お問い合わせ

When you have to be right

エンドユーザー向けカスタマーサポート

utdjapan@wolterskluwer.com

月～金 午前9時～午後6時

複数の言語で UpToDate
のトピックを検索

具体的に入力すると、
調べたい情報に近い
結果が得られ易くなり
ます

Eメール

ファクシミリ： 03-3451-2025

1

ユーザー名、パスワード、アカウント情報を変更

日本語や英語で
検索語句を入力

個人契約や施設でご利用されているエンドユーザーの
サポートは、以下までご連絡ください。

電話： 03-5427-1930

UpToDate®で臨床上の疑問に対する回答を入手

UpToDate®

クイックリファレンス
カード
エビデンスに基づいた臨床意思
決定支援ツールを利用して、
臨床上の疑問をその場で解決

「Practice Changing
（診療変更に関する
Updates」
最新アップデート）を確認
専門領域ごとの「What’s
New」
（最新情報）を表示
検索結果をフィルタリングで
絞り込むことも可能

1文字以上の入力で、
オートコンプリート
機能が検索候補を表示

表示された検索結果を更に絞り込む / 例えば「画像」を選択
すると画像のみを表示
サブスクリプションを使用
して簡単に移動

各専門領域の臨床
トピック一覧を確認

2

検索結果を確認

検索結果には、臨床上の疑問解決
に結びつく臨床トピック、セクション、
画像が表示されます。

Lexicomp® 薬物相互作用の
コンテンツにアクセス
検索結果や臨床トピックの
概要を表示・非表示にして
画面表示をカスタマイズ
様々な医療測定値を計算
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臨床トピックにマウスのポインターを
重ねると概要を表示。リンクをクリック
して、見たいセクションに移動
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トピックを調査

エビデンスに基づいた10,500件を超え
る臨床トピックが、最適な患者ケアに必
要な情報を提供します

執筆者・編集者に関する
情報へのリンク
トピックに臨床的に重要な変更
があった場合に通知を受信

患者に見せたり渡したりする
患者向けトピックを入手

CME/CE/CPD単位が追加費用
なしで取得可能
同僚や患者とトピックを共有
本文、参考文献、画像、
臨床トピック全文を印刷

ここから下に臨床トピック
の概要項目を表示

コンテンツをブックマークして
素早くアクセス

クリックして要約や
推奨治療法に移動

トピック内の単語または同意語
を検索します
臨床トピックの最終更新日を確認
（トピックの内容は最新研究を
継続的に検討して更新）

質問や意見を編集部へ送信

クリックしてMedlineの抄録
（可能な場合はフルテキスト）
を表示

各項目をクリックして
必要な情報に移動
臨床トピックに関連
する全ての画像をサムネイル
(縮小表示)形式で表示
関連する臨床トピックにアクセスして詳細情報を確認

注：この画面は登録ユーザーがUpToDateにアクセスし、CME単位が得られる状況を現しています。

UpToDateは、世界中の学会、協会、機関に認定・認可されており、情報源および学習ツールとして広く受け入れられています。UpToDateの使用がお住まいの国やご自身の専門領域でCME要件として
認められるかどうかについては、 www.uptodate.com/cme でCME要件の最新リストをご確認ください。
UpToDateの使用がそれぞれの国や専門領域でCME要件として認められるかどうかは、個人の責任で判断してください。
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