国内最大級の総合診療データベース

今日の 診 療
プ レ ミ アム

Vol.

30

DVD-ROM for Windows

Today’s Diagnosis and Treatment Premium
DVD-ROM ドライブがなくても、
インストール用ファイル一式をダウンロードし、
インストールすることができます。
＊この場合も、パッケージ
（DVD-ROM）
をお買い求めいただく必要がございます。
をご確認ください。
＊必要システム構成（4 ページ）
＊ダウンロードにあたって、「医学書院 ID」への本商品の登録が必要です。

◉ DVD-ROM版 2020年

価格：本体78,000円＋税

［JAN4580492610469］

for Windows

Update

収録書籍

30th
ANNIVERSARY

2 冊を改訂
Update

収録項目数約 100,000 件
医学書院のベストセラー書籍

15 冊を収載

試用版 はこちらから

todaysdt.com

優れた検索機能
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いたします。
キーワードから一括検索
検索結果から該当項目の
解説を表示

検索語の先頭数文字
を入力すれば、候 補
の一覧が表示される
「イ ン ク リ メ ン タ ル
サーチ」機能を搭載

処方例から治療薬情報に
ワンクリックでジャンプ

該当項目リストや本文中の
アイコンから図表を表示
「薬品名」のほか
「適応症」
「副作用」など
様々な条件で検索可能

すべての薬剤について
化学構造式を収録
※ 画面は開発中のものです。

『今日の診療』の便利な機能
相互リンク

『今日の治療指針』↔『治療薬マニュアル』
『今日の治療指針』に掲載された処方例にはリンク
機能があり、
『治療薬マニュアル』にダイレクトに
ジャンプできます。
また、
『治療薬マニュアル』に掲載された薬剤から、
それを掲載している『今日の治療指針』の項目に
ダイレクトにジャンプすることもできます。処方
意図の確認や併用薬・代替薬のチェックなどにご
活用ください。

『治療薬マニュアル』

『今日の治療指針』

採用薬リスト

ৗਃચ
「治療薬マニュアル」収載の薬剤に「採用薬」
マークを付けられます。採用薬の一覧表示と
印刷、チェックしたリストデータのエクス
ポートやインポートも可能で、自施設に常備
されている薬剤を見つけ出すのに役立ちます。

一般名・投与禁忌の
クイック表示

本文右上に表示される「採用薬アイコン」 を
クリックすると、採用薬リストに追加されます。

充実のコンテキストメニュー

選択した文字列を
『医学大辞典』で検索

文中の文字列を選択し右
クリックすると、コンテ
キストメニューが表示さ
れます。
「すぐに検索」
「医
学 大 辞 典 検 索」な ど、便
利な機能をワンクリック
で表示します。

「今日の治療指針」処方例中の薬剤商品名（⇒マー
ク）にカーソルをあてると「一般名」と「投与禁忌」
が表示されます。処方の際、特に留意が必要な投
与禁忌情報をすばやく確認でき安心です。さらに
詳しい薬剤情報を知りたいときは、ワンクリックで
「治療薬マニュアル」
の当該薬剤にジャンプします。

タブレット端末やスマートフォンなどでも利用可能な
「Web 閲覧権」付
タブレット端末やスマートフォン、パソコンなど、
お手持ちの複数の端末でご利用になれます＊。

※『今日の診療プレミアム WEB』をご利用にあたって、
「医学書院 ID」に本商品の登録が
必要です。「Web 閲覧権」の有効期間は、登録から 1 年間です。登録は、2021 年 4 月
30 日で締め切らせていただきます。
※『今日の診療プレミアム WEB』ご利用時は、インターネットに常時接続する必要があり
ます。
動作環境（推奨 web ブラウザ）
パソコン
Microsoft Edge、Internet Explorer11、Google Chrome、Firefox、
Safari
（MacOS）の最新版
スマートデバイス
iOS10 以降
（Safari を推奨）、Android5.1.1 以降（Google Chrome を推奨）
※Webブラウザでは、JavaScript、Cookie および SSL（TLS）を受け付ける設定が必要です。
＊2 台以上の端末で同時にログインすることはできません。

骨格をなす8冊を収録した
『今日の診療 ベーシック Vol.30』
もご用意しております
す

今日の 診 療
ベ ー シック

◉ DVD-ROM版

30

Vol.

DVD-ROM for Windows

2020年 価格：本体59,000円＋税［JAN4580492610483］

※『今日の診療 ベーシック Vol.30』には、Web 閲覧権は付与されません。
for Windows

【お知らせ】
「今日の診療ベーシック」の新規購読専用は本版
（Vol.30）の発売をもって終了いたします。
※「今日の診療プレミアム」は発売を継続する予定です。

Update

Update

『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
今日の治療指針

治療薬マニュアル

2020年版

2020

創刊 62 年の実績を誇る、治療法年鑑。
1,172 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。

創刊 30 周年となる本書は、約 2,300 成分・
18,000 品目の薬剤を収載。ほぼすべての
医薬品の添付文書情報を分かりやすく整理
し、専門医による臨床解説を付加。

今日の治療指針

臨床検査データブック

2019年版

2019 ―2020

今日の診断指針

新臨床内科学

第7版

第9版 P

今日の整形外科治療指針

内科診断学

第7版

第3版 P

今日の小児治療指針

ジェネラリストのための

第16版

内科診断リファレンス P

今日の救急治療指針

急性中毒診療レジデントマニュアル

第2版

第2版 P

今日の皮膚疾患治療指針

医学書院 医学大辞典

第4版 P

今日の精神疾患治療指針

第2版 P

第2版 P

P マークのあるものは
『今日の診療 プレミアム』にのみ収録されています。
※ 書籍とは一部異なる部分があります。

必要システム構成
●OS：Windows 10 ／ 8.1
（全て32 ／ 64bit 対応）
ご注意：Windows のサーバ製品、および Macintoshでは使用できません。また仮想システム上
の Windows はサポート対象外となります。
●DVDドライブ
（推奨）
●インターネット接 続 環 境：
「ハ ードディスク格 納」でお 使 いになる場 合と
「MedicalFinder」を使用する場合には必要（両機能とも使用しない場合には不
要です）
『今日の診療プレミアムVol.30』
『今日の診療ベーシックVol.30』のユーザーサ
ポート期限は 2022 年 12 月31日までとさせていただきます。

ユーザー登録で、お得な連続購読サービスを！
Vol.30 でユーザー登録を行っていただくと、Vol.31 を廉価で購入できる「連続購読サー
ビス」をご利用いただけます。ユーザー登録は、
『今日の診療』の画面に表示される
「オ
ンラインユーザー登録」
からお手続きをお願いします
（同封のはがきでも登録可能です）
。
・ 本製品は 1 年に 1 回発行され、書籍の改訂に応じてデータを入れ替えます。その際、登録ユーザーは、
連続購読システムによって廉価でご購入いただけます。
・ このシステムは 1 商品につき 1 人の登録ユーザーのみに適用され、次期製品発売時に弊社から連続購読
のご案内を差しあげます。

「今日の診療」インストールファイルのダウンロードについて
インストールに必要なファイル一式を、弊社サイトからダウンロードすることができます。DVD ※ファイル解凍を行うためにHDD の空き領域が
「プレミアム」で 7.5GB、
「ベーシック」で 2.5GB
ドライブのないパソコンで本商品をご利用の場合は、この方法でインストールしてください。ダ
必要になります( インストール後、削除可能です)。また、別途インストールに
「プレミアム」で
ウンロード、インストールの手順は、以下の通りです。
約 3GB、
「ベーシック」で約 1.5GB が必要です。インストールの手順についてはユーザーズガ
①ダウンロード専用サイトにアクセス
（サイトの URL は本商品同梱の書面に記載されています）。
イドの
「1.2 ハードディスク格納のインストール」に詳細が記載されています。
②表示されるページで製品登録を行い、画面の指示にしたがってダウンロードを行ってください。 ※ iPad、iPhone、Android 端末などのスマートデバイス (iOS、Andoroid OS) には対応して
ダウンロードしたファイルは ZIP 圧縮されていますので、
「解凍」を行ってください。
おりません。

詳しくは、
『今日の診療』特設サイトへ

todaysdt.com

『今日の診療プレミアム』試用版を
ご利用ください。
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