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American College of Gastroenterology（ACG︓米国消
化器病学会）は、消化器系の健康、消化管障害の病因と症候
状態および治療に関する最も正確かつ最新の科学的情報の提
供に積極的に取り組んできました。ACGは過去85年以上にわ
たって、臨床消化器内科の将来と、消化管障害や疾患を抱える
患者に対するケアの質向上のために必要とされる知識とリソー
スを医療従事者に提供しています。

ACGジャーナルのオンライン版（施設購読）は、2019年より
Ovidプラットフォームで便利かつ効率的にアクセスできるよう
になりました。ACGに代わりLippincottからの刊行となった
ACGジャーナルは、消化器・肝臓病学分野において他に類をみ
ないほど深く追求した研究を臨床医に提供します。

Lippincott®発行の
ACGジャーナルへの
独占アクセス

Ovid での ACG ジャーナル購読を 
お勧めします 
•  すべての単語、グラフィック、キャプションにいたる
まで、100％検索可能なフルテキストへのワンクリッ
ク・アクセス

•  エンバーゴ（公開猶予期間）なしの最新コンテンツ
•  インラインアブストラクト、検索結果への注釈追
加、柔軟な検索結果ソートなど、時間節約型の各種
ワークフローツールを装備

•  ダウンロード可能なOPAC用のMARCレコード
•  RSSフィードあるいはメールで自動配信される、最
新の電子目次（eTOC）

•  直感的かつシームレスなジャーナル閲覧および検索
機能

•  革新的な基礎科学文献となるジャーナル
アーカイブ

•  強力な検索機能、時間節約型のワークフロ
ーツール、直感的なインターフェースで、必
要な情報をすはやく発見

•  ACGジャーナルとともに、Ovidプラットフォ
ーム上で利用可能な全リソースを一括して
横断検索

•  Ovidプラットフォームからはもちろん、ジ
ャーナルの公式ウェブサイトからも閲覧で
きるデュアルアクセス（二重アクセス）
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受賞歴のあるサポートと
コンサルティングサービス

•  Ovid®のカスタマー･サポート・チ
ームは、貴機関において最も適切
な形で各種ツールをご利用いただ
けるよう、導入時のサポートはも
ちろん、カスタマイズ、プロモーシ
ョンやトレーニングのご相談も承
ります。

•  週7日･24時間対応のサポートは、
現在20以上の言語でご利用いた
だけます。

Ovid
Transforming Research  
into Results.
Ovid®は、研究の生産性と作業の合
理化を必要とする重要な情報の検
索、探索、さらに管理までを一元化し
ました。各種リソースをシームレスに
統合した、オンライン・ソリューショ
ンの完成形です。

•  よりスムーズに研究や作業を進め
られる、様々な検索機能、カスタマ
イズ可能な生産性向上ツール、コ
ンテンツアラートなどを装備

•  研究における重要な発見はもち
ろん、文書の保管や管理も可能な
My Projects

•  たったひとつの検索クエリで、デー
タベースおよび電子ジャーナル、
電子ブックなど、Ovid上の全リソ
ースの同時横断検索が可能

American Journal of Gastroenterology 
Impact Factor*: 10.237; 6/79（消化器・肝臓病学）

消化器（GI）および肝臓病学分野の研究をリードする、American College of Gastroenterology（ACG︓
米国消化器病学会）のオフィシャル・ジャーナルです。消化器病学および肝臓病学を網羅し、患者に最も頻繁
にみられる胃腸疾患を扱う臨床医に、実践的かつ専門的な情報を提供します。
医療の現場に携わる臨床医を念頭に、内容をトピック別に整理し、容易なアクセスの実現を目指しています。

以下トピックが含まれます︓
•  大腸と小腸
•  内視鏡検査

•  食道
•  機能性胃腸障害
•   炎症性腸疾患（IBD）

•  肝臓
•  膵臓と肝汁路
•   病理学

•  小児科
•  栄養と肥満
•  胃

AJG は、消化器（GI）および肝臓病学分野におけるタイムリーな医学研究の発表に専念しています︓

•  Whatʼs Hot in the Red Journal および発表記事の要約、技術、方法論、倫理、実践管理、その他の国際的な医療者コミュニ
ティにおける重要な懸念などを取り上げる討論および論説から始まる、必読の Red Section

•  消化管に影響を与える様々な疾患を診断・治療するためのベストプラクティスを紹介する ACG Clinical Guidelines（ACG
診療ガイドライン）

•  毎号CMEクレジットの取得が可能
•  ダウンロード可能なパワーポイントスライドやビデオといった、多くの記事に付随する補足資料をオンラインで無償提供

Clinical and Translational Gastroenterology— 
Open Access 
Impact Factor*: 4.621; 15/80（消化器・肝臓病学）

ACGに代わってLippincottが発行する Clinical and Translational Gastroenterology（CTG）は、消化
器・肝臓病学分野における革新的な臨床研究を専門とする、査読付きのオープンアクセス・オンラインジャーナ
ルです。CTG は、臨床医および研究者のいまだ満たされることのないニーズを満たすべく、新規コホート研究、
早期臨床試験、定性・定量疫学調査、仮説生成研究、公衆衛生介入を含む新規メカニズムおよび方法論研究、

臓器と諸領域の統合的アプローチといった論文の投稿を歓迎します。CTGはまた、ヒトの生理学あるいは疾患に対する明確な応用
を目的とした仮説生成方法論文や橋渡し研究も歓迎します。

以下トピックが含まれます︓
•  大腸と小腸
•  内視鏡検査と新規診断法
•  食道

•  機能性胃腸障害
•  GI免疫
•  GIミクロ生物学
•  炎症性腸疾患（IBD）

•  肝臓
•  膵臓と肝汁路
•  病理学
•  小児科

•  栄養と肥満
•  胃

CTG で発表される記事︓
•  Original research articles, including smaller-sized,

early phase, hypothesis-generating translational 
studies

•  Narrative Reviews

•  Systematic Reviews and Meta-Analyses
•  Primers in Clinical and Translational Research
•  Translational Medicine: From Bench to Bedside
•  Gut Instincts: My Perspective
•  Letters to the Editors

ACG Case Reports Journal—Open Access
ACG Case Reports Journal は、査読付きのオープンアクセスジャーナルで、消化器系疾患の興味深い症例
報告に焦点をあてています。専門医や臨床医、その他の医療従事者が、この分野を牽引するリーダーや同僚と
症例を共有する機会を提供します。編集長 Samuel Han, MD が率いる消化器・肝臓病学の専門チームによっ
て編集されています。ACG Case Reports Journal は、ACG非会員を含むあらゆる読者に対して、隔週オンラ
インで無料公開されます。症例の説明に加え、注目に値する画像やビデオ動画も取り上げます。

ACG Case Reports Journal は、消化器・肝臓疾患に携わるフェローに、さらなる成長と学習の機会を提供す
るとともに、患者ケア以外の活動における中核的カリキュラムの要件を満たす一助となることを目的に創刊されました。投稿する症
例報告には、消化器・肝臓病学の研修中フェロー、あるいは筆頭著者としてフェローシップを追求することに興味のあるレジデント
が含まれていなければなりません。開業医やその他医療従事者など、大手出版社刊行の著名ジャーナルへの論文投稿が難しい方々
からの症例報告も受け付けています。

ACG ジャーナルの購読に関する
お問い合わせはこちらまで

Ovid-Japan@wolterskluwer.com

Wolters Kluwer ｜ ウォルターズ・クルワー
〒108-0073 東京都港区三田1-3-31 フォーキャスト三田5F 
TEL: 03-5427-1950   FAX: 03-3451-2011   Website: www.ovid.com/jp

グローバルなカスタマー・エンゲージメント・チーム
は、オメガ・マネジメント・グループのノース・フ
ェイス・スコアボード賞（NorthFace ScoreBoard 
Award™）において、過去5年間の顧客満足度スコアで
最高クラスの評価を得ています。

*2017 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2018)


