Nursing@Ovid

唯一の情報源
ソリューション

Nursing@Ovid
単一のポータルを経由して、
質の高いフルテキストコンテ
ンツと書誌情報コンテンツ
への効率の良いアクセスを
提供
根拠にもとづく治療、診断
テスト、継続教育、医薬品
情報、患者教育、臨床判断
支援などに関する現場での
疑問への回答を速やかに
入手
Ovid 独自の Ovid Nursing
Subject Thesaurus (看護用語
辞書) により正確な情報をす
ばやく発見
看護に特化した検索フィルタ
を使用して、ピンポイントな
情報を迅速に入手
研究資料を組織化し、
管理する専用作業エリア、
My Workspace
Ovid の枠を超えた検索体験
を Ovid Universal Search™
と Ovid ツールバー

治療、教育、研究、管理のための看護学および関連保健医療分野の包括的
な統合ポータル
今日の看護学および関連保健医療分野をとりまく情報のニーズは変化しつつあります。
Ovid は、学生、看護師、管理者のほか、図書館員や情報管理者に対し、仕事の進め方や
必要とするツールについての大規模な市場調査を行いました。その結果、現在の看護師
に求められているものは、以下を提供する新たなタイプの電子情報源 ソリューション
であることが分かりました。
•
•
•
•
•

教育上および専門上の双方の情報ニーズに応える唯一のソリューション
書誌情報コンテンツとフルテキストコンテンツをひとつにまとめたソリューション
検索の初心者であるか熟練者であるかを問わない、簡単かつ迅速なアクセス
日常業務に密接に関連する質の高い最新情報
検索および探索を日々のワークフローに統合するシンプルで直観的なツール

Nursing@Ovid こそ、まさにこのニーズに応えるソリューションです。
• Nursing@Ovid インタフェイス – シンプルで使いやすい、OvidSP のアーキテクチャを
基盤としています。様々な検索モード、検索結果管理ツールおよびその他の作業効率化
ツールに加え、直感的なコンテンツアラートツールが盛り込まれています。
• My Workspace – 文献、画像、検索戦略などを含む研究資料や成果を、プロジェクト
やフォルダで保存、管理、組織化できます。
• Ovid Universal Search™ – OvidSP でも利用できるプラットフォーム横断検索用の
プレミア・ソリューション。Ovid 以外のプラットフォームからも関連するコンテンツ
を検索、取得でき、それらを OvidSP の検索結果へ統合することができます。
• Ovid ツールバー – Ovid 外部で、検索エンジンから関連性の高い検索結果を取得したり
関連資料を見つけた場合、そのリンクを保存できます。
• Ovid Nursing Subject Thesaurus (Ovid看護主題シソーラス) – Ovid 社独自の統制索
引語。看護学および関連保健医療分野のあらゆるタイプの特殊なニーズも満たし、
Nursing@Ovid 内での検索機能を強化します。
• Ovid Nursing Database – Ovid 社独自の書誌データベースは世界中の 400 誌を超える
ジャーナルや定期刊行物を収録対象とし、Ovid Nursing Subject Thesaurus (Ovid 看護
主題シソーラス) にもとづいて索引が付けられています。
• Premium Full-Text Resources – Lippincott Williams & Wilkins (LWW) を含め、一流出版社
が刊行する看護学および関連保健医療分野の定評あるジャーナルが満載です。
（訳注：別途、購読契約が必要です）
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Nursing@Ovid
検索
検索経験のレベルや検索したい方法に応じて、6 種類の検索モードからお選びいただけます。Basic Search （基本検索）には、
看護学分野の専門用語が充実した Natural Language Processing (自然言語処理：文章形式での質問の入力が可能) が盛り込まれて
います。Advanced Search ではコマンド構文を使用して、最大限の精度を実現します。Multi-Field Search では、複数の検索
フィールドを指定して、複数の検索語ワンステップでまとめて検索できます。Find Citation (書誌事項の一括検索)、Search Tools
(検索ツール)、Search Fields (フィールド指定検索) もお使いいただけます。

作業効率化ツール
折り畳みと移動が可能な Search History (検索履歴) ボックスを使って、検索で
使用した用語を確認します。関連性の高さ、主題分野、著者名などの基準に
従って、検索結果を絞り込むことができます。検索結果を迅速かつ簡単に管理
し、素早く一覧したり、複数の基準に沿って並べ替えたりできます。また、
Ovid、Chicago、MLA といった様々なオプションから希望のスタイルを選んで、
レコードの表示、印刷またはエクスポートを実行することも可能です。今後の
参考に、検索結果に注釈を簡単に追加できます。

コンテンツアラートツール
最新の研究情報やその他の資料の発行状況をモニタリングし、自動的に最新
情報を取得し続けることができます。保存検索式に合致する新しいコンテンツ
が追加される度に、E メールか RSS で AutoAlerts を配信します。ジャーナルの
目次が更新された場合、ジャーナルの電子目次 (eTOC) がこれを追跡し、お知
らせします。eTOC は RSS 経由で自動的にダウンロードされます。
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My Workspace – Ovid の内でおこなえる研究作業を拡大します
My Projects、My eTOCs および My Saved Searches/Alerts から成る My Workspace は、単一のオンラインソリューションに
検索、探索および文書と研究管理機能を集約し、作業効率を劇的に向上させます。

My Projects
My Workspace の「中核」となる My Projects では、以下の操作を行うことができます。
•
•
•
•
•

Nursing@Ovid またはお使いのパソコン等から取得したレコード、文献、検索戦略、画像、eTOCs、その他の PDF および
HTML ファイルなどを別々のプロジェクトやフォルダにグループ化
Nursing@Ovid 内のどの画面からでも各プロジェクトに簡単アクセス
AutoAlerts を設定し、送信される検索結果を特定のプロジェクトに保存
Ovid ツールバーを使用し、Nursing@Ovid 外部で取得した資料やファイルを特定のプロジェクトやフォルダに保存
Ovid Universal Search の検索結果を特定のプロジェクトまたはフォルダに保存

また、eTOCs や保存済みの検索戦略を My Workspace の My eTOCs および My Saved Searches/Alerts セクションにそれぞれ
アップロードすることも可能です。

Ovid の枠を超えた研究の拡大
• Ovid Universal Search™ – このプラットフォーム間横断検索ソリューションを使用すると、Nursing@Ovid 内および外部に
搭載されている購読中のコンテンツを一括検索し、Nursing@Ovid のインタフェイス上に検索結果を表示することができ
ます。さらに Nursing@Ovid の作業効率化ツールを使って、Universal Search の検索結果を管理することも可能です。

コンテンツがどこにあろうと、Nursing@Ovid および Ovid Universal Search をとおして、
看護学コンテンツへのアクセスをシングルポイントに集約できます。

• Ovid Toolbar – このダウンロード可能な機能は、Ovid Universal Search の優れた補助ツールです。Ovid Universal Search で見
つけたフルテキストやその他文書へのリンクを My Projects 内のプロジェクトまたはプロジェクトフォルダに保存できます。
Ovid 外部の検索エンジンから取得した検索結果や関連する資料のリンクをプロジェクトに保存することも可能です。
Ovid プラットフォーム以外で見つけた情報を My Workspace 内のプロジェクトに追加できます。
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Ovid 本社
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E メール：sales@ovid.com
その他のセールスオフィスは、以下の
都市および国に設置されています。
オランダ・アルフェンアンデリジン
中国・北京
ドイツ・ベルリン
イタリア･ボローニャ
香港
マレーシア･クアラルンプール
英国･ロンドン
スペイン･マドリッド
インド･ニューデリー
米国・マサチューセッツ州ノーウッド
フランス・パリ
米国・ユタ州サンディー
ブルガリア･ソフィア
スウェーデン･ストックホルム
オーストラリア･シドニー
日本･東京
チリ･ビラアレマナ
ポーランド・ワルシャワ
連絡先および所在に関する詳細情報につ
きましては、www.ovid.com/contact
をご覧ください。

Ovid Nursing Subject Thesaurus (Ovid 看護主題シソーラス)
看護師の仕事を包括的に把握し、それに基づき独自の統制索引語に関連用語集を追加しま
した。これにより、実践的な看護用語と医療技術用語が Nursing@Ovid に正しく理解され、
検索結果の関連性と精度が保証されます。
•

‘Speaks nurse’ – 実践的な看護用語や一般的な医療技術用語のどちらでも入力でき、精度
の高い検索結果を入手可能

•

MeSH 用語の標準にもとづき

•

Scope Note (用語の定義) と標準的な診断分類を搭載

•

‘フラット’ なアルファベット順の構成を採用し、シソーラスの簡素化とブラウジングの
迅速化を実現

•

Basic Search (基本検索モード) の Natural Language Processing (自然言語処理：文章形式
での質問入力検索)、Advanced Search（上級検索モード）のフィールド指定検索とも、
看護学に特化した Search Aid (検索ヘルプ) のフィルタが検索結果の最適化を支援します

•

Ovid Universal Search™ を経由して、Ovid 外部のプラットフォームに搭載されたコンテ
ンツの検索にもOvidでの検索を適用

•

優れた分類法とインデックスの専門家による開発

Ovid Nursing Database
Nursing@Ovid は、看護学および関連保健医療分野の専門家の現場で主に求められる書誌情報
データベースを揃えています。
•

世界中の 400 誌を超えるジャーナルや定期刊行物を収録対象とし、

•

精度の高い検索結果への効率の良いアクセスを阻む関連性の低いノイズ・レコードを
フィルターアウト

•

看護の実践、看護教育、看護研究、および看護管理の中核となる専門性に焦点を集約

Lippincott Williams & Wilkins (LWW) ジャーナル・コアセット

LWW をはじめ、Facts and Comparisons、Wiley-Blackwell、Elsevier、Oxford University Press、
Royal College of Nursing、Jones & Bartlett、Springer Science + Business Media といった一流出
版社から 700 種以上の電子ジャーナルや電子ブックを入手し、コンテンツ・コレクションを
拡大してください（訳注：別途購読契約が必要です）。
再生紙を利用しています
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腫瘍学から救命医療および管理まで、すべてを網羅する 16 種の質の高いジャーナルが世界
で最も高く評価されている看護、医療、およびヘルスケア分野の出版社の Lippincott
Williams & Wilkins (LWW) から入手できます。主要タイトルには、『Cancer Nursing』、
『Clinical Nurse Specialist (CNS)』、『JONA:Journal of Nursing Administration』、『Journal of
Nursing Care Quality』、『Nursing Research』などがあります。

