新 Ovid Web Gateway 簡易マニュアル（暫定版）
図書館情報誌「Sailing」第 18 巻７号（2005 年７月発行）でご案内しましたとおり、MEDLINE
や CINAHL などの文献検索でご活用いただいております Ovid Web Gateway が 2005 年 7 月 13
日（水）よりバージョンとなりました。ここでは検索画面が一新された新 Ovid 検索インタフェ
ースの操作方法と新機能について概説いたします。なお、説明は公開前のテスト版にもとづき行
っているため、本説明書については「暫定版」とさせていただきます。公開後、あらためて正式
なマニュアルをご提供させていただきますので予めご了承ください。
１ 接続先アドレス、利用環境等
（１）接続先アドレス
接続先アドレスおよび認証方法（学内 LAN 接続端末は IP 認証）の変更はありません。当館ホ
ームページのコンテンツ内の「Ovid（学内限定）」のリンクからアクセスするか、次のアドレス
に接続し、ご利用ください。
URL http://gateway.ovid.com/
（２）Web ブラウザ
ご利用の Web ブラウザは特に変更する必要はありません。推奨の Web ブラウザは Netscape
Navigator 7.x 以上、Microsoft Internet Explorer5.x 以上です。またディスプレイサイズは 800
×600 以上の解像度を推奨いたします。
２ 旧バージョンとの相違点と新機能
（１）概 要
新 Ovid Web Gateway では画面のカラーやデザインが大きく変更されました。当館への文献複
写申し込み機能（Library holdings）や当館サービスシステム「SFX」など旧バージョンの機能
の継承に加え、論題中の用語および関連する類義語によって類似の論文を検索する「Find
Similar」などの新機能が追加されました。
（２）検索基本画面の変更点
検索基本画面は図１のとおり検索履歴表示（Search History）が中段から上段に、機能ボタン
が上段から中段に移動となりました。なお、機能ボタンの内容は本説明書末尾をご参照ください。
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図１．検索基本画面デザインの変更点
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（３）検索結果表示画面の変更点
旧バージョンでは「Abstract（抄録形式結果表示）」
、
「Complete Reference（全フィールド結果
表示）」などの機能のリンクが各文献情報の下に表示されていましたが、新バージョンでは検索結
果の文献情報を左フレーム、機能のリンクは右フレームに分けて表示します。なお、各リンクの
内容は後述「３ 操作方法．（３）検索結果表示での操作方法」のとおりです。
新 Ovid Web Gateway
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図２．検索結果表示画面デザインの変更点

（４）新機能
新バージョンでは次の新しい機能が搭載されました。
― Find Citation
検索基本画面で利用できる新機能で、掲載
誌名や著者名、出版年など論文の断片的な情報
から該当の文献を検索する機能です。PubMed
の Citation Matcher と同様の機能です。
− Find Similar
検索結果論文のタイトル中の用語や類義語
をもとに類似の論文を検索する機能です。検索
は米国国立医学図書館編纂の医学用語辞書
「UMLS（ユーエムエルエス、The Unified
Medical Language System）」も含めた Ovid
社独自の医学用語辞書を参照し、行います（図
３の①）。
− Find Cited Articles
Ovid 社の電子ジャーナル「Journals@Ovid」
（現在の収録タイトル数は約 1,050 誌）から検
索結果の個々の論文、あるいは表示中のフルテ
キスト（Journals@Ovid 収録タイトルに限ら
れます）を引用している論文を検索します（図
３の②）。
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図３．新バージョン検索結果

３ 操作方法
（１）接続とデータベースの選択
当館ホームページのコンテンツ内の「Ovid
（学内限定）」のリンクをクリックし、Ovid
Web Gateway に接続してください。利用可能
なデータベースが一覧表示されます（図４）。
MEDLINE など単一のデータベースで検索
を行う場合は該当のデータベース名をクリッ
クしてください。複数のデータベースを横断検
索したい場合は該当データベース名先頭にあ
るチェックボックスをクリックにより選択し、
「CONTINUE >>」ボタンをクリックしてく
ださい。
（２）検索と結果の表示
① 検索基本画面（図５）で検索語入力域に
キーワードを入力し、
「SEARCH」ボタン
をクリックしてください。
② 画面が遷移し、入力したキーワードに対
する医学件名標目が一覧表示されます。
該当する件名を選択し、「CONTINUE」
ボタンをクリックし、検索を続行してくだ
さい。なお、選択した件名によっては副標
目が表示される場合があります。医学件名
標目の選択同様に動作し、検索を続行して
ください。
③ 検索結果件数および検索結果文献の最
初の 10 件が検索基本画面内に表示されま
す（図５）。検索履歴エリアの「Search
History」は実行した検索履歴を、
「Results」は各々の検索履歴の検索結果文
献数です。
④ 検索結果を一覧表示する場合は検索履
歴エリアで表示したい検索結果の
DISPLAY 欄のアイコンをクリックしてく
ださい（図６）。
⑤ 検索結果一覧は 10 件単位で文献を表示
します。次の 10 件を表示したい場合は
「Next Result」（図６の丸印内）、前の 10
件を表示したい場合は「Previous Result」
をクリックしてください。

図４．Ovid Web Gateway メニュー画面

検索履歴エリア

図５．検索基本画面

（３）検索結果表示での操作方法
検索結果表示では各論文中のリンクをクリ
ックし、操作を行います。各論文に表示される
リンク名と内容は次のとおりです（図６）。
− Abstract
検索結果を抄録付き形式で表示します。
− Complete Reference
検索結果文献情報の内容全て（文献の全
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図６．検索結果（タイトル形式）一覧表示

文表示ではありません）を詳細表示します。
− Full Text
本学で利用可能な電子ジャーナル論文へのリンクです（Journals@Ovid を除く）。クリッ
ク後、該当の電子ジャーナル論文へ誘導します。
− Ovid Full Text
本学で利用可能な Journals@Ovid 電子ジャーナル論文へのリンクです。クリック後、該当
の電子ジャーナル論文を表示します（後述（５）参照）。
− Library Holdings
本学所蔵情報の表示と学外文献複写申し込みへのリンクです。クリック後、本学所蔵状況
を表示します（後述（４）を参照）。
− Internet Resource
インターネット上の有用なサイトにリンクします。
− SFX
当館リンクサービスシステム「SFX」のメニュー画面を表示します。SFX では本学で利用
できる電子ジャーナル論文情報、学外文献申し込み、国内大学図書館や北海道立図書館の所
蔵情報の参照などのサービスを提供しています。
− Find Similar
検索結果の各論文のタイトル中の用語や類義語をもとに類似の論文を検索します。なお、
Find Similar の検索では MeSH（Medical Subject Headings：医学件名標目）による統制語
の参照は行われません。著者による言葉の揺らぎによる検索漏れを防ぎ、緻密な検索を行う
場合は通常の「Advance Serach」、または「Basic Search」を推奨します。
− Find Cited Articles
Ovid 社の電子ジャーナル「Journals@Ovid」収録誌から当該論文を引用している論文を検
索、表示します。なお、Find Cited Articles での引用先文献の表示は全ての出版社を対象と
はしていません。
「Journals@Ovid」収録誌内（現在の収録タイトル数は約 1,050 誌）での引
用先文献数の表示に限られますのでご注意ください。
（４）学外文献複写申し込み
検索結果論文情報からの文献複写申し込み
の手順は次のとおりです。
①

検索結果論文情報内の「Library
Holdings」のリンクをクリックしてくだ
さい。
② 画面が遷移し、英語モード、あるいは日
本語モードで本学の所蔵を調べるかの選
択画面が表示されます（図７）
。英語モー
ドで実行する場合は「English Catalogue
search for ISSN: nnnn-nnnn」のリンク
を、日本語モードで実行する場合は
「Japanese Catalogue search for ISSN:
nnnn-nnnn」のリンクをクリックしてく
ださい （「nnnn-nnnn」は国際標準逐次
刊行物番号（ISSN）。個々の掲載誌により
番号が異なります）
。
③ 該当論文掲載誌の本学所蔵状況が表示
されます（図８）。本学に所蔵がない場合
は「文献複写へ」のリンクが表示されます。
本学に所蔵がある場合は掲載誌タイトル
を表示しますので、クリックしてください。
本学における掲載誌所蔵巻号年が詳細表
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図７．本学所蔵目録検索モード選択画面

示されます。掲載巻号がない場合は画面最
下部にある「文献複写へ」のリンクをクリ
ックしてください。
④ 文献複写申し込みのための認証画面が
表示されますのでご自身の ID とパスワー
ドを入力し、「認証」ボタンをクリックし
てください。ID とパスワードをお持ちで
ない方は当館への申請書提出によりアカ
ウントを取得してください。
⑤ 文献複写申し込みオーダーフォームに
選択した文献の内容とともに、ご自身の氏
名、E-mail アドレスが表示されます（図
９）。記載の内容をご確認の上、
「依頼」ボ
タンをクリックしてください。
⑥ 「依頼内容の確認」画面が表示されます。
記載内容に間違いがなければ「確定」ボタ
ンをクリックしてください。記載内容の修
正を行う場合は「修正」ボタンをクリック
してください。文献複写申し込みオーダー
フォームに画面が戻りますので、前述⑤に
従い、操作を行ってください。
⑦ 申し込み完了画面が表示されます。表示
内容をご確認の上、画面を閉じてください。
なお、申請時に届け出のあったご自身の
E-mail アドレスにお申し込み内容確認の
メールが送付されます。文献到着までの間、
保存するようお願いいたします。
（５）Journals@Ovid 内での操作方法
検索結果文献情報に対し、本学で利用可能な
Journals@Ovid 電子ジャーナル論文がある場
合、
「Ovid Full Text」のリンクを表示します。
リンクをクリック後、当該論文全文を HTML
形式により全文表示します。Journals@Ovid
電子ジャーナル論文内の表示項目と内容は次
のとおりです（図 10）。
− Links
・Abstract: 当該文献情報を抄録付きで表示
・Complete Reference: 当該文献情報の全て
の項目を表示
・Full Text(PDF): PDF 形式による全文表示
・Library Holdings: 当該論文掲載誌の本学
所蔵状況表示へ誘導。
・Internet Resource: 有用なインターネッ
ト・リソースへ誘導
・ExternalResolverBasic: 当館サービスシ
ステム「SFX」へ誘導。画面遷移後、
「click
this link to open the document.」のリン
ク・クリックにより SFX サービスメニュ
ーを表示。
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図８．検索結果論文掲載誌の本学所蔵状況

図９．学外文献複写オーダーフォーム

図 10．Journals@Ovid 電子ジャーナル論文

− Outline
HTML 形式全文内の該当の章へ誘導。
− Graphics
該当の図版、表へ誘導。
− 参考文献内リンク項目（図 11）
・Context Link: 本文引用箇所へ誘導
・Bibliographics Link: Ovid MEDLINE な
どのデータベースによる文献情報の検
索
・Library Holdings: 掲載誌の本学所蔵状況
参照（不具合あり）。
・Full Text: 該当の電子ジャーナル論文へ誘
導
図 11．HTML 形式全文表示内の参考文献

４

利用上の留意事項
ご利用にあたりましては次の点についてご注意くださるようお願いいたします。

（１）利用範囲
Ovid Web Gateway のご利用は学内所属員（教職員、学部学生、大学院生、研究生、研究補助
員）に限られますとともに、検索の結果の文献情報および電子ジャーナル論文全文の利用は利用
者ご本人に限られます。第三者への情報提供やホームページ等による公開は著作権法違反となり
ますので行わないよう願います（電子ジャーナル論文内の個々の図表も含む）。
（２）Find Similar の検索機能について
前述のとおり Find Similar は検索結果論文の論題中の用語や類義語をもとに類似の論文の検索
を行いますが、検索は MeSH（Medical Subject Headings：医学件名標目）による統制語検索で
はありません。著者による言葉の揺らぎによる検索漏れを防ぎ、緻密な検索を行う場合は通常の
「Advance Search」、または「Basic Search」によって検索することを推奨します。
（３）Find Cited Articles による引用先文献の表示について
前述のとおり Find Cited Articles は表示中の文献を引用している文献情報を表示しますが、表
示される引用先文献は Ovid 社の電子ジャーナル「Journals@Ovid」に収録されているタイトル
に限られます。Thomson ISI 社の Science Citation Index など引用索引検索を目的としたデータ
ベースと比較し、収録誌数が異なり、結果として被引用回数の件数も大きく異なりますので取り
扱いについては充分ご注意ください（Journals@Ovid の収録誌数は約 1,050 誌、Science Citation
Index. Science Citation Index Expanded の収録誌は約 5,900 誌）。
以上、７月 13 日より新バージョンに移行した Ovid Web Gateway について概説させていただ
きました。なお、操作上でご不明な点、疑問等がございましたら附属図書館（担当：図書館シス
テム係、内線 2423、E-mail: konno@sapmed.ac.jp）までお問い合わせください。
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付：検索基本画面機能ボタン一覧
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図 11．Ovid Web Gateway 検索基本画面

表．検索基本画面の機能ボタンの概要
No
名
称
内
容
① Keyword
MeSH（医学件名標目）によるキーワード検索。検索フィールドの初期値
② Author
著者名検索。入力は 姓＋スペース＋名の頭文字１文字 です（例、konno m）。
③ Title
論題に対する検索。単語、または句で入力
④ Journal
掲載誌名の検索。検索実行後、直近の誌名一覧を表示（略誌名検索は不可）
。
⑤ Advanced Search
アドバンスモードへの切り替えタブ。検索基本画面の初期値
⑥ Basic Search
簡易検索モードへの切り替えタブ。
⑦ Find Citation
論文の断片的な情報で該当文献を検索。前方一致は語句の後に$を付与
⑧ More Fields
出版年やページなど検索基本画面内にないフィールド項目での検索
⑨ Search Tools
検索中のデータベースで利用可能な補助ツールによる検索
⑩ ［検索語入力域］
検索語を入力するための領域
⑪ Search（ボタン）
検索語入力域で入力された単語、句で検索を実行
［検索履歴表示］
検索結果を検索式、結果件数、表示ボタンにより表示
［履歴操作］
⑫
Combine Searches 複数の検索履歴による組み合わせ（AND、OR、NOT）検索
検索履歴の削除
Delete Searches
作成した検索式の保存
Save Serach/Alert
⑬ Results
検索結果件数
⑭ Display
検索結果の文献情報の表示（10 件単位）
⑮ Change Database
検索対象データベースの変更
⑯ Help
オンラインヘルプ（英文）の表示
⑰ LOGOFF
検索を終了し、ログアウト
⑱ Saved Searchs/Alerts
保存した検索式の実行、編集、削除
「Full Text」や「Abstract」の有無など Limits フィールド内の項目選択によ
⑲ Limits
る絞り込み検索（制限検索）。検索語入力域が空欄の場合は最終検索履歴の検
索結果に対し、指定の制限項目で検索を実行
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