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国内最大級の総合診療データベース
約4,900の診断・治療に関する情報を収録

『今日の治療指針』『治療薬マニュアル』は、
毎年、すべての項目をアップデート

試用版もあります。詳しくは…

todaysdt.com

今日の診療
Today’s Diagnosis and Treatment Premium



日常診療の各段階に応じて、的確な情報を提供。
診療業務を強力にサポートします。

※画面は開発中のものです。

実
際
の画

面を
お試しいただけます

。

①トップ画面

②検索結果

ベストセラー書籍15冊を収録。
コメディカルスタッフの方にも有用です。

検索語の同義語も
自動で検索対象となります。

添付文書情報を網羅。
薬剤師の方からも好評です。

キーワード（疾患名、
症状、薬剤名など）から
一括検索ができます。

「薬品名」のほか
「適応症」「副作用」などの
条件で検索可能。
目的の治療薬情報に
瞬時にたどり着けます。

③治療薬情報

処方例から
治療薬情報にリンク

該当項目の
小見出し、図表、
参照項目一覧から、
目的のポイントに
ジャンプ

todaysdt.com

検索結果から
該当項目の解説を表示

院内LANに
接続された

スマートデバイスでも
利用できます。

「トピックス」「治療のポイント」で
疾患項目の最新情報やアブストラクトを把握

薬薬



「今日の診療 病院フルアクセスプラン」の特長
院内の医療従事者すべてをサポート
『今日の治療指針』『治療薬マニュアル』をはじめ、ベストセラー書籍15冊を収載。院内すべての医療
従事者にご利用いただけるデータベースです。

『今日の診断指針』で正確な鑑別診断。『今日の治療指針』で疾
患名から治療方針、具体的な治療法、処方例、エビデンスを
チェック。処方例に記載された治療薬に関する情報は、『治療
薬マニュアル』へのリンクで即座に確認。

『今日の治療指針』では、リハビリテーションの項目も収載。『今
日の整形外科治療指針』では、疾患ごとにリハビリテーション
のポイントについて解説。

『今日の治療指針』の「患者説明のポイント」「看護・介護のポイ
ント」で重要事項をチェック。薬物療法の看護には、『治療薬マ
ニュアル』が最適。副作用は、症状や処置についても解説。

添付文書情報を網羅した『治療薬マニュアル』で、薬剤の情報
は万全。「処方例リンク」機能から関連疾患を理解。患者説明
には『今日の治療指針』の「服薬指導・薬剤情報」が最適。

検査値判読マニュアルのベストセラー『臨床検査データブック』
を収録。「検査各論」および「疾患と検査」の双方向アプローチ
で、院内の検査業務をカバー。

『新臨床内科学』で疾患の概念や臨床所見を、『内科診断学』で
診断プロセスを学習。調べたい用語は、『医学大辞典』でその
場で検索。『今日の治療指針』では、エビデンス・文献も記載。

●すべての薬剤について最新の添付文書が閲覧できます。
●「病名」と対応する「医薬品」の確認ができ、レセプトチェックに便利（レセ電算コード、ICD10のコードの確認もできます）。
●医薬品の効能・効果に対する標準病名と、その妥当性 (◎、○、△、×で評価 )の確認が可能です。
●収録書籍『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）が可能です。
検索機能
●病名（慣用名を含む）、商品名、一般名、薬効分類、ICD10コードからそれぞれ検索可能
●病名に対する薬剤使用の「妥当性」「後発品」「投与経路」など、多彩な絞り込み機能を搭載
●本文にある　リンクのクリックにより、本オプション内にあるその薬剤の情報を参照

医薬品と対応病名検索オプション（別料金）

J

一般財団法人日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ）提供
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理学療法士
作業療法士



「今日の診療 病院フルアクセスプラン」の特長
院内LAN環境とインターネット環境の両者で利用可能
電子カルテや医事会計システムなどの院内LAN（イントラネット）に接続された診療端末、および医局
や図書室などのインターネットに接続されている端末のいずれにおいてもご利用いただけます。

同時アクセス数は無制限
本商品には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。

院外からも利用可能
固定 IP認証方式に加え、ID・パスワードによる認証にも対応。固定 IPアドレスを持たない病院でも、
本商品の導入が可能です。また、契約施設の職員等であれば、院外からも利用できます。訪問診療現
場や自己学習、研究の用途にもご利用ください。

インターネット環境

院内LAN環境

「今日の診療」
サーバー

「今日の診療」
サーバー

「今日の診療」が
インストールされた
院内サーバー

「今日の診療」が
インストールされた
院内サーバー

病院
図書室

電子カルテ端末

オーダリング端末

医事会計システム
（レセコン）

医局

IP認証IP認証
ID・パスワードによる認証ID・パスワードによる認証

院内LAN接続院内LAN接続

訪問診療現場・自宅
（院外）



●処方例リンク
［処方例］に表示されるリストの項目をクリックすると、
『今日の治療指針』の該当項目が表示されます。各薬剤の
適応症について治療の観点からさらに詳しく調べること
ができます。

持参薬など薬剤名がわからない場合には、製薬会社のマークから識別コードを選
択し、薬剤情報を調べることができます。

識別コード検索

①　　　　　　　をクリックすると、製薬会社マークの一覧が表示されます。
②製薬会社を選択すると、画面左のリストフレームに識別コードの一覧が表示
　され、コードをクリックすると薬剤情報が表示されます。

今日の治療指針 治療薬マニュアル

医療従事者必携の年鑑書籍『今日の治療指針』『治療薬マニュアル』
最新版を収録し、両書籍が相互リンク！

1959年の初版発行から、長年にわたって医療現場の座右の書
として愛用されている『今日の治療指針』。「病態と診断」➡「治
療方針」➡「処方例」という実際の診療に沿った流れで、臨床現
場に即応する情報をご提供します。

臨床で使用されるほぼすべての医薬品を収載した『治療薬マ
ニュアル』。「薬品名」「適応症」「禁忌」「副作用」「薬効分類」「製
薬会社」の各条件からも検索することができ、それぞれの複合
検索も可能です。

毎年全面新訂、信頼と実績の治療年鑑 添付文書を網羅し、専門家の解説をプラス

識別コード

●項目の末尾に「専門医へのコンサルト」「患者説明のポイント」「看護・介護のポ
イント」を適宜掲載しています。多職種との連携やチーム医療にご活用ください。

●薬剤師に大好評のコラム「服薬指導・薬剤情報」では、服薬指導のポイント、
併用に注意を要する薬剤の組み合わせ、製剤学的特製などについて解説して
います。

●「エビデンス」「文献」では、治療法を検討する際に参考となる文献やガイドラ
インの概要を簡潔に記載しています。

治療のポイント
重要疾患には治療上の重要な
ポイントを箇条書きでまとめた
「治療のポイント」を掲載

病態と診断
各疾患の病態・診断について
箇条書きで簡潔に記載

処方例
薬物療法については、具体的な
商品名で投与量・投与方法を記載

処方例から『治療薬マニュアル』
（薬剤情報）にリンク

治療薬検索画面から、検索語を入力します。

検索結果から目的の薬品名をクリックし、詳細を表示します。



利用環境・動作環境

●Windows Server 2016、2012、2008SP2以降、2008R2 SP1以降、およびWindows10、
8.1、7 SP1以降のいずれかが正常に動作するコンピュータ（Server系OSを推奨）

　※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
　※アクセスの集中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」をご利用の場合、HDD空き容量がさらに10GB以上必要となります。
●DVD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。

◆Webブラウザおよびインターネット閲覧環境
　対応ブラウザ：Microsoft Edge、Internet Explorer、Google Chrome、Firefox、Safari(Mac OS)
◆スマートデバイスの動作環境(推奨)
　iOS(8以降)：iPhone、iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini
　※いずれのブラウザについても最新版にアップデートしてのご利用を推奨いたします。
　※ご利用中は、端末がインターネットに接続されている必要があります。
　※各製品名は、各社の商標，または登録商標です。
【リモートアクセス用ID・パスワード利用時のご注意】
　・接続方式は、インターネットアクセス方式のみとなります。イントラネット環境下では利用できません。
　・リモートアクセス用ID・パスワードのご利用は、契約施設に所属されている職員の方に限らせていただきます。
　・ID・パスワードの漏洩等で不正利用が確認された場合、予告なくアクセスを停止させていただく場合がございます。
　・パスワード等が分からなくなった場合は，契約施設の管理者様にお問い合わせください。
　・リモートアクセス用IDは一定期間ごとに変更されます(利用期間を設けています)。

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「今日の診療」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）。インターネット環境上の端末では、病院のグローバル IPアドレスを認証しますが、ID・パスワードによる認証も可能です。
LAN（イントラネット）での動作環境（2017年5月現在）
【サーバーおよびネットワークについて】

【クライアントマシンについて】

ご注意 ＊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。

※2017年5月現在。収録書籍および内容は、予告なく変更・修正される場合があります。

ジェネラリストのための
内科診断リファレンス

臨床検査データブック
2017―2018

今日の皮膚疾患治療指針
第4版

医学書院 医学大辞典
第2版

今日の小児治療指針
第16版

今日の診断指針
第7版

今日の整形外科治療指針
第7版

今日の救急治療指針
第2版

急性中毒診療レジデントマニュアル
第2版

今日の精神疾患治療指針
第2版

創刊59年の実績を誇る、治療法年鑑。
1,137疾患項目は毎年全面書き下ろし。
日常臨床で遭遇するほぼすべての疾患・
病態に対する治療法を収録。

新臨床内科学
第9版

内科診断学
第3版

今日の治療指針
2016年版

今日の治療指針
2017年版

治療薬マニュアル
2017
収録薬剤数=約2,300成分・18,000品目。
ほぼすべての医薬品について、添付文
書情報を分かりやすく整理し、各領域の
専門医による臨床解説を付加。

詳しくは、『今日の診療』特設サイトへ todaysdt.comtodaysdt.com『今日の診療プレミアム』試用版をご利用ください。

収録
書籍

医学書院のベストセラー書籍15冊を収載。
日常診療に必要な、最新の情報を網羅しています。

〈代理店名〉

【 販  売  部 】 TEL 03-3817-5650　FAX 03-3815-7804
　　　　　  E-mail sd@igaku-shoin.co.jp
【EP開発課】 TEL 03-3817-5792　FAX 03-3815-2365
　　　　　  E-mail emsp@igaku-shoin.co.jp

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