新型コロナウイルスに関する電子ジャーナル・電子ブック等の無料公開

2020/09/01 現在
2020/07/27 現在
2020/06/25 現在
2020/06/09 現在
2020/06/05 現在
2020/04/15 現在
新型コロナウィルスするに関する各出版社の電子ジャーナル・電子ブック及び動画コ
ンテンツなどの無料公開の一覧を作成いたしました。ご活用ください。
【学内者限定】


Elsevier：E-book のテキストブックを無料提供。オンライン授業で利用可能。

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/edutxt20.xlsx
【電子ジャーナル・電子ブック等の無料公開】※出版社名の ABC 順、アイウエオ順


BRILL

公衆衛生、危機研究、リモート学習等の関連書籍・雑誌記事を公開（2021/4/30 まで）
。
https://www2.brill.com/COVID-19_Collection


EBSCO

■「新型コロナウィルス感染症関連リソースページ」日本語版。DynaMed 収録の「COVID19」
トピックへのリンク、
Dynamic Health Skills に収録された感染症予防に関する PDF、
DynaMed 編集チームによるブログ（翻訳）などをまとめたページ。
https://more.ebsco.com/dm-covid19-resourcecenter-1198858-lp.html
■COVID-19 情報ポータルの公開（医療向け）
a. DynaMed 収録の「COVID-19」トピック 無料公開中
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/
b. 「新型コロナウィルス感染症関連リソースページ」日本語版を公開
- 上記 a へのリンク、Dynamic Health Skills に収録された感染症予防に関する PDF、
DynaMed 編集チームによるブログ（翻訳）などの情報をまとめたページを公開。
https://more.ebsco.com/dm-covid19-resourcecenter-1198858-lp.html


Elsevier

■Coronavirus Research Hub、COVID-19 Healthcare Hub を開設
https://www.elsevier.com/coronavirus-research-hub
・ツールキット
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https://covid-19.elsevier.health
■Novel Coronavirus Information Center
コロナウイルスに関する文献情報を集積し、無償提供。
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
■Information Center 内の Research セクション
Elisevier の文献だけでなく、NEJM, JAMA, BMJ など他社から出版されたものも含めた
主要論文リストを掲載。これまでの COVID-19 関連学術情報が一箇所に集約。また、SSRN
に掲載されているプレプリントの論文も閲覧可能。
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center#journals
■Author/Editor Resilience Center の開設
新型コロナウイルスが及ぼす影響を鑑みて、2 つの Resilience Center を開設。
・Author Resilience Center
https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/misc/author-resource-center
・Editor Resilience Center
https://www.elsevier.com/editors/editor-resilience-center
■突発感染症の研究
・インフォグラフィック
・ウェビナー


Elsevier（Cell Press)：Cell Press Coronavirus Resource Hub

情報を無償公開。
https://www.cell.com/2019-nCOV


Elsevier(Lancet)：The Lancet COVID-19 Information Centre

Lancet 関連各誌に掲載された論文がリストアップされており、
全文が無償で閲覧可能。
https://www.thelancet.com/coronavirus/research


Elsevier（ScienceDirect)

■ScienceDirect：コロナウイルス関連の論文を無料公開。以下の検索式を検索ボック
ス（keyword)に入力することで、その検索結果に表示される文献をすべて無料公開。
検索式："COVID-19" OR Coronavirus OR "Corona virus" OR "2019-nCoV" OR "SARSCoV" OR "MERS-CoV" OR “Severe Acute Respiratory Syndrome” OR “Middle East
Respiratory Syndrome”
https://www.sciencedirect.com/search/advanced
■リモートラーニング向けにテキストブックの無料提供
・提供しているテキストブックのリスト
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・リストのリンク
■論文ページ上にリモートアクセスの案内を表示
表示されている『！COVID-19 campus closures: see options for Remote Access to
subscribed content』をクリックすると、英語の ScienceDirect のリモートアクセスぺ
ージに移動。日本語の案内は、下記のサイト下部にある「リモートアクセス」から。
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/sciencedirect/sciencedirect-for-admin

・お問い合わせ
・英語の案内ページ
■コロナウイルス関連の論文を PubMed 等に提供開始。Novel Corona Information
Center で提供している各種の情報を、PubMedCentral や WHO COIVD データベースなどに
提供を開始。
https://www.elsevier.com/about/press-releases/corporate/elsevier-gives-fullaccess-to-its-content-on-its-covid-19-information-center-for-pubmed-centraland-other-public-health-databases-to-accelerate-fight-against-coronavirus


Emerald

新型コロナウイルスに関するコンテンツを無料で提供。
https://www.emeraldgrouppublishing.com/


IEEE

400 以上の関連文献を無償で公開中。
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp


IOP Publishing

COVID-19 に関連する IOP Publishing の公開済みまたは今後の論文はテキストやデータ
のマイニング、再利用、二次分析を可能にする権利とともに、危機の期間中、PubMed
Central ですぐに利用可能。またサイトからも関連論文の全文を自由に利用可能。
https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-free-to-access-contentfrom-iop-publishing/


JSTOR

公衆衛生に関する 26 ジャーナルの無料開放(2020/12/31 まで)。
https://about.jstor.org/l/public-health/


Karger

新型コロナウイルスに関する電子ジャーナル・電子ブック等の無料公開

新型コロナウイルス(COVID19)の研究資料として、Topic Article Package として関連
の論文 49 件を特別無料公開中。
https://bit.ly/karger_covid-19_tap


The New England Journal of Medicine

コロナウイルス（Covid-19）の発生に関する記事とその他のコレクション。臨床レポ
ート、管理ガイドライン、解説などを含む。
https://www.nejm.org/coronavirus


Oxford University Press(オックスフォード大学出版局）
：COVID-19 関連のオンラ

インジャーナル記事および電子書籍などのオンライン製品を無料アクセス提供。
https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus#d2fea8cc3e3080b2f011


Science(AAAS)：COVID-19 に関する全てのコンテンツを無料公開。

https://www.sciencemag.org/tags/coronavirus


Springer Nature

■シュプリンガー・ネイチャーの新型コロナウイルスに対する支援の拡大について
https://www.springernature.com/jp/news/20200325-coronavirus-supportexpansion-announcement-jp/17827726
■COVID-19 特別翻訳記事
https://www.natureasia.com/ja-jp/collections/covid-19
■インスティテューショナルサポートおよびリモートアクセスの強化：
ユーザーログインは、初期認証後 90 日間有効。
https://www.springernature.com/gp/librarians/toolsservices/implement/federated-access
■リモートアクセス（日本語版）
https://www.springernature.com/jp/campaign/librarian-remote-access
■ジャーナルや書籍からの関連研究へのリンク、および新型コロナウイルスに関する解
説のまとめ。編集者も、ハイライトする関連コンテンツを選択している。全体で 12,000
を超えるジャーナルおよび書籍のコンテンツを無料アクセスできる。
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
■Nature
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00598-0
■Scientific American
https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/coronavirus-hot-zone-the-
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view-from-the-u-s-epicenter/
■Nature Briefing
https://www.nature.com/briefing/signup/
■Nature Editorial
Coronavirus pandemic: Nature’s pledge to you 記事を公開。
・新型コロナウイルスに関して随時更新しているライブブログ
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00882-z
・毎週更新しているポッドキャスト Coronapod を配信
https://www.nature.com/nature/articles?type=nature-podcast
■eBook（電子書籍）分野別コレクション全体で 500 を超える主要なテキストブックに無料
でアクセス可能。

https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&package=matcovid19_textbooks&facet-language=%22En%22&sortOrder=newestFirst&showAll=false
■Springer Nature Experiments：コロナウイルス診断に関する記事の要約を公開
https://experiments.springernature.com/organisms/coronavirus
■AdisInsights：コロナウイルスの治療薬・ワクチンの開発情報や臨床試験情報を公開
https://adisinsight.springer.com/
■Nano：コロナウイルスに対するナノ材料の相互作用、診断、治療効果に関する数千の
無料で利用可能な特許および記事のリンクに加えて、手動で抽出したナノ材料に関する
要約を公開。
https://nano.nature.com/search?workflow=nanoObject&term=freeText%3A%22coronav
irus%22&new-search=true&sortby=&utm_source=sn&utm_medium=referral&utm_content=null&utm_campaign=BSLB_1_CA
01_GL_BSLB_AWA_CA01_GL_LSGR_PubH_Coronovirus_LandingPage


The Royal Society（王立協会）
：The Royal Society が刊行する全ジャーナルにつ

いて、当面の間無料開放
https://royalsociety.org/journals/#listing


Taylor & Francis

■Coronavirus (COVID-19) reading list を公開、随時更新。さらに現在 Taylor &
Francis Online および Taylor & Francis eBooks で公開されている COVID-19 に関する
コンテンツ（ジャーナル論文、書籍チャプター）は全てフリーアクセスとなっており、
誰でも制限なく利用することが可能。
https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

新型コロナウイルスに関する電子ジャーナル・電子ブック等の無料公開



Thieme

COVID-19 の関連コンテンツが無料。
https://www.thieme.com/for-media/press-releases/1723-coronavirus-thiemeprovides-freely-specialist-information-on-respiratory-viruses


Wiley

■Wiley Online Library の COVID-19 関連ページ:このページに掲載されている最新の
論文に加えて、5,000 を超える COVID-19 関連の論文を無料提供。
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/
■Cochrane Library の COVID-19 関連ページ：COVID-19 に関するコクランレヴューの二
つの特別コレクションに無料でアクセス可能
・Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care（重症管理に役立つ
エビデンス）
https://www.cochrane.org/news/special-collection-coronavirus-covid-19evidence-relevant-critical-care
・Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures（感染管理
と予防方法）
https://www.cochrane.org/special-collection-coronavirus-covid-19-infectioncontrol-and-prevention-measures


朝日新聞：当面の間、
「朝日新聞デジタル」掲載記事を無料公開(無料会員登録が必

要)※一部コンテンツを除く
https://digital.asahi.com/info/information/articles/SDI202004074494.html


医学書院

■雑誌『理学療法ジャーナル』
「新型コロナウイルス感染症」に関連する記事の無料公開
（9 月末まで（予定））
・第 54 巻 7 号：
「緊急座談会 新型コロナウイルス―各現場から，with コロナ時代の理学
療法を展望する」
・第 54 巻 7 号, 2020 年 7 月，pp. 796-801
COVID-19 治療最前線での理学療法―第 2 波，その先に向けて（岩田健太郎，北原エリ子，
高橋哲也，長谷川 信，横田一彦）
無料公開 URL（医書.jp サイト）
：
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1551201972
・第 54 巻 7 号, 2020 年 7 月，pp. 802-811
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COVID-19 感染予防を主軸とした組織運営（金谷さとみ，津田陽一郎，永冨史子，松井一人，
村永信吾）
無料公開 URL（医書.jp サイト）
：
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1551201973
・第 54 巻 7 号, 2020 年 7 月，pp. 812-818
COVID-19 下の理学療法教育の現状と展望（網本 和，内田 賢，内山 靖，大城昌平，金
谷さとみ，酒井桂太，福井

勉，山田英司，横田一彦）

無料公開 URL（医書.jp サイト）
：
https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1551201974



医歯薬出版

COVID-19 に関連する SARS と MARS の日本語論文無償公開。
https://www.ishiyaku.co.jp/pickup/20200225_info_01.aspx


サンメディア

COVID-19 とコロナウイルスに関連する論文のすべての推奨内容を F1000Prime で自由に
アクセス。※申込不要
https://f1000.com/prime/covid-19/
■PierOnline にて新型コロナウイルスについての情報提供を行っている論文。※申込
不要
http://www.pieronline.jp/content/article/0386-3603/48020/321


サンメディア（JDreamⅢおよび JDream Expert Finder）

新型コロナウイルス感染症対策を進められている研究者の方々を支援する目的で、
「JDreamⅢ」および「JDream Expert Finder」を無償提供。
※申込みが必要。https://jdream3.satori.site/stopcovid19
※無償提供期間：2020 年 9 月 30 日（水）まで
https://jdream3.com/news/


メディカ出版

新型コロナウイルスに対する情報を含む、時事的重要情報の提供。
https://www.medica.co.jp/m/infectioncontrol/news/list/10008225


ライフサイエンス出版

コロナウイルス・肺炎・呼吸器感染症の関連ページを無料公開。
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http://www.lifescience.co.jp/contents/index_SP20200312.html
【動画コンテンツ等の無料公開】


JoVE Science Education

コロナウイルス（COVID-19)に関連するフリーの動画を特設ページで紹介。
https://www.jove.com/coronavirusresource

