今日の診療

T O D AY ’ S D I A G N O S I S & T R E AT M E N T

病院向けサービスのご案内

優れた検索機能

日常の診療で遭遇する
ほぼすべての疾患を網羅し、
日常診療を強力にサポートします。

疾患名から検索し、
治療法・処方・検査・
医薬品情報などを
瞬時に表示
「今日の治療指針」
「各科版治療指針」

(小児・救急・精神・整形外科・皮膚)、

「臨床検査データブック」
「治療薬マニュアル」

疾患の概念や病態、
臨床所見なども収録
「新臨床内科学」
など

症状から検索し、
診断のプロセスを
即座に把握
「今日の診断指針」
「内科診断学」
など

を収録
「医学大辞典 第2版」
診療の場面で遭遇する
難解用語をその場で検索
（解説項目数：約52,000語）

直感的なインターフェース
本商品は、通常のWebブラウザにてお使いいただきます。
難しい操作方法を覚えていただく必要がなく、
直感的にご利用いただけます。

Internet Explorer

ネットワーク接続されたスマートデバイスでも！

iPhone や iPad などの iOS 端末および Android 端末などのスマートデバ
イスでのご利用も可能です。また、Macintosh でのご利用も可能です。

Firefox

Mac Safari

「今日の診療 病院フルアクセスプラン」
の特長
病院のネットワークに特化！
インターネット環境とLAN環境の両方に対応！

研修用や図書室などのインターネット接続が可能な端末、および電子カルテやレセプトシステムなどのLAN（イ
ントラネット）に接続された診療端末のいずれにおいてもご利用いただけます。

施設内のどこからでも誰でも！
リモートアクセス特約でご自宅からも！

院内ネットワーク上の端末であれば、施設内のどこからでも誰でもご利用いただけます。さらに
「リモートアク
セス特約」をご用意。VPN 等でご自宅等からのリモートアクセスも可能になります。
※ご利用いただける方は、導入施設の構成員
（職員等）に限られます。
※リモートアクセス環境
（VPN 等の機器、ソフトウェア、通信手段等）は、お客様にご用意いただく必要があります。

病床数別の価格体系。同時アクセス数の制限はありません

本商品は、病床数別の価格体系となっております。同時アクセス数の制限はなく、病院全体（診察室、医局、
薬剤部、研修医教育、図書室、医事業務など）でご利用いただけます。1 回の契約でご利用いただける期間
は 1 年間です。

無料でお使いいただけるトライアルを実施中！
！
別紙申込用紙にてお申し込みください！

医局で

ベッドサイドで

医事課で

薬剤部で

「今日の診療 イントラネット」
の特長

LAN（イントラネット）環境上の電子カルテ端末やレセプト端末で！

LAN 環境上のサーバーにインストール。電子カルテ端末やレセプト端末など、インターネットに接続してい

ないネットワーク環境下でご利用いただけます。

※サーバー仕様につきましては、必ず動作環境をご確認ください。

LAN環境に接続されたスマートデバイスでも利用できます

iPhone や iPad などの iOS 端末および Android 端末などのスマートデバイスでのご利用も可能です。また、
Macintosh でも利用できます。Windows7 や Vista 用の「ガジェット」もご用意しています。

施設内のどこからでも誰でも！

LAN（イントラネット）環境上の端末であれば、施設内のどこからでも誰でもご利用いただけます。
※ご利用いただける方は、導入施設の構成員
（職員等）に限られます。

ご利用規模や頻度に応じたプランをお選びいただけます

ご利用規模や頻度をお客様で想定し、その想定に応じた規模（ライセンス数）でご導入いただけます。また、前回のボリュー
ムと連続してご導入のお客様向けに、連続購読価格
（割引価格）をご用意しています。
※規模
（ライセンス数）は、「今日の診療」を同時に利用できる数（同時起動数）の上限により区分されています。

動作確認用に試用版をご用意しております。
別紙申込用紙にてお申し込みください！
医薬品と対応病名検索オプション
一般財団法人日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ）提供の医療用医薬品情報とその対応病名を参照できる有料
のオプションです。
●後発品や漢方を含む医療用医薬品の情報を網羅。すべての添付文書
（PDF）が閲覧できます。
（規格単位、効能・効果、用法用量、警告、禁忌、薬価、レセプト電算コードなど）

●医薬品の効能・効果に対応する標準病名と、その妥当性
（◎、
○、
△、 で評価）の確認が可能です。
●
「今日の治療指針」の処方例や、「治療薬マニュアル」からの参照
（リンク）検索が可能です。
検索機能
●病名
（慣用病名を含む）から、その病名に対応する効能・効果をもつ医薬品を検索可能
●このほか、医薬品名
（一般名・商品名）
、薬効分類、ICD-10 からも医薬品が検索可能
●
「投与経路」
「妥当性」
「後発品」など、多彩な絞込み機能を搭載
●
「今日の診療」本文内の
「J」リンクのクリックにより、オプション内のその薬剤の情報を検索

ネットワーク環境

アクセス

期間

病院フルアクセスプラン

無

1年間

イントラネット

有

対象施設

商品種別
病院

大学

企業等

制限
制限
インターネット環境
LAN（イントラネット）環境
（電子カルテ等の診療用端末） （図書室・研修用の端末等） （同時起動制限） （契約期間）

データ
更新

自動

※

ボリューム単位

※インターネット閲覧部分は自動更新、イントラネット閲覧部分は更新データをDVD-R 等でお送りします。

国内最大級のリファレンス データベース
「今日の診療」診療に関する最新情報を簡単に検索できます
ベストセラー書籍14冊、約90,000件の収録項目から一括検索
『今日の救急治療指針 第 2 版』
『今日の精神疾患治療指針』
『急性中毒診療レジデントマニュアル 第 2 版』の 3 冊
『臨床検査データブック 2013-2014』
『治
を新規収録。また、書籍の改訂に伴い、
『今日の治療指針 2013 年版』
療薬マニュアル 2013』の 3 冊について、最新のデータを収載しました。

今日の精神疾患治療指針

New

精神科臨床におけるありとあらゆる情報を網羅した決定版

今日の救急治療指針 第2版

New

救急で診る患者にどう対応するか。救急に関わるすべての医師必携書

急性中毒診療レジデントマニュアル 第2版

New

急性中毒診療における迅速・的確な初期対応の Theory＆Method！

今日の治療指針

臨床検査データブック

今日の治療指針

治療薬マニュアル

今日の診断指針

新臨床内科学

今日の整形外科治療指針

内科診断学

今日の小児治療指針

医学書院 医学大辞典

2013年版

2012年版
第6版
第6版

第15版

2013―2014

2013

第9版
第2版

第2版

今日の皮膚疾患治療指針

第4版

導入のメリット

臨床で使える！

診療前に、ちょっとだけ時間をとって検索。最新知見を日常診療ですぐ役
立てられます。

教育で使える！

細分化された知識だけでなく、臨床各科の疾患や薬の情報を網羅。卒後臨
床研修医のリファレンスとして最適です。

幅広い利用！

臨床に即した薬物治療情報や疾患の全体像を簡潔に把握できます。薬剤師
や看護師、臨床検査技師などのご利用にもお勧めです。

医事をサポート！

「医薬品と対応病名検索オプション」の併用により、投薬や治療におけるレ
セプトの確認など、医事業務をサポートします。

今日の診療 病院フルアクセスプラン
概要

病院のネットワークに特化。インターネット環境とLAN（イントラネット）環境の両方で
「今日の診療」
をご利用いただくサービスで
す。1 回の契約でご利用できる期間は 1 年間で、契約時に 1 年分のご利用料金をお支払いただきます。病床数別の価格体
系で、利用環境やアクセス数の制限がなく、病院全体でご利用いただけます
（別紙価格表をご参照ください）。
利用環境・動作環境

「今日の
病院のインターネット環境とLAN（イントラネット）環境の両方の端末でご利用できますが、LAN 環境上ではサーバーに
診療」のインストールが必要です
（下記、動作環境を事前にご確認ください）。また、インターネット環境上の端末はグローバル
IP アドレスを認証します。
なお、リモートアクセス特約時のリモートアクセス環境（VPN 等の機器、ソフトウェア、通信手段等）は、お客様にご用意いた
だく必要があります。

LAN（イントラネット）での動作環境（2013年8月現在）

【サーバーおよびネットワークについて】
●Windows Server 2012、2008、2003 お よ び Windows8、7、Vista、XP
（Server 系 OSを推奨）
Professional のいずれかが動作するコンピュータ

※WindowsXP などではメモリ512MB 以上を搭載してください。
※クライアント系 OS には、仕様上、同時アクセス数に上限が設けられております。
また、同時
アクセス数が増えるにつれ、
レスポンスも低下します。
ご注意ください。

●HDD 空き容量：5GB 以上

※アクセスが集中することが予想される場合は、
より高速・大容量メモリ搭載のものをご用意
ください。
※「医薬品と対応病名検索オプション」
をご使用の場合、
さらに HDD 空き容量 10GB 以上が
必要となります。
また、
WindowsXP などではメモリ1GB 以上を搭載してください。

●DVD-ROMドライブ：インストール時のみ必要
●最低 1 つの占用可能な USB ポートが必要です

【クライアントマシンについて】
（推奨：Internet Explorer /Firefox/Mac Safari）
を搭載し
●Web ブラウザ
た Windows パソコンおよび Macintosh
●収録された音声の再生には、
スピーカーのご利用を推奨します。
●Webブラウザを搭載し LAN 環境にアクセスできるiOS および Android 端末

※iOS/Android 端末などのスマートデバイスは、院内ネットワークに常時接続されている必要
があります。
※iOS および Android 端末などのスマートデバイスでは、
一部機能に制限があります。
また、
ご
利用のブラウザによっては正しく表示できない場合があります。

今日の診療 イントラネット
概要

病院や研究機関などの施設単位でご導入いただくと、その施設の LAN（イントラネット）環境上で
「今日の診療」
をご利用いた
だけます。ご利用価格は、ライセンス数
（同時起動数の上限）毎に設定されます
（別紙価格表をご参照ください）。
利用環境・動作環境

（イントラネット）
環境上の端末で利用できますが、LAN環境上のサーバーに
「今日の診療」のインストールが必要で
施設のLAN
す。サーバーやネットワーク等の動作環境は、以下をご確認ください。

LAN（イントラネット）での動作環境（2013年8月現在）

【サーバーおよびネットワークについて】
●Windows Server 2012、2008、2003 お よ び Windows8、7、Vista、XP
（Server 系 OSを推奨）
Professional のいずれかが動作するコンピュータ

※WindowsXP などではメモリ512MB 以上を搭載してください。
※クライアント系 OS には、仕様上、同時アクセス数に上限が設けられています。
ご契約ライセ
ンス数によっては、全てをお使いいただけない場合があります。
また、同時アクセス数が増え
るにつれ、
レスポンスが低下します。
ご注意ください。

●HDD 空き容量：5GB 以上

※アクセスが集中することが予想される場合は、
より高速・大容量メモリ搭載のものをご用意
ください。
※「医薬品と対応病名検索オプション」
をご使用の場合、
さらに HDD 空き容量 10GB 以上が
必要となります。
また、
WindowsXP などではメモリ1GB 以上を搭載してください。

ご注意

●DVD-ROMドライブ：インストール時のみ必要
●最低 1 つの占用可能な USB ポートが必要です

【クライアントマシンについて】
（推奨：Internet Explorer /Firefox/Mac Safari）
を搭載し
●Web ブラウザ
た Windows パソコンおよび Macintosh
●収録された音声の再生には、
スピーカーのご利用を推奨します。
●Webブラウザを搭載し LAN 環境にアクセスできるiOS および Android 端末

※iOS/Android 端末などのスマートデバイスは、LAN 環境に常時接続されている必要があり
ます。
※iOS および Android 端末などのスマートデバイスでは、
一部機能に制限があります。
また、
ご
利用のブラウザによっては正しく表示できない場合があります。

＊本製品の内容は著作権により保護されており、一部または全部を無断転載することは禁止されています。
＊各仕様は予告なく変更になることがあります。

今日の診療 WEB
法人サービス

インターネットを利用したWeb環境でご利用の場合は、
『今日の診療WEB［法人サービス］』
をおすすめします。
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使用
できます。
したがって、
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。
詳細は、
代理店または医学書院までお問い合わせください。

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

HEM1309

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

