
病院フルアクセスプラン

圧倒的情報量を誇る総合診療データベース

研修医・看護師・メディカルスタッフ向けコンテンツを拡充した

が大好評！「プレミアムプラス」「プレミアムプラス」

診断・検査・治療・処方・エビデンスの最新情報が満載

受付中
トライアルトライアル
無料無料

診察室で

医事課で 図書室で

訪問診療先で

NEW!「診療報酬点数」収載
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日本の医療のスタンダードが、すべてここに
「今日の診療」は、著者・編集者・監修者の丁寧な校正を経てリリースされた、安心と信頼の総合診療データベース。 
確かな情報にすぐアクセスできるから、日常診療の疑問や悩みをその場で解決。業務負荷の軽減に貢献します。 
また、若手スタッフの教育支援・自己学習・カンファレンス・資料作成などにも最適です。

10万項目、著者1万人
知りたい情報が、いつも手元に
診断・検査・治療・処方・ケア・フォローアップなどの診療プロセスを、シームレスにカバーする圧倒的な情報量。 
エビデンスや文献、専門家の診療ノウハウなど、現場で役立つ情報が満載です。

常に最新情報がお手元に
収録コンテンツの書籍版が改訂された後、「今日の診療」のデータも順次アップデートされます。 
なかでも『今日の治療指針』は、1150以上の全疾患項目を毎年新原稿で完全改訂。 
薬剤情報はもちろん、日常診療で遭遇する疾患・症候の情報もいつも最新、安心です。

PC・タブレット・スマートフォンで
接続方式は、インターネットと院内LANのいずれにも対応。 
院外からの利用も可能で、同時アクアス数は無制限です。
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処方例から、ワンクリックで治療薬情報に

ほぼすべての薬剤に
化学構造式を収載

スマートフォンでは
最適化された
画面を表示

見やすいインターフェイス×高機能な検索システム
直感的なインターフェイスデザインにより、必要な情報にすばやく到達できます。
検索の際、冒頭の数文字を入力すれば、候補語句の一覧が表示されるサジェスト機能も搭載。
また、条件検索・コンテンツ別検索・全文検索ほか、様々な詳細検索に対応しています。
本文中の専門用語の意味を知りたいときは、ドラッグとクリックだけで『医学書院 医学大辞典』での検索が可能です。

治療指針メニュー画面

疾患情報

治療薬情報

検索ボックスは、すべての画面に表示

診療科のメニュータイルから選択すれば、
クリック/タップ操作だけで目的の項目に

製剤写真や専門家の臨床解説も豊富

「見出しナビ」から目的の情報にジャンプ

閲覧中の項目と関連する項目を表示



＊1 2021年10月より公開予定　　＊2 「医薬品と対応病名検索オプション」の詳細は6頁をご覧ください
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すべての医療者をサポートする多彩なコンテンツ
院内の医療職だれもが活用できる定番コンテンツを幅広く収載しています。
簡潔なマニュアルから専門的リファレンスまで一気に検索できるから、必要な情報が瞬時に見つかります。
日常診療・訪問診療、当直・救急、実習・研修など、あらゆるシーンで活躍します。

新たに「診療報酬点数」を収載＊1

医事課の業務もスムーズに
医事課で役立つ「診療報酬点数」を収載。さらに「医薬品と対応病名検索オプション」＊2も追加いただけます。

「プレミアム」「プレミアムプラス」の2プランをご用意
「プレミアム」では17コンテンツ、「プレミアムプラス」では28コンテンツをご利用いただけます。
大好評の「プレミアムプラス」には、研修医や若手医療者に人気の『レジデントマニュアル』シリーズを多数収載。
ベテランが専門外の領域を学ぶ際にも重宝します。
また、看護師必携の『NANDA-I 看護診断 定義と分類』をはじめ、メディカルスタッフ向けコンテンツも充実したプランです。

患者さんの疾患理解をサポートする
「患者説明資料」
初めての疾患に不安を感じている患者さんや、患児の保護者をサポートするためのツールです。
疾患・診断・治療の概要を、読みやすい文章で、簡潔に1ページの紙面にまとめました。
診療中にプリントアウトして患者さんにお渡しいただけます。

職種ごとのおすすめコンテンツについては、右頁（5頁）のアイコン（　　　　　　　　）および6頁もご覧ください。
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※2021年10月現在。収録コンテンツおよび内容は、予告なく変更・修正される場合があります。

内科レジデント
マニュアル
第9版

小児科レジデント
マニュアル
第4版

外科レジデント
マニュアル
第4版

救急レジデント
マニュアル
第6版

精神科レジデント
マニュアル

NANDA-I
看護診断
定義と分類
2021-2023

今日の
リハビリテーション指針

今日の
理学療法指針

病期・病態・重症度からみた
疾患別看護過程
+病態関連図
第4版
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ジェネラリストのための
内科診断
リファレンス

急性中毒診療
レジデントマニュアル
第2版

今日の
治療指針
2021年版

今日の
治療指針
2020年版

治療薬
マニュアル
2021

今日の
救急治療指針
第2版

今日の
小児治療指針
第17版

今日の整形外科
治療指針
第7版

医学書院
医学大辞典
第2版

内科診断学
第3版

患者説明資料

診療報酬点数

今日の皮膚疾患
治療指針
第4版

今日の精神疾患
治療指針
第2版

新臨床内科学
第10版

臨床検査
データブック
2021―2022

今日の
診断指針
第8版

…医師向け …研修医・医学生向け …看護師向け

…薬剤師向け …臨床検査技師向け …PT・OT・ST（リハビリテーション職）向け

NEW!

好評

産婦人科ベッドサイド
マニュアル
第7版

異常値の出る
メカニズム
第7版
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●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。
●収録コンテンツ『今日の治療指針』の処方例や、『治療薬マニュアル』からのリンクによる参照が可能です。
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）  一般財団法人日本医薬情報センター（ＪＡＰＩＣ）提供

現場の即戦力となる心強い味方です
多忙を極め、かつ緊急度も高い医療現場において、最新の医療情報とエキスパート1万人分の診療エッセンス
にいつでもアクセスできるメリットは計り知れません。ハッとしたとき、念のため調べたいとき、突発的な事
態が発生したときも、的確な情報をパッと確認できて安心です。病院全体の情報環境整備の一環として、全国
700以上の施設様にご利用いただいております。

医療職別　おすすめコンテンツ一覧

▶今日の治療指針
▶治療薬マニュアル　
▶臨床検査データブック   　　　　　　　
▶今日の診断指針　　　   　　　　　　　
▶新臨床内科学　　　     　　　　　　　
▶内科診断学　　　　 　  　　　　　　　
▶ジェネラリストのための
　内科診断リファレンス
▶急性中毒診療レジデントマニュアル　　
▶医学書院 医学大辞典 　 　　　　　　　
▶患者説明資料           　　　　　　　
▶内科レジデントマニュアル★

▶救急レジデントマニュアル★　
▶外科レジデントマニュアル★

▶小児科レジデントマニュアル★

▶産婦人科ベッドサイドマニュアル★　
▶精神科レジデントマニュアル★

▶異常値の出るメカニズム★

▶診療報酬点数
▶医薬品と対応病名検索オプション
　　　　　　　　　　（追加プラン）

▶今日の治療指針
▶治療薬マニュアル　　　
▶臨床検査データブック
▶今日の診断指針
▶今日の小児治療指針
▶今日の整形外科治療指針
▶今日の救急治療指針
▶今日の皮膚疾患治療指針
▶今日の精神疾患治療指針  
▶ジェネラリストのための
　内科診断リファレンス
▶医学書院 医学大辞典
▶患者説明資料

▶今日の治療指針
▶治療薬マニュアル  　
▶臨床検査データブック　
▶ジェネラリストのための
　内科診断リファレンス　
▶医学書院 医学大辞典
▶患者説明資料 
▶NANDA-I 看護診断 定義と分類★

▶病期・病態・重症度からみた
　疾患別看護過程+病態関連図★

▶今日の治療指針
▶治療薬マニュアル　  
▶医学書院 医学大辞典
▶患者説明資料

▶今日の治療指針
▶臨床検査データブック　
▶医学書院 医学大辞典
▶異常値の出るメカニズム★

▶今日の治療指針
▶今日の整形外科治療指針　
▶医学書院 医学大辞典
▶今日のリハビリテーション指針★

▶今日の理学療法指針★

★は「プレミアムプラス」にのみ収載

研修医
医学生 薬剤師医師

医事課

看護師

臨床検査技師

PT・OT・ST
（リハビリテーション職）
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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
本製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アドレスによる認証方式に加え、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、本製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。

院内LAN環境

インターネット環境

「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

院内LAN接続

訪問診療現場・自宅
（院外）

利用環境・動作環境
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いただけますが、LAN環境においてはサーバーに「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にある端末では、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（2021年8月現在）
【サーバーおよびネットワークについて】
●Windows Server 2019、2016、2012およびWindows10、8.1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、同時アクセスに制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：35GB 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。
●メモリ：8GB以上

【クライアントマシンについて】
◆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(10以降)：Safari
　Android（5.1.1以降）：Google Chrome
　※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、端末がネットワーク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)。

固定IPアドレスによる認証
ID・パスワードによる認証



WEBでの面談・説明会にも対応しております。詳細は弊社ホームページをご覧いただくか、下記販売・PR部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
https://www.igaku-shoin.co.jp

【販売・PR部】 TEL 03-3817-5652　FAX 03-3815-7804
　　　　　  　E-mail em@igaku-shoin.co.jp
【EP開発1課】 TEL 03-3817-5792　FAX 03-3815-2365
　　　　　  　E-mail emsp@igaku-shoin.co.jp

HEY2107

①信頼と実績
著者・編集者・監修者の丁寧な校正を経てリリースされた安心と信頼のコンテンツ。
これまでに全国700以上の施設様にご利用いただいております。

②圧倒的情報量×コンスタントなアップデート
10万項目・著者1万人・図表点数1万6千点超。この膨大なデータから、直感的UI
により必要な情報に瞬時に到達できます。また、コンテンツは順次改訂されるほか、
定期的なデータ更新として、薬剤情報はもちろん、日常診療で遭遇する1150超の
疾患・症候の解説を、毎年完全新原稿でアップデート。常に最新情報で安心です。

③診療現場で役立つ処方情報
『今日の治療指針』は、医師になじみのある代表的な商品名で「処方例」を記載。
「処方上の注意」や「薬剤の使い分け」の解説も充実しています。また、「処方例」に
は治療薬情報のリンクがあり、再検索の手間なく一瞬で薬剤の詳細を確認できます。

④あらゆる医療職が利用できる多彩なコンテンツ
多職種で活用できるコンテンツが満載。例えば『今日の治療指針』では、「患者説明
のポイント」「看護・介護のポイント」「服薬指導・薬剤情報」もしっかり解説。医師
だけでなく、研修医・看護師・薬剤師にも好評です。また、「診療報酬点数」を新規収載。
「医薬品と対応病名検索オプション」とともに、医事課の業務をサポートします。

⑤同時アクセス無制限・施設外からもアクセス可能
アクセス数に制限はありません。また、施設内の電子カルテ・レセコン端末のほか、
施設外からもPC・タブレット・スマートフォンでアクセスいただけます。携行
品の限られる訪問診療などの現場でも活躍します。

日々の臨床・自己研鑽・研究資料作成―すべての医療職をサポート！

1万名

1万6千点

10万件

著者

項目

図表

詳しくは 今日の診療　法人向け

「今日の診療」5大ポイント
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