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詳しく読む

情報の迅速かつ容易な入手に役立つUpToDate

  10,000件以上の臨床レビューは20専門領域以上を網羅（追加専門領域も準備中）

   登録ユーザーとしてUpToDateにアクセスすると、CME単位 / CE参加時間 / CPD参加時間が発
生*

   コンピューターやモバイル端末のブラウザや受賞歴を誇るモバイルアプリから、場所を問わず
無制限アクセス*

  最適化検索機能で複数の語句を入力し、臨床上の疑問に対する正確な回答をすばやく入手

  臨床上の疑問解決に結びつく臨床レビューのセクションや画像へのリンクを検索結果に表示

   画像検索機能で27,000件以上の画像を検索し、見やすいサムネイル形式で結果を表示。画像
が引用されている臨床レビューにアクセスして、詳しい情報を確認。必要に応じてエクスポート、
印刷、Eメールが可能。

   「Search in Your Own Language」（検索言語の選択）機能では、9カ国語での質問や操作が可
能

  380,000件以上の参考文献や引用（Medline）はエビデンスに基づいた内容をサポート

  格付けされた9,000件以上の推奨治療法でエビデンスの質や推奨度の高さを判断

   主要医薬品データベースおよび薬物相互作用プログラム（Lexicomp®と提携）には、成人・小児
向け医薬品および国際医薬品の評価資料を5,200件以上収載

   「What’s New」（最新情報）や「Practice Changing UpDates」（最新の診療アップデート）は、
専門領域別の最新重要所見への注意を喚起

  約1,500件の患者向け教育記事は患者への情報提供や意志決定参加促進に有用

*ライセンスの種類によってはご利用いただけない場合があります。

UpToDate
施設契約
エビデンスに基づいた 
臨床意思決定支援システムを
利用して、 
臨床上の疑問に対する回答を
ポイントオブケアで入手

世界最大の臨床コミュニティを活用

20年以上にわたり、UpToDateはエビデンスに基
づいた実践的な推奨治療法を850,000名以上の
臨床医に提供してきました。継続的に更新され、
バイアスがかかっていないその情報は、ポイント
オブケアでの適切な意思決定を支援しています。

UpToDateは世界で最も信頼されている臨床情
報源のひとつです。医師が臨床上の疑問を解決
するために、他のどの情報源よりも高い信頼を
UpToDateに寄せているとの結果が独立系の調査
により示されています。

1

医師が他の情報源ではなく、UpToDateを選ぶ理
由を、ご自身でお確かめください。

1. Source: Schilling LM, et al. Acad Med. 2005:80(1):51

2. Osheroff, JA. Ann Intern Med 1991:575; Ely, JW. J Am Med Inform 

Assoc 2005; 12:217

豊富なコンテンツ
UpToDateは、 
20専門領域以上にわたって 
10,000件以上の臨床レビューを 
提供しています：

救急医療（成人および小児）
プライマリケアおよび内科疾患（成人）
アレルギー疾患および免疫疾患
循環器内科疾患
皮膚疾患
内分泌疾患および糖尿病
家庭医療および総合診療
消化器疾患および肝臓疾患
一般外科
老人病学
血液疾患
病院医療
感染疾患
腎臓疾患および高血圧
神経疾患
産科、婦人科疾患および女性の健康
腫瘍疾患
小児疾患
精神疾患
肺疾患およびクリティカルケア
リウマチ性疾患

準備中の専門領域：
麻酔学
緩和ケア
睡眠疾患

所属機関の電子医療記録からの 
UpToDateへのアクセスについては、 
utdjapan@wolterskluwer.comまで 
お問い合わせください。

© Wolters Kluwer Health 05/14. All Rights Reserved. 
SKU #000174INT

お問い合わせ先：
Email: utdjapan@wolterskluwer.com

TEL: 03-5427-1930
FAX: 03-3451-2025
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臨床レビューの詳細を確認
エビデンスに基づいた10,000件
を超える臨床レビューが最適な
患者ケアに必要な情報を提供し
ます。3

1「New Search」（新規検索）ボックスに、日本語、英語、または 
その他の言語でキーワードを入力
具体的に入力すると、求める情報に近い結果が得られる可能性が高くなります。

UpToDateで臨床上の疑問に対する回答を入手

デモについては、www.uptodate.com/demoをご覧ください。

クリックして概要
および推奨治療法
にアクセス

各臨床レビューの
詳細な概要を表示

質問や意見を編集部へ送信

「Find」（検索）ツールで臨床
レビュー内の語句や同義語を
検索

本文、参考文献、画像、臨床レ
ビュー全体を印刷

臨床レビューを同僚や患者に
Eメール

関連する臨床レビューにアクセスして
詳細情報を確認

クリックしてMedlineの抄録 
（および可能な場合は全文） 
を表示

執筆者および編集者に関する
情報へのリンク

最新研究の継続的検討に基づいて
臨床レビューを最終更新した日付を
確認

格付け済みエビデンスと
推奨治療法

見出しをクリック
して必要な情報に
アクセス

臨床レビューに関
連するすべての画
像をサムネイル形
式で表示

患者向け教育へアクセスして
患者と情報を共有

専門領域ごとの「What’s New」（最新情報）を確認

「Practice Changing Updates (PCUs)」（診療の最新アップデート）を確認
検索言語を選択

検索条件を追加

ユーザー名、パスワード、アカウント情報を変更

薬物相互作用データベースへアク
セス（Lexicomp®と提携）

さまざまな測定値を計算

検索結果や臨床レビューの概要を
表示・非表示にして画面表示をカ
スタマイズ

各専門領域の臨床レビュー一覧を確認

検索結果に表示される臨床
レビューの優先順位を設定 
/ 画像のみを表示

臨床レビューにマウスのポインタ
ーを重ねると表示される概要の
リンクをクリックして特定のセク
ションに移動

患者向け教育へアクセスして患者と情報を共有

2 検索結果を確認
検査結果には、臨床上の疑
問解決に結びつく臨床レビ
ューのセクションや画像へ
のリンクが表示されます。

CME / CE / CPD単位が追加費
用なしで発生

注：画像は登録ユーザーがUpToDateにアクセスしてCE単位が発生する状況を表しています。
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消化器疾患および肝臓疾患
一般外科
老人病学
血液疾患
病院医療
感染疾患
腎臓疾患および高血圧
神経疾患
産科、婦人科疾患および女性の健康
腫瘍疾患
小児疾患
精神疾患
肺疾患およびクリティカルケア
リウマチ性疾患

準備中の専門領域：
麻酔学
緩和ケア
睡眠疾患

所属機関の電子医療記録からの 
UpToDateへのアクセスについては、 
utdjapan@wolterskluwer.comまで 
お問い合わせください。
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お問い合わせ先：
Email: utdjapan@wolterskluwer.com

TEL: 03-5427-1930
FAX: 03-3451-2025




