臨床皮膚科　　 　2000～

臨床泌尿器科　　 　2000～

総合診療（旧誌名：JIM） 　2000～

Cancer Board Square　2015～2019

糖尿病診療マスター 　2003～2017　

BRAIN and NERVE　　2000～

生体の科学  　2000～

   　2000～

病院   　2000～

臨床検査  　2000～

検査と技術  　2000～

総合リハビリテーション 　1973～　

理学療法ジャーナル 　1967～

（旧誌名：呼吸と循環）

Neurological Surgery
脳神経外科

（旧誌名：呼吸と循環）

創刊号から
閲覧可能

創刊号から
閲覧可能
創刊号から
閲覧可能

創刊号から
閲覧可能
創刊号から
閲覧可能

創刊号から
閲覧可能

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine

HORMONE FRONTIER 
IN GYNECOLOGY



トップページ（ジャーナルトップ） 論文を雑誌のトップページから探す
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※ 画面は2018年 5月時点のものです。
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文献概要（→p.8）

収録されている全雑誌のタイトル一覧が表示されます。読みたい雑
誌名をクリックすると、該当雑誌のトップ画面が表示されます。

  新着ジャーナル 最新の発行タイトルが表示されます。雑誌タイ
トルをクリックすると、選択した雑誌トップ画面が表示されます。

  文献閲覧数ランキング   閲覧数の多い論文を、週ごとにランキ
ングで紹介しています。

各雑誌トップページ左側には、雑誌の表紙画像が表示されています。

  お気に入り登録 クリックすると、表示されている号をお気に入
りに登録できます（→p.10「マイページ」参照）。

  最新号をみる クリックすると、当該雑誌最新号の内容が右フ
レームに表示されます。

  バックナンバー バックナンバーの一覧が表示されています。
各巻（年）をクリックすると、各号へのリンクが表示されます。

  論文のタイトル クリックすると、文献ページ（p.8）が表示され
ます。



検索バーを利用して探す 検索結果画面
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医書. jp オールアクセスでは、どの画面からでも上部にある検索
バーを使って論文の検索を開始できます。

 フリーワード検索 全収録論文の全文を対象に検索を行なうこ
とができます。複数の検索語を用いAND条件で検索する場合は
“AND”またはスペースを検索語間に入れます。

 書誌情報検索 雑誌名、発行年／巻・号、開始ページを指定して、
文献を検索できます。

 詳細検索 by 医中誌  「医中誌web」を検索する方法で、医書. jp
オールアクセス収録の論文情報を検索できます。

検索結果画面の左フレームには、キーワードの追加、論文の発行日
指定、雑誌タイトルの選択をするといった、検索条件を絞り込むため
のフォームが表示されます。より確度の高い検索が可能となります。

各種検索を行なった結果は、右フレームに表示されます。検索語
は黄色でハイライトされます。

論文タイトルをクリックすると、文献ページ（p.8）が表示されます。

 タイトル下に表示される  各リンク クリックすると、それぞれ文
献のハイライト・抄録・PDF本文が表示されます。

 閲覧可　 有料閲覧　 フリーアクセス

 　　　：施設でその雑誌をご契約いただいている場合
 　　　　は、PDFの閲覧が可能です。
 　　　：有料で閲覧できます（PPV サービス）。
 　　　：契約がなくても閲覧可能です。
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文献概要（→p.8）
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文献概要ページ 参考文献
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 基本情報 内の雑誌名、書影、画面上部の雑誌名巻号（発行年月）
をクリックすると当該号の目次ページ（P.05）が表示されます。

文献概要ページの表示を  日本語／英語  に切り替えます。

 著者名 クリックすると、その著者が関与した論文が表示されます。

 キーワード 各語をクリックすると、同じキーワードが設定されて
いる論文が表示されます。

 PDF クリックすると、本文全文をPDFで閲覧できます。雑誌誌面
と同じ形式で閲覧が可能です。

 文献概要 選択している論文の抄録（文頭）を表示します。

 1ページ目 掲載されている当該論文の1ページ目を表示します。

 参考文献 選択している  論文の引用文献、参考文献の一覧  を
表示します。
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左フレームには、文献の 関連文献 の情報が表示されます。

SNSで文献を共有できます。

 お気に入り登録 文献を登録します（→p.10「マイページ」参照）。

 被引用アラート登録 医書 . jpオールアクセス内で文献が引用さ
れた際、アラートを受け取れるよう設定します（→p.10「マイペー
ジ」参照）。

 書誌情報ダウンロード 「Refworks」、「MENDELEY」などの形式で
書誌情報のダウンロードを行ないます。

引用・参考文献の一覧からのリンクボタンですぐに原文の確認
ができます。論文タイトル下にある各プラットホームの バナー 
をクリックすると、当該論文のページが表示されます。

31

31

19

20
26

27 23 24 25

28

30

29

21
22 当該論文 1ページ目

18



マイページ Q & A

動作環境
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11

画面左上にある ログイン をクリックすると、ログイン
画面が表示されます。→ 32

あらかじめ登録した  ID  および パスワード を入力します。

 アラート 雑誌の更新がメールで通知されるよう設定で
きます。

 お気に入り・購読したもの 論文を登録し、一覧できます。
PPVで購入した論文も閲覧できます。

 保存した検索条件 検索条件を保存し、一覧できます。

 検索履歴 検索履歴を表示します。

 アカウントサービス 登録されているアカウント情報
の管理を行ないます。

お気に入りの雑誌タイトルや検索条件などを登録することで、よりスムーズな論文検索が
可能となります。　※ ご利用には医書 .jp へのユーザー登録（無料）が必要です。

分野をピンポイントで絞り込みたいのですが・・・
検索結果表示画面の左フレームのフォーム（p.7）で、検索対象雑誌や発行
年を指定し、絞り込みが可能です。

iPad などのスマートデバイスでも閲覧可能ですか？
インターネットに接続可能な環境がある場合は閲覧いただけます（画面最
適化対応済みです）。

AdobeReader は、最新のものが必要ですか？
最新のものが望ましいですが、バージョン9以降であれば問題ありません。

「有料閲覧」表示がされるタイトル（＝未契約タイトル）を、検索か
ら外すことは可能でしょうか？
検索時に「契約中のコンテンツのみ」にチェックいただければ、検索対象
から外すことが可能です。

◆ web ブラウザなどのインターネット閲覧環境
　推奨ブラウザ：Internet Explorer、Microsoft Edge、Chrome、Firefox、Safari の最新版
◆ スマートデバイスの動作環境（推奨）※

　iOS（8以降）端末：iPhone、iPad
　Android 端末：Android5 以上搭載のスマートフォン、タブレット

※ スマートデバイスに最適化した画面もご用意しております。
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マイページログイン

施設共通 IDでログイン
共通ID／パスワードの認証でご
契約いただいている施設は提
供された固有の ID とパスワー
ドでアクセスしてください。

学認でログイン
学認の認証でご契約いただい
ている施設は、ご所属の機関
で認証できます。

詳細は施設の管理者様へお尋ねください。


