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WEB版［法人サービス］
＜サービス概要＞

年間のご契約により、
病院や企業、
学校などの「法人」
に属する方々に
「今日の診療WEB版」
をご
利用いただくサービスです。

＜ご利用環境＞

ご契約法人が管理するネットワーク環境下のパソコンでご利用可能ですが、Webブラウザな
どのインターネット閲覧環境が必要になります。また、
ご利用に際しましては『今日の診療

WEB版［法人サービス］

WEB版法人サービス利用規約』の遵守が必要です。

＜認証方式＞

『今日の診療WEB版法人サービス』
では、契約単位が1年となり、契約時に1年分のご利用料

医学書院のベストセラーを収載した
国内最大級リファレンスデータベースが
WEB環境でご利用いただけます。

金をお支払いいただきます。ご利用料金は、契約する
「同時ログイン数の上限」
＝ライセンス

さらに電子ジャーナルサイト「MedicalFinder」上のデータもシームレスに検索できます。

ご契約法人が管理するネットワークのIPアドレスで認証します。ご契約時に定める
「同時ログ
イン数の上限」以内でお使いいただくことができます。なお、
ＩＤ・パスワード認証の併用など
をご希望の場合は、取扱店または医学書院までご相談ください。

＜ご利用料金＞

数により設定され、
「ライセンス数3の403,200円（税込）」からご用意しております。また、
「MedicalFinder」の各論文の全文閲覧には、別途料金がかかります（MedicalFinderの法人契約者はこの

まずはお試しください！
＜無料トライアル＞

。詳しくは、取扱店または医学書院までお問合せください。

限りではありません。また、検索、要約の閲覧は無料です）

本サービスのすべてがお試しいただける
「今日の診療ＷEB版

無料トライアル」をご用意し

医学書院

● 診察室で

● 図書室で

ております。詳しくは、取扱店または医学書院までお問合せください。

『今日の診療WEB版』の個人使用をご希望の場合は、下記のサイトでご案内しております。

WEB版［法人サービス］

http://www.islib.jp/（医学書院ライブラリー）

● ナース ステーションで

※料金は各課金先によって異なります。お支払い方法などを含め、各課金先にお問合せください。

今日の診療Vol.20イントラネット版
インターネットを接続していないLAN環境に向けて、
『今日の診療Vol.20イントラネット版』
をご用意しております。
電子カルテなどと連携可能なクライアントモジュールも提供！

Internet

インターネット

※今日の診療サーバーモジュールのインストール用として、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows XP Professional、Windows Vista、Windows 7
（32/64bit版）
のいずれ
かを搭載したパソコン1台およびそれぞれのOSに対応した IIS（Internet Information Server）
が必
要になります。
※検索や閲覧には、LANに接続されたパソコンのWebブラウザからご使用いただけます。
※クライアントモジュールはActive-Xのインタフェースとして提供されます。
詳細は、
パンフレットをご用意しておりますので、取扱店または医学書院までお問合せください。

〈取扱店名〉
〒113-8719 東京都文京区本郷1-28-23
http://www.igaku-shoin.co.jp

【EP開発室】TEL 03-3817-5792 FAX 03-3815-2365
E-mail emsp@igaku-shoin.co.jp
【 販 売 部 】TEL 03-3817-5651 FAX 03-3815-7804
E-mail sd@igaku-shoin.co.jp

4

医学書院ライブラリー

http://www.islib.jp/

（2010年９月現在 Vol.20）

t.m.Rush 2010.8.16

1

A4正寸（297*210）

C M Y K

収録書籍

医療従事者のための
（2010年９月現在 Vol.20）

今日の治療指針

WEB版［法人サービス］

治療指針から検索、診断指針も含めて検索、全書籍から検索など、検索対象書籍を自由に選択できます。
また、最大13書籍、約88,000解説項目について全文を検索、結果は瞬時に表示、解説本文のほか約12,000点の図表や写真
にアクセスできます。
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◇インターネットを利用したWeb環境での使用

第6版

医学書院が運営するWebサーバーに、インターネットからアクセスすることでご利用できます。そのため、インストール
作業などの必要はなく、導入は非常に簡単です。また、
インターネットが閲覧できる環境さえあれば、他に必要なものはあ
りません。 ※認証情報として、グローバルIPアドレスが必要になりますのでご注意ください。

「今日の治療指針」の姉妹編
書籍版は2010年改訂の最新版

〔症候編〕解説症候193項目と
〔疾患編〕解
説疾患684項目を有機的に構成し、全領域
の約10,000種類の疾患にアプローチが
可能

今日の整形外科治療指針

N

ew

第5版

専門医が最新の知見をまとめた 整形外
科臨床の百科事典

「広く、深く」知識を求められる小児科
診療に必携の書

今日の皮膚疾患治療指針
「今日の治療指針」の皮膚疾患専門版

皮膚は内臓を見る鏡である といわれ、皮膚
科だけでなく内科・外科・小児科の医師も皮膚
疾患に対する知識は必須である。すべての皮
膚疾患に対応できる544項目を、196人の専
門医が解説。

第3版

救急の「百科全書」ともいえる1冊

救急初療から救命処置まで網羅し、読みや
すい内容。新薬、新技術、法改正に伴う項目
など、
ここ10年の時代に沿って内容を充実。

ご使用できる期間は、通常契約月から１年間となり、
さらに１年単位での更新ができます。この期間、契約法人の社員等で
あれば誰でもご使用でき、パソコンが特定されることもありません。

本製品は契約するライセンス数に応じて価格が設定されています。ライセンス数は「今日の診療」を同時に起動できる数
（同時ログイン数）の上限になります。また、
さらに利便性を広げる
「リモートアクセスオプション」もご用意しており、VPN
などを通じたリモートアクセスが可能になります。 ※別紙、価格表をご確認ください。

グラフィカルに検索対象書籍の選択や目次表示の操作が可能で、初めて
でも直感的な操作が可能です。

第3版

第9版

内科学教科書の決定版。

内科診断学

○シンプルでありながら高度な検索も可能な
デザイン

小児科医だけでなく、小児を診る機会のあ
る医師全体に向けて作られた。各章では、
キャリーオーバーやフォローアップのポイ
ントなどにも触れている。

新臨床内科学

◇1年単位での契約

Ｗｅｂブラウザを利用するため、特別な操作方法を習得する必要はありません。また、Ｗebブラウザが搭載されていれば、
Macintoshやその他の機器でのご使用も可能です。※Wwbブラウザの特性により、ご使用になれない機種もございます。ご注意ください。

※リモートアクセスのための環境
（機器、
ソフトウェア、
通信手段等）
は、
お客様でご用意する必要があります。

○概要を見てから検索結果を選べます

新デザインでは、本文の概要とともに検索結果リストを表示します。目的
とする項目がどれなのか、
よりわかりやすくなりました。

○書籍にはない使いやすさ

閲覧中の解説項目について、他の書籍を含めた同名の項目や参照項目
に、薬品名から治療薬マニュアルの添付文書に、その他図表など約7万2
千箇所の参照リンクを用意しています。

○強力な治療薬マニュアル検索

薬品名、適応症、禁忌、副作用、薬効別分類名、製薬会社名による複合検
索ができ、
また会社マークや会社コードからの識別コード検索機能も用意
しています。

○電子ジャーナル「MedicalFinder」との連携

「今日の診療」に入力した検索語を使って電子ジャーナル「MedicalFinder」
も検索できます。

第2版

「知りたいことが何でも即座に分かる辞
典」をめざして、中項目・小項目主義で5
万語の用語を収集・選定。2500枚のカ
ラー図版により、専門外のことでも正確
かつ平易に把握できる。

◇Ｗｅｂブラウザ利用のため、設定や操作は簡単

◇使用する規模や頻度に応じて、契約価格の選択が可能

第14版

医学大辞典

医学生・研修医から絶大な支持を得
ている内科学教科書。随所にカラー
写真を配して、わかりやすい図表を
多用するなど、理解を助ける工夫が
凝らされている。

※1年単位の契約が原則ですが、
初年度契約に限り、
必要に応じて月単位での契約が可能です。

全人的医療を目指す整形外科のすべての疾
患の診断・治療について、専門医が最新の知見
をまとめた 整形外科臨床百科事典 。

今日の小児治療指針
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（2010年９月現在 Vol.20）

医学界が待ち望んだ最新の医学辞典

◇最新の研究成果13書籍を同時に検索
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医学書院

「今日の診療WEB版」の特徴

臨床医が日常的に遭遇する疾患
に対する治療法を全診療科にわ
たって網羅。

救急マニュアル

国内最大級リファレンス

2010年版・2009年版

最新･最高の治療法を解説した
治療年鑑を2年分収録

今日の診断指針

収録書籍

※画面サンプルは開発中のものです。

第2版

診断に至る思考プロセスを重視！
！

主要疾患の診断データも掲載し、1冊で
双方向（ 症候 と 疾患 ）からのアプロー
チに対応。
※付録CD-ROMの鑑別表作成機能などは未収録
となります。

治療薬マニュアル

2010

ほとんどすべての市販薬を網羅する、
全医療者必携の薬剤データブック

添付文書の情報をわかりやすくまとめ、
専門医による実践的な臨床解説も収録。
臨床に役立つ各種付録、識別コード索引
も充実。

臨床検査データブック
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2009-2010

全医療者必携の検査値判読マニュアル

基本データ、基準値、測定値、判読・採取保存方
法などを検査項目ごとに詳解。
検査の目的、検査日数、薬剤影響、保険適応な
ど患者にとって気になる事項も収録。

臨床中毒学
急性中毒患者に関わる臨床家必携

「臨床現場で役立つ中毒学の成書」をコンセプ
トに、総論「急性中毒の5大原則」、中毒物質各
論
（101項目）
を収録。
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