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層特集できる!文献入手

医中誌文献入手サービスのご紹介

Ｉ．はじめに

病院図書館の司書の方々が日々入手の依頼を

受ける国内文献のうち、相当の部分は「医中誌

で検索して見出された文献」ではないかと思わ

れます。医中誌の収録対象誌は現在約2,400誌

ですが、網羅的な収集を心がけてきた結果、中

には一般的なルートでは入手が困難な雑誌もあ

ります。

そういったケースへのサポートをも考慮し、

医学中央雑誌刊行会は冊子体のみでの提供の時

代から、主に医中誌会員を対象とした文献複写

サービスを行ってきました。さらに「医中誌

Web」の付加サービスとして、「医中誌Ｗｅｂ

ＤＤＳ（DocumentDeliveryService)」を2002年

から開始しました。本稿では、これらの文献入

手サービスをご紹介します。

Ⅱ．「医中誌ＷｅｂDDS」

インターネット上で文献オーダーが行える

サービスで、医中誌Ｗｅｂを契約されている法

人のみ利用可能です。株式会社サンメディアと

の提携によりご提供しています。医中誌Ｗｅｂ

で提供される収録文献（1983年以降の作成デー

タ）は原則としてすべてお届け可能です

(FAXの場合のみ、1989年以降発行の雑誌が対

象)。図ｌに、ユーザー登録や文献オーダーの

画面遷移を示します。

１．ユーザー登録

まつだまみ：特定非営利活動法人

医学中央雑誌刊行会電子出版課

matuda＠jamas・orjp

松田真美

サービスの利用に先んじて、ユーザー登録を

行う必要があります。「医中誌ＷｅｂＤＤＳ」で

は、個人単位ではなく機関単位での料金のお支

払いをお願いしていますが､ユーザー登録とは、

この支払窓口を定めていただく手続きです。

２．文献オーダー

オーダーは｢医中誌文献番号｣により行います。

書誌をあらためて入力する必要はありません。

現在は、「医中誌Web」の検索画面から文献番

号をコピー＆ペーストする方式ですが、今後は

検索画面で必要な文献にチェック→ＤＤＳボタ

ンをクリック、の操作でより簡単にオーダーが

行えるようにする予定です。

３．料金

「アカデミックコース」（大学・病院・公共機

関などを対象）と「コーポレートコース」（企

業を対象）の二本立てとなっています（表ｌ）。

基本料金、送料のほか、著作権料が加算される

場合があります。

４．お届けまでの時間

郵送の場合は、平日午後３時までの注文分は

当日中に発送、ＦＡＸ送信の場合は、午後４時

までの注文分は２時間以内に送信します（土

日・祝日のオーダーについては、発送・送信は

翌営業日となります)。

Ⅲ、医中註へのご注文

従来から主として医中誌会員を対象に行って

きた複写サービスですが、医中誌（Ｗｅｂ版、

ＣＤ版）を契約されていない方も利用可能ですＣ

ｌ989年以降に発行された雑誌に掲載されている

医中誌収録文献は、原則としてすべてお届け可
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能です。「医中誌ＷｅｂDDS」とは、文献取り

寄せの申込方法が異なります。

１．文献オーダー

医学中央雑誌刊行会「資料情報課」までご連

絡の上（TEL：03-3334-4632)、書誌事項やお

届け先などをＦＡＸ（03-3334-5045）にてお知ら

せください。

２．料金

「会員料金」（医中誌Web､医中誌ＣＤご利

用機関）と「非会員料金」（会員以外）の二本

立てとなっています（表２）。現在のところ、

著作権料は当会が負担していますが、今後につ

いては検討中です。

３．お届けまでの時間

郵送の場合は、平日午後４時までの注文分は

当日中に発送、ＦＡＸ送信の場合は、午後４時

までの注文分は２時間以内に送信します（土

日．祝日のオーダーについては、「医中誌Ｗｅｂ

DDS」と同様です)。
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Ⅳ．「医中誌パーソナルＷｅｂDDS」

個人向け医中誌検索サービス「医中誌パーソ

ナルWeb」の付加サービスで、「医中誌パーソ

ナルWeb」を契約されている方のみ利用可能

です。「医中誌ＷｅｂDDS」と同様、インター

ネット上で文献をオーダーできますが、料金は

オーダーの都度に決済され、「医中誌パーソナ

ルWeb」申込時に登録するクレジットカード

の支払口座から引き落とされるので、個人で気

軽に利用できるサービスです。料金は表３をご

参照ください。

Ｖ・「医中誌web」の機能改善

本稿の主題からはややはずれますが、「文献

入手のサポート」という見地から、2004年度中

のリリースを予定している「医中誌Web」改

善内容のうち、関連する事項を何点かご紹介し

ます。

１．書誌確認画面の新設

表１．医中誌ＷｅｂＤＤＳ料金表

]O供l/{牛(枚数制阪

表２．医中誌複写サービス料金表

郵送

会員（医中誌契約機関）

基本料金400円十１ページにつき30円

(消費税別)。速達の場合のみ速達料金

270円

ＦＡＸ

基本料金400円十１ページにつき30円

(消費税別)。FAX料金は、関東近辺

は500円、その他1,000円

基本料金500円十１ページにつき30円

(消費税別)。FAX料金は、関東近辺

は500円、その他1,000円

非会員

００円/件（枚数制賑

基本料金500円十１ページにつき30円

(消費税別)。速達の場合のみ速達料金

270円

表３．医中誌パーソナルＷｅｂＤＤＳ料金表

敗料（200円／l等
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相互貸借依頼の際など、書誌の確認のために

｢医中誌Web」を利用する場合、今は、いった

ん収載誌名で検索してから絞り込み画面に移動

し、そこで発行年や巻号、ページを入力しなけ

ればなりません。この手間を省くため､PubMed

のCitationMatcherのような、書誌の確認に

必要な項目をすべて一度に入力できる画面を新

たに設けます。

２．０PACへの連携

「医中誌Web」の検索結果に、例えば「Li‐

braryHoldings」のような名称の「自館での所

蔵確認」画面へのリンクボタンを配置し、それ

をクリックすると、その雑誌のＩSSNによる

OPAＣ検索結果が即座に表示されて､自館で

の所蔵の有無を確認できる、という機能です。

３．WebcatPlusへのリンク

大学図書館や病院図書館では、ＩＬＬ(相互貸

借)の際、所蔵確認のために、国立情報学研究

所の提供する所蔵情報検索サービス「Webcat」

が頻繁に利用されています。「Webcat」は2005

年度中に「WebcatPlus」に統合される予定と

のことですが、その「WebcatPlus」へのリン

クを行います。これにより、医中誌検索結果に

表示される「WebcatPlus」アイコンをクリッ

クすると、該当文献のＩSSNによる「Webcat

Plus」検索結果が別画面で表示されます。

４．オンラインジャーナルなどへのリンク

下記を予定しています。

(1)株式会社メテオインターゲートによる全文

PDF配信サービス｢MedicalOnline｣へのリンク。

(2)国立情報学研究所の学術ポータル「GeNii」

に包含される、論文情報ポータル「CiNii」へ

のリンク。「CiNii」からさらに一部の文献につ

いては「NII-ELS(NII電子図書館)」のフルテ

キストヘのリンクも実現します。

(3)ＰｕｂＭｅｄへのリンク。医中誌に収録されて

いる欧文誌の相当数は、ＰｕｂＭｅｄに収録されて

います（1999～2004年分データのうち、約

34,000件)。これらについて、医中誌書誌から

PubMedへ文献単位でリンクします。

(4)CrossRefへのリンク。ＤＯＩ（デジタルオ

ブジェクト識別子）によるリンクです。該当の

電子ジャーナルを購読している場合は、フルテ

キストが参照できます。

Ⅵ．おわりに

現在医療情報の世界では、情報提供側の変化

(オンラインジャーナルの登場など）と、情報

入手側の変化（一般の人々の医療情報への要求

の高まりなど）が同時に進行しています。医学

中央雑誌刊行会では、この変化に対応した一次

文献入手へのサポートを実現するために、本稿

で紹介した各サービスについて、システム面と

サービス面双方の改善を図っていきたいと考え

ています。
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